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制御不可能な世界で 
セキュリティを制御
AMD EPYCTMプロセッサーを搭載した 
Dell PowerEdgeTMサーバーによるサーバーセキュリティ
現在のビジネスでは、データとデバイスのセキュリティに関して、細部まで徹底した注意が必要です。 
デル・テクノロジーズとAMDは、現在の多面的な脅威状況に備えた体制を構築しています。本資料
では、いくつかのリスクを見ていきながら、包括的なハードウェアおよびソフトウェアのイノベーションにより、 
企業がスピードを落とさずにセキュリティを制御する方法について説明します。
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グッドニュースとバッドニュース
私たちは皆、直面している問題を理解しています。ハイパーコンバージェンス、仮想マシン、ソフトウェア定義のもの、as-a-Serviceとつく
もので構成されるテクノロジーエコシステムは、俊敏性と適応性を追求する上で魅力的であると同時に、避けられないものでもあります。 

しか、ビジネスや、競争力を維持するテクノロジーが進化するにつれて、私たちが直面する脅威も進化しており、強力な敵は情報経済の
中心部に、複雑な多段階攻撃をしてくるようになっています。

あらゆるものが「オン」の状態です。すべてが接続されており、危険にさらされています。今まで頼りにしてきた境界線防御だけでは、新た
な脅威を阻止できません。つい最近まで、防御する側はマルウェア、ウイルス、サービス拒否攻撃などの対策に時間を費やしてきました。
これらの脅威は依然として存在しますが、複雑に接続されている現在の世界は、サイドチャネル、リターン指向プログラミング（ROP）、
コールドブート、コードインジェクションなど、より巧妙な攻撃にも直面しています。

一方で、モダナイゼーションは複雑で時間がかかるため、毎日新しいアプリケーションとワークロードを取り込むハイブリッドおよびマルチクラウ
ドの世界では、組織はリアルタイムでインフラストラクチャの保護と構築を行わなければなりません。これは大変な作業であり、すべてを良
好に維持するためには、技術的能力と専門知識の両方が必要です。

しかし良いニュースもあります。テクノロジーは常に進化を続け、課題に対応しています。デル・テクノロジーズは、AMDプロセッサーを搭載
したサーバーを構築し、デル、AMD、Microsoft、およびそれぞれのISVパートナーによるフルスタックの革新的な機能により、企業がスピー
ドと制御を両立できる最善の体制を構築できるようにします。

安全に進むために構築されたもの
新たなセキュリティパラダイムは、動的かつ多層的で、深く根差したものです。このため、パートナーネットワークが協力して、シリコンからエン
ドユーザまで、あらゆる層のスタックにサーバーセキュリティを埋め込み、チップからの制御を統合しています。その結果、稼働を停止させる
ことなく構築できるという、根本的な変革が実現しました。

• リアクティブからプロアクティブへ  

組織はリスクが侵害に変化するのを待つのではなく、積極的なリアルタイムでの感知、スキャン、把握、適応に取り組むことを学んでい
ます。そのためには、幅広い可視性と、リソースやインテリジェンスを必要な場所に、的確かつ迅速にデプロイする能力が必要です。

• リジッドからレジリエントへ  

従来のセキュリティでは、問題を解決する前に壊れた部分を修復する必要がありました。レジリエンスを高めれば、自己回復と自己拡
張が可能なネットワークを実現でき、セキュリティのためにパフォーマンスを妥協する必要はありません。モジュラー型アーキテクチャなら、
慎重に最適化されたコンピュート、ストレージ、ネットワークのビルディングブロックを、すでにセキュリティが組み込まれた状態でデプロイで
きます。

デルとAMD:プロアクティブレジリエンスを提供
なぜITインフラストラクチャを構築するのでしょうか。一般的には、ビジネスの成長や変化、拡大、新たな需要への適応が理由です。従
来、IT部門は、パフォーマンスか管理性かという誤った選択を強いられてきました。デルのサイバーレジリエントセキュリティとAMD Infinity 

Guard1のイノベーションを組み合わせた、統合的なフルスタックアプローチにより、誤った選択を強いられることなく、リスクを管理しながら応
答性の高いサーバーパフォーマンスを実現できます。

AMD EPYCTMプロセッサーを搭載したDell PowerEdgeTMサーバー
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保護

• シリコンベースのルートオブトラスト
• セキュアブート
• デジタル署名入りファームウェア 
パッケージ

• 動的なシステムロックダウン
• ハードウェアの暗号化と 
エンタープライズ鍵管理

プラットフォーム 
ベースの 

セキュリティ 
機能:

検知

• ドリフト検知
• 永続的なイベントログ
• 監査ログとアラート
• シャーシ侵入検知

Recover

• 自動BIOSリカバリー
• 迅速なOSリカバリー
• ファームウェアのロールバック
• Rapid System Eraseで 
ストレージメディアから 
すべてのデータを消去する能力

新たな形のリスクとチャンス
情報があるからこそ対策ができます。より早く、より多くのことを把握できれば、  
さらにスマートかつ迅速に対応できます。
ローデータからアクショナブルインサイトを得るのは困難であり、情報ライフサイクルの各段階（収集、入力、処理、出力）において、独自
のパフォーマンス要求が発生します。引き継ぎやシステム統合があるごとに、セキュリティだけでなくパフォーマンスも複雑化します。IT チーム
とビジネスチームが協力して、新たな接続性を構築する必要があります。特に、AIやMLプラットフォームのような高度なツールでは、情報そ
のものにできるだけ近い場所でタスクを実行する必要があります。

その結果、最新のハイブリッドマルチクラウドインフラストラクチャで、企業ネットワークを構築・管理するための新しい形が生まれました。 

ですが、組織が経営上の複雑さをできる限り抽象化して統合する場合は、以下への対処能力の低下に注意する必要があります。

そして、危険にさらされているのは、データ集約型のアプリケーションだけではありません。回避できない現在のクラウド環境には、他にも 

パフォーマンスとセキュリティをインテリジェントなバランスで組み合わせた、多くのミッションクリティカルなワークロードが存在します。ハイパ
フォーマンスコンピューティング、セキュアデータベース、HCI/VDI、その他ハイブリッドワークロードは、組織が有意義な変革を遂げる最大の
チャンスでもあります。もちろん、すべてが安全な状態に保たれていることが前提です。

デル・テクノロジーズとAMDは、クラウド上のデータを保護し、クラウドプロバイダーやサーバーに直接アクセス可能な管理者から機密データ
を見えない状態にします。データは処理中に暗号化され、悪意のあるユーザー、ハイパーバイザー、さらには管理者からも隔離されます。

脅威の急増  

増加の背景には、ワークフォースがより動的になり、分散したことで、攻撃ベクトルが拡大したことと、悪意のあるアクターが巧妙
な自動化ツールを利用できるようになったことがあります。ランサムウェアやその他新たなエクスプロイトが注目を集める中、マル
ウェアインシデントは2020年2、前年比で約358%増加したと報告されています。

種類の増加  

環境がより複雑になるにつれ、サプライチェーンやサードパーティの脆弱性、ランサムウェア、その他ユーザーやアプリケーション、
ネットワークに対する攻撃など、脅威もより複雑化しています。AIを使ったボット攻撃や5Gの武器化により、防御側が従来の
脅威の無力化に取り組んでいる間に、悪意のあるアクターは新しいイノベーションをすぐさま悪用できることが示されました。3

損失の指数関数的価値  

どの組織もセキュリティ侵害の真のコストの把握に努めていますが、コストは単純に金額に換算できるものではありません。 

セキュリティ問題は収益の損失、ダウンタイム、コンプライアンス上の罰金に加え、ブランドイメージ、ベンダーや顧客の信頼に長
期的な影響を及ぼす可能性があります。
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AMD EPYCTMプロセッサーを搭載したDell PowerEdgeサーバーは、プロ
アクティブかつレジリエントな形で、必要な場所に安全かつ画期的なコン
ピュートパフォーマンスを正確に提供できるように設計されています。

AMD EPYCプロセッサーはすべて、セキュリティを念頭に置いて構築されて
います。シリコンレベルからセキュリティが組み込まれており、データの機密性
を守り、潜在的な犯罪者からシステムメモリを隔離し、最新のハッキングか
ら強力に保護することができます。

データセンターセキュリティへの 
高度で統合されたアプローチ

AMD INFINITY GUARD: 
内部および外部の 
脅威に対する 
ビルトイン機能

メモリがディスクに:ハイブリッドマルチクラウドで情報を保護
静的な顧客情報や認証情報に対する攻撃がメディアで注目される一方で、サーバーのメモリに対する攻撃も増え続けています。メモリが
ディスクに取って代わり、暗号化されていない使用中のデータはますます悪用されやすくなっています。このリスクは、オンプレミス、仮想化、
クラウドの各マシンにまたがるインメモリコンピューティングを保護しようとする企業にとって、さらに複雑なものとなります。AMD EPYCプロセッ
サーを搭載したPowerEdgeサーバーは、最大4TBのシステムメモリと、それを完全暗号化する機能をサポートしており、ビジネスの実行に
必要な何千ものファイルや何百万行ものコードを保護するのに役立ちます。

メモリはもはや単なるリソースではなく、攻撃者がROPエクスプロイトなどの新たな手口によって、貴重な情報を盗み出す場所として標的
とされています。リターン指向攻撃では、ハッカーはコールスタックを制御し、すでにメモリ内にある正規のコードを使用してシステムを操作し
ます。企業は自らを防衛するため、データがどこで処理されているかにかかわらず、使用中のデータに対して、一貫して制御が可能な優れ
たセキュリティを構築するようになっています。

ローカルでは、AMDのSecure Memory Encryption（SME）が、各AMD EPYCプロセッサーに統合された専用の暗号セキュリティプロ
セッサーを介して、メモリ内の（そして使用中の）情報を継続的に保護します。AMD EPYCプロセッサーはすべて、最大8つのメモリチャ
ネルをサポートし、各メモリチャネルには128ビットAES暗号化エンジンがメモリコントローラに組み込まれています。このアーキテクチャは、ビ
ジネスの邪魔にならないセキュリティをサポートしており、パフォーマンスへの影響は最小限で、コードを書き換える必要もありません。

クラウドや仮想マシンにセキュリティ機能を拡張
仮想的に、あるいはクラウド上で情報を処理する組織に対し、Secure Encrypted Virtualization（SEV）が同様の方法で動作し、
各仮想マシンがAMD Secure Processorが管理する鍵を受け取ります。

クラウド上で実行されるワークロードの安全性を確保する必要が出てきたことで、機密コンピューティングと呼ばれる新しいパラダイムが
登場しました。これは、ハードウェアベースの信頼できる実行環境（TEE）を構築する方法です。AMD EPYCプロセッサーを搭載した
PowerEdgeサーバーは、サーバーと仮想マシンまたはクラウドマシンの間で、信頼できる実行環境をサポートするための機能を備えていま
す。これを行うには、すべての環境でインメモリセキュリティ制御を活用し、同じハードウェアのルートオブトラストを使って、最大509の一意
に暗号化されたゲスト仮想マシンを暗号化・管理するSEVを使用します。

SEVのベースとなる機能には、さらに2つのセキュリティ層があります:
• SEV-Encrypted State (SEV-ES)は、仮想マシンの動作停止時にCPUレジスタの中身を暗号化することにより、仮想マシンのレジス
タの機密性と完全性を保護します。AMD EPYC 7003シリーズおよび7002シリーズのプロセッサーでサポートされています。

• SEV-Secure Nested Paging（SEV-SNP）は、メモリ完全性保護を導入することで、さらに新たな保護層を追加し、仮想化または
クラウドワークロードを乗っ取ろうとする悪質なハイパーバイザーから防御します。AMD EPYC 7003シリーズのプロセッサーでのみサポー
トされています。
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「AMD EPYCTMプロセッサーは、セキュリティを念頭に置いて設計されており、すべてのAMD EPYCプロセッサーに
装備されているAMD Infinity Guardにより、ソフトウェアの起動、実行、重要なデータの処理時の潜在的な攻撃
対象領域を減らすことができる、最新のセキュリティ機能を利用できます」
—Raghu Nambiar, AMDデータセンターエコシステム＆アプリケーションエンジニアリング担当VP

デル・テクノロジーズは、プラットフォーム開発の各段階で強力な防御を統合するサイバーレジリエントアーキ
テクチャによって、サーバーセキュリティに階層的なアプローチを採用しています。チップレベルのセキュリティ機
能を重要な制御機能と組み合わせて、組織の最重要資産を保護します。

デル・テクノロジーズ: 
サイバーレジリアント  
セキュリティ

シリコン層:デルのルートオブトラストの拡大
Dell PowerEdgeサーバーは、実行中のファームウェアやコードの完全性の検証に役立つ、不変のシリコンベースのルートオブトラストを最
初に実装したサーバーです。これは、汚染されたコードや侵害を受けたコードに対する最初の、そしておそらく最も重要な防御線です。
ルートオブトラストが問題を検出すると通知が出され、BIOSリカバリーを開始します。

セキュリティ侵害の大半はソフトウェアエクスプロイトですが、高度な攻撃者は、重要なBIOSやファームウェアの制御に対する「エンドラン」
攻撃を試みるなかでシリコンを標的とします。デルとAMDは、ハードウェアベースのセキュリティ機能におけるイノベーターであり、その本質的
な製品リーダーシップが、AMD EPYCプロセッサーを搭載した現在のPowerEdgeサーバーのラインアップでも発揮されています。

BIOSライブスキャン（プライマリーROM内のBIOSイメージの真正性を検証）やUEFIセキュアブートカスタマイゼーション（信頼できない
UEFIデバイスのロードを防止）などのDellサーバーの機能が、起動時からデータやデバイスを保護します。

BIOS以外でも
デルは最初の重要なハードウェアチェックに加え、PowerEdgeサーバーのUEFIセキュアブートでハードウェアのルートオブトラストを拡張しま
した。カスタマイズ可能な証明書ベースのプロセスによって、PCIeカード、大容量記憶装置、その他のOSブートローダーなど、BIOS以外
でも暗号化形式の署名を検証します。PowerEdgeサーバーは、NIST SP800-147Bガイダンスに従ってファームウェアの署名の検証も行
います。

TPM（Trusted Platform Module）は、鍵の生成、管理、保管などの暗号機能、および認証に活用できます。iDRAC（Integrated 

Dell Remote Access Controller）は、サーバー管理を合理化するだけでなく、ユーザー認証情報と秘密鍵のCredential Vaultなどの
セキュリティ機能を提供します。

妥協のないパフォーマンス
スピードが重要な世界では、セキュリティは従来、パフォーマンスの足を引っ張るものと見なされてきました。これは、特にパフォーマンスを最
適化したワークロードにとっては、厄介な妥協点です。AMD EPYCプロセッサーは、パフォーマンスと強力なセキュリティ機能の両方を実現
します。PowerEdgeTMR6525サーバーでSMEとSEVの両方を有効にした場合、OLTPデータベースのパフォーマンスへの影響はごくわず
かであることが調査により示されました。4

セキュリティ層を追加:AMD Shadow Stack

AMD Shadow Stackは、制御フロー攻撃やROP攻撃などのソフトウェアに対するエクスプロイトに対して、サーバーにハードウェアベースの
機能を提供します。AMD Shadow Stackは、実行中のプログラムスタックをハードウェアに保存されたコピーと照合することで、制御フロー
の乗っ取りやROPエクスプロイトを使用する攻撃を阻止します。AMD EPYC 7003シリーズのプロセッサーでのみサポートされています。
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データ層:最も重要な資産を保護
ハードウェアが信頼できるものであることがわかり、それが改ざんされておらず、再構成されていないことが確認できたら、次はデバイス上の
保存データのセキュリティを解決する必要があります

AMD EPYCTMプロセッサー搭載のDell PowerEdgeTMサーバーは、自己暗号化ドライブ（SED）の使用をサポートしており、ユーザー
の介入なしでバックグラウンドで保存データを自動的に暗号化することができます。これにより、最初にドライブを暗号化することなく、必要
に応じてストレージを環境にデプロイできます。SEDは、取消不能のデータ消去を可能にするRapid System Eraseと、紛失や置き忘れ
の際にドライブをロックするSecure DAR(data at rest)という2つの重要なデルのセキュリティ機能も有効にします。

最後の段階はSecure Enterprise Keyです。これは、データの保護に使用される暗号鍵の構築、管理、監視を一元化するもので、業
界のベストプラクティスとオープンスタンダードに基づいて構築されており、テクノロジーとリスク状況に合わせて進化するソリューションです。

サーバーのライフサイクル全体で:安全で自動化された運用と管理
サーバーを外部の脅威から守ることは、戦いの半分に過ぎません。コンプライアンスとセキュリティのベストプラクティスには、サーバーへのアク
セスと管理を厳重に制御することが要求されます。それを実現する最も効果的な方法は、明確で一貫性のあるポリシーベースのプロトコ
ルを使用することです。プロビジョニングと構成を自動化することで、時間を節約できるだけでなく、エラーや偶発的なコンプライアンス違反
の可能性を低減できます。

Dell OpenManageスイートは、サーバーの運用と管理を安全に行うための、よりスマートでシンプルなツールを組織に提供します。このプ
ラットフォームでは、アクセスを制限して認証を強化するほか、元のルート オブ トラストにおける構成検証内容への変更を自動的にスキャ
ンして、内部のセキュリティを強化します。

安全なサーバー運用のライフサイクル

リカバリーと 
デコミッション

• 迅速なリカバリー
• 迅速なシステム消去

検知と保護
• BIOSライブスキャン＋ 

BIOS起動時スキャン
• コンプライアンスドリフト検出
• 強化型システムロックダウン

アクセス管理
• Advanced Authentication

• RBAC

• MFA

• SSO

• RSA Secure IDの 
ネイティブサポート

• Open ID Connectのサポート

プロビジョニングとデプロイ
• 安全なプロビジョニング

プロビジョニングとデプロイ
OpenManageはサーバーのプロビジョニングを自動化し、サーバーのデプロイ、監視、更新を行うための一元的な統合コンソールを提供し
ます。プロビジョニング時点からポリシーによるアクセス制御が可能なため、ライフサイクルを通じてサーバーのセキュリティを強化します。
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アクセス管理
認証とアクセス制御はセキュリティに不可欠であり、OpenManageは、より強力な多要素認証を採用するための選択肢をすぐに使える
状態でユーザーに提供します。主要な2FA標準（RSA Secure ID、Open ID Connectなど）とロールベースアクセス制御（RBAC）
のサポートをご利用いただけます。

検知と保護
サーバーが構成されると、Dell OpenManage Compliance Drift Detectionによって、ファームウェアおよびハードウェアにおける構成の
検出と修正という困難な作業が自動化されます。エラーが検出されると、修復ステップが記載された通知が送信され、埋め込みのレポー
ト機能によって可視性が共有され、コンプライアンスが維持されます。さらに、Dell OpenManage Ansible Moduleを使用することで、 

ITチームは脅威の発見とインシデント対応を自動化できます。

また、組織によっては、より強力な保護を提供する強化型システムロックダウンも選択できます。これは、重要な機能の実行を可能に 

しつつ、不正な構成変更からシステムを保護するものです。

攻撃からの回復
Dell Rapid Recoveryを利用すれば、ビジネスのダウンタイムや中断を最小限に抑えながら、迅速な復旧が可能です。これにより、ITチー
ムは、影響を受けたサーバーのBIOSおよびOSのリカバリーを自動化し、脆弱性が検出された場合はファームウェアをロールバックできるよ
うになります。

システムがサーバードライブの侵害を検出した場合、Dell Rapid System Eraseにより、暗号化対応物理ディスク上のすべてのデータを
永久に消去できます。これにより、ドライブからすべてのデータが瞬時に削除され、攻撃者の手に渡らないようにします。また、デコミッション
するディスクのサニタイズにも使用できます。

よりスマートに（そして、より安全に）構築
企業は、信頼できるテクノロジーサプライチェーンを必要としています。つまり、自社のベンダーを慎重に審査・検証し、物理的な場所や従
業員のセキュリティといった基本的なことから、ソリューションの構想や実施方法にいたるまで、ビジネスのあらゆる側面にセキュリティの概念
を浸透させている、効果的な方法を備えたパートナーを見つける必要があるのです。

デル・テクノロジーズとAMD にとって、これは、プラットフォームの設計から製造、品質保証、検証にいたるまでセキュリティを念頭に置いた
製品開発ライフサイクルを編成することを意味します。それには、サードパーティによるコードとハードウェアの監査とテストも含まれます。ま
た、私たちは独立系のラボや社内の研究チームと協力して、製造後の製品の性能とセキュリティの評価も行っています。

セキュアコンポーネントの検証
製造と流通のプロセスも同様に保護する必要があります。デルとAMD は、輸送中のデバイスを保護するためにコンポーネントUIDや特
殊な改ざん防止梱包材を使用するなど、慎重な在庫および部品管理を実施しています。Dell Technologies Secure Component 

Verificationを使用することで、お客様は、受け取ったすべてのサーバーが注文、構成、および出荷されたものとまったく同じであることを、
暗号化を通して確認できます。さらにデル・テクノロジーズは、すべてのグローバル製造拠点でISO 9001認証を取得しており、偽造のリス
クを最小限に抑えています。

迅速（かつ必要に応じた規模で）対応
デル・テクノロジーズとAMDは、新たな脅威や課題の出現にプロアクティブに対応すると同時に、お客様も同様に対応していけるよう 

サポートします。

セキュリティは私たちのあらゆる活動の基盤であり、本質的なセキュリティアプローチによって信頼できるテクノロジーとパートナーを求める 

お客様のニーズに応え、攻撃の回避やビジネスリスクの低減を支援します」
—John Roese, デル・テクノロジーズグローバルCTO
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迅速（かつ綿密に）イノベーションを起こす
デルとAMD は仮想化やクラウドのリーダーと協力するなかで、最新のアプリケーションやワークロードの生産性への影響を最小限に抑えな
がら、サーバーの攻撃対象領域を減らす方法の拡大にも取り組んでいます。つまり、特にKubernetesや関連オーケストレーションツール
の台頭により、今までにない形でソフトウェアを構築・実行するようになった世界に対応できるよう、私たちのソリューションの最適化を行っ
ています。

優れたネットワークインテリジェンス
DevOpsの種類を問わず、AMD EPYCTMプロセッサーを搭載したDell PowerEdgeTMサーバーは、iDRACテレメトリによって強力なデー
タを生成し、ストリーミングすることができます。ITチームやコンプライアンスチームの要求に応じて、データを外部クライアントやアプリケーショ
ンにサブスクリプションで共有できます。こうした柔軟性により、自動管理機能をソフトウェアのデプロイだけでなく組織の物理サーバーにも
拡張できます。

より大胆かつ未来に対応した形でワークロードを実行
データセンターは、密度vs.分散、スピードvs.制御、可用性 vs. セキュリティ、性能vs.管理性など、これまで妥協の多い場所でした。クラ
ウドコンピューティングが主流となってから10年以上が経過し、重要なワークロードやインフラサービスが、ビジネスの要求に応じてデータセン
ターとネットワークの間を流動的に移動するようになっています。

エッジコンピューティングの登場と5Gの出現により、未来はさらに進化していくでしょう。そして、ビジネスを支えるアプリケーションやサービス
の仮想化は、今後もますます進んでいくでしょう。かつて、仮想化を行うには、規模、パフォーマンス、セキュリティという3つの最適化要因
のいずれかを犠牲にする必要がありました。デル・テクノロジーズとAMDは、企業が妥協のない構築を実現できる世界に向けて、テクノロ
ジーの構築を行っています。

AMD EPYCプロセッサー向けに最適化されたDell PowerEdgeサーバーが、皆様の組織の保護に 
どう役立つのか、詳細を確認

データセンターセキュリティに対する最新の多面的なアプローチであるAMD Infinity Guardの 
詳細を見る

デル・テクノロジーズのエキスパートに問い合わせる

第3世代AMD EPYCプロセッサーによる 
パフォーマンスリーダーシップ

第3世代AMD EPYCプロセッサーを搭載した 
Dell PowerEdgeで、サーバーの優位性を証明

• 世界最高性能のサーバープロセッサー5

• 最高のハイパースケール密度:クラウドでのスループットが競合
他社に比べ42%向上6

• アクセラレーテッドコンピューティング:競合他社に比べ33%高
速なHPCパフォーマンス7

• 企業の生産性向上:アクティブなVDIセッションの同時実行数
が競合製品に比べ112%増加8

• ビッグデータ、仮想化、IoTゲートウェイ、SAPの販売/流通、
Hadoop、VM環境など、最新の重要なワークロードにおける
世界記録的なベンチマーク9

• 計算負荷の高いワークロード向けに最適化されたレディメイド
構成、vSAN Ready Nodes、VxRailなど、検証済みの設計
の堅牢な取り揃え10

https://www.dell.com/en-us/dt/servers/amd.htm#tab0=0&tab1=0
https://www.amd.com/en/technologies/infinity-guard
https://www.dell.com/en-us/dt/contactus.htm
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