
SupportAssistのセキュリティに関する5つの 
重要な疑問点とその回答。

業務用PC向け
SupportAssist

SupportAssistを使用すると、不要なファイルの削除、ネット
ワーク設定の最適化、システム パフォーマンスの調整、ウイル
スとマルウェアの削除により、PCを最適化できます。また、
お使いのPCで使用可能なドライバーのアップデートも識別し
ます。

また、SupportAssistは、PCからテレメトリー データをプロア
クティブに収集し、サービス プランに基づいてPC使用率に関
するインサイトを提供します。

最大 

60% 
Forresterによるア
ンケートで、リス
クの低減のために
接続テクノロジー
を活用していると
答えたITリーダー
の割合。
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I：はじめに
ノートパソコンで障害が発生すると、混乱とストレ
スを招きます。このような問題は、しばしば最悪の
タイミングで従業員の生産性を大きく低下させま
す。このため、保有するコンピューターの品質と稼
働時間に頭を悩ませる企業CIOが増えています。

多くのCIOは、データサイエンスから得られた洞
察を使用して数十億のデータ ポイントを処理し、
IT管理者の効率向上に役立つ最先端テクノロジー
に注目しています。この最先端テクノロジーは、
システム状態情報をエンドユーザーのシステムか
ら会社のIT部門に、またはハードウェア ベンダー
あるいはソフトウェア ベンダーに送信すること
によって実現でき、発生と同時に問題を解決する
だけでなく、問題を未然に防ぐことも可能になり
ます。SupportAssistテクノロジーを採用したDell 
ProSupport Plusは、TechDirectポータルから1つの
コントロール プレーンを提供することで、HPや
Lenovoの製品にはない、ハード ドライブの障害を
警告する機能を備えています。3

このテクノロジーは稼働時間と効率性を確保する
うえで必須です。これに関し、SupportAssistで収
集される情報とその処理方法についてCIOから疑問
が提起されています。

その中でも重要とされる疑問は次のとおりです。
•  SupportAssistが収集するデータの種類とは？ 

•  会社のIT部門やコンピューター ベンダーにデータ
を送り返す際、このデータをどのように保護する
のか？ 

•  データが届いたら、プライバシーと安全性を保つ
ようにデータは保管されるのか？ 

•  GDPRおよび他の規格をどうやって順守するのか？

本書では、最新のデータ科学対応テクノロジーを評
価する手段として、以上の疑問やその他の関連す
る疑問を検証します。具体的には、SupportAssist
によってどのように予測型の主体的なサポートが
提供されるのか、その概要を簡単に説明します。
SupportAssistは、問題を事前に予測して解決する
ことで問題の芽を摘む唯一の完成されたサポート 
サービスとして、PC向けProSupport Suiteを差別
化するテクノロジーです。また、Dell Technologies 
Servicesがプロセス、データ転送、およびデータ ス
トレージで機密データをどのように保護するのかに
ついても詳しく説明します。
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PC向けDell ProSupport Suiteは、エキス
パート サポートへの優先アクセス、偶
発的な破損に伴う修理、および問題と
なる前に問題点を予測して修正する機
能を組み合わせた、唯一の完成された
サポート サービスです。詳しくはこち
らをご覧ください。

II：SupportAssistについて
SupportAssistは、組織が自社システムについて自動化さ
れたテクニカル サポートを受けることができる主体的な
予測型テクノロジー2です。エンドユーザーのデバイスを
監視し、ハードウェアとソフトウェアの両方の問題点を
プロアクティブに検出し、システムの使用状況に関する
インサイトを提供します。

問題が検出されると、SupportAssistはテクニカル サポー
トに対するサポート要請を自動的に開始します。問題の
タイプによっては、アラートが発生すると同時にテクニ
カル サポート要請またはパーツの自動発送が開始されま
す。SupportAssistは、テクニカル サポートが問題のトラ
ブルシューティングと解決に使用するハードウェアとソ
フトウェアの両方のデータを収集します。

主要機能
自動化 
•	 PCを最適化し、TechDirectポータルから適切な
ドライバー更新をプッシュする

•	問題が発生したときにはサービスプランに基づ
いてPC使用率の状況を把握し、エンドユーザー
に問題が通知されないうちにIT部門にアラート
が送信されます。

•	交換パーツが自動的に発送されます。
•	システムの使用状況に関するインサイトを提供
します。

主体的 

•	 SupportAssistで問題が検知されると、直ちにト
ラブルシューティングが開始されます。

•	テクニカル サポートがエンド ユーザーにコンタ
クトをとり、問題の解決に取り掛かります。

予測的 

•	 SupportAssistは、予測型障害分析を使用し、差
し迫った障害の兆候を検出します。

•	問題が予測されると、サポート ケースが自動的
に作成され、予期しないダウンタイムがほぼ解
消されます。3

利用できる機能は、システムについてご購入い
ただいたサポート プランに応じて異なります。
•	 ProSupport Plusをご利用のエンドユーザー
には、予測型の問題検出や障害防止など、
SupportAssist機能のすべてが提供されます。

https://www.dellemc.com/en-us/services/support-services/prosupport-client-suite.htm#overlay=/content/dam/digitalassets/active/en/unauth/quick-reference-guides/services/dell-prosupport-suite-for-pcs-comparison-chart-commercial.pdf
https://www.dellemc.com/en-us/services/support-services/prosupport-client-suite.htm#overlay=/content/dam/digitalassets/active/en/unauth/quick-reference-guides/services/dell-prosupport-suite-for-pcs-comparison-chart-commercial.pdf
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III. SupportAssistアーキテクチャ
SupportAssistは、システムを継続的に監視し、デバイスに対して定期的にヘルス チェックを実行する一連のサービ
スで構成されています。この情報は、組織のIT部門またはDell Technologies Servicesに送り返されてデータの分析が行
われ、対策が提案されます。

TechDirectを使用したSupportAssistアラートの一元管理
SupportAssistアラートは、組織のTechDirectアカウント宛てに円滑に転送され、一元管理することができます。
ProSupportサービス プランまたはProSupport Plusサービス プランをご契約いただくと、Dell Technologies Servicesへ
のアラートの自動転送オプションをお選びいただくこともできます。

SupportAssistアーキテクチャ

お客様のドメイン

エンドユーザーデバイス

SupportAssist
サーバー

SupportAssist
インテリジェンス
エンジン

ITSM
システム

ディスパッチ
システム

パーツのディスパッチ

ケースの
作成

ディスパッチ
オーダー

予測的
アラート

診断
サービス

アラート ログ修復

SupportAssist
エージェント

Dell Technologies Servicesのドメイン

ケース

問題解決について話し合うために、デルからお客様にご連絡。

SupportAssist
がお客様のPC
に導入される SupportAssist

アラート 

システムの状態 

テクニカル 
サポート 

SupportAssist
インテリジェン
ス エンジン 

システム状態の分析 
障害の予測 

•
•

SupportAssist

SupportAssist

SupportAssistの
アラートは、お客様の
TechDirectアカウント
に円滑に転送され、
便利な一元管理を

実現する 

TechDirect アラート 

予測
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TechDirectを使用したSupportAssist警告の一元管理（続き）：
SupportAssistインサイトと呼ばれるSupportAssistの非常に有用な分析コンポーネントがシステム使用率データを収
集し、このデータをTechDirectコンソール内に表示することができます。このようなデータには、CPUの利用率、空
きディスク容量、最大バッテリー容量、バッテリーのランタイムなどがあります。TechDirectでは、すべてのシステ
ム、特定のデバイス グループに属するシステム、または個々のシステム別にこの情報を表示できます。お客様は、
パフォーマンスの問題を特定し、ビジネスにおけるより良い意思決定（例：ハードウェアをアップグレードすべき
か、交換すべきか）を下すことができます。

IV. SupportAssistセキュリティ 
組織には、業務用PC向けSupportAssistでどのようなデータが収集されて、どのように処理されるのか疑問を持たれ
ているCIOやCSOがいらっしゃるかと思います。

このセクションでは、SupportAssistがお客様の問題の解決に必要なデータのみをどのように収集し、最適化された
セキュリティを念頭に置きながらデータをどのように処理するのかなど、以下の質問についてお答えいたします。

SupportAssistセキュリティ

SupportAssistがデータを安全に
保管する方法とは？

Dell Technologiesのセキュリティ 
プラクティスとポリシーとは？

SupportAssistが収集す
るデータの種類とは？

SupportAssistがデータを使用
して行うこととは？

SupportAssistがデータを安全
に転送する仕組みとは？

01010110
11010100
00101011
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SupportAssistが収集するデータの
種類とは？

SupportAssistでは、問題のトラブルシューティングに必
要なデータが自動的に収集され、テクニカル サポートに
安全に送信されます。このデータにより、デルは、順応
性の高いインテリジェントで迅速なサポート体験をお客
様に提供することができます。

デバイスから収集される企業に関する情報は、稼働して
いる特定のエンドユーザー デバイスの識別に必要なサー
ビス タグのみです。パーツを前倒しで出荷する必要があ
るとSupportAssistが判断した場合、Dell Technologiesの
サーバーに安全に保管されている既存の連絡先情報が使
用されます。

日常のシステム監視の一環として収集され24時間ごとに
送信されるシステム情報は次のとおりです。
•	 スキーマ バージョン：日常的なシステム監視に使用
するスキーマのバージョン

•	エージェント バージョン：システムに導入された
SupportAssistのバージョン

•	サービス タグ：システムの一意の識別子

•	システム モデル：システムのモデル名

•	登録情報：SupportAssistの登録ステータス

•	 OSバージョン：デバイスで実行されているオペレー
ティング システムのバージョン

•	 SPバージョン：オペレーティング システムのサービ
ス パック

•	 U T C日付：日常的なシステム監視情報がD e l l 
Technologies Servicesに送信された日付と時刻

•	 BIOSバージョン：システムにインストールされてい
るBIOSのバージョン

•	ステータス：アラートのステータス（重大度に応じ
て異なる。例：警告）

•	説明：システム障害に関する情報（例：CPUの利用
率が高い）

•	ハード ドライブの空き容量：システムのハード ドラ
イブで使用可能な空き容量

•	 メモリー使用量：使用されているシステム メモリー量

•	 CPUの利用率：使用されているCPU量

•	ローカル日付：システムの日付と時刻

•	前回起動日：システムが最後に再起動された日付と
時刻

•	 Windows更新日：システムでWindowsが最後に更新
された日付と時刻

•	 BSOD数/24時間：過去24時間に発生したブルー スク
リーン エラーの回数

•	アラート情報：アラートの一意の識別子

•	発生元：アラートが生成された場所

•	タイプ：アラートのタイプ（例：予測的アラート）

CPUの利用率、ハード ドライブの空き容量、最大バッ
テリー容量、バッテリーのランタイム、PC使用率のテ
レメトリー情報CPU、メモリーの使用率などの一部の
SupportAssistデータは、SupportAssistインテリジェンス エ
ンジンに安全に転送されます。さらに、Insightsコンポー
ネントは、静的および動的なシステム、OS、ネットワー
ク、アプリケーション、メモリーの情報を収集します。

アクティブなシステムから収集された
システム監視データの詳細（所定の24
時間サイクルとは別に収集されたデー
タを含む）は、こちらから参照してい
ただけます。

すべての情報はデータ転送時に
暗号化されて保護されます。

https://www.dell.com/support/manuals/en-ie/supportassist-business-pcs/sab_winos_ri/data-collected-by-supportassist?guid=guid-478d6349-ffc5-498e-bcb0-bb982e19ee3d&lang=en-us
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SupportAssistがデータを安全に転
送する仕組みとは？

SupportAssistからDell Technologies Servicesに送信され
るデータは、256ビット暗号化によって暗号化され、ト
ランスポート層セキュリティ（TLS）プロトコルを使用
して安全に転送されます。

暗号化キーは、実行時、パッケージをインストールする
際に各マシン上で生成されます。暗号化キーをソルトと
ともに使用することで、インストールされている情報が
暗号化されます。保存データの暗号化には業界標準のア
ルゴリズムが使用されます。

暗号生成でいうところのソルトとは、データ、パスワー
ド、またはパスフレーズを「ハッシュ化」する一方向性
関数への入力として使用されるランダムなデータのこと
です。ソルトの主な機能は、辞書攻撃やハッシュ化され
た同様の攻撃（あらかじめ計算されたレインボー テーブ
ル攻撃）から防御することです。

すべての暗号化キーは、安全性の高い乱数発生器を使用
して生成されます。転送データは、TLS over Hypertext 
Transfer Protocol Secure（HTTPS）で保護されます。す
べての暗号化アルゴリズムは業界標準で、保存データは
暗号化されます。

ユーザーから提供されるフィードバック、診断テレメト
リー イベント、復旧プロセスで使用されるシステム情報
を調べるためのDell.com上のAPIに対するクエリーの送信
で使用するBox外通信にはHTTPSが使用されます。

エンドユーザー デバイスへのコンテンツの転送またはダ
ウンロード時、クライアントとバックエンド インフラス
トラクチャ間の通信の保護には標準HTTPSが使用されま
す。テレメトリー データの転送、Dell.com上のバックエ
ンドAPIとの通信、およびDell.comから取得したコンテン
ツのダウンロードのセキュリティ保護にはHTTPSが使用
されます。

すべてのネットワーク コンポーネントは、ファイア
ウォールの背後に配置されており、ネットワーク セキュ
リティ チームによって管理されます。ネットワーク ト
ラフィックは厳重に制御されます。すべての着信トラ
フィックは特定のポートを介して転送され、適切な宛先
ネットワーク アドレスに限定して送信されます。

SupportAssistは、Dell Technologies Servicesのインフラ
ストラクチャとの接続を必要とするさまざまなイベント
に対してネットワーク帯域幅を利用します。利用され
る帯域幅は、SupportAssistで監視されるターゲット シ
ステムの数によって異なります。表1には、1か月あたり
100台のシステムを監視するためにSupportAssistで利用
する平均的なネットワーク帯域幅が記載しています。

表1. 平均データ消費量

イベント イベントの頻度 データ消費量（単位：KB）

SupportAssistの登録 導入後1回                          802

日常的なPC監視情報の送信 導入後24時間ごと               241

定期的なPC監視情報の送信 導入後30～45日ごと                                                   210435

アラートおよびPCのステータス情報の送信 アラートが検出されたとき     30

PC保証情報の確認 導入後1回 7

サポート要請の作成 サポート要請を作成するだけの根拠が
アラートにある場合              159

アップデートの確認 毎週1回     30

構成アップデートの確認 24時間に1回      31

PCに関するインサイト 1時間に1回                                  2320

メモ：ドライバー、BIOS、およびファームウェア アップデートの場合、データ消費量の値はアップデートの回数によって
異なります。
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 SupportAssistがデータを使用して
行うこととは？

SupportAssistでは、収集したデータを、先を見越
した予測型の自動化サポートをお客様に提供する
ために使用します。システムに問題が発生すると、
SupportAssistは、トラブルシューティングのためにテ
クニカル サポート エージェントに送るアラートを生
成します。

また、SupportAssistは、コンポーネントがいつ頃故障
するか予測するときにも収集したデータを使用しま
す。その際、現場に導入されている多数のデル製シス
テムから収集されたデータをベースとしたAIソフトウェ
アを使用します。この予測型アラートを使用すると、
障害発生前にパーツを発送することができるため、シ
ステム稼働時間とデータ保護が最適化されます。

また、SupportAssistはこのデータを使用し、ウイルス
やマルウェアを検出してユーザー システムから削除
し、オペレーティング システムのパフォーマンスも
最適化します。

システム アプリの使用状況では、Insightsコンポーネ
ントを使用して、システムの使用状況に関するインサ
イトが把握できます。

物理的および論理的なセキュリティ対策によってデータを安全に保管

SupportAssistがデータを安全に保管
する方法とは？

物理的セキュリティ
Dell Technologies Servicesは、アプリケーション、システ
ム、ネットワーク、およびセキュリティ コンポーネント
を含むほとんどのSupportAssistデータを、高い可用性とセ
キュリティを保持できる能力がある米国を拠点とするデー
タ センターでホスティングしています。SupportAssist
データは、物理的なセキュリティはもちろんのこと、さま
ざまな対策により保護されています。このような機能には
以下が含まれますが、これらに限定されません。

• オンプレミスのセキュリティ対策
• カメラ
• 疑似エントランス
• 車両封鎖ゲート
• 特殊な駐車場設計
• 防弾ガラスと防弾壁
• 標的となっていない建物の使用

インフラストラクチャが配置されているデータ センターへ
のアクセスは、許可を受けたスタッフに限定されます。ア
クセスはスマート カードで制御されます。

01010110
11010100
00101011
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論理的セキュリティ
SupportAssistによって生成されたデータは、デルのプラ
イバシー ポリシーに則って保管され、トランザクション 
データは6か月経過すると削除されます。

Dell Technologies Servicesインフラストラクチャ（サー
バー、ロード バランサー、ネットワーク共有など）へ
の論理的アクセスは、内部ツールを通じて制限が課され
ます。このツールはDellデジタル（IT）ガイドラインに
従って監査および評価されます。

•	 サーバーおよびデータベースのセキュリティ：サー
バーおよびオペレーティング システム コンポーネン
トは、セキュリティ審査を受けた標準イメージに配置
されています。アプリケーションで使用されるセキュ
リティ更新プログラムに対しては、Microsoftおよび
その他のソフトウェア ベンダーによって公開されて
いるものを含め、定期的にレビューが行われます。重
要なセキュリティ アップデートが発行されると、ま
ず非運用イメージ上でテストを行い、通常はライブ 
サーバーに適時に適用されてリスクを防ぎます。

•	監査：監視対象デバイスのログが保持されます。
Dell Technologies Servicesインフラストラクチャと
アプリケーション以外はログにアクセスできませ
ん。このログには、オペレーティング システムや
SupportAssist Webサーバー コンソールへのログイン
試行またはアクセス試行がすべて記録されます。

IT部門が管理するビルドは、セキュリティのベスト プ
ラクティスに基づいて、Center for Internet Security
（CIS）が推奨する制御を使用して強化されています。

また、SupportAssistエコシステムでは、そのデータ セ
ンター内と別のデータ センターの同一のインフラストラ
クチャ内にいずれもローカルで高可用性が採用されてい
ます。唯一の例外は、ビッグ データ クラスターやプラ
イベート クラウドなど、本質的に可用性の高いテクノロ
ジーです。

データ分析にDell Technologies Servicesが使用するの
は、プライベート クラウド、ハイブリッド クラウド、
パブリック クラウドなど、自在に制御および管理可能な
クラウド環境です。リレーショナル データベース、簡
素なストレージ サービス、およびデータ ウェアハウス
はすべて暗号化され、最小限の権限モードが使用されま
す。リレーショナル データベースは外部公開されませ
ん。データ ウェアハウスのセキュリティは、HTTPSを
使用して保護されます。転送後にクライアントにデータ
が保存されることはありません。

http://www.dell.com/learn/us/en/19/solutions/country-specific-privacy?c=us&l=en&s=dhs&cs=19&delphi:gr=true
http://www.dell.com/learn/us/en/19/solutions/country-specific-privacy?c=us&l=en&s=dhs&cs=19&delphi:gr=true
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Dell Technologiesのセキュリティ プラクティスとポリ
シーとは？

開発
Dellのセキュリティ開発ライフサイクル基準（SDL）は、デル・テクノロジー
ズの製品組織にとって、製品およびアプリケーションのセキュリティ開発作業
を市場の期待と業界慣行と照らし合わせながら評価するための共通基準です。
製品チームが新機能を開発する際に導入しなければならないセキュリティ制御
が定義されています。SDLには、分析作業と、主要なリスク分野に関する規定
の予防的制御の両方が含まれています。脅威のモデリング、静的コード分析、
スキャン、セキュリティ テストなどの分析作業は、開発ライフサイクル全体
にわたってセキュリティ上の欠陥を発見して対処することを目的としていま
す。規定の制御は、Open Web Application Security Project（OWASP）の上位
10位またはSANSの上位25位に入るものも含め、開発チームが特定の一般的な
セキュリティ問題を防ぐための防御的なコードを記述できるようにすることを
目的としています。

SupportAssistのコードは、アジャイル開発手法を使用して開発されています。
コードは、業界標準の自動化ソフトウェアを使用して継続的に統合されます。
コードのバージョンは、セキュリティ グループ権限を使用してチェックイン
および管理されます。

すべてのソフトウェア リリースには、セキュリティ ポリシーに従ってセキュ
リティ評価が行われます。このセキュリティ評価には以下が含まれます。

•	侵入テストによる脆弱性診断

•	ビジネスPC向けSupportAssist用のプライベートによるバク報奨金プログ
ラムなど、複数のクラス最高のベンダーを使用したサード パーティー製セ
キュリティ テスト

•	認証、承認、およびID管理ソリューションの評価

•	オープンソース ライブラリーは、法務チームによって審査および承認され
ます。すべてのサードパーティ製ライブラリーとコンポーネントは、業界
をリードするソフトウェア構成分析ソリューションでスキャンされていま
す。さらに、特定のセキュリティ向上のために、Dellセキュリティ アドバ
イザリーが提供されます。

•	デルのグローバル セキュリティ組織によるデータ分類。このプロセスで
は、プライバシーとセキュリティを1つにまとめることで電子データが確実
に保護されます。

•	また、アプリケーションには、セキュリティ監査とガバナンスも適用され
ます。

サプライ チェーンのリスク管理
デル・テクノロジーズは、計画-資源および調達-製造-配送-返品ライフサイ
クルの各段階で業界をリードするベスト プラクティスに従っています。デ
ルは、グローバル市場において信頼できるICTサプライヤーであり続けるた
め、国際的なSCRM規格およびベスト プラクティスの推進を含め、サプライ 
チェーンの安全を保証するための総合的かつ包括的なアプローチを採用してい
ます。

安全性の高いプロセ
スと実績のある業界
プラクティスにより、
SupportAssistのセキュ
リティを確保。

デルのサプライ 
チェーン保証慣行に
ついては、こちらを
ご覧ください。

https://www.dell.com/learn/us/en/vn/corpcomm_docs/supply-chain-assurance.pdf
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セキュリティ検証テスト
サードパーティー セキュリティ評価が、SupportAssist
アプリケーションとそれを支えるインフラストラクチャ
に対して定期的に実施されます。

アプリケーション評価の対象には、データ転送および
APIセキュリティ、静的および動的なソース コード分
析、共通脆弱性識別子（CVE）とOpen Web Application 
Security Project（OWASP）のクロスチェック、サード
パーティー ライブラリーおよび製品が含まれます。

インフラストラクチャ評価の対象には、内外のネット
ワーク デバイス、サーバー、およびサービス プロバイ
ダーが含まれます。

変更管理
Dell Technologiesの変更管理プロセスは、その企業変更
管理委員会によって決定されたITIL Foundationのベスト 
プラクティスを踏襲しています。すべての変更は、変更
要求チケットによって管理されます。デルのシステムに
アクセスして変更を開始するユーザーは、ITILのトレー
ニングを受けるだけでなく、SDLについて習熟すること
が必要です。バックエンド インフラストラクチャに適
用されるすべてのアップデートおよびアップグレードは
バージョン管理されるため、適切な追跡とトレーサビリ
ティが実現します。チームは、自動化ビルド プロセス
を使用して新しいビルドを適用したり、導入されたビル
ドまたはホット フィックスを取り消したりできます。

お客様の構内でインストールされたアプリケーション
は、お客様の裁量でアップグレードすることができま
す。Dell.com/supportに移行されたすべてのリリースに
は、既知の制限事項によって導入された変更に関する情
報が含まれています。

すべての新しい機能および変更は、デルの製品管理チー
ムによって整備され、変更管理委員会の審査と承認を受
けたPOR（Plan of Record）変更プロセスを使用して優
先順位が付けられます。

認証
SupportAssistでは、Dell Technologies Servicesインフラ
ストラクチャ/アプリケーションによる認証にDellのマイ
アカウントを使用し、Box内認証にOSログイン グループ
を使用します。

データベース管理チームや運用サポート チームなど、
SupportAssistコンポーネントに対するアクセス権を持つ
グループには、個別の職務とアクセス権が割り当てられ
ています。運用環境に対するすべての更新には、チェッ
クとバランスを図る定義済みの変更管理プロセスが適用
されます。

SupportAssistは、プライベートによ
るバク報奨金を含む 複数のクラス最
高のベンダーとの間で、サード パー
ティーによるセキュリティ検証テス
トを 定期的に実施しています。
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セキュリティ意識の高いコミュニティ
当社は、職務内容別のセキュリティ ベスト プラクティスと関連リ
ソースの使用方法について、新規および既存の社員を教育することを
目的とした、ロールベースのセキュリティ トレーニング カリキュラ
ムを提供しています。デル・テクノロジーズは、コミュニティ全体で
セキュリティを意識した文化を醸成することに努めています。また、
当社の開発者コミュニティは、ソフトウェア開発の実践においてシ
フトレフトのセキュリティを促進することを目的としたDellセキュリ
ティ チャンピオン プログラムの一部です。

インシデント レポート
デル・テクノロジーズの担当者は、疑わしいアクティビティを見つけ
たり、サイバーセキュリティの問題や脅威を疑ったりした場合、イン
シデントを直ちにセキュリティ レスポンス センター（SRC）に報告
する必要があります。SRCは、一元化されたコンピューター インシ
デント対応チーム（CSIRT）になります。

報告対象となるインシデントには、当社の環境に影響を及ぼす可能性
のある、またはシステムやデータの漏洩を招く可能性のあるセキュリ
ティ プロセスの脆弱性やギャップなどがあります。CSIRTはインシ
デントの精査を開始し、インシデントの報告者は、CSIRTが調査を実
施するために必要なすべてのアーティファクトおよび詳細情報を提供
します。CSIRTおよびサイバーセキュリティの各組織は、インシデン
トの重大度および侵害の性質に応じて、侵害に関するレポートおよび
詳細情報へのアクセスをお客様に提供します。

脆弱性への対策
デル・テクノロジーズは、脆弱性による脅威に対処するためのタイム
リーな情報、ガイダンス、および緩和策をお客様に提供することによ
り、当社製品のセキュリティ脆弱性に関連したリスクを最小限に抑え
る支援に取り組んでいます。Dellの製品セキュリティ インシデント対
応チーム（PSIRT）は、当社に報告されたすべての製品の脆弱性への
対策および情報開示を責務としています。
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製品セキュリ
ティのベスト 
プラクティスを
定義し、セキュ
リティ開発の重
要性を啓発する
業界リーダー。

デルの脆弱性対策ポリシーを
ご覧ください

業界内での提携
Dell Technologiesは複数の業界団体に参加し、他の大手ベンダーとの連携を通じて製品セキュリティのベスト プラク
ティスの定義、発展、および共有やセキュリティ開発の重要性の啓発に努めています。業界間連携の実例としては以
下のものがあります。

•	 デル・テクノロジーズは、現在、子会社であるEMCと共同創設したSoftware Assurance Forum for Excellence in 
Code（SAFECode）取締役会の委員長を務めています。他の取締役会メンバーには、Microsoft、Adobe、SAP、
Intel、Siemens、CA、およびSymantecの代表者が含まれています。SAFECodeのメンバーは、ソフトウェアの信
頼性保証に関する慣行を共有して公開し、研修も行っています。

https://www.dell.com/support/contents/article/product-support/self-support-knowledgebase/security-antivirus/alerts-vulnerabilities/dell-vulnerability-response-policy
https://www.safecode.org
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1  出典：Dell EMCの委託によりForrester Consultingが2018年10月に実施した調査「Innovation Leaders Need IT Services To Drive Transformative Outcomes」。
2  SupportAssistは、オペレーティング システムの問題、ソフトウェア アップグレード、ドライバーのアップデートとパッチ、マルウェア、ウイルスに感染した
ファイル、ハード ドライブの障害、バッテリー、メモリー、内部ケーブル、温度センサー、ヒートシンク、ファン、ソリッド ステート ドライブ、ビデオ カー
ドの問題を検出し、デルにアラートを送ります。予測分析による障害検出の対象には、ハード ドライブ、ソリッド ステート ドライブ、バッテリー、ファンが
含まれます。Linux、Windows RT、Android、Ubuntu、Chromeベースの製品では利用できません。

3  デルが委託し、米国で実施されたPrincipled Technologiesのテスト レポート『Dell ProSupport Plus with SupportAssist warns you about hardware issues so you can �x them 
before they cause downtime』（2019年4月）に基づきます。実際の結果は異なる場合があります。

© 2021 Dell Inc. All rights reserved.（不許複製・禁無断転載）本書では、上記以外の商標や名称が、該当のマークおよび名称の権利を有する団体またはその団体が所
有する製品を示すために使用されている場合があります。仕様は発行日において正しいものですが、提供状況や内容はいつでも予告なく変更される場合があり
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業界内での提携（続き）
•	 Dell Technologiesは、Forum for Incident Response 

and Security Teams（FIRST）の常勤委員です。
FIRSTは、権威ある機関であり、インシデントおよ
び脆弱性対応において世界をリードしています。

•	 デルは、Open Group Trusted Technology Forum
（OTTF）に積極的に参加しています。OTTFは、グ
ローバル サプライ チェーンのインテグリティ プログ
ラムおよびフレームワークの策定を主導しています。

•	デルは、遡ること2008年にBuilding Security In 
Maturity Model（BSIMM）プロジェクトで初めて
評価対象となった9社のうちの1つであり、以来、
このプロジェクトへの参加を続けています。Dell 
Technologiesの代表はBSIMM顧問委員会のメンバー
です。

•	デルの従業員は、IEEE Center for Secure Designの創
設メンバーです。IEEE Center for Secure Designは、
IEEEサイバーセキュリティ イニシアチブの下、ソフ
トウェア アーキテクトによる一般的なセキュリティ
設計の欠陥の理解と防止を支援する目的で立ち上げ
られました。

V. まとめ
SupportAssistテクノロジーは、先を読む能力と予測機能の両方を備えて
おり、組織で使用されているデルのデスクトップPCとノートパソコン
の稼働時間を最大限伸ばすことができます。Dell Technologies Services
では、安全なプロセス、安全なデータ転送、および安全なデータ スト
レージに注力することで、この最先端テクノロジーのセキュリティを
最適化することに成功しました。

質問および詳細についてはこちらをご覧ください - DellTechnologies.com/
SupportAssist

業界のセキュリティ規格
デルの従業員は、セキュリティ規格の策定と業界別
のセキュリティ慣行の定義に注力している規格団体
と業界コンソーシアムに積極的に関与しています。
このような団体には以下が挙げられます。

•	 Cloud Security Alliance（CSA）

•	 Distributed Management Task Force（DMTF）

•	 Forum for Incident Response and Security Teams
（FIRST）

•	情報技術規格国際委員会（INCITS）

•	国際標準化機構（ISO）

•	 Internet Engineering Task Force（IETF）

•	 The Open Group

•	構造化情報標準促進協会（OASIS）

•	 Software Assurance Forum for Excellence in Code
（SAFECode）

•	 Storage Networking Industry Association（SNIA）

 

Dell TechnologiesはISO 9001認証を取得しています。デルは、すべての開発および製造センター
に対して定期的な四半期ごとの監査とコンプライアンス審査を実施しています。

https://www.first.org
http://www.opengroup.org/getinvolved/forums/trusted
https://www.bsimm.com/
https://www.bsimm.com/
http://DellTechnologies.com/SupportAssist
http://DellTechnologies.com/SupportAssist

