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概要
IT組織は、テクノロジー トランスフォーメーションの取り組みにおいて、次のような課題に絶えず直面しています。
• プロビジョニングの過不足
• 資本予算の制約
• 長い調達サイクル
• インフラストラクチャ移行の複雑さ
• テクノロジーの急速な変化 
• ITスタッフ配置における限られたリソースとスキルセット
ITリーダーは、今よりずっとシンプルで俊敏性に優れたエクスペリエンスを求めています。APEX Data Storage Servicesは、
OpExとして会計処理できるように設計された、柔軟で拡張性の高いストレージ リソースを提供するアズ ア サービス ポート
フォリオです1。プロビジョニングの過不足および複雑な調達/移行サイクルを減らすことで、最適化によるシンプルさを実現でき
ます。APEX Consoleという単一のインターフェイスを介して、アズ ア サービス エクスペリエンスを簡単に管理できます。 

このホワイトペーパーでは、Dellにおけるアプリケーションおよびプログラムの設計/開発の基盤であるセキュアな開発戦略につ
いて説明します。特に、APEX Data Storage Servicesのオンプレミス導入シナリオに重点を置いています。 

このホワイトペーパーで取り上げるのは次のトピックです。 

1.  組織が考慮すべきセキュリティ上のリスク 
2.  情報の保護に関連する責任（共有責任マトリックスを使用） 
3.  APEX Data Storage Servicesのセキュリティ戦略とセキュリティ対策によって 

データのセキュリティと整合性を保護する方法

APEX Data Storage Servicesのセキュリティに関する考慮事項
サード パーティーのインフラストラクチャをデータセンター環境に統合する場合、それに関連する潜在的なリスクについて検討
する必要があります。アズ ア サービス モデルで提供されるストレージを現在使用している、または使用を計画している組織が
セキュリティに関して考慮すべき主な事項には、次のようなものがあります。

•  セキュリティ ガバナンス：セキュリティ ガバナンスは、サービス プロバイダーとお客様、それぞれの責任範囲の境界線を示
すため、非常に重要です。Dellは独自のセキュリティ ガバナンスを有しており、そのガバナンスは業界において重要な各種
フレームワークと規制に対応しています。この点については、このドキュメント後半の「セキュリティとコンプライアンス」セクション
で取り上げます。

•  データ保護に関する考慮事項：機密性の高いデータや情報をサード パーティー製ストレージ システムに保存すると、お
客様にとってリスクが増えることになります。機密データの漏洩は、有形および無形の損失（企業の信用喪失など）の両
方をもたらし、その場合、組織の収益性に直接影響を及ぼす可能性があるだけでなく、規制上の問題が発生する可能
性もあります。そのため、アズ ア サービスを利用するお客様は、データ保護に関する保証を必要としています。この保証に
は、サービス プロバイダーがリスク軽減の統制手段を備えているかどうかを確認することなどがあります。

•  法務/コンプライアンス：プライベートまたはパブリック ストレージ サービスを検討している組織は、ストレージ プロバイダー
を利用して保存できるデータの種類に関する法的な意味合いを理解する必要があります。特に、適用法（GDPRや
CCPAなど）と保存データの機密性は、データ ストレージに対するアプローチに関連するリスクに重大な影響を及ぼす可
能性があります。

1 OpExとしての会計処理については、お客様の社内の会計レビューとポリシーの影響を受けます。



 Dellは、サービスの提供とそれを支えるインフラストラクチャのセキュリティに関連するリスクを軽減します。クラウド内のデータ、
システム、アプリケーションの運用に関連するリスクの管理は、お客様の責任で行う必要があります。

APEX Data Storage Servicesに関するお客様とDellの責任
お客様は、Dellが管理するブロック サービスとファイル サービスのオプションに加えて、日々の管理作業を誰が行うのかを柔軟
に選択し、コントロールできるようになりました。Dellが管理するオプションの場合、Dellにオンプレミス インフラストラクチャの管
理と保守を任せつつ、お客様はワークロードとアプリケーションの運用上の管理性を維持できます。また、アズ ア サービス エク
スペリエンスの管理性をさらに強化しようとしているIT組織の場合、お客様が管理するオプションを選択できます。このオプショ
ンでは、容量使用率の監視、インフラストラクチャの管理、リソースの最適化といったタスクをお客様自身で行えます。  

共有責任モデルとは、お客様とDell、それぞれの役割を、機能ごとに、また責任の共有レベルについて明確に示すものです。
このモデルはアプリケーション デリバリー戦略に焦点を当てています。この戦略により、お客様のチームはサービスの基盤となる
インフラストラクチャについて心配することなく、日々の業務に集中することができます。 

役割と責任の詳細については、次のドキュメントを参照してください。  
https://www.dell.com/support/home/ja-jp/product-support/product/apex-data-storage-service/docs 
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https://www.dell.com/support/home/ja-jp/product-support/product/apex-data-storage-service/docs


カテゴリー サービス アクティビティ
お客様が管理 Dellが管理

お客様 Dell お客様 Dell

導入

電源、スペース、HVAC、お客様のデータおよび管理ネットワー
クへのアクセス*  
リモート接続：使用量と正常性を監視するため、テレメトリー
へのアクセスを提供*    
設置と初期プロビジョニング  

監視
システム パフォーマンス、容量、提供状況  
パフォーマンスおよびアップタイムのコミットメントを守るための
構成の変更  

運用

ファームウェアとシステム ソフトウェアのアップデートの実装
（システム メンテナンス）**  

データ保護、同期、スナップショット ポリシーの定義と維持  
データ アクセスの管理：ボリューム、NFSエクスポート、
SMB共有  

最適化
パフォーマンスと構成に関する推奨事項  
プロアクティブな容量拡張とバッファー管理  

サポート

ハードウェアおよびシステム ソフトウェアに対する24時間365日
体制のプロアクティブなサポートと、現地でのパーツ交換  
運用方法に関するガイダンス  

廃棄 現地でのデータのサニタイズとお客様との調整による資産回収  
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*Dellが管理するコロケーション施設の場合、これらのアクティビティに対する主な責任はDellが負います。
**お客様が管理するオプションの場合、お客様には半年ごとのシステム メンテナンスを開始する責任があります。Dellが管理するオプションの場合、システム メンテナンスは必要
に応じて継続的に行われます。
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情報のセキュリティを確保する方法

お客様が管理するソリューションの場合、セキュリティとコンプライアンス、アクセス制御、脅威と脆弱性の管理、データ暗号
化、インシデント対応のために、お客様の所在地に導入されたインフラストラクチャに影響を及ぼすセキュリティ構成および業
務のすべてを実装、維持、サポートする責任はお客様にあります。

APEX Console

セルフサービス型のIT管理コンソールにより複雑さ低減され、ソリューションの特定、導入、監視、拡張を迅速かつ簡単に行
えるため、運用リスクを低減しつつビジネス要件を満たすことができます。コンソールによって複雑さと運用リスクを低減すること
で、シンプルでありながら安全な方法でサービスを管理できます。  

セキュリティとコンプライアンス
APEX Data Storage Servicesは、確立されたフレームワークから採用されたポリシーと戦略を使用して、Dellとお客様の
データを保護します。これにより、お客様は自身のコンプライアンス プログラム要件を満たすことができます。  Dellにおけるアプ
リケーションおよび製品の開発では、該当する場合、このような確立されたフレームワークや規制に対するマッピングを利用し
ます。こうすることで、適切なセキュリティ原則および要件を確実に開発ライフサイクルに反映しています。APEXを保護するた
めのセキュリティ対策は、CCM、ISO、NISTの基準、規制、統制フレームワークから着想を得たものであり、確実なセキュリ
ティ保証を実現します。  

• NIST：連邦政府の組織と情報システムのためのセキュリティおよびプライバシー管理策
• ISO 27000：情報セキュリティ マネジメント システム
• CCM（クラウド コントロール マトリックス）

アクセス制御
APEX Data Storage Servicesの基盤となるインフラストラクチャに保存された情報へのアクセスは、不正なアクセス、開
示、変更から保護する必要があります。アクセス制御に関する次のプラクティスは、データ アクセスのセキュリティを維持するた
めに役立ちます。

• より高いレベルの保証を実現するためのビジネス ケースに関する考慮事項
• IDの信頼性検証と情報処理の相互運用性（SSOなど）
• データおよびセッションへのアクセスに対する認証、認可、アカウンティング（AAA）ルールをお客様が管理するための権限

とそれをサポートする機能

脅威と脆弱性の管理
APEX Data Storage Servicesは、脅威と脆弱性の管理戦略をサポートしており、特定されたリスクや脆弱性からインフラ
ストラクチャを確実に保護します。このような脅威と脆弱性の管理戦略は、Dellの安全な開発ライフサイクルで使用される手
法から得られたものです。たとえば、次のようなものがあります。

1.  基盤となるインフラストラクチャへの一貫したパッチ適用により、セキュリティ ギャップに対する最新の機能を確実に実装し
ます。Dellは、APEX Data Storage Servicesの基盤となるインフラストラクチャをスキャンするために、規制に則った方
法論を使用します。 

2.  セキュリティ リスク/脆弱性を特定する手法が、APEXデータ ストレージ システムのコンポーネントとして導入されます。この
手法には、セキュリティ スキャンとセキュリティ テストの両方が含まれます。 

注：お客様には、APEX Data Storage Servicesインフラストラクチャに接続されたアプリケーションが攻撃ベクトルとして利用されないよう、常に管理およ
び更新する責任があります。 

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-53r4.pdf
https://www.iso27001security.com/html/27000.html
https://cloudsecurityalliance.org/research/cloud-controls-matrix/
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暗号化
APEX Data Storage Servicesには、NIST Special Publications 800-131Ar2に従って定義されたNIST認定済みの
アルゴリズムを使用してデータを暗号化する機能があります。NISTの暗号化アルゴリズムでは、暗号化アルゴリズムの使い
方とキー長が定義されます。資産や情報を保護するためにDellが使用する、公開キー インフラストラクチャに関する標準的
な考慮事項は次のとおりです。 

• 非推奨の暗号化アルゴリズムはデフォルトで無効化される
• 移動中および静止時に機密として分類されたデータは暗号化でき、また暗号化される必要がある
• 対称キーのキー長は256ビット以上でなければならない
• 非対称キーのキー長は、RSAおよびDSAの場合は2048ビット以上、楕円曲線（EC）アルゴリズムの場合は256ビッ

トでなければならない
• Triple DES（3DES）は、すべてのアプリケーションでAES 256ビット ベースラインに強化しなければならない

インシデント対応
Dellは、文書化されたレポート作成/管理方法論に従って、セキュリティ インシデントおよびイベントに対処します。このプ
ロセスにより、お客様は必要に応じてタイムリーに通知を受け取り、インシデントを解決するための適切な手順を実行でき
ます。

Dellは次のプロセスに従ってインシデント対応を行います。

• 準備
• 検出/分析
• 封じ込め/根絶
• 復旧
• レポート

準備 検出、分析 封じ込め、根絶、復旧 インシデント後の
アクティビティ
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システム監査と説明責任
APEX Data Storage Servicesでは、コンプライアンスおよび保証プロセスを利用して、プラットフォーム上のデータや情報を
保護するために導入したセキュリティ統制の効果を継続的に評価します。 これには、コンプライアンス違反を特定して修復す
るための定期的な監査と評価が含まれます。 

Dellは、独立したレビューと評価を実施することで、APEXが確立された業界ポリシーおよび標準に確実に準拠するようにし
ています。なお、APEXはCloud Security AllianceのCCMなどの確立されたフレームワークに基づいて構築されています。

この評価には以下が含まれます。

• ホストの評価
• Webアプリケーションの評価 
• Webサービスの評価 
• モバイルの評価 
• バイナリーの評価（該当する場合）

セキュア コネクト ゲートウェイ
セキュア コネクト ゲートウェイは、APEX Data Storage Servicesとお客様のインフラストラクチャ間の安全な双方向接続を
実現します。セキュア コネクト ゲートウェイ ツールを導入することで、データのセキュアな転送が可能になります。また、このツー
ルは許可されたユーザー/デバイスのみが使用できます。このソリューションにより、正常性の監視と問題発生の防止をプロアク
ティブに行えます。

お客様には、ユーザーとその対応する属性を維持し、自身のインフラストラクチャ内で接続を構築する責任があります。一方
Dellには、通信をサポートするサーバーおよびネットワークを管理する責任があります。このサービスでは、すべての通信に対し
てDellとお客様から安全性の高いプロトコルを提供する必要があります。また、導入時にはDellが構成を手引きします。
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まとめ
APEX Data Storage Servicesによって、強力なストレージ アズ ア サービス ソリューションを利用してストレージ ニーズを要
求および拡張できるようになります。そのため、トランスフォーメーションに向けたお客様の取り組みを実現する要因になるでしょ
う。Dellは、APEX Data Storage Servicesインフラストラクチャ内にあるデータの収集、通信、伝送、使用、保管について、
信頼性とプライバシー、セキュリティが確保されたエクスペリエンスを提供するよう責任を持って取り組みます。そのため、お客様
は安心感を得ることができます。

APEX Data Storage Servicesの詳細については、Dell.com/APEX-Storage をご覧ください。

用語集

用語 定義
APEX  ITの俊敏性と管理性を高めてデジタル トランスフォーメーションをシンプルにする、デル・テクノロジーズのアズ ア サー

ビス オファリングから成るポートフォリオ 
NIST 米国国立標準技術研究所
EC 楕円曲線（Elliptical Curve）
RSA リベスト、シャミア、エーデルマン（Rivest–Shamir–Adleman）
AAA 認証、承認、アカウンティング（Authentication, Authorization, and Accounting） 
CCM クラウド コントロール マトリックス（Cloud Control Matrix）
DSA デジタル署名アルゴリズム（Digital Signature Algorithm）
SSO シングル サインオン（Single Sign On）
OpEx 運用コスト（Operating Expenditure）
GDPR 一般データ保護規則（General Data Protection Regulation）
CCPA カリフォルニア州消費者プライバシー法（California Consumer Privacy Act）
AICPA 米国公認会計士協会（American Institute of Certified Public Accountants）
PCI DSS PCIデータ セキュリティ スタンダード（Payment Card Industry Data Security Standard）
CSP クラウド サービス プロバイダー（Cloud Service Provider）

通告
このホワイトペーパーは情報提供のみを目的としており、Dellの現時点におけるベスト プラクティスを提示するものです。なお、このベスト プラクティスは予告なく変更される場合
があります。このホワイトペーパーによってDellおよびその関連会社、サプライヤーまたはライセンサーによる約束または保証は一切発生しません。お客様に対するDellの責任
および義務は、このホワイトペーパーには含まれず、またこのホワイトペーパーによって変更されることもないDellとの契約によって管理されます。お客様は、このホワイトペーパーに
記載されている情報を自身で独立して評価することについて全責任を負います。

https://www.dell.com/ja-jp/dt/apex/cloud-services/data-storage-services.htm

