NetAppストレージとの連携に最適な
データ保護ソリューション:
Commvault Complete™ Backup & Recovery
解決すべき課題
昨日までのバックアップとリカバリのアプロー
チはもはや十分ではありません

そして最終的には、
ストレージとバックアップ/
リカバリの連携ソリューションは、
こうした課題
を解決し、以下の問題に対応することができ
ます。

現状のバックアップは問題を抱えています。自
動化されていないためレスポンスが遅い。コ
スト効率よく拡張できない。最新のクラウド環
境に対応できない。GDPR のような管理規制
に対応できない。など、今までのソリューション
では今日のニーズを満たすことはできません。
バックアップとリカバリの要件と期待は拡大し
続けています。もはや、単にオンプレミスのデ
ータをディスクやテープにバックアップできれ
ばいいというものではありません。データ量と
サポートしなければならないアプリケーション
の数は衰えることなく増え続けており、それに
伴い、仮想化、
クラウド、エンドポイント サポー

主なメリット

Commvault Complete™ Backup &
Recoveryは、業界で最も幅広く、緊密に

• リカバリへの準備: 災害発生時のリカバリ

エンタープライズ アプリケーション、
クラ

のためどのように準備しているかと尋ねら
れたら、
どう回答しますか?

ウド ストレージ、ハイパーバイザーに対応

• データ ガバナンス: 複雑なデータ プライ
バシーや情報保護に関する法令の順守状
況はどうなっていますか?

• 価値創造までの時間: どれくらい迅速にビ
ジネスが要求する変化に対応できますか?
• 管理の複雑さ: リモート環境、物理環境、ク
ラウド環境、仮想環境の適切な管理は可能
ですか?

• コストの最適化: 現在だけでなく将来にわ
たってインフラストラクチャの利用を最適
化できますか?

しており、お客様に以下を提供することが
できます:

すべてのNetAppストレージ システ
ムにひとつのソリューション

• NetApp® データ ファブリックと連携し
た最適なソリューション

• NetApp ONTAP®、NetApp HCI、
NetApp SolidFire®、NetApp Eシリ
ーズ ストレージ システムにおけるアレ
イのNetApp Snapshot™コピーとの
連携

トなどのユース ケースは拡大し続けていま
す。同時に、
リカバリに対するエンドユーザー
の期待は増すばかりで、
クラウドファーストの
イニシアティブをサポートし、複雑なカバナン

NetAppデータの保護にCommvault
Complete Backup & Recovery

スと法令を順守する必要もあります。

Commvault Complete Backup &
Recoveryには、NetApp社のお客様がバック

このような課題や期待がある中、NetAppと

アップ、
リカバリ、アーカイブを行うために必要

Commvaultを組み合わせることで、こうした

とするすべての機能が含まれています。運用

お客様のリスクを軽減することができます。デ

レポートの作成、ハードウェア スナップショット

ータの価値が増え続けるにつれ、お客様は

の管理もこのひとつのソリューションですべて

NetAppとCommvaultという2社のマーケッ

対応可能です。さらにCommvault® ソフトウ

ト リーダーが提供する緊密に連携し、
きちん

ェアは、NetApp データ ファブリックと緊密に

既存システムの最適化

• ONTAPのNetApp SnapMirror® レ
プリケーションの管理

• Commvaultクラウド コネクターで、
NetApp StorageGRID®オブジェクト
ストアーとプライベート/パブリック ク
ラウドをサポート

• ストレージ階層間、ロケーション間での
データの保存と移動を実現

• ポリシーベースでの自動管理

とテストされたソリューションをご利用いただ

連携しており、
デプロイが簡単です。データが

• 新しいアプリケーション、ロケーション、

くことができます。

クラウドにあってもオンプレミスにあっても、

インフラを、必要な時に保護対象に追加

仮想または物理環境にあっても、運用コストを
下げ、
リスクを軽減します。

確実なSLAの順守

• 業界のアナリストからの常にトップクラ
スの評価

• ダッシュボードでリアルタイムの状況を
提供

ソリューション概要

NetAppの幅広いストレージ ポートフォリオに
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主要マイルストーン

パートナーシップの沿革

2018
「CommvaultとNetAppは10年もの間、戦略的パート

2017

ナーシップを築き、業界をリードするジョイント ソリュー
ションを提供してきました。共同エンジニアリングを通じ
て、私たちは、両社のお客様にこれらソリューションを提
供しています。

2018年10月に、NetAppとCommvaultはこの関係を
さらに深め、NetAppはCommvault Complete型番を
NetAppのグローバル プライス リストに掲載しました。
このパートナーシップの力で、お客様が箱から出してす

NetAppがCommvault
Completeを販売開始

ワールドクラスの ITイノベーション

2016

• 長い歴史ある技術協力
• Commvault IntelliSnap for
NetAppからCommvault
Completeへの移行
• 350社以上の共通のリセラーを
通じた数千ものお客様の
サポート

ぐに使えるようONTAPとSolidFireとの深い連携を実

2015
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リリース

2013

Commvaultが clustered
Data ONTAP® をサポート

2012

Commvault ワールドワイド パートナーシップ 兼
マーケット ディベロプメント責任者

2011

Owen Taraniuk

拡大

Commvaultが NetApp
SolidFire® をサポート

現し、NetAppとCommvault製品の最良のエクスペリ
エンスを提供しています」

Commvault IntelliSnap for
NetAppの共同販売で柔軟性を

Commvault Backup
Appliance with NetAppをリ

NetApp SnapProtect® の
OEM契約締結
(Commvault IntelliSnap
for NetAppの前の製品)

Commvault について

ネットアップについて

Commvault は、業界で認められたデータのバックアップとリカバリのリーダーです。
Commvault の統合データ管理ソリューションは、先進的な企業にとってのバックアップ
の意味を再定義し、企業の最も重要な資産であるデータを保護/管理/活用するためのソ
リューションを提供します。Commvault のソフトウェア、
ソリューション、サービスは、
Commvaultならびに信頼できるパートナーのグローバルエコシステムからご購入いた
だけます。Commvault には、
ワールドワイドで 2,700 人以上の高度なスキルを持った
社員がいます。本社は米国ニュージャージー州ティントンフォールズにあり、NASDAQ
(CVLT) に上場しています。Commvault 社に関するさらに詳しい情報は
www.commvault.com/ja-JP をご覧ください。Commvault Systems Japan 株式会
社の本社は〒141-6008 東京都品川区大崎2-1-1 ThinkPark Tower 8F にあります。

ネットアップは、ハイブリッド クラウドのデータに関するオーソリティです。クラ
ウド環境からオンプレミス環境にわたるアプリケーションとデータの管理を簡易
化し、
デジタル変革を加速する包括的なハイブリッド クラウド データ サービス
を提供しています。グローバル企業がデータのポテンシャルを最大限に引き出
し、お客様とのコンタクトの強化、
イノベーションの促進、業務の最適化を図れる
よう、パートナー様とともに取り組んでいます。詳細については、
www.netapp.com/jp をご覧ください。#DataDriven
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