
ストレージのスナップショットが
機能していない 5 つの理由
ハードウェア アレイベースのスナップショットの優れた効率にもかかわらず、 
その複雑性は IT 部門に多くの課題をもたらしています。

スナップショット ベースのデータ保護ソリューションはバックアップの課題を解決するものでは 
なかったのでしょうか。それなのにバックアップが今でもうまく機能していないのはなぜでしょうか。 
スナップショットを手作業で管理しているか、「自分で構築する」タイプを使用している場合には、
これらがうまく機能していない理由がいくつか存在します。
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理由 1  仮想マシンとメジャー アップグレード

アプリケーションやオペレーティング システムのアップグレードを伴う仮想マシ
ン (VM) は、スナップショットの問題が常時発生する最初の主要な場所です。

VM はアプリケーションの導入を加速させるためによく使用されますが、スクリ
プトによって作成されたアレイベースのスナップショットの取得プランは、実際
にはアプリケーションの導入に要する期間を長引かせてしまうことがあります。
VM は、さらなる複雑さをデータ保護環境にもたらします。各 LUN で複数の
異なる VM を使用している場合、スナップショットの取得をどのように計画した
らいいでしょうか。

環境に対する大がかりな変更は、手動のスナップショット プロセスを中断して
しまうことがよくあります。たとえば、オペレーティング システムがアップグレー
ドされたり、アプリケーション自体のアップグレードが必要になったりした場合
は、スクリプトのパラメーターを更新する必要があります。

Commvault® IntelliSnap® 技術はこのような問題を解決します。まず、
IntelliSnap ソフトウェアは VMware と Hyper-V の両ハイパーバイザーと統
合されており、これらの仮想化環境とネイティブに連携します。また、アプリ 
ケーションの自動デプロイメント機能や、アプリケーションとオペレーティング 
システムとの統合機能も備えています。さらに、IntelliSnap 技術は、アプ
リケーションを認識し、そのアプリケーションデータをリカバリ可能な方法で、
データを取得するよう設計されており、Commvault がサポートするアプリケー
ション情報も定期的に更新しています。

理由 2  アプリケーションとストレージの統合

アプリケーションとストレージ間の統合は、手作業で管理しているスナップショッ
トが機能していないもう 1 つの理由になる可能性があります。

スナップショットを手作業で管理する必要のあるデータ保護ソリューションで
は、アプリケーションとストレージ間の統合を手動で行う必要があります。 
これは非常に困難で、実装には多くの異なる手順と時間が必要であるばかり
でなく、アプリケーションとストレージのそれぞれの専門知識も求められます。
手動での統合を完了させた後で、全体のオーケストレーションを行うスクリプ
トが簡単に中断してしまうこともあります。文字が 1 つ欠けていたり、スペー
スが 1 つ余分にあるだけでも、スクリプトが失敗することがあります。

Commvault ソフトウェアの IntelliSnap 機能には標準の処理がすべて組み込
まれており、スナップショットの実行を完全に自動化します。IntelliSnap 技術
には、環境に固有のカスタム タスクに対応するワークフロー自動化ツールも
含まれています。

スナップショット ベースの保護 
戦略で成功を収めるために 
知っておくべきことは何でしょうか。
451 Research によるこの 
レポートは、アレイベースの 
スナップショットを使用したバック
アップ問題の解決について、 
綿密な配慮と検討がされた 
調査を提供します。

451 Research グループ : 将来に 
向けてバックアップする。

完全なレポートを表示する 1

PDF

http://www.commvault.com/resource-library/5445a1203fab55441d000f34/the-451-research-group-backup-to-the-future.pdf
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理由 3  ストレージの課題

スナップショットが機能していないもう 1 つの理由は、ストレージ環境に起因す
る場合があります。

手作業で管理しているスナップショット ソリューションは、ストレージ システム
のわずかな変更にも大きく影響されます。たとえば、ストレージ ハードウェア
を更新すると、通常はすべてのスクリプトが中断されてしまい、新しいストレー
ジに対応したスクリプトの更新が必要になります。容量の変更、新しいディス
ク シェルフの追加、またはデータの移行によっても処理が変わることがあり、
これらはいずれもスクリプトの変更と再テストを必要とします。

もう 1 つの一般的なシナリオは、異なるベンダーのディスク アレイが混在する
場合です。そのような状況下では、異なるバックアップ ツール セットと、それ
ぞれ独自のスクリプト セットが必要です。スクリプトにはそれぞれ独自の API 
があるため、異なるディスク システム間での移植はできません。

ただし、IntelliSnap 技術はこのような課題にも対応します。まず、
IntelliSnap ソリューションはストレージ アレイとインテリジェントに統合され
ています。そのため、基になるハードウェアの変更を検出し、スナップショッ
トを自動的に更新できます。たとえば、1 つのアプリケーションがあり、一部
のデータを新しい LUN に移動した場合、IntelliSnap ソフトウェアではその
変更を自動的に検出し、新しい LUN を使用するようにスナップショット要求を
更新します。これは単純なことですが、大きな価値を付加します。第 2 に、
IntelliSnap 技術は異なるベンダーのアレイやモデルと併用できるため、複数
のバックアップ ツール セットを使用することによる混乱を排除できます。動作
的には、使用しているストレージ システムに関係なく、すべてが同じように機
能します。

理由 4  個別のアラートとレポート

バックアップ ソリューションの主要な機能が統合されていない場合や、異なる
ツールによって実行されている場合、データ保護の完全なステータスに関して
一貫した全体像を得ることは難しく、手作業で管理しているスナップショットに
よってさらに問題が複雑になります。

自分で構築するスナップショット環境では、統合されていない異なるツール セッ
トによって、異なる機能が実行されます。アラートや監視の機能はレポート機
能とは切り離されてしまいます。つまり、これら個々の機能に対して異なるツー
ルがそれぞれ使用されてしまうことになります。また、スクリプトはまったく監
視されていないこともあります。スナップショット スクリプトに障害が発生した
場合、アラートはどこから発生するのでしょうか。ツールは自分で統合するこ
ともできますが、これは環境の変化に脆弱になります。ストレージ容量のプラ
ンニングも、手作業で管理しているシステムではインテリジェントに実装され
ないもう 1 つの重要な機能です。成長のニーズは手動で判断することが余儀
なくされます。

Commvault IntelliSnap ソリューションでは、これらの処理を統合し、ストレー
ジ容量のプランニングといったその他の重要な機能に加えて、レポートと監視
の両方に必要な統合されたツールを提供することで、これを実現します。これ
らはすべて標準搭載されており、アプリケーションとストレージのすべての環
境で動作します。

" … [ スナップショットの使用 ] を
駆り立てた 1 つの明確な要素は、
割り当てられているバックアップ
時間内にバックアップを完了 
することが頻繁に不可能になる
ほどデータ ストアが拡大されて
きたことによります。スナップ 
ショットベースの「バックアップ」
はそのような問題を解決します
が、それよりもさらに重要な 
こととして、スナップショットは 
ほぼ瞬時の復元を可能に 
します。"
 
Dave SimpSon
シニア アナリスト、451 ReseaRch、 
2014 年  4 月のレポート「Backup to the 
FutuRe」。
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Commvault IntelliSnap 技術がスナップショット管理の複雑なライフサイクルを 1 つのシームレスなフレームワークにどのよ
うに統合するかの詳細については、commvault.com/snapshot をご覧ください。

理由 5  人に関する問題

スナップショットが機能していない最大の理由が技術的問題ではなく、人に起因する場合があります。しかし、そのような場合に
対応が容易になるわけではありません。

競合が発生する最初の領域は、チーム間の所有です。スナップショットはアプリケーション チーム、ストレージ チーム、データ保
護チーム、および仮想化チームにかかわるためです。1 つのリカバリ業務にはこれらすべてのチームのメンバーが関与する場合
があり、調整が非常に困難になります ( そして、リカバリが調整されない場合には、誤った方法でリカバリが行われる可能性があ
ります )。

手作業で管理しているスナップショットに関するもう 1 つの課題は、リカバリ プロセスが手動で複雑である、詳細なリカバリ機能
が大きく制限されていることです。このような環境では、1 つのファイルを回復するために LUN 全体がコピーされることもあり
ます。最後に、セキュリティの懸念もあります。各チームが、チームの責任範囲のシステムのみにアクセス可能にすることは困
難です。アクセスは複数のシステム間に分散させる必要があり、アクセス制御がさらに困難になっています。そして、ストレージ 
チームがアプリケーションにアクセスする必要が生じたとき、またはアプリケーション チームがストレージ システムにアクセスす
る必要が生じたときに、「縄張り」争いが発生する可能性があります。

IntelliSnap 技術は洗練された方法でこれらのセキュリティの懸念に対処します。リソースやタスクに所有権を付与し、各チーム
が必要以上にアクセスすることを禁止できます。それだけでなく、IntelliSnap ソリューションはすべての処理をログに記録する
ため、各チームが実行したすべての処理を簡単に確認できます。

そしておそらく最も重要なこととして、IntelliSnap ソフトウェアは複雑なリカバリ プロセスを自動化するため、リカバリには複数
のチームや、特定のアプリケーションまたはストレージの専門技術との複雑な調整が必要ありません。複数の手順から成る困難
なアプリケーション リカバリも、単純なクリック作業で実行できます。重要なアプリケーション リカバリが必要なときに DBA が対
応できない場合であっても、心配は無用です。このような場合も、IntelliSnap 技術は詳細なリカバリ メカニズムにより、その
他の膨大なデータをコピーする必要なく、単一のファイルまたはオブジェクトのリカバリが可能です。

スナップショットに関するこれらすべての問題は、より良いスナップショットの作成と管理機能が必要と
されており、バックアップとリカバリをよりインテリジェントにし、成功の可能性を高めるソリューション
が求められていることを示唆しています。
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