
クラウドサービスを用いた
SaaSデータの保護とは

Backup-as-a-Service ( BaaS ) による SaaSデータの保護
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SaaSアプリケーションが新しい常識に

ユーザーの生産性向上、コスト削減、ソリューションの導入・保守方法の簡素化を目指す企業にとって、
SaaSアプリケーションの導入が最も急速に成長している企業の取り組みの1つであることは驚くことで
はありません。かつては、SaaSアプリケーションはポイントソリューションやニッチソリューションと
考えられていましたが、新しいリモートワークモデルやデジタルトランスフォーメーションによって、
クラウドで提供されるこれらのソリューションは、今日の最新ビジネスのあらゆる側面に組み込まれて
います。CRM( Salesforceなど )・生産性アプリケーション( Microsoft 365など )・ビジネスアプリケー
ション( Microsoft Dynamics 365など )など、企業は効率性、コスト削減、パフォーマンスの向上のため
にSaaSソリューションに大きく依存しており、これが今日の不安定な環境においても混乱を回避するこ
とに役立っています。

人為的ミス
管理者やユーザーが気づかない
うちにコンテンツやファイルを
誤って削除してしまうこと

破損
システムエラー・停電・サード
パーティの複雑なインテグレー
ションによるデータの破損

ランサムウェア
システムやデバイスに被害を及ぼす
ウイルス・マルウェア・
ランサムウェア

内部不正
悪意のある社員による
データの搾取

SaaSデータの保護はあなたの責任

SaaSアプリケーションは強力な機能を提供し、費用対効果に優れていますが全てを網羅しているわけで
はなく、専用のデータ保護が必要です。実際、サードパーティによるカバレッジはデータを守る最後の
砦と考えられています。これがないとデータが永久に失われてしまう可能性があります。そのため、あ
らゆる企業はデータのコンプライアンスを維持し、より高い事業継続性を確保し、要求されるSLAを満た
し、ランサムウェアなどの新たなデータ損失の脅威を軽減する方法を再考する必要があります。
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クラウドサービスプロバイダー 顧客 (利用ユーザー )

責任共有モデル
多くの人は今日のSaaSアプリケーションを管理するクラウドサービスプロバイダーが、その中で作成・
保存されたデータの保護にも責任があると考えています。しかし大半のクラウドサービスプロバイダー
( Microsoft・Salesforce・AWSなど ) は「責任共有モデル」と呼ばれる手法を採用しています。このモ
デルでは、クラウドサービスプロバイダーはSaaSソリューションのアップタイム・可用性・アクセスを
維持する責任を負います。一方、顧客はSaaSソリューションに入力・保存・出力する自身のデータを保
護する責任とオーナーシップを持ちます。このことからもCIOはクラウドデータを保護する責任が自分
の組織にあることを認識しなければなりません。

サイバー犯罪
の増加

400%
2 47%

3

ユーザーや管理者の
ミスが原因で

のSaaSデータ損失

63%
4

成功した攻撃のうち

内部からの攻撃

可用性

提供機能

アクセス

稼働率

インフラ

データ
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SaaSアプリケーションには専用の保護が必要
クラウドサービスプロバイダーの中には一時的なデータ複製のための機能を提供しているところもあり
ますが、それらは包括的なものではなく長期的な保存や復旧のための迅速なコントロールを提供するも
のではありません。データの専門家は標準機能範囲のギャップを超えた積極的なデータ保護戦略の必要
性を強調し、クラウドサービスプロバイダー自身も顧客にサードパーティのバックアップを導入するこ
とを推奨しています。

以下のようなSaaSアプリケーション内のデータ保護が可能な
専用ソリューションを持つことが正解です

Metallic BaaS を選択する理由

Metallicバックアップを使えば複雑さを伴わずにコスト効率が良く、業界で信頼されているデータ保護
ソリューションを手に入れることができます。クラウドからクラウドへのデータ保護はコストを削減し

オーバーヘッドを減らすことができます。

アクティブなデータから削除されたデータまで
の幅広い保護機能

バージョンレベルでの柔軟なリカバリーオプ
ション

スピード・スケール・高い回復力の確保

バックアップデータとソースデータの分離

アクセス制御された異なるロケーションにデータを保存する

保持 / リカバリーのSLAと法規制の遵守

ネットワーク＆コンピューティング
ネットワーク・ハードウェア・インフラにか
かる費用は不要です。MetallicはBaaSによる
データ保護を提供しているためインストール
や設定・多額の初期投資は必要ありません。

メンテナンス
ソフトウェアのメンテナンスは不要です。
Metallicは自動アップデート・リリースを提
供しており、ユーザー側でこれらを行う必要
はありません。

- IT部門の負担を軽減します。

管理時間

面倒な作業をなくす。Metallicはデータ保
護を簡素化し管理者を日常的なハードウェ
ア・サポートのメンテナンスから解放し、
バックアップとリカバリ作業を容易にしま
す。

ストレージ
潜在的なストレージコストの見直し。
Azureストレージがユーザー単位のコスト
に組み込まれているMetricは、企業データ
の増大に伴うコストを効率化します。

SaaSのためにBaaSを利用するメリット

SaaSソリューションはシンプルなサブスクリプション・予測可能なコスト・大規模な設備投資を必要と
しないことから、今日の企業にとって魅力的で実行可能なオプションとなっています。
Backup as a Service(BaaS)のデータ保護も同様です。BaaSソリューションは既存のSaaSソリューショ
ンと同様のメリットとモデルで企業レベルのデータ保護を提供し、クラウド化の促進やイノベーション
の加速に貢献します。このCloud to Cloudモデルにより、あらゆる規模の企業が機能や性能を犠牲にす
ることなくデータ保護を簡素化することができます。



Metallic BaaS のポートフォリオ
Metallicは業界をリードする Commvault の技術をベースに Microsoft Azure を利用して構築されており、
信頼性の高いバックアップとリカバリを SaaS としてシンプルに提供します。Metallicは、アプリケー
ション・エンドポイント・オンプレミス・クラウド環境を幅広くカバーし、管理者やITプロフェッショ
ナルに削除・破損・悪意のある攻撃からデータを包括的に保護します。

SaaSのデータやアプリケーションを保護することは大変なことのように思えますが、
Metallic BaaSはあなたのすべてのステップをサポートします。
今すぐ無料トライアルを始めましょう。

次は

毎日のバックアップ
を自動化

ユーザーの
介入なしに

長期の
データ保存

復元期間やシステムの
限界を超えて

堅牢な
ツール

豊富なオプションと
迅速なデータ復元

短時間での
クラウド導入

数分で稼働させる
ことが可能

生産性の
向上

運用管理性能の
最適化

強固な
セキュリティ

レイヤー単位での
セキュリティ対策

データの保存

原本データとは異なる
ロケーションへ

厳格な
管理

規制やSLAの遵守に対応

包括的な
対応範囲

データ・ファイル・
コンテンツを網羅

無制限の
ストレージ

Egress料金や追加の
ストレージ課金なし

Metallic BaaS でデータ保護・コンプライアンス・リカバリ
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Metallic のポートフォリオ
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