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Commvault Complete™
Backup & Recovery

オンプレミスとクラウド環境を網羅する
完全なデータ保護ソリューション

バックアップとリカバリ

データは急速に増え、同時にデータに対する脅威とリスクも増えていま
す。 IT組織は重要な問題を考慮に入れながらも、多額の費用をかけるこ
となくその役割をきちんと果たすことのできる使いやすいデータ保護ソ
リューションを導入する必要があります。 Commvault Complete™ 

Backup & Recoveryは、オンプレミスからクラウドまでデータがどこに
あっても完全に網羅することができるデータ保護ソリューションです。 

なにを保護しますか?

物理/仮想サーバーだけでなく、ノートブックやデスクトップなどクライア
ントPCのデータ保護にも対応しています。 ひとつの製品で、ファイル シ
ステム、データベース、アプリケーションといった企業のさまざまなデー
タの保護/管理にご利用いただけます。

どのように保護しますか?

ひとつの製品でデータのバックアップ/リカバリから、アーカイブ、レプリ
ケーション、スナップショット管理まですべての機能を提供します。 

アーカイブを利用することで、古くなったデータをプライマリからセカン
ダリ ストレージへ移動することができ、プライマリ ストレージの有効活
用を可能にします。 またバックアップ対象データを減らし、バックアップ
時間の短縮を図ることができます。

どこに保護しますか?

Commvaultで保護したすべてのデータは、ContentStoreと呼ばれる
ひとつの仮想データ レポジトリに、重複排除/暗号化して保存されます。
これにより、ストレージを無駄なく使用し、データをセキュアに保管する
ことができます。 データ保管先ストレージには、ディスクやテープだけで
なく約40社のクラウドをご使用いただけます。

Commvaultの重複排除機能は、ソフトウェアだけで、ソース側、ターゲッ
ト側、もしくはその両方など、最も意味のある所でのデータ重複排除を
可能にします。ソース側でデータ重複排除すれば、ユニークなデータの
みを転送することができ、バックアップ時のネットワーク トラフィックを
削減します。ターゲット側でデータ重複排除すれば、バックアップ対象ク
ライアントのCPU使用率を下げることができます。

保護したデータを活用しますか?

Commvaultでデータ保護することにより、企業中のすべてのデータに
インデックスを作成し、仮想的にひとつの場所に集めることができます。
これにより、データの一括横串検索が可能になり、セルフサービス リスト
ア、コンプライアンス、データ分析等に活用することが可能になります。

暗号化重複排除

保護方法

レプリケーションバックアップ アーカイブ スナップショット管理

保護対象

物理環境 仮想環境

データベース アプリケーションEメールファイル システム

クライアントPC ストレージ クラウド

VM

□ Hitachi
□ HPE
□ Dell EMC
□ Pure Storage
□ Nutanix

クラウド
□ Amazon
□ Azure
□ Oracle Cloud
□ Google Apps
□ Office 365
□ Salesforce

□ Docker
□ Hyper-V
□ Nutanix AHV
□ OpenStack
□ RHEV
□ VMware

ストレージ
スナップショット連携
□ NetApp
□ NEC
□ Fujitsu

OS
□ Linux
□ Mac
□ UNIX
□ Windows

アプリケーション
□ Exchange
□ Notes
□ SharePoint
□ Hadoop

データベース
□ DB2
□ Informix
□ MySQL
□ SQL
□ Oracle
□ PostgreSQL
□ SAP/SAP HANA
□ Splunk
□ Sybase

ハイパーバイザー
□ Azure Stack
□ Citrix Xen

• データ分析
• レポーティング• エンドユーザー アクセス

• セルフサービス リストア
• ファイル同期/共有

• 検索
• eディスカバリ
• リーガル ホールド 
   (証拠保全)

保護場所
ひとつの

仮想データ レポジトリ

ディスク テープ

シングル
インデックス 暗号化

重複排除

クラウド

HyperScale™
スケールアウト型
ストレージ

HS
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仮想マシンの保護

仮想化はデータやアプリケーションの急増に対し大きな威力を発揮
しますが、同時に、プライベート クラウドとパブリック クラウドにまた
がって仮想サーバーやストレージ、アプリケーションを作成、実装する
ことで新たな課題も生み出します。 

オンプレミスのVMも、クラウド上のVMもまとめてバックアップ

Commvaultなら、オンプレミスのVMも、クラウド上のVMも自動的
に検出しまとめてバックアップ、リカバリ、管理することができます。
VMのバックアップ データは、クラウド内に保存することも、オンプレ
ミスに保存することも可能です。 ひとつの製品でデータを管理する
ことで、データのサイロ化、冗長なインフラストラクチャ、VMスプ
ロール現象 (無秩序な増殖) などの問題を解決することができます。

数百台レベルの大規模環境のVMを保護する場合は、IntelliSnap®

でストレージのスナップショット機能と連携してVMデータ保護を行う
ことで、本番環境のVMへほとんど影響を与えることなく数分単位で
データ保護を完了することができます。

ライブ シンクVMレプリケーションでDRサイトの構築/維持

DRサイトにバックアップ データを保管しておくだけでなく、いざとい
う時、VMの電源をオンするだけで運用を開始したいという場合、
Commvaultのライブ シンクVMレプリケーション機能を使えば、
本番データに1回アクセスするだけで、バックアップとディザスタ リカ
バリ (DR) 対策が同時に行えます。

ライブ シンクは、VM (Amazon、Azure、Hyper-V、VMwareなど) の
変更分だけを自動で転送し、DR用のVMにリストアし続けることで、
DR用のVMを継続的に最新状態に更新しておくことができます。

マルチクラウド バックアップ

今日、80%以上の企業がマルチクラウド環境を採用しています。 今
マルチクラウドを使用していなくても、いずれ複数のクラウドを使用
する可能性が高いと考えられます。

Commvaultは、オンプレミスからクラウドへのデータのバックアップ/

リカバリだけでなく、クラウド内やクラウド間でのバックアップ/リカバ
リにも柔軟に対応できるハイブリッド クラウド環境を可能にします。

•  マルチクラウド データ管理
 ひとつの製品で、さまざまなクラウドやオンプレミスにあるデータ
を移動、管理、使用することを可能にします。

•  マルチクラウド データ移行
 クラウドへ、クラウドから、クラウド間でデータを簡単に移行しま
す。クラウドとのネイティブ連携とデータ暗号化で、アプリケー
ション、データベース、仮想マシンの高速でセキュアなマイグレー
ションを実現します。

•  マルチクラウド ディザスタ リカバリ
 複数のクラウド間でのディザスタ リカバリとテストの自動化を、低
コストに、手間を掛けず、低リスクで実現します。 データベースの
フルリカバリから、ひとつのファイルのリカバリまで、高速、柔軟で
確実なリカバリを可能にします。

•  Office 365データ保護
 大切なOffice 365のデータをクラウドへまたはオンプレミスのス
トレージへバックアップ/リストアすることが可能です。

クラウド ストレージのサポート

Commvaultは、パブリック クラウド (Amazon、Azure、Google 

Cloud、Oracle Cloudなど) からプライベート クラウドまで40以上
のクラウド ストレージに対応しています。 REST API標準対応でクラ
ウド ストレージへ直接アクセスしデータを保存することが可能です。 
重複排除したままデータ転送が可能なので、ネットワーク負荷も軽減
します。

マルチテナント機能を使ったBaaSバックアップ サービス

プライベート/パブリック クラウドやデータセンターを使ってBaaS

バックアップ サービスを展開する際、各部署またはテナントの管理者
ごとに、リソースの利用制限やアクセス コントロールをかけることが
できるので、バックアップ サーバー 1台で複数の部署や顧客に、バッ
クアップ サービスを提供することが可能です。 様々なファイアウォー
ル構成に対応できるので、ネットワーク経由、別の場所にあるデータ
のバックアップ サービスも可能です。

データ転送 (REST)

オンプレミス

物理環境 仮想環境 クライアントPC

Amazon Azure Google Cloud Oracle Cloud

40以上のクラウド ストレージに対応
レプリケーション先

(ディザスタ リカバリ)
サイト

レプリケーション元
サイト

バックアップ
コピー 2

MediaAgent

MA

レプリケーション元VM
(Amazon、Azure)

VM VM

レプリケーション元VM
(Hyper-V、VMware)

VM VM VM

バックアップ
コピー 1

MediaAgent

MA
スナップショット

1. VMのバックアップを行います。
(IntelliSnapを組合せ、
スナップショットからの
バックアップも可能です)

WAN
2. 重複排除したままデータを
コピーします (= DASHコピー)

3. ライブ シンクでVMの変更分を
自動的にリストアし、DRサイトの
VMデータを最新状態に保ちます。

レプリケーション先VM
(Hyper-V、VMware)

VM VM VM

レプリケーション先VM
(Amazon、Azure)

VM VM

4. 災害時は、VMの電源オンで運用開始します。

※対応可能な組合せはお問合せください。
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社内 外出先

エンドポイント データ保護

企業のデータの約半分がデスクトップやラップトップ、モバイル デバ
イス上にあると言われており、そこには重要な顧客情報や知的財産
が含まれています。 またエンドポイント端末はランサムウェアなどの
サイバー攻撃の被害にあう可能性が高いため、エンドポイントのデー
タをバックアップしておくことは非常に大切です。

クライアントPCの自動バックアップとセルフサービス リカバリ

Commvault Complete™ Backup & Recoveryは、1台のバック
アップ サーバーで、物理/仮想サーバーだけでなく、ノートPCやデス
クトップなどクライアントOS (Windows/Linux/Mac) のデータ保
護もまとめて行えます。 エンドポイント向けのデータ保護に下記機能
を提供します。

•  自動バックアップ
 Commvaultのエンドポイント保護は、ユーザーが意識することな
く実行可能なノートPC/デスクトップに適したスケジューリング機
能を備えており、データがどこでどのように作られても、すべての
データを見つけ、自動的に、重複排除バックアップすることができ
ます。

•  セルフサービス リストア
 バックアップしたデータへ、WEBインターフェースやスマートフォ
ンやタブレット等のモバイル アプリから、SSL接続でのセキュア
な暗号化バックアップ ストリームを使ってVPN接続なしにアクセ
ス可能です。 ユーザーは自分のデータへいつでもどこからでもIT

管理者を介することなくアクセスできるので、必要なデータを迅
速にセルフサービスでリストアすることができます。

•  データ損失防止 (DLP: Data Loss Prevention) 機能
 定期的にファイルをスキャンし暗号化したり、ノートPCの盗難/紛
失の際はデータをリモートから削除したりすることが可能です。

•  Commvault Driveを使ったファイル共有/同期機能
 外出先から自分のデータへアクセスし、情報を検索して取り出し
たり、同僚や社外のチームとデータの共有/同期を行ったりするこ
とを可能にします。

仮想マシンのクラウド移行

Microsoft Hyper-VやVMwareなどオンプレミスの仮想マシンを、
AzureやAmazonクラウドへ移行することができます (クラウドから
オンプレミスへ、クラウドから別のクラウドへ仮想マシンを移行する
ことも可能です)。 Commvaultは、リストア機能の一部としてこの移
行機能を実装しています。 そのため仮想マシンのバックアップ デー
タのリストア先として移行先のクラウドを選択するだけで、
Commvaultがオンプレの仮想マシンを自動で移行先のクラウド イ
ンスタンスに変換し、仮想マシンのクラウドへの移行を可能にします。

Commvaultなら、クラウド上の仮想マシンもバックアップできるの
で、移行後も仮想マシンをバックアップし続けることができます。

アプリケーションとデータベース

企業のシステム環境には多くのデータベースやアプリケーションが
あり、古いものと新しいものが混在しています。これらデータを保護
するためにいくつもの製品を導入する必要はありません。

Commvaultなら、分散型アプリケーションまで含めたさまざまな
データベースとアプリケーションに対応しています。その対応の幅広
さと深さはほかに類がありません。 クラウドへのワークロードのマイ
グレーション、効率的なデータベースのバックアップ、データへのアク
セス高速化などすべてひとつのソリューションで実現します。

大規模環境のデータ保護にスナップショット連携

CommvaultのIntelliSnap®は、ハードウェア スナップショット管理機
能で、ユーザーが自分でスクリプトを作成することなくストレージの
スナップショットと、アプリケーションやハイパーバイザーを連携し、
整合性のあるデータ保護を行うことを可能にします。 

IntelliSnapでスナップショットを作成すると、そこに含まれるアプリ
ケーションや仮想マシンの情報をカタログ化することができ、2次
ディスクやテープにバックアップを取得しなくても、スナップショット
内のデータを検索することが可能になります。

またIntelliSnapで作成したスナップショットからバックアップを取得
できるので、本番環境にほとんど影響を与えることなく、テープやク
ラウド等の外部メディアへデータ保管が行えるようになり、ストレー
ジ システムのハードウェア故障に備えることができます。

富士通、日立製作所、Dell、EMC、HPE、IBM、NetApp、Nimble 

Storage、Pure Storage、DataCore等、ほぼすべての主要ストレー
ジ製品に対応しています。

移行先仮想マシンへの変換リストア

移行元VM Hyper-V
Nutanix AHV
OracleVM
VMware

VM VM VM
Amazon
AzureVM VM

移行先VM Hyper-V
Nutanix AHV
OpenStack
VMware

VM VM VM
Amazon
Azure
Google Cloud
Oracle Cloud

VM VM

※対応可能な組合せはお問合せください。

仮想データ レポジトリ

ノートPC、スマートフォン、タブレットから
セルフサービス リストア

ノートPCノートPCデスクトップ

ディスク テープ クラウド
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ディザスタ リカバリ

自然災害、ハードウェア故障、情報漏洩、ランサムウェア攻撃など避け
ることのできないデータ損失リスクはさまざまです。大切なことはこ
れらリスクに備え、問題が発生した時すぐにデータが復旧できるよう
万全のディザスタ リカバリ プランを用意しておくことです。

すべてのデータの重要性は等しく同じではないので、SLA (サービス
品質保証契約) に合わせ、リカバリ要求とコストのバランスを取るこ
とが必要です。 リカバリ時間はデータの重要性と連動すべきですが、
リカバリ手順が複雑にならないようひとつのソリューションで行うべ
きです。 Commvaultならデータがどこにあっても、SLAに合わせた
さまざまなリカバリの選択肢を提供します。

ディザスタ リカバリ ソリューションに有効なDASHコピー

DASH (Deduplication Accelerate Streaming Hash) コピーは、
重複排除フォーマットを維持したまま、次階層のストレージへデータ
をコピーすることを可能にするCommvaultのテクノロジーです。 
例えば、バックアップ データをディザスタ リカバリ (DR) 利用のた
め、遠隔サイトへコピーしたいという場合、データをリハイドレーショ
ン (= 重複排除したコピーを取り出し、元の形に戻す処理) する必要
なく、重複排除したままデータをコピーすることができます。 この機
能により、データ コピーの際、余計なCPU/ネットワーク/ストレージ 

リソースを消費することなく、効率的で現実的なDRソリューションの
実現を可能にします。

スケールアウト型ストレージ

スケールアップ型のストレージでは、データが増えると、またさらに大
きなシステムへ交換しなければならないという問題が発生します。 ス
ケールアップ型ではなく、スケールアウト型のアーキテクチャを採用
することで、必要なときに必要なだけストレージをシームレスに拡張
することが可能になります。 またこの手法は、ストレージの拡張性の
問題を解決するだけでなく、コストの削減、高い信頼性、予測可能な
パフォーマンスも実現します。

Commvault HyperScale™ ソリューション

Commvault HyperScale™ ソリューションは、Commvault 

Complete™ Backup and Recoveryプラットフォーム上に構築し、
クラウドのようなスケールアウト型のバックアップ ストレージ プール
をオンプレミスで提供します。 Commvault HyperScale™ の実装方
法は、ソフトウェア型またはアプライアンス型から選択いただけます。

•  Commvault HyperScale™ ソフトウェア
 動作検証済みハードウェア構成からサイズとモデルを自由に選択
し、短期間でCommvault HyperScale ソフトウェアを実装するこ
とができます。 エンタープライズ マーケット向けで、ペタバイト 

クラスまで拡張可能です。

•  Commvault HyperScale™ アプライアンス
 Commvault社が、コンピュート、ストレージ、Commvaultソフト
ウェアをひとつのオールインワン アプライアンスで提供します。
中規模から大規模マーケット向けで、29TBから数百TBクラスま
で拡張可能です。

さらに詳しい情報は、www.commvault.co.jp/products/commvault/complete-backup をご覧ください。

Commvault HyperScale
Appliance 1300

• 実効容量 29～87TB
• 中規模～大規模環境用

Commvault HyperScale
Appliance 3300

• 実効容量 173～259TB
• 大規模～超大規模環境 または MSP用

ディザスタ リカバリ用サイト

ローカル サイト

バックアップ
クライアント

バックアップ
クライアント
バックアップ
クライアント

バックアップ
クライアント

重複排除データ重複排除データ重複排除データ

重複排除したままコピー 
(= DASHコピー)

バックアップ
コピー 1

MediaAgent

MA

バックアップ
コピー 2

MediaAgent

MA
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