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はじめに

たとえば、燃料を輸送する石油・ガス会社や、患者データ (血液型、アレルギー、投薬など) を扱う病院に勤務しており、このようなデータが

サーバーに保存されているとします。

今、ランサムウェアが病院を攻撃しています。サイバー犯罪者は数百万ドルを要求し、身代金を支払わなければデータを公開すると脅して

います。今、燃料輸送データの現状がわからなくなっており、現在も輸送中の燃料はどれくらいあるのか、どこにあるのか、すでに納入され

ているのかが不明な状態です。さらに悪いことに、20 件の手術が行われていますが、その最中に医師が患者記録にアクセスできなくなって

います。手術を中止すべきでしょうか、続行すべきでしょうか。身代金を支払ったとしても、データをリストアして無事に患者を救うことがで

きるのでしょうか。

ストレージとバックアップがあるだけでは不十分です。従来のバックアップとリカバリシステムではもはや、攻撃を受けた後に迅速に業務再

開することは不可能です。サイバー犯罪者は、企業の本番システムやインフラだけでなく、バックアップも標的にできることを知っています。

リポジトリやスナップショットを削除または暗号化して、使用不可能にすればいいのです。バックアップデータから脆弱性を排除するにはど

うすればよいでしょうか。

管理者やスタッフが企業データの保護に最善を尽くしたとしても、ランサムウェア、悪意のある内部関係者、誤削除などは依然として存在し

ます。全体的、包括的かつ多層的な戦略を持つことが、ビジネスの保護に不可欠であり、最善の方法です。

バックアップとリカバリは最後の防衛線と見されることが多いのですが、ベリタスでは、サイバーセキュリティ戦略の最前線と見なすべき

だと考えています。「もし、セキュリティ攻撃や破損が発生したら」ではなく「いつ発生するか」を心配すべきです。検出や保護は重要ですが、

最終的には、運用のコピーが安全な場所に保管されているということが最も重要で確実です。ベリタスの目標は、バックアップとリカバリの

プロセスの簡易化と効率化を図ることです。

ランサムウェアや壊れたデータバックアップが原因で、瞬く間にビジネス機能が停止する可能性があります。業務が停止すると、解決に多大

な時間と費用がかかります。社内でネットワーク共有を使用すると、システムが侵害された場合にマルウェアや破損が急速に拡散するリス

クが高まります。
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図 1. NetBackup Flex Scale のゼロトラストモデルにより、ランサムウェアからの多層的な保護を実現
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エンタープライズクラウドのリスク

データのバックアップ先にクラウドストレージを使用するという選択肢は、企業のビジネスコミュニティでも重要な話題となっています。 
多くの企業が、オンプレミスとクラウドストレージの費用対効果、デメリット、リスクについて議論しています。どの場所であっても、このよ

うなバックアップオプションは、データの信頼性を保証するものではありません。Veritas NetBackupTM は、AI ベースの機械学習による自

律型データ管理を提供し、異常検出、エアギャップ、パブリッククラウドにおける改ざん不可能なボルトを一元的に管理できます。

クラウドは、その特長として時と場所を問わず複数のデバイスにわたるデータにアクセスできますが、それに伴う危険もあります。システム

が侵害されると、データ回復が不可能になるおそれがあります。改ざん不可能なストレージは、データの安全性とセキュリティを確保する

唯一のソリューションといえるかもしれません。ベリタスなら、クラウドネイティブアプリとエッジのデータを介して情報をオンデマンドで

利用しながら、データの保存場所に関係なくデータを保護できます。

改ざん不可能なバックアップとは、データ保護の観点から言うと、作成後に変更または削除ができないデータのことであり、ビジネスを支

える最高レベルのデータ保護を提供します。これにより、バックアップデータが分離され、破損がなく、データのクリーンなリストアを進め

ることができます。

データの永続性は改ざん不可能なストレージの不可欠な要素であり、データを変更せずに残す確実な方法でバックアップを作成しなけれ

ばなりません。クラウド向け Veritas Alta™ Data Protection とオンプレミス向け Veritas NetBackup は、改ざん不可能なバックアップを

作成する際に、WORM (Write Once, Read Many) 形式で作成します。つまり、スナップショットが完了した時点で読み取り専用となります。

機密データや重要なデータを扱う企業では、信頼性の高いバックアップ手段の確保に懸念を抱いています。データ侵害が発生した場合、ど

うすればバックアップが破損していないという確信を得られるでしょうか。侵害が発生した時期によっては、最新のバックアップが正確に実

行されていることも、破損した状態で実行されていることも考えられます。バックアップの異常検出、改ざん不可能なロックダウンモード 

(保持ロック) とエアギャップを組み合わせれば、使用しているハードウェアにかかわらず、データ保護ソリューションに大きな差別化要因が

生まれます。

改ざん不可能なストレージの事例は、ビジネス継続計画やサイバーセキュリティ戦略に適しています。企業には、侵害や破損が確認され次第、 
それを封じ込め、軽減する能力が不可欠です。分離、隔離、保護を正常に行えるかどうかは、スナップショットやバックアップを取る頻度や、

バックアップ (または複数のバックアップ) の保存場所など、企業の計画やバックアップ要件によって異なります。

データが破損する理由はさまざまです。ランサムウェアやハッキングは多くの企業が抱える懸念材料の最たるものですが、データは、無人

アクセス、意図せぬ削除や誤削除、あるいは洪水や停電などの自然災害によっても操作されることがあります。改ざん不可能なストレージ、

つまりユーザーの視点で言う改ざん不可能なバックアップのメリットは、リストアや再構築を行う理由が何であれ、クリーンで信頼性の高い

データを持つことができる点にあります。

問題となるのは、破損してからそれが検出されるまで、しばらく間が空くことです。ランサムウェア攻撃を考えた場合、システムに侵入し、

情報、データ、パスワードを収集するため、検出よりも数週間前にマルウェア侵害が発生している可能性があります。分離したバックアップ

に侵害を再現してみてはどうでしょうか。

ここでは、適切なデータガバナンスを保ち、効果的なインフラ (オンプレミスかクラウドかを問わず) を構築することが重要です。複数のレイ

ヤーにまたがるデータの分離を行い、レイヤーを分離できるようにすることは、包括的なリカバリを実践する方法の 1 つです。つまり、バック

アップとリカバリを分け、必要に応じて必要な場所に適用できるため、時間短縮とコスト削減が可能になります。課題は、こうしたレイヤーを、

エラーの原因となるような人間の過度の介入を可能な限り減らし、自動化することです。

Veritas NetBackup では、必要なときに必要な場所、方法でこうしたバックアップを構成し、自動化できます。リストアが必要な場合、

Veritas Alta™ Data Protection を使用すれば、クラウドと NetBackup で迅速かつスムーズにリカバリすることができます。コンテナを使

用すると、さらに改ざん不可能なインフラを作成できます。重大な障害には、システム全体ではなく特定のコンテナをロールバックすること

で対処でき、インスタンスを迅速に置き換えることが可能です。
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ベリタスが究極の改ざん防止機能を実現する方法

エンタープライズクラウドインフラでは、ゼロトラストアーキテクチャを維持するために、セグメント化されたロールバック、スナップショット、

バックアップとリストア機能をサポートする自動配備戦略による最適化された技術インターフェースを提供します。手動による設定・操作やア

クセスを排除すれば、サーバーなどのリソースを一元的に管理し、監査することができます。これにより、すべてのサーバーでパッチやソフト

ウェアのバージョンを統一できるため、エラーの防止につながります。

NetBackup と NetBackup Flex は、OpenStorage Technology (OST) API を使用しています。これは、柔軟でストレージに依存しない改

ざん不可能なバックアップマネージャです。ベリタスまたはサードパーティのストレージを使用すれば、企業はプライマリ、セカンダリ (重複

排除)、および自動イメージレプリケーション (AIR) によるクロスドメインレプリケーションをサポートし、あらゆるバックアップストレージ

階層におよぶ無制限の構成オプションを利用できます。オンプレミスとクラウドの両方でデータの安全性とコンプライアンスが保たれ、

Amazon (AWS) S3 オブジェクトロックとの併用が可能になります。企業は改ざん不可能なイメージポリシーを管理し、サードパーティの改

ざん不可能なアプライアンスを活用することができるため、ベンダーに依存する必要がありません。

プライマリストレージ
• マスターカタログ情報
• バックアップポリシー

NetBackup Flex
例 2

クライアント
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改ざん不可能なイメージと
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図 2. Veritas Flex Appliance に搭載されているさまざまなセキュリティ機能

NetBackup Flex と NetBackup Flex Scale は、コンテナ技術をベースに、マルチテナント機能でデータ保護機能を拡張することによって、

データセンターのコストを削減し、管理を効率化し、ランサムウェアやセキュリティの脅威からの回復力を提供します。これにより、企業は

包括的なリカバリを実現し、事業継続の維持、ダウンタイムと収益損失の削減、リスクの最小化、規制とコーポレートガバナンスポリシーへ

の準拠が可能になります。また、クラウドを含むマルチポイントバックアップリポジトリを持つエアギャップソリューションも提供しており、

そのうえ、ポリシーベースの保持ロック、ロールベースのアクセス制御、パスワードポリシー管理、セキュリティ技術導入ガイド (STIG) によ

り強化されたサイバーセキュリティを備えています。

Enterprise および Compliance ロックダウンモードから、企業に適した不変性強度を選択することができます。Compliance モードでは、 
前もって決められた保存期間中にユーザー (ルートユーザーを含む) がデータを削除できない改ざん不可能なストレージを実現します。

Enterprise モードでは、前もって決められた保存期間中にデータが削除されないように保護し、特別な権限を持つユーザーだけに、二重

認証による保持設定の変更やデータの削除を許可します。保持期間の変更、データの修正または削除については、適切なロールベースのア

クセス制御 (RBAC) レベルが異なる 2 人の担当者の同意が必要です。
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図 3. ベリタスがランサムウェア攻撃から IT サービスを保護する仕組み

万能型

企業が万能型のアーキテクチャを利用することはほとんどありません。環境内には多数のアプリケーションが存在し、さまざまな差異があ

るため、企業は構造を統合し、インフラスタック全体をデータ保護戦略で確実に網羅する方法を常に模索しています。改ざん防止機能が必

要な場合、ベリタスはオンプレミスとクラウドで改ざん防止機能/WORM をサポートします。これをサードパーティのスキャンを利用できる

本質的なマルウェアスキャンと組み合わせることで、マルウェア検出機能を備えた改ざん不可能なボルトとなります。

また、Flex WORM ストレージサーバー上に分離型リカバリ環境 (IRE) を構成して、稼働中の環境境と IRE 内のメディアサーバー重複排

除プール (MSDP) WORM ストレージサーバー上の保護データコピーとの間にエアギャップを設けることもできます。稼働中の環境では、 
この機能のための追加手順は不要です。すべてのコマンドは、MSDP WORM ストレージサーバーのシェルで実行されます。

改ざん不可能なバックアップは、データバックアップが本物であること、正確であること、保持されていることを保証します。NetBackup 

Flex Appliance は、FIPS (連邦情報処理標準) 140-2 に準拠し、送信中および保管中のデータを暗号化して保持します。この認定は、 
政府機関、金融機関、医療機関に対し、サードパーティ組織が扱うデータが、適切なレベルの機密性、完全性、真正性で安全に保存され、

暗号化されていることを保証します。さらに、NetBackup と Flex Appliance の改ざん防止ソリューションは、Cohasset Associates 社に

よる改ざん不能性評価¹ を受けています (Compliance モードの場合)。

• 証券取引委員会 (SEC) の 17 CFR § 240.17a-4(f)

• 金融業規制機構 (FINRA) 規則 4511(c)

• 商品先物取引委員会 (CFTC) の規制 17 CFR § 1.31(c)-(d)



ベリタスについて

Veritas Technologies は、マルチクラウドデータ管理のリーダーです。データの保護、リカバリ能力、
コンプライアンスを確保するために、Fortune Global 100 の 95% を含む、先進企業 80,000 社以
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がもたらす脅威に対してお客様が必要とする回復力を提供し、大規模な環境でも信頼できると評価を
いただいております。単一の統合されたアプローチを通じ、800 以上のデータソース、100 以上のオ
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図 4. NetBackup ロックダウンモード

Veritas NetBackup は、オンプレミス、ハイブリッド、マルチクラウドの各環境で大規模なディザスタリカバリ (DR) をサポートし、具体的

なリカバリ時間目標 (RTO) とリカバリポイント目標 (RPO) を達成します。NetBackup は幅広いリカバリオプションをサポートしているため、

クラウド向けの大規模なリカバリに対応する Veritas Alta™ Application Resiliency やオンプレミス向けの NetBackup Resiliency など、

企業のリカバリニーズに合わせて最適な方法を選択できます。

クラウド向けの Veritas Alta™ Analytics とオンプレミス向けの IT Analytics により、データインフラ全体を可視化し、レポートを作成する

ことで、ギャップや作業のサイロ化を防ぎます。オンプレミスでもクラウドでも、Veritas NetBackup は技術スタックのあらゆる点を統合し

ており、信頼性とパフォーマンスを最大化します。また Veritas NetBackup Flex Appliance は、Veritas File System (VxFS) をベースにし、 

OS に依存しない特別設計の固有コンプライアンスクロック (保持期間の管理に使用) を備えており、管理者がこれを変更することはでき

ません。

結論

ベリタスは、OS の強化、コンテナの分離、ゼロトラストセキュリティモデルの組み合わせにより、保護に必要な多層的なインフラの改ざん/
消去不能性を実現します。ベリタスによって問題の複雑さが解消され、お客様は簡単に操作および処理できるようになります。

データのバックアップに万全を期している企業であっても、人的ミスや機器の故障のリスクは依然として存在します。誤って削除または変

更してしまうリスクは高いものです。ファイルが改ざん不可能なストレージに保存されていれば、破損やサイバー攻撃によるストレスを避け

ることができます。Veritas NetBackup は、ファイルの偶発的または意図的な変更を防ぎ、サイバーセキュリティ戦略においてより効率的

かつ効果的なプロセスを構築し、経済的損失やダウンタイムを回避するのに役立ちます。

詳しくは、veritas.com/ja/jp/solution/cloud-data-security をご覧ください。

1. veritas.com/form/whitepaper/cohasset-associates-immutability-assessment-for-netbackup
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