
エンタープライズクラスのデータ保護

Veritas NetBackup™ は、長年にわたり企業のバックアップとリカバリソフトウェアにおける市場リーダーとして知られ、要求の厳しい最大規模の
データセンター環境でも保護できるように構築されています。NetBackup は、従来のバックアップをはるかにしのぐ、仮想およびクラウドベース
配備に対応する機能を提供します。

•   包括的 – あらゆるデータ資産を保護する単一の統合ソリューションとして、現在エンタープライズ環境で使用されている一般的なほぼすべて
のサーバー、ストレージ、ハイパーバイザ、データベース、アプリケーション、クラウドプラットフォームをサポートします。1

•  拡張性 – NetBackup は柔軟な多層アーキテクチャに基づくパフォー
マンスの高さ、インテリジェントな自動化、集中管理により、変化の速
い最新の企業環境の増え続けるニーズに対応できます。

•  統合性 – NetBackup は、バックアップアプライアンスからクラウドスト
レージまで、すべての点で技術スタックに統合されており、信頼性とパ
フォーマンスが向上しています。

•  革新性 – NetBackup はバックアップ、リカバリ、仮想化、重複排除、
スナップショット管理などの領域で数百の特許を取得しており、長
年にわたり、先進的な技術を市場にいち早く提供し続けています。
NetBackup の Best of VMworld の受賞回数は、バックアップソフト
ウェアとして最多です。2

•  実績 – NetBackup は 10 年以上、市場シェアにおいて最も人気の
ある企業データ保護ソフトウェアとして業界をリードし、世界中の多
くの大規模企業で使用されています。データ保護が必要な場合は、
NetBackup の実績が信頼できます。

ありとあらゆるワークロード（実行環境）の保護 

企業 IT の特徴の 1 つは異機種混在であるということです。さまざまなプラットフォーム、アプリケーション、インフラが、企業規模の拡大に伴って
増加します。NetBackup は、多種多様な環境をサポートし、あらゆる階層のインフラスタックを統合して、データ保護戦略全体を連携します。

•  オペレーティングシステム – NetBackup は、Microsoft Windows®,、Linux®、UNIX® など、さまざまなサーバーオペレーティングシステム 
(OS) バージョンと統合されます。

• 仮想システム – NetBackup は、VMware vSphere® や Microsoft® Hyper-V などの主要なハイパーバイザと統合されます。 

•  データベースとアプリケーション – NetBackup は、IBM DB2®、Microsoft® Exchange Server、Microsoft SQL Server®、Oracle®、SAP® 
などの主要なリレーショナルデータベースおよびアプリケーションプラットフォームと統合されます。 

•  ストレージシステム – NetBackup は、EMC®、HP、Hitachi、IBM®、NetApp® などの各種スナップショット、複製、NDMP ファシリティとの統合
により、ストレージシステムレベルでデータを保護します。 

•  クラウドプラットフォーム – NetBackup は、クラウド内でホストされている NetBackup インフラを使用して、ほぼすべてのクラウド環境内の
ワークロードのバックアップとリカバリをサポートします。
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図 1.NetBackup は、クラウド、仮想、および物理配備をカバーする 
単一の統合ソリューションによって、拡張性の高いデータ保護を 
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ストレージの選択 

従来のテープバックアップの時代から多くの変化がありました。企業は今や、バックアップの格納場所について多くの選択肢があります。
NetBackup は、このさまざまなストレージ群を、管理の容易性を損ねることなく統合します。 

•  クラウドストレージ – NetBackup は、AWS、Microsoft® Azure、Google、SwiftStack など、さまざまなサードパーティクラウドストレージプロ
バイダをサポートしており、NetBackup ポリシーに簡単に取り込むことができます。サポート対象は広がっています。 

• 専用のバックアップアプライアンス (PBBA) – NetBackup は OST インターフェースを使用してさまざまな PBBA を統合します。

• ディスク – NetBackup の制御下で、通常のディスクボリュームをディスクプールに編成できます。

•  ストレージシステムスナップショット – NetBackup は、NetApp や EMC などのベンダー独自の機能を使用してハードウェアスナップショットを
統合できます。 

•  テープ – NetBackup により、サポートされる多数のテープドライブおよびロボットハードウェア構成に対して、メインフレームクラスのメディア
管理が提供されます。

バックアップウィンドウを打ち破る  

IT 企業の年次データ増加率が、40% から 60% にもなることは珍しくありません。これに対応するには、実働活動を中断せずに、できるだけ速く
バックアップを実行することが必要です。NetBackup は革新的な設計と最新技術により、業務への影響を最小限に抑えながら、驚異的なパフォー
マンスを実現します。 

•  アクセラレータ – フルバックアップは 1 回だけで済みます。Veritas NetBackupTM Accelerator は、変更されたブロックだけをバックアップし
ます。これらのブロックを前のバックアップと組み合わせて、新しい完全バックアップを合成することで、迅速に回復できます。 

•  スナップショット – ストレージシステムが自動的にバックアップを実行します。Veritas NetBackupTM Replication Director では、NetApp や 
EMC などのベンダーのストレージ技術を使用して、スナップショットを統合し、カタログ作成し、複製します。 

リモートからバックアップ 

バックアップの対象は、リモートオフィス、クラウドでホストするワークロード、バックアップサービスによる顧客サイトなど様々ありますが、ワイドエ
リアネットワーク (WAN) やインターネットを介したバックアップは最大限に効率的であることが求められています。NetBackup は最新の変更追
跡テクノロジと重複排除テクノロジを活用して、これらのバックアップを実現するだけでなく、実用的なものにしています。 

•  Virtual Appliance for Remote Offices – Veritas NetBackupTM Virtual Appliance はリモートオフィスに配備できる統合ソリューションで
す。占有域が小さい場合はシンプルで確実なデータ保護を提供し、冷却や電力にかかるコストを削減します。重複排除技術が活用されるので、
ストレージおよびネットワークの利用率を大幅に削減できます。

•  驚異的なデータ削減 – Veritas NetBackupTM Accelerator の変更追跡と、Veritas NetBackupTM Intelligent Client Deduplication を組み
合わせることによって、バックアップトラフィックが大幅に削減され、フルバックアップシーディングが大幅に高速化します。WAN 最適化によっ
て、バックアップがプライマリサイトに転送されるときのパフォーマンスを 10 倍改善できます。 

図 2.Veritas NetBackup™ 5240 は、拡張可能なストレージとインテリジェントな重複排除に対応した、統合企業バックアップアプライアンスです。



ビジネスの救済 

予期しない事態が発生することがあります。サービスが停止してしまい、時間は刻々と過ぎています。猶予はありません。バックアップから回復す
る必要があります。NetBackup は高速で信頼性の高いさまざまな回復機能を搭載しているため、システムを最大限迅速に稼働できます。 

• Instant Recovery – バックアップディスクから直接 VM をブートして回復します。 

• スナップショットのリカバリ – オンラインハードウェアスナップショットを回復することで、過去の時点にシステムをロールバックします。 

• Veritas NetBackup Bare Metal RestoreTM –  リストアのための物理システムをすばやく準備します。手動による再構成は不要です。 

•  Veritas NetBackupTM Granular Recovery Technology (GRT) – NetBackup Granular Recovery Technology (GRT) はデータソースの
内容をインデックス付けするため、リストアを何度も試行錯誤することなく、特定の項目を簡単にリストアできます。

ディザスタリカバリへの備え  

データを 1 カ所に保存していては、ビジネスは継続できません。コピーをオフサイトまたはクラウドに保管することで、自然災害やサイト障害の
際にもビジネスを守ることができます。NetBackup は、使用するストレージや転送手段に関係なく、ディザスタリカバリ (DR) を準備を自動化で
きます。 

•  Veritas NetBackupTM Auto Image Replication (AIR) – NetBackup AIR により、事前設定ポリシーに従って、バックアップイメージやカタロ
グをネットワーク経由でオンプレミスまたはクラウド上の他の NetBackup ドメインに自動的に複製できます。 

•  スナップショットの複製 – NetBackup Replication Director を使用して作成されたハードウェアスナップショットは、オフサイトにある他のスト
レージシステムに自動的に複製できます。すべての操作は、NetBackup の制御下で実行されます。 

•  テープ保管庫 – Vault は、自動的にロボットライブラリから適切な
テープを取り出し、オフサイトのストレージファシリティとの間の
テープの移動を追跡し、日次レポートを印刷して日単位の出荷に
含めたりデータ保管ベンダーに電子メールを送信したりします。 

•  Veritas™ Resiliency Platform との統合 – 複数の単体製品と
さまざまなデータソースで構成されるハイブリッドクラウドでは、
ビジネス稼働時間サービスレベル目標を満たすことが難しく、
コストが高い場合があります。ベリタスの Resiliency Platform 
は、異機種混在環境のアプリケーションの回復力をプロアクティ
ブに確保するのに役立ちます。データソースは、レプリケーション
でも、レプリケーションと NetBackup データソースとの組み合
わせでも構いません。

すばやい配備  

経験豊富な IT 専門家は、バックアップシステムの配備やアップグレードがいかに難しいかを知っています。バックアップサーバーおよびストレージ
自体の管理や整備が必要なだけではありません。バックアップは、ほぼすべてのサーバー、ストレージ、ネットワークコンポーネントと相互に作用し
ています。NetBackup はこの負荷を緩和し、ソフトウェアとサーバーやストレージを組み合わせる、完全に統合されたターンキーアプライアンス
を提供します。  

•  VM のエージェントなしのバックアップ – VM 内部のバックアップにエージェントが不要となり、仮想環境にわたるバックアップソフトウェアの配
備と保守を大幅に単純化できます。 

•  NetBackup アプライアンスファミリー – 最速で配備するために、NetBackup アプライアンスの配備をご検討ください。NetBackup アプライア
ンスは、すべての必要なハードウェアコンポーネントとソフトウェアコンポーネントがプリインストールされており、数分でセットアップできます。 

操作の合理化   

データの絶え間ない増加とサービスへの要求の高まりから、IT 部門は常にプレッシャーにさらされており、少ない労力やコストで多くのことを行
おうとしています。NetBackup は、お客様がスタッフの生産性を最大化して、主要ビジネスへの投資を増やせるようにお手伝いします。 

•  ポリシーベースの集中管理 – NetBackup のすべてのポリシーは、NetBackup マスターサーバーが提供する単一の管理コンソールから設定
されます。

•  NetBackup™ Copilot for Oracle® – Oracle データベース管理者は主要なバックアップ/リカバリ操作を制御します。二次的操作 (重複排除、
レプリケーション、カタログ作成) は NetBackup 管理者とポリシーによって管理されます。

図 3.Veritas Resiliency Platform は複雑な NetBackup のサイトリカバリ
操作をシングルクリックで操作できます。



•  Hyper-V と vSphere 用のコンソールプラグイン – VMware vSphere® Web Client と Microsoft® System Center Virtual Machine 
Manager (SCVMM) 用のプラグインによって、VM 管理者はバックアップおよびリストア操作を直接制御できます。

•  インテリジェントな自動化 – NetBackup の仮想マシンとデータベース用のインテリジェントポリシーによって、新しい VM とデータベースイ
ンスタンスを自動的に検出してそれらを今後のバックアップに含めることができるため、すべてのデータが確実に保護されます。 

•  Veritas NetBackupTM Self Service – ビジネスユーザーに単一の「ストアフロント」を提供し、カスタムデザインのインターフェースを使用し
てセルフサービスバックアップおよびリストアを実行します。単一インスタンスが複数のテナントを登録できるので、安全な分離が可能です。
SLA 測定、通知、レポートによって、管理が容易になります。 

将来に向けた計画    

成功する企業は常に先を考えています。継続的に改善を行い、プロセスを最適化し、コストを削減しています。NetBackup が提供するレポートと
分析機能を活用すれば、過去から知見を得て、将来に備えることができます。 

•  ポイントアンドクリックで運用レポート – Veritas NetBackupTM Ops Center は、NetBackup 全体のテープドライブ利用率、成功率、保護さ
れていない領域をすばやく識別し、異機種混在環境のビジネスライ
ン、地理的条件、またはアプリケーションに基づいてコンテキストレ
ポートを提供します。 

•  長期の傾向と分析 – (重複排除前後を含む) 長期間のストレージ増加
率の追跡により、バックアップストレージ消費量の予測精度が改善さ
れます。ROI の追跡が簡単になり、重複排除率が向上します。 

•  Veritas™ Information Map との統合 – Information Map は、情報
環境を視覚的なコンテキストで表し、ユーザーが的確な情報ガバナ
ンスの意思決定を下せるようにします。Information Map の動的な
ナビゲーションにより、リスクが存在する領域、有用な領域、無駄な
領域をストレージ環境全体にわたって特定し、情報に関するリスクを
低減して情報ストレージを最適化するための決定に役立てることが
できます。

クラウド対応エンタープライズ向け統合データ保護ソリューション   

Veritas NetBackup™ 8 は、コンバージドインフラに構築された統合ソリューションを通じて、企業データ保護の複雑さを軽減します。ペタバイト
級の容量でも最高クラスのパフォーマンスを実現するので、容赦ないデータ増大に応じた拡張が可能です。また、便利なセルフサービス操作によ
り IT-as-a-Service を実現する用意が進みます。ユニバーサルなデータ管理の基盤が整うことで、データを迅速に視覚化できるようになり、リス
クを最小限に抑えながらクラウドを迅速に導入することができます。IT 部門は、コストセンターからビジネスの成功に貢献する存在へと進化して
います。NetBackup は現在と将来の多様な課題を解決するべく開発されました。お客様は、自社の情報が安全という確信が持てるので、行動を
スピードアップして、より大胆にリスクを取ることができるようになります。
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図 4.Veritas Information Map は、情報環境を視覚的なコンテキストで表
し、ユーザーが的確な情報ガバナンスの意思決定を下せるようにします。
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