
最新のスナップショット管理
アプリケーションの保護とリカバリを強化

増加するデータ量とアプリケーションのリカバリ時間の短縮は、 
IT 管理者にとって大きな課題となっています。 
レガシーなバックアップ手法では、数 TB クラスのアプリケーションには対処できません。 
ただし、既存のディスク アレイ スナップショット技術を利用した 
最新のデータ保護アプローチを活用することで、 
リカバリの問題を回避することができます。
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エグゼクティブ サマリー
IT 部門が管理するデータ量は増加し続けています。このデータ量の増加と 
基幹業務データの可用性向上のニーズのため、アプリケーション管理者、 
ストレージ管理者、および IT 組織は、データ保護とリカバリを強化するため
の新しい方法を探す必要に迫られています。多くは、ネイティブなアレイベー
スのスナップショット技術に目を向けています。この技術では、高頻度のリカ
バリ ポイントと最小限の業務中断を組み合わせて取得できるため、ストレージ 
システム内の RPO と RTO を向上させることができます。しかしユーザーは、
ストレージ プラットフォームによってスナップショットの管理が大幅に異なり、
結果的に複雑性とリスクが増大することがよくあることに気付いています。 
現在のアレイベースのツールでは、以下が課題となります。

• 複数の管理ポイントとスクリプト作成が必要になり、これが運用コストの 
負担につながります。

• アプリケーションアウェアではありません。
• きめ細かなリカバリ機能を提供できません。

管理の複雑性と非効率性というこれらの問題は、異種ストレージ環境では悪化
する一方です。それはアレイ タイプごとに独自のツールがあるためです。

Commvault は、アレイベースのスナップショットとリカバリを手動で管理する
ためのツールとプロセスが複数あるという状態を回避するために、ソフトウェ
ア アーキテクチャを拡張することによって、アプリケーションの保護とリカバリ
の最新化を支援しています。Commvault IntelliSnap® ソフトウェアは、リス
クを排除し、ビジネスの俊敏性を向上させ、効率を高めるスナップショット管
理に対する革新的でエレガントな統合アプローチを提供します。

IntelliSnap ソフトウェアは、物理環境と仮想環境について業界で異種ストレー
ジ アレイの対応範囲が最も広く、アプリケーションアウェアのハードウェア ス
ナップショットの作成、追跡、管理を簡素化できるソリューションです。カスタ
ム スクリプトの作成は不要です。その直感的なインターフェースにより、アプ
リケーション、仮想サーバー、ファイル、メッセージのポイント アンド クリッ
クによるリカバリが可能になります。その結果、複数のツールや手動でのスク
リプト作成の代わりに、ハードウェア スナップショットの活用に対する自動化か
つアプリケーションアウェアでポリシーベースのアプローチが行えます。物理
環境と仮想環境で、高速できめ細かく一貫性のあるデータ リカバリを行うこと
で、ダウンタイムを最小限に抑え、ビジネスの生産性を向上させ、IT リソー
スを解放して優先順位が高い他の業務に集中することができます。

Commvault® IntelliSnap  
ソフトウェアは、リスクを排除し、
ビジネスの俊敏性を向上させ、 
効率を高めるスナップショット 
管理に対する革新的でエレガントな 
統合アプローチを提供します。
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データの増加に対する問題を解決するための新しい
アプローチ

急速に増加するデータや仮想サーバー デプロイ数の増大により、大量のデー
タが生み出され、従来のデータ保護 /リカバリ手法では対応が困難になって
きています。

アプリケーション、データベース、メール ストア、ファイル システムのデータ
の増加は、従来の手法での適切なリカバリ手法の限界を超えて、実施を困難
にしています。非常に高いサービス レベルの設定は、リカバリに備えてより
頻度の高いデータ コピーが必要ですが、従来のストリーミングの手法を取ら
ざる得ず、またスナップショット データのアイテム単位での表示ができなければ、
クリティカルなビジネス ニーズに追随することができません。こうした問題は、
あらゆる規模の組織で課題になっています。多額のコストをかけることなく、
データ保護ソリューションを強化し、リカバリ パフォーマンス、管理性、 
信頼性を向上させるための新しいアプローチが必要です。

多くの組織は、バックアップ / リカバリ ソフトウェアを DataCore、Dell、
EMC、富士通、HDS、HP、Huawei、IBM、INFINIDAT、Nimble Storage、
NetApp、Oracle、Pure Storage などのベンダーが開発したアレイベースの
スナップショット技術で補強しています。よく引き合いに出される理由は、スナッ
プショット技術であれば、より頻度の高いコピーと高速なリストアが可能になり、
RPO と RTO の向上に役立つというものです。しかし、スナップショットのスク
リプト作成と管理は煩雑なので、日々の運用に課題が生じます。これは特に、
複数のストレージ アレイが存在する環境に当てはまります。最後に、スナップ
ショットからのリカバリは、スナップショット全体または VM 単位で行われるの
が最も一般的です。VM 全体を再マウント、リバートまたはスピン アップしたり、
個々のファイル、メッセージ、またはテーブルを取得したりすることなくスナッ
プショットの中身を見ることができなければ、スナップショットから高速で容易
なリカバリを実現することはできません。

Commvault は、今日のストレージ アレイで提供されているスナップショット 
技術を活用してデータ保護およびリカバリの強化を行う際の課題をよく理解 
しています。

アレイベースのスナップショット技術とデータ保護を統合することで、管理性、
リカバリ、保護機能が向上します。幅広いストレージのサポートかつ単一のコ
ンソールからアプリケーションと整合性のあるスナップショットの管理が直感的
に行える Commvault ソフトウェア プラットフォームは、アプリケーションや  
VM のリカバリを改善する堅牢で実績のあるソリューションを作り上げました。

Commvault は、スナップショット
によって保護およびリカバリの 
補強にもたらされる価値を実現
する方法を提供します。



5

スナップショット管理の現代的なアプローチ

Commvault は、スナップショット技術がデータ保護やリカバリの強化にもたら
す価値を認識し、複数のツールの導入で複雑化することなく、より広範囲な
サービス レベル要求に応えることができる能力を大幅に改善する方法として、
IntelliSnap 技術を提供しています。

IntelliSnap 技術は、アプリケーションのインテリジェンスを自動化してアレイ 
スナップショット機能と統合することで、アプリケーションとファイル システム
を介してストレージ アレイにアクセスしスナップショット操作を行うので、 
ボリューム / ディスク構成を検出し、これらの操作をアプリケーションを適切に
静止するよう連携させることができます。その際、管理上の構成を最小限に
抑え、スクリプトの作成の必要性をなくします。しかも、単一コンソールで、
複数のストレージ システムに対応可能です。定義されたアプリケーションのス
ケジュール済みバックアップ ジョブが実行されると、ソース システムは選択さ
れたアプリケーションを静止し、本番ストレージ システム内に 1 組の永続的な
スナップショットを自動的に作成します。スナップショットの作成に成功すると、
本番ホストは完全な本番サイドの運用に戻ります。これにより、RPO をスケ
ジュールの頻度に合わせて、整合性のあるデータ イメージを数分で作成する
ことができます。

バックアップ ジョブの後半では、スナップショットはプロキシ サーバーにマウン
トされるか、あるいはスナップショットのコンテンツ インデックス化を行うため
本番ホストに戻されます。ハードウェアベースのスナップ アプローチとは異 
なり、IntelliSnap 技術はスナップショットの単なる作成または削除だけを行う
ことにとどまりません。この技術では、アレイ スナップショットの速度と効率
性を、リカバリ プロセスに直接一体化させ、フル システム リカバリまたはファ
イル、メッセージ、またはオブジェクト単位のリストアを実現します。コンテン
ツのインデックス化が完了すると、スナップショットはデータ ボリュームをリバー
トまたはリストアするための高速リカバリ オプションを提供するため、永続的
なリカバリ コピーとしてアレイに保持されます。

Commvault の統合されたアプローチにより、単一のコンソールから、カスタ
マイズやスクリプトの作成を行わずに、主要なストレージが複数存在する環境
でもスナップショットのコピーとリカバリを行うことができます。データはアプ
リケーションとの整合性がとれており、管理者の介入を最小限に抑えながら、
本番システムに直接リカバリできます。

Commvault の統合アプローチ
では、1 つの管理コンソールを使 
って、先進のストレージ アレイの
異種ミックスでスナップショット 
コピーの作成とリカバリを行う 
ことができます。カスタマイズも
スクリプト作成も不要です。
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図 1: Commvault Intellisnap 技術
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Commvault Intellisnap 技術の特性

• 先進のアレイベース スナップショット技術と統合することで、アプリケーショ
ンとの整合性のあるリカバリ コピーを作成でき、本番環境への影響は最小
限です。

• スナップショットからファイル、メッセージ、およびデータベース オブジェク
トをきめ細かくリカバリするためのオフラインのデータ マイニング ツール
が含まれています。

• スナップショットのデータをディスク、テープ、またはクラウドにバックアップ
するためのアドオン機能と、ホストベースのレプリケーションで他のストレー
ジに複製するためのアドオン機能が用意されています。

• DataCore、Dell、EMC、富士通、HDS、HP、Huawei、IBM、
INFINIDAT、Nimble Storage、NetApp、Oracle、Pure Storage など、
業界で最も広範なストレージ アレイについて、ハードウェア スナップショッ
トの管理と自動化を 1 つのコンソールで行うことができます。カスタム ス
クリプトの作成は不要です。

• ハードウェア スナップショット上でデータの管理、作成、インデックス化、
およびリカバリを行います。

Commvault Intellisnap 技術の機能

• 一元化された統合管理コントロール - アレイベース スナップショット技術と
統合することで、1 つのコンソールを通じてさまざまなストレージ システム、
アプリケーション、仮想環境、および場所にわたって保護操作とリカバリ操
作を統合することができます。

• 手動プロセスの排除 - Commvault ソフトウェアの自動化されたポリシー
ベース アプローチを活用して、手動プロセスとそれに付随するコストおよ
び非効率性を排除し、アプリケーションアウェア スナップショットの作成とエ
イジングを実現します。

• アプリケーションアウェア - 最新のアプリケーション、ファイル システム、
およびハイパーバイザーに対して整合性のとれたデータ処理を行います。

• リカバリ SLA を達成 - インデックス化されたスナップショットのコレクション
を対象に統合検索を使用して、個々のファイルをすぐに見つけてリカバリす
ることができます。個々のメッセージとオブジェクトをリカバリするか、 
障害発生後に短時間でファイル システムとデータベース全体を復元します。
管理者の介入は不要です。

• 未来志向 - 準備が整い次第、すぐに Commvault プラットフォームの全機 
能に簡単にアップグレードすることができます。たとえば、バックアップ、 
レプリケーション、アーカイブ、e ディスカバリ、検索、グローバル重複 
排除などがあります。

Commvault IntelliSnap  
技術の詳しいツアーとデモン 
ストレーションについては、
Commvault 技術インスト 
ラクター Eric Mars がお送り 
するこの「Ask the Educator」
セッションの「Snapshot 
Management – Ask the 
Educator Series」をご覧 
ください。1

今すぐ見る

PDF

http://www.commvault.com/resource-library/5445a1e5990ebbbd71000c61/ask-the-educator-snapshot-management.mp4
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Commvault Intellisnap 技術のメリット

• 自信を持ってアレイベース スナップショットを使用して、SLA とビジネス要
件に基づいて保存期間が異なる複数のリカバリ コピーを作成することがで
きます。

• データ可用性とビジネス生産性が向上します。物理環境と仮想環境全体で
ボリューム全体またはアプリケーション、ファイル、オブジェクト、およびメッ
セージをきめ細かく一貫性のある方法でリカバリすることができます。

• 本番システムに及ぼす影響を最小限に抑えながら、補強するミッションクリ
ティカルなデータ ストアの保護を強化することができます。

• ハードウェア スナップショットの保護およびリカバリ機能を使用できるので、
VM の環境を容易に拡張できます。数百台の VM を短時間で保護して、 
ビジネスの稼働時間を増やすことができます。

• 複数のソリューションと手動プロセスを排除して、生産性を高め、コストを
削減し、リソースを優先度の高い他の付加価値に再展開することができま
す。

• 業界全体にわたるストレージ アレイでのスナップショットを自動化して、 
ハードウェアの選択肢を増やし、ストレージへの投資価値を拡大します。

• 個々のファイル、オブジェクト、およびメッセージをインデックス化されたス
ナップショットからすぐに見つけてリカバリして、ビジネスが中断しないよう
にします。

まとめ - 最新のスナップショット管理を簡素化

Commvault の最新のアプローチでは、すでに導入した、もしくはこれから導
入予定のネイティブ ハードウェア スナップショットのパワーを解き放つ一方で、
さまざまなアプリケーション、VM、および複数の異種ハードウェア アレイ全
体でリカバリを向上させます。Commvault IntelliSnap 技術では、労力、 
複雑さ、コストを削減しながら、アプリケーションアウェアで迅速なきめ細か
いデータのリカバリを実現します。管理者は、フル アプリケーション リカバリ
にするか、きめ細かいオブジェクト リカバリにするかを選ぶことができます。
アプリケーション、データベース、またはファイル システムでデータを利用 
するためには従来必要だった手作業での手順は、すべて不要です。

IntelliSnap 技術のさまざまな
機能について詳しく知るには、

「Commvault IntelliSnap 
Snapshot Management 
Technology: Capabilities 
and Benefits」をお読み 
ください。2

今すぐ読む

PDF

http://www.commvault.com/resource-library/5445a268990ebbbd71001666/accelerating-snapshot-management-and-recovery-with-simpana-10-intellisnap-technology.pdf


9

ビジネス クリティカルなアプリケーションのダウンタイムを最小限に抑え、 
組織は生産性を向上させ、高速なスナップショットベースのデータ保護とリカ
バリのメリットを生かすことができます。管理の複雑性を軽減し、短い時間と
少ないリソースでスナップショットのステータスを監視したり、既存のストレー
ジ システムを管理したりすることができます。これにより、人員を他の優先業
務にアサインして、アプリケーション リカバリが IT 予算に及ぼす影響を軽減
することができます。さらに、1 つのソリューションで幅広いストレージ アレイ
の選択ができるため、自社のニーズに最適なストレージ プラットフォームを柔
軟に選ぶことができます。新しいスナップショット ツールを購入して操作方法
を覚える苦痛も疑念もありません。Commvault IntelliSnap ソリューションは、
スナップショット管理に対する革新的でエレガントな統合アプローチであり、 
リスクを排除し、ビジネスの俊敏性を向上させ、効率を高めます。

準備が整ったら : Commvault ソフトウェア -  
完全なデータ管理ソリューション

Commvault IntelliSnap 技術は、これらの機能を活用する準備ができたら、
簡単かつ迅速に Commvault ソフトウェア プラットフォームにアップグレードす
ることができます。Commvault ソフトウェアは、単一の効率的でスケーラブ
ルなプラットフォームであり、すべてのデータ管理機能をサポートしています。
Commvault ソフトウェアでは、拡張可能なアプリケーション モジュールを提
供しており、事業継続を確保するため、複数のバックアップおよびリカバリ オ
プション、物理サーバーと仮想サーバー全体でデータ保護を行うための柔軟
な IT インフラストラクチャ、および高速で効率に優れたディザスタ リカバリが
用意されています。Commvault ソフトウェアには、データ アーカイブ、e ディ
スカバリと検索、ソース側とグローバルの重複排除、バックアップとリカバリ、
レポートとリソース管理、複製とスナップショット管理が搭載されています。 
これらの機能を連携させると、最新のデータと情報管理に対する包括的アプ
ローチの独特で訴求力のあるメリットが得られます。しかも、展開や管理は簡
単です。なぜなら、このアプローチが単一プラットフォームとコード ベースの
上に構築されており、単一コンソールで制御できるためです。
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Commvault ソフトウェア プラットフォームの 
メリット

Commvault ソフトウェアは、データ保護、アーカイブ管理、リカバリ管理、
物理サーバーと仮想サーバーの複製のすべての側面を簡単に管理できる単一
コンソールを提供します。Commvault ソフトウェアのメリットは以下のとおり
です。

• データ保護とリカバリ オプションで簡素化および拡張ができます。
• 階層化されたデータ管理の実装を容易にします。
• アプリケーションとデータの可用性を向上させます。
• 仮想サーバーのコスト効率に優れた統合バックアップを可能にします。
• バックアップの効率と信頼性を向上させます。
• 仮想マシンのホット バックアップを可能にします。
• 物理サーバーと仮想サーバーにわたってバックアップとアーカイブ用のスト

レージを共有します。
• データ管理について学ぶための単一インターフェイスを提供します。

Commvault IntelliSnap  
技術では、より高速できめ
細かいアプリケーション 
アウェアのデータ リカバリ 
操作をより少ない労力、 
複雑性、およびコストで行う
ことができます。
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