
データ管理を 
変える
企業は、データに関する大きな課題への対応に苦慮しています。データ
量は急激に増加し続けており、サイバー攻撃や自然災害発生時には迅速
にデータを回復する必要に迫られ、社内のサービス提供のリクエストへ
の対応に日々追われています。

データ量は爆発的に増加しています。同時に、企業では、ビジネスを推
進するうえで、データがますます欠かせないものとなっています。カス
タマー サービスや患者管理、財務上の意思決定などはすべてデータに基
づいて行われます。最適な意思決定や競争優位性の確立には、データに
アクセスできることが不可欠です。

今日、データ管理は、どのビジネスにおいても、日常的なインフラスト
ラクチャと運用戦略に合わせて行うことが求められます。ビジネス目標
の実現を支える最新のスマートな IT データ戦略が、組織全体の大きな
成果につながります。

ビジネスに不可欠な機能としてのデータ管理

データやデータ管理に関する考え方を変える時です。Commvault は、
先進的な企業が、全社的なデータ管理を見直す際の役に立ちます。
Commvault なら、ひとつの製品で統合型データ管理ソリューションを提
供できるメリットを活かし、シンプルかつスマートにハイブリッド IT を
実現できます。

企業において最も重要な資産であるデータの把握、移動、管理、リカバ
リ、利用を、まったく新しい方法で行えるようになります。柔軟性の高い、
包括的なデータ管理プラットフォームにより、IT インフラストラクチャ
の各所に保存されたデータから、実用的な洞察を迅速に引き出すことが
できます。

Commvault は、先進的な企業がこれまでのバックアップとリカバリを再
定義するうえで役立つだけでなく、リスク要因を低減し、サービス デ
リバリを向上するうえでも役立ちます。プライマリ インフラストラク
チャ、クラウド、セカンダリ ストレージ ロケーションに保存された種
類もさまざまなデータのすべてについて、データへのアクセス、保護、
および管理ができるのは、Commvault だけです。

Commvault を導入することで、新しい顧客向けアプリケーションのテス
トを迅速に実施することや、海外に設立された新支社への対応も容易に
なり、ランサムウェアによる攻撃から保護されているという安心感が得
られます。

「データが私たちのビジネ
ス オペレーションの中
心です。お客様に高品質
のサービスを提供し、お
客様の長期的な成功に向
けて貢献するという私た
ちのミッションにおいて、
データは不可欠です」
 
PRAVEEN RAVEENDRAN 氏
UST Global 社 
グローバル ヘッド IS インフラストラク
チャ チーム

「従来のデータ管理ハード
ウェアを、アジリティに
優れたスケールアウト
型ソリューションに置き
換えることで、必要なパ
フォーマンスとシンプル
さを手に入れ、デジタル
変革を推進していけると
確信しています」
 
JON WALTON 氏
カリフォルニア州サンマテオ郡、CIO1

1 カリフォルニア州サンマテオ郡はハイブリッド クラウドのデータ管理を簡素化するために Commvault HyperScale Appliance を選択

https://www.commvault.com/
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Commvault Advantage のポートフォリオには、従来とは異なる優れた形でデータを管理するために必要なツール
やサービスが含まれています。

• 世界で最も完全なバックアップ / リカバリ ソリューション
• オンプレミスでクラウドと同様のメリットを実現するスケールアウト型セカンダリ ストレージ インフラスト

ラクチャ
• 最も効果的に利用できる場所にデータを移動 / 移行するためのオーケストレーションおよび自動化ツール
• 新しい手法でデータを活用するための検索およびガバナンス ツール

Commvault の強み : 
進歩的な企業にとってのバックアップ / リカバリのあり方を再定義する、画期的なコンバージド データ管理ソ

リューション

バックアップ / リカバリ

特長 :

• 完全なバックアップ / リカバリ – すべてのファイル、
アプリ、VM

• ファイル /VM アーカイブ
• 暗号化
• エンドポイントのデータ保護
• メールボックスの保護
• DR – フェイルオーバー / フェイルバック / 変換
• ハードウェア スナップショット管理
• レプリケーションと VM ライブ シンク
• バックアップ運用レポート
• エンタープライズ テープ管理と追跡
• ファイル共有

インフラストラクチャ

オンプレミスのスケール
アウト型バックアップ /
リカバリ ソリューション - 
Commvault 統合アプライア
ンスの形態で、または信頼
性の高いパートナー ネッ
トワークを通じて提供

サービス デリバリ

環境内のデータのプロビ
ジョニング、同期、検証
を行い、IT に関する重要
なニーズに対応。ディザ
スタ リカバリ (DR)、開発
/ テスト、およびワーク
ロードの移行を簡素化。

データ ガバナンス

データ ガバナンスやビジ
ネスの成果拡大のため、
データから有益な情報を
抽出

Commvault は、他のソリューションとは違います。データのバックアップ、リカバリ、管理、e ディスカバリー
を含む、データ保護と管理の包括的な機能群を利用できるだけでなく、現在の主要なクラウド プロバイダーお
よびハードウェア プロバイダーとの緊密な連携も実現されています。

Commvault は、さまざまなファイル、アプリケーション、データベース、ハイパーバイザー、クラウドを対象と
した包括的なデータ管理ソリューションを提供します。

ビジネスの成果を高めるデータ管理の変革

現在の IT 部門のニーズ COMMVAULT の特長 メリット

企業向けの完全なデータ
保護

バックアップ、リカバリ、アーカイブ、運用レポート、ハー
ドウェア スナップショット管理を備えた完全なデータ管
理プラットフォームです。

1 つのビューで、IT インフラストラクチャ全体のデータ管
理を行えます。単機能のシステムを排除することで、人
員のトレーニングを合理化し、作業時間を短縮します。

ハイブリッド IT の管理

データセンターを本当の意味で拡張できるマルチクラウ
ド戦略にする柔軟性を備えています。あらゆるストレー
ジ ロケーションに対応したデータ管理が可能で、1 つの
プラットフォームですべてに対応します。

必要なところへのデータの移動、管理、利用を自在に行
うことができます。短時間でのクラウドへの移行、ハー
ドウェアの置き換え、コストが節約できるストレージの
選択が可能です。

リスクの低減

どのようなデータがあるか、保存場所、保存期間、関連
付けられたポリシーについて、わかりやすいレポートを
提供します。レポートのステータスは異常の検出のため
自動的にアーカイブされ、人工知能を使用します。

情報ガバナンス ポリシーによってコンプライアンスを管
理します。機械学習により、データに対する攻撃の検出
と抑止ができます。データ ストレージ全体にインテリジェ
ントな防御線を張ることができます。

確実なリカバリ

データ、アプリケーション、仮想マシン、ワークロード
の高速リカバリができます。クラウドまたはオンプレミ
スのストレージから、使用可能なフォーマットで迅速か
つ確実にリカバリができ、包括的な管理画面を利用でき
ます。

スピードとスケーラビリティに優れたリカバリ方法であ
ること、SLA を満たすことを確認できます。自然災害や
ランサムウェアによる攻撃、クラウドの障害が発生して
も、事業継続性を確保できます。

サービス デリバリの自
動化

ITSM との連携により、IT 運用を合理化できます。オンボー
ディング、インシデント、複雑な変更管理プロセスに合
わせたデータ ジョブの設定が可能です。

組織に対するサービスの向上、ヘルプ サービスの待ち時
間の短縮、必要に応じたデータの提供が可能になります。
自動化により、IT 担当者の時間を有効活用できるように
なります。
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新たに取り組む場合でも、明確な
戦略がある場合でも、既にあるク
ラウド戦略の改善が必要な場合で
も、Commvault には経験豊富な
パートナー、コンサルタント、サ
ポート エンジニアのネットワー
クがあり、成果を上げるために必
要な支援や情報をご提供します。

COMMVAULT ADVANTAGE で、今日の組織に最
適なデータ管理を実現

現代の企業では、商品やサービスを迅速に顧客に提供するためにテ
クノロジーを活用しています。データが成功へのカギとなり、IT 部
門はこれまで以上に迅速にデータを提供できるよう取り組んでいま
す。

絶えず変化するビジネス ニーズに対応するためのスピード、確信、
そして柔軟性を提供するのが Commvault です。Commvault でデータ
管理がどう変わるかをお確かめください。Commvault には、クラウ
ドとオンプレミスのデータ ストレージ、ITSM ソリューション、確
立されたデータ ガバナンスやコンプライアンスの手順に対応した包
括的なデータ保護を実現できるメリットがあります。

ビジネスの成功には、データの把握、移動、管理、リカバリ、利用
が可能であることが重要ですが、Commvault ならそれが可能になり
ます。Commvault ほど幅広く充実した機能を標準で搭載している
データ管理ソリューションが、なぜ他にないのかその理由をお確か
めください。commvault.com/advantage では、お客様の声やホワイ
トペーパー、動画、デモなど、さまざまな情報をご提供しています。
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