
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

オブジェクト データ向けECSサイバー保護ソリューション 
 
 

サイバー攻撃は、あらゆる規模や業種の企業にとって深刻で継続的な脅威となっています。サイバー攻撃は11秒ご
とに発生しており1、平均被害額は1,300万ドル2で、金額は増え続けています。サイバー攻撃によって運用が中断し
て評判が損なわれる結果、データ保護規制に関連する法律上の訴訟が起こる可能性もあります。攻撃を100%防
ぐことは現実的ではありませんが、システムのサイバー レジリエンスを大幅に向上させてビジネス クリティカルなデータを
保護する、あるいはビジネス運営をより迅速にリカバリーするためにシステムをセットアップする、などのようにIT組織が
できることはたくさんあります。 

 
 

この概要では、Dell ECSサイバー保護ソリューションが、オブジェクト データを対象とした世界で最も 
サイバーセキュアなオブジェクト ストレージ ソリューションである理由について説明します。3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

参照： 
1  https://cybersecurityventures.com/global-ransomware-damage-costs-predicted-to-reach-20-billion-usd-by-2021/ 
2 https://www.accenture.com/ja-jp/insights/security/cost-cybercrime-study 

 
3 Dell ECSで提供されるサイバーセキュリティ ソフトウェアの機能を競合製品と比較した、Dellの分析（2022年9月）に基づきます。 

 
 

1 © 2022 Dell Inc. その関連会社。 

データシート 

https://cybersecurityventures.com/global-ransomware-damage-costs-predicted-to-reach-20-billion-usd-by-2021
https://www.accenture.com/ja-jp/insights/security/cost-cybercrime-study


2© 2022 Dell Inc. その関連会社。  

オブジェクト データ向けECSサイバー保護ソリューション 
 

オブジェクト データは、サイバー攻撃者にとって新たな標的になる可能性があります。
オブジェクト ストアを必要とするモダン アプリケーションの急増に加え、多くのバックアッ
プ データや法令遵守に関するデータもオブジェクト ストレージを使用しています。 
アプリケーション サーバーは認証キーをディスクに格納することが多いため、アプリケー
ション ホストが攻撃の標的となるのは明らかです。このオブジェクト データを狙っている
攻撃者は、秘密キーと数行のPythonコードがあればペタバイト規模のデータにアクセ
スできます。さらに悪いことに、オブジェクト データへのアクセスを監視するセキュリティ 
ツールがないため、こうした攻撃の侵入を検出することがでません。デル・テクノロジーズ
はSupernaと連携し、オブジェクト ストレージに対するサイバー攻撃を検出し、保護と
リカバリーを行う包括的なゼロトラスト機能を提供しています。ゼロトラスト アプローチ
は、さまざまなサイバー攻撃からアプリケーションとデータを保護する実績のある手法で
あり、NISTフレームワーク（https://www.nist.gov/cyberframework）のようなセ
キュリティ フレームワークに基づくサイバー セキュリティ戦略の基盤を形成しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

オブジェクト データ向けのデル・テクノロジーズ ソリューション 
 

スマートなエアギャップ テクノロジーによる分離 
堅実なサイバー レジリエンス戦略には、データの保護に関連するあらゆるベスト プラクティス（適切な
レベルのアクセス制御、データの不変コピー、ウイルス対策、マルウェア対策）が使用されています。こ
れらの機能に加えて、Ransomware Defenderには、切り札となる保護機能が備わっています。それ
は、本番環境から分離されたサイバー ヴォールト内にデータのコピーを保存することです。最初にサイ
バー ヴォールトにデータをレプリケーションした後は、本番環境とヴォールト コピーの間にエアギャップが
維持されます。それ以降の増分レプリケーションは、本番サイトでのセキュリティ侵害を示す既知のイベ
ントがないことを確認してからエアギャップを閉じることで断続的にのみ実行されます。 

 
 
 

   
本番サイト Cyber 

Recovery Vault 
 
 

参照： 
1  https://cybersecurityventures.com/global-ransomware-damage-costs-predicted-to-reach-20-billion-usd-by-2021/ 
2 https://www.accenture.com/ja-jp/insights/security/cost-cybercrime-study 

 
 
 

 
 

分離 

サイバー攻撃の 
発生頻度 

11秒に1回1 

米国連邦政府機関に対す
るサイバー攻撃の平均被害
額（推定） 

1,370万ドル2 

https://www.nist.gov/cyberframework
https://cybersecurityventures.com/global-ransomware-damage-costs-predicted-to-reach-20-billion-usd-by-2021
https://www.accenture.com/ja-jp/insights/security/cost-cybercrime-study
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検出：疑わしいデータ アクセス アクティビティをリアルタイムに検出 
検出と早期対応は、すべてのサイバー セキュリティ フレームワークにとって最も重要な要素です。
Ransomware Defender for Dell PowerScaleは、ランサムウェア攻撃を検出し、保護と迅速なリカ
バリーによってビジネス クリティカルなファイル データをペタバイト規模で保護するツールであり、瞬く間に
ITおよびセキュリティ チームにとって不可欠な存在になりました。現在、デル・テクノロジーズはSuperna
と連携して、このテクノロジーをオブジェクト ストレージに導入しています。これは、業界初の試みです。
Eyeglass Ransomware Defender for Dell ECSは、攻撃イベントをリアルタイムで検出する包括
的な機能をお客様に提供し、業界で唯一、S3にネイティブで対応するリアルタイム データ保護を実現
します。オブジェクト データへのアクセスを行動ベースで分析することで、オブジェクト データのゼロトラス
ト保護を実現します。 

 
 

学習モード 
人工知能および機械学習は、サイバー セキュリティで使用されている主要なテクノロジーです。
Ransomware Defenderに搭載されている学習モードは、アプリケーションごとに異なる可能性の
ある安全なアクセスのベース ラインを確立するのに役立ちます。時間の経過とともに、システムは疑
わしいデータ アクセス動作をより正確に検出できるようになり、偽陽性を最小限に抑えます。 

 

アプリケーションのホワイトリスト 
ホワイトリストは、ゼロトラスト ベース アプローチの主要なコンポーネントです。検証済みリストに含まれて
いるアプリケーションおよびネットワーク構成だけがデータへの排他的アクセスを許可されます。
Ransomware Defenderを使用すると、セキュリティ管理者は、特定のオブジェクト データへのアクセス
を許可するオブジェクト バケット、ユーザー アカウント、サーバーIPアドレスのリストを設定できます。 

 

自動応答 
Ransomware Defenderは、攻撃イベントに対応するための幅広いオプションを提供します。管理者
は、異常なデータ アクセス動作に関するアラートを受け取ります。「監視のみ」から「ユーザーの即時
ロックアウト」まで、さまざまな自動応答を許可するようにシステムを設定できます。ECSとのAPI統合
により、アクセス キーを取り消して攻撃を阻止できます。また、管理者が侵害されたオブジェクトを追跡
し、ECSのオブジェクト バージョン管理機能を使用して以前のバージョンからリカバリーすることで、デー
タ リカバリーが高速化します。 

 

Security Guardを使用した侵入テスト 
サイバー攻撃に備えて設定した防御策を確認するときは、侵入テストの実施をお勧めします。
Ransomware Defenderは、防御が適切に動作していることを確認するための自動侵入テストを備え
ています。侵入テストのログを使用すると、管理者はセキュリティ防御の正常性を簡単に確認し、侵入テ
ストに失敗した場合はアラートを生成できます。 

 
 
 
 
 

検出 
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ネットワークの
境界 

イベントのトリガー 
 
 
 
 
 
 
 
 

リアルタイムのアクセス監査 自動応答 
 
 

検出可能なパターンの例 
 

大量削除 
 
 

異常なデータ アクセス 異常なユーザー行動 大量の暗号化 
 
 
 
 
 

運用とデータのリカバリー 
サイバー攻撃からリカバリーするには、侵害されたデータ、ユーザー アカウント、攻撃の発端となったク
ライアントIPを特定する必要があります。Ransomware Defenderではこれらの情報が提供される
ため、管理者はウイルスに感染したオブジェクト ストアやネームスペースを隔離することができます。ま
た、侵害されたオブジェクト データとS3バケットのリストがRansomware Defenderから提供されるた
め、正確なデータ リカバリーが可能になります。これにより、システムの再稼働にかかるリカバリー時間
を短縮できます。さらに、一連の事後イベントも行われるため、セキュリティ ギャップに対処し、将来の
攻撃に備えて環境を強化できます。さらに、 S3に準拠したECSのバージョン管理により、既知の良
好なバージョンのオブジェクト データを使用して、影響を受けたデータをリストアできます。 

ユーザー 
 

パス 

データ 

 
 
 
 
 

リカバリー 



 

PowerScaleプラットフォームの詳細情報 

Dell ECSエンタープライズ オブジェクト ストレージの詳細情報 

S3に準拠しているECSのイントリンシック（内在的）セキュリティ機能 
 

1. ECSのS3オブジェクト ロック 
ECS 2.X以降、Dell EMC ECSはWORM（Write Once, Read Many）ベースの保存をサポート
してきました。現在は、より多くのアプリケーションとの互換性を高めるために、Amazon S3オブジェクト 
ロック機能と互換性があるオブジェクト ロック機能をサポートしています（ECS 3.6.2以降）。また、オ
ブジェクト ロックは、SEC 17a4 (f)、FINRA Rule 4511 (c)、CFTC Rule 17などのコンプライアンス
要件を満たすようにも設計されています。 

オブジェクト ロックは、ユーザーが定義した保存期間中にオブジェクト バージョンが削除されることを防ぎま
す。不変のS3オブジェクトは、バケットレベルのWORM構成や保存属性を使用して保護されます。保
存ポリシーは、S3 APIまたはバケットレベルのデフォルト設定を使用して定義されます。 
オブジェクトは保存期間中ロックされ、訴訟ホールドのシナリオもサポートされています。 

ECSオブジェクト ロックの詳細については、ここをクリックしてください 
 

2. S3のIDおよびアクセス マネジメント 
ECSのIDおよびアクセス マネジメント(IAM)により、ECS S3リソースへのアクセスをきめ細かく安全に管
理できます。この機能によって、ECSリソースへの各アクセス要求が識別、認証、承認されるようになり
ます。また、ECS IAMにより、ユーザー、ロール、グループを追加することができます。ECS IAMエンティ
ティにポリシーを追加することによって、アクセスを付与および制限することもできます。 

ECS IAMの詳細については、ここをクリックしてください 
 

3. S3バージョン管理 
ECSでのS3バージョン管理により、オブジェクトの複数のバリエーションを同じバケット内で保持してデー
タを保護できます。事故、災害、サイバー攻撃のような意図しない損失が発生した場合は、迅速にリ
カバリーできます。古いバージョンのオブジェクトが必要な場合は、ECS S3 APIを使用して、以前の
バージョンを取得したり、以前のバージョンにリストアしたりすることが可能です。さらに、ECSオブジェクト 
ロックでバケットレベルのバージョン管理を有効にすることで、特定の保存期間（ガバナンスとコンプライ
アンスのシナリオに対応）または無期限（訴訟ホールドの場合）でオブジェクト バージョンをロックでき
ます。 

ECSのバージョン管理の詳細については、ここをクリックしてください 
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防御 

https://infohub.delltechnologies.com/p/protect-against-potential-ransomware-attacks-on-object-storage/
https://infohub.delltechnologies.com/p/manage-object-retention-with-ecs-object-lock/
https://www.dell.com/support/manuals/ja-jp/ecs-appliance-software-with-encryption/ecs_pub_data_access_guide_3_3_to_3_6/object-lifecycle-management?guid=guid-cb875845-17e5-453a-9264-00914311cfff&lang=en-us
https://www.dell.com/support/manuals/ja-jp/ecs-appliance-software-with-encryption/ecs_pub_data_access_guide_3_3_to_3_6/object-lifecycle-management?guid=guid-cb875845-17e5-453a-9264-00914311cfff&lang=en-us
https://www.delltechnologies.com/ja-jp/storage/ecs
https://twitter.com/dellstorage
https://www.delltechnologies.com/ja-jp/contactus.htm
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