Commvault と Cisco UCS
アプリケーション、VM、クラウド向けのデータ保護
主なメリット
• クラウドの導入までに要する時間を短縮
Cisco-Validated Design (CVD) for Backup-as-aService (BaaS) を使用して、クラウドでのバックアップと
リカバリを簡素化し、クラウド データ保護を統合します。

• 仮想化の力を最大限に
高度な VM プロビジョニング、管理、リカバリ ツールに
よって機敏に対応しコスト効率の高いインフラストラクチャ
を実現し、仮想インフラストラクチャをプライベート クラウ
ドに変えます。

• データ量の急激な増加を制御
ソース側にグローバルな重複排除を組み込むことでソース

• 実用的で効率的なディザスタ リカバリを保証

の冗長データを排除し、ストレージおよびネットワーク イ

自動ディザスタ リカバリ プロセスとワークフロー自動化

ンフラストラクチャを最大限に活用します。

ツールを使用して、リカバリに要する時間を短縮し、ビジ
ネス リスクを軽減します。

• 基幹業務アプリケーションおよびデータベースを保護
標準搭載のアプリケーションとデータベース インテリジェ
ンスを単一プラットフォームで提供することで、重要なア
プリケーションとデータベースの最適化と保護に必要なコ
スト削減、リスク軽減、時間の短縮、複雑性の低減を実現
します。

Commvault は Cisco と共同で、包括的なデータ保護および情報管理ソリューションを提供し、このデータ変革の需要に対応
しています。

ビジネスの課題
データはあらゆるビジネスの中核となるもので、このデータは年を追
うごとに飛躍的に増加し続けています。現代のビジネスでは、これら
の膨大なデータ量管理を簡単にするだけでなく、このデータを革新的
な方法で戦略的資産へと変え、いつでもどこでも保護、アクセス、
利用する技術が求められています。
Commvault は Cisco と共同で、包括的なデータ保護および情報管理ソリューションを提
供し、このデータ変革の需要に対応しています。基幹業務アプリケーションおよびデータ

クラウドで迷わないように
クラウドがデータ保護プロセスに
もたらす主なメリット、および、
クラウドベースのインフラ
ストラクチャから必要な価値を
引き出すうえで考慮に入れるべき
阻害要因についてご説明します。

ベースを効率的に保護するインテリジェンス、ライフサイクルを通じて VM を最適化する
スケーラビリティと自動化、さらにクラウドの Backup-as-a-Service (BaaS) を最適化す
る Cisco による検証済みのリファレンス アーキテクチャを用いて、Commvault ソフトウェ
アは、Cisco アーカイブを利用する企業やサービス プロバイダーがデータ保護の目標を
容易に達成できるよう支援します。

commvau.lt/24hQE0L

Commvault® ソフトウェアと Cisco UCS
Commvault と Cisco は戦略的パートナーとして、様々なテクノロジを利用する際の環境の最適化についてコラボ
レーションを行ってきました。このようなコラボレーションの中に、Commvault ソフトウェアを基盤とした Cisco

Backup-as-a-Service (BaaS) ソリューションのリファレンス アーキテクチャ開発があります。ここで、お客様とク
ラウド サービス プロバイダーは、統合されたデータおよび情報管理のための単一プラットフォームを達成すると同
時に、ハードウェアとソフトウェアのコストを削減して、リスクと複雑性を軽減させることができます。

基幹業務アプリケーションを保護
Commvault ソフトウェアと Cisco UCS サーバーを併用することで、SAP、Oracle、Microsoft SQL Server、
Microsoft Exchange などの大規模な基幹業務アプリケーションを最適に保護することができます。ソリューション
を組み合わせることで、次のような幅広いメリットが得られます。

•
•
•
•

バックアップ時間の短縮や、RPO / RTO の改善を図り社内 SLA が確実に満たされていることを確認する
ストレージ フットプリントを最適化して使用容量 / 使用率を改善し、コストを削減する
アプリケーション パフォーマンスを向上させる
全体的なインフラストラクチャのコストと複雑性を減らして、企業の ROI を高める

VM ライフサイクルを最適化
Commvault ソフトウェアと Cisco USC サーバーを組み合わせることで、企業はスケーラビリティと回復性を高め、
VM バックアップ、リカバリ、ライフサイクル管理プロセスの最適化をさらに向上させることができます。ソリューショ
ンを組み合わせることで、次のメリットが得られます。

• 単一プラットフォームで、複数の VM プラットフォームを効率的かつスケーラブルに保護できる
• 最も厳しいティア 1 ワークロードでも、RPO/RTO の目標を満たしていることを保証できる
• コスト効率に優れ、スケーラブルなディザスタ リカバリ (DR) と DR 認証が強化される
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クラウドとの間、さらにクラウド内でのバックアップを強化
Commvault と Cisco は、Cisco Validated
Design (CVD) for BaaS と業界をリードする
Commvault ソフトウェアの組み合わせを認証
する Cisco BaaS リファレンス アーキテクチャ
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カバリ業務において、コスト効率やスケーラビ
リティなどのクラウドの価値をすばやく実現させ
ることができます。

Commvault を基盤とする CVD 認定 BaaS 提
供サービスのメリットは次のとおりです。

• エンドユーザーやソリューションプロバイダ
が、プライベートもしくは MSP のクラウド環
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境の構築に役立つ、動作テスト / 検証済み
のバックアップリファレンスアーキテクチャ

• バックアップ インフラストラクチャの複雑性の低減
• マルチテナント環境向のサポート
• 導入にかかる所要時間を短縮し、訴求力のある BaaS ROI を実現

リファレンス アーキテクチャおよび
その他の Cisco の資料をご覧
ください。
今すぐ読む

commvau.lt/29GoT2A

いつ、どこでもあらゆるデータを保護し、これにアクセスして使用することを可能にし、データを強力な戦略的資産に変える
ために Commvault がどのようにお手伝いできるかをご覧ください (commvault.com/solutions)。
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