Commvault® IntelliSnap®
テクノロジー for NetApp
ひとつのシームレスなインターフェースで、Snapshotのライフサイクル
管理を実現

Commvault for IntelliSnap for NetApp® ソフトウェアは、NetAppのすべて
の統合データ保護とリカバリ オペレーションをひとつのインターフェースで、作成、
管理、監視することを可能にします。

どのNetAppソリューションをサポートしますか?

NetApp Data ONTAP®上に構築された下記ソリューション
を対象としています。

本ソリューションは、ポリシーベースで自動化することで、
コスト、
コンプライアン
ス、
リカバリ目標に合わせ、複数の階層のストレージからテープまでを対象にし、
NetApp Snapshot™ コピーを素早く見つけ、管理、移動することができます。

• NetApp Fabric Attached Storage (FAS)

アプリケーションと整合性のある機能とは、
リストアを高速化し、
データ損失を防ぐ
ために、そのSnapshot コピーとレプリケーションがアプリケーションと仮想サー
バー インフラストラクチャと統合されていることを意味します。

• NetApp ONTAP Cloud

• NetApp All Flash FAS (AFF)
• NetApp ONTAP Select

(ご注意: ONTAP SelectとONTAP Cloudは、NetApp
SnapMirror先 またはSnapVault先としてのみライセンス
されています。)

解決可能な課題
• 複雑で時間の掛かるバックアップ、
リストア、
カタログ化プロセス
• 階層化された複数のNetApp ストレージからデータを探し管理するのに掛かる
あまりにも多くの時間の削減
• ダウンタイムの最小化、
ストレージ コストの削減、数時間から数分へ平均リスト
ア時間の短縮
• スクリプトを作成し、扱いにくいほど複雑化したスクリプトの管理に掛かるあま
りにも多くの時間の削減

FAS/AFF データ保護ソリューション: Commvault IntelliSnap for NetApp®
IntelliSnap for NetAppを使うと、FAS/AFF上で稼動する下記データと
整合性のあるスナップショットの作成が可能です。

• NASデータ
• アプリケーション データ (Oracle、SAP、SQL Server他)
• 仮想マシン (VMware、Hyper-V)

クラウド

ライブ データ

スナップショット

NetApp AltaVault
クラウド統合ストレージ

8:00 ＡＭ 12:00 ＰＭ

4:00 ＰＭ

8:00 ＰＭ

AltaVault と連携したクラ
ウドへのデータ保管も可能
です。

現在

遠隔地にある別の
FAS/AFFへ、SnapVault
またはSnapMirrorと連携
してデータを複製すること
が可能です。
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NetAppではないサーバー上のファイル/アプリケーション
データもFAS/AFFへバックアップ可能です。

ディスク

テープ

テープ、
ディスク等2次スト
レージへのデータの外部保
管ができます。

利点

NetApp ストレージのデータ保護に掛かる時間を短縮
システム負担の低いアレイベースのNetApp Snapshotコピーとレプリ
ケーションは、
データ保護に掛かる時間を数時間から数分へ短縮すること
が可能です。パフォーマンスが下がったり、
システムに負荷が掛かったり
することもありません。
• リカバリ ポイントとなるポイントインタイム NetApp Snapshotコ
ピーを即時に作成することができます。
• 最も厳しい目標復旧時間 (RTO) 要求に応えながらも、パフォーマン
スへの影響はほとんどありません。
• データを保護したいときに、何回でも保護することを可能にします。ま
た、保存データ量を最小限に抑えるため変更ブロックのみを保存しま
す。
• ファイル単位、
オブジェクト単位のグラニュラー リストアやスナップシ
ョット リバート等の手法で、
データを迅速にリカバリします。
高速データ リカバリ
高速なスナップショット/レプリケーション コピーを使用することで、
デー
タを数時間ではなく、数分でリカバリすることができます。このスナップシ
ョット/レプリケーション コピーは、高速な検索とリトリーブを行うため、
フ
ルにカタログ化されます。

仮想化/アプリケーション データと整合性のあるデータ保護
アプリケーションと整合性のあるリカバリを数分で提供できるよう仮想化
と主要アプリケーションと統合することで、
ダウンタイムを削減し、
データ
損失を防きます。
• VMware® と Microsoft Hyper-V® 環境の高速リカバリを可能にし
ます。
• Oracle、DB2、Microsoft SQL Server、SAP、Domino、
Microsoft Exchange、Microsoft SharePoint 等をサポートしま
す。
• 仮想マシンをファイル レベルまたはイメージ レベルで数分でリカバ
リします。
• 事前定義の基準をベースに、新しく作成した仮想マシンを検出し、自動
でデータ保護を行います。
低コスト

複数のインターフェースを不要に

• 統合ポリシーで、Snapshot、NetApp SnapVault®、NetApp
SnapMirror® プロセスを管理します。

バックアップに必要なストレージ容量の要件を最大90パーセント削減し、
さまざまなNetAppの効率性を上げるテクノロジーを使用することで、ネ
ットワークトラフィックを減らします。これらテクノロジーは、
コストを最小
限に抑えることができるよう設計されており、信頼性の高い高速ディスク
でより長い期間、
より多くのデータを保護することができます。

• Snapshotコピーのインデックス化とカタログ化を行い、高速検索と
高速リカバリを実現します。

容易な拡張性

Snapshotコピー、レプリケーション、テープ バックアップ プロセスを管
理/監視することにより、
レスポンス時間を短くし、
コストを下げます。

• ストレージ階層をまたがってポリシーベースのデータ保持期間の設定
が行えます。
• 監査とレポート機能が集中管理で行えます。
• 長期保存やオフサイトでのコンプライアンス準拠のため、
スナップショ
ット データをテープへ書き込むことができます。

Commvaultの追加機能は、容易にライセンシング可能で、同一の運用
環境内で稼動することができます。この機能には、重複排除、マルチベン
ダーのストレージ アレイ用スナップショット管理、
クラウド管理、
ファイル/
メール アーカイブ、
ノートPC/デスクトップPC バックアップなどのストリ
ーミング バックアップが含まれます。

Commvault IntelliSnap® for NetAppライセンス
IntelliSnap for NetAppは、コントローラベースのライセンスです。NetAppならびにNetAppパートナー様が販売し、Commvaultがサポートを提供します。
Commvaultの機能をIntelliSnap for NetApp環境へ追加することも、Commvault環境へIntelliSnap for NetAppを追加することも可能です。
Commvault IntelliSnap for NetAppでカスタマー エクスペリエンスを向上
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• 1回のインストール

• 強力なフィールド エンゲージメント

• 管理するのは、1つのCommvault環境

• 追加のCommvaultモジュールで優れた拡張性

• サポート対応窓口は1ヶ所 (Commvault)

• 業界をリードするサポート エクスペリエンス

機能

Commvault IntelliSnap for NetApp

NetApp/NetAppパートナー様のみの販売

◎

コントローラーベースのライセンス

◎

NAS、VM、エンタープライズ アプリケーション データのサポート
既存のCommvault環境へのFASデータ管理機能の追加

IntelliSnap

◎ ＊FASのみ

◎

◎

◎

既存の環境へのCommvault機能の追加 (重複排除、アーカイブ等)

○

○

Commvaultによるサポート

◎

◎

NetAppによるサポート
◎ 標準対応 ○ 追加オプション対応
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