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はじめに: データ大氾濫の到来
2020年は、すべてが変わりました。リモートワークによりクラウドの導入が加速し、ワークロードの分散化がさらに進む一方で、経済
的な現実で予算が制限され、現状維持が困難になっています。そして重要な認識が生まれました。それは、従来のバックアップとリカ
バリのアプローチでは、ほとんどの企業にとってもはや不十分、ということです。企業は、既存のツールがIT環境における他の進歩に
追いついていないことに気づいています。例えば、ハイブリッドやマルチクラウドの展開におけるソフトウェア定義インフラや、サービ
スとしてのソフトウェア (SaaS) などです。これらは、運用の複雑さを軽減し、急増する総所有コストを抑止するのに役立ちます。

今日のバックアップとリカバリは、バックアップ、ターゲットストレージ、長期データ保持のため、それぞれ個別の従来型のポイント製
品が散在しています。これらのサイロはそれぞれ固有のハードウェアやソフトウェアパッケージで設計され、それぞれで管理ツール、
アップグレードサイクル、メンテナンスとサポート契約を持っているため、管理が複雑になっています。そして、これらのシステムの目
的はただひとつ、高額な保険です。データは闇のようなサイロの中に置かれ、リカバリの時にしか使用できません。

同時に、バックアップとリカバリの基盤に破綻が見え始めているのに対して、組織はかつてないほど大量のデータを作成し、消費し
ています。企業にとって「データは新しい通貨である」と言われるように、私たちの周囲で爆発的に増え続けています。世界中の組織
がデータの氾濫を経験しており、新たなタイプの情報が既存のデータ管理システムに組み込まれるのに伴い、データ量は加速度的
に増加しています。

企業が保持するのは今や、従来の定型的なビジネスデータだけではありません。企業によっては、人間が作成したデータを保持およ
び管理することが最も重要な課題となっています。しかし今日のビジネスは、膨大なセンサーやマシンからもデータを収集するよう
になっています。しかも、こうしたデバイスは組織全体に分散しています。

データ増加のもうひとつの重要な課題は、これまでよりはるかに幅広いアプリケーションをサポートすることに関連しています。ま
た、クラウドとSaaSがITエコシステム全体の不可欠な一部となるにつれ、最新のアプリケーションとそのデータはオンプレミスとクラ
ウドの両方に置かれるようになり、新たなサイロが発生して、デジタル変革の障害となる大量データの断片化を引き起こしています。

重要な点は、ますます多くのアプリケーションが導入されている現状が示すように、データの成長は紛れもない現実で今後も続くこ
とです。しかし、古くからの決まり文句を言い換えれば、大きなデータには大きな責任が伴います。データのソースが何であれ、企業
はバックアップとリカバリの機能を検討しながら、このデータの増加に対応する必要があります。

しかし、現実には、顧客はすでに限界に達しており、せいぜい1日に1回しかバックアップジョブを実行できません。しかも、こうした
ジョブは時折「業務時間」内の生産ウィンドウに食い込んでくることもあります。さらに重要なことは、例えばランサムウェア攻撃な
どで迅速なリカバリが必要になった場合、リストアに数日もかかるようでは、ビジネスに深刻な影響を与えるということです。これ
は、災害が発生したときにITにとって悲劇の始まりとなります。

https://www.cohesity.com/jp/what-we-do/mass-data-fragmentation/
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変革の時?
歴史的に、組織は、IT予算の相当な割合をバックアップとリカバリツールに投資しており、それは長い時間をかけて蓄積されてきま
した。そのため現在も、現在とは異なる時代のコンピューティングに合わせて設計されたレガシーバックアップとリカバリソリューシ
ョンでデータを保護し続けています。

製品によっては、その起源が数十年前にさかのぼるものもあり、そのようなツールの多くは、現代のビジネス要件と絶え間ない進歩
に追い付いていくことができません。ビジネスニーズの進化に伴い、企業は増大するITの複雑性に対応するために努力する必要があ
ります。企業は、ITインフラストラクチャを管理するか、バックアップとリカバリツールを含めた管理しやすく、アジャイルで、拡張が
しやすいSaaSモデルで管理するか、柔軟性と選択肢を必要としています。

既存のレガシーバックアップとリカバリ機能のアップグレードを検討しているのは貴社だけではありません。ガートナー社は、
「･･･2021年までに50%の組織が、2017年の初めに導入したものと比較検討し、現在のバックアップアプリケーションを他のソリュ
ーションで補強または交換する」と予測しています。

適切なエンタープライズグレードの最新Webスケールデータ管理とバックアップソリューションやクラウドサービスを選択するに
は、まず潜在的な問題の全容を理解し、次にそれらの問題に対するソリューションを比較検討する必要があります。このガイドは、
現在と将来の組織のニーズに最も適した製品を選択するためのハンドブックです。ビジネスの進化に伴い、バックアップとリカバリ
のプラットフォームも進化していく必要があります。

本バイヤーズガイドの主な目的は、次のバックアップとリカバリのソリューションを検討する際に、組織が選択の基準を決めるの
に役立つことです。このガイドを読むと、以下のことが学べます:

• 現在の環境に関する基本的な質問

• 現在、企業が直面しているバックアップとリカバリの共通の問題点

• 投資を無駄にしないために、次のバックアップとリカバリのソリューションに求めるもの

• 選定プロセスを確実にするために使用できるRFP用の質問

多くのテクノロジーがそうであるように、バックアップとリカバリの分野でも、コミュニティには矛盾した意見があふれています。そ
うした情報の中には、購入者の心に恐怖感、不安、疑念を抱かせるように計算されているものもあります。このガイドは、バックアッ
プとリカバリの環境をモダナイズする際に、ノイズを排除し、方向性と自信を提供するのに役立ちます。

最先端のバックアップとリカバリソリューションに関する評価基準を確認しながら、特にベンダーに尋ねるべき質問に注意してくだ
さい。もしベンダーと直接話すのであれば、これらの質問に対して完全、明確、かつ簡潔な答えが得てください。新しいデータ管理と
バックアップソリューションのためのRFPを準備している場合、これらの質問は必要な答えを得るのに役立ちます。



最新のWebスケール
バックアップ&リカバリのバイヤーズガイド

5©2022 Cohesity. All rights reserved.

アセスメント: 企業ITが直面するバックアップとリカバリの課題
選定プロセスに入る前に、既存のバックアップとリカバリ環境における潜在的な欠点を理解することが重要です。表1は、IT部門が
直面するバックアップとリカバリの8つの一般的な課題の概要を示しています。ここで少し時間を取り、どこから調査に着手すればよ
いかを見つけ、出発点を決定してください。 

問題点 説明 自社の環境に
該当するか?

複数のばらばらのUIでバック
アップワークフローを構成す
る必要があるサイロ化された
インフラストラクチャ

現在のソリューションでは、バックアップソフトウェア、個別のメディアサーバ
ー、専用のストレージターゲット、バックアップワークフローを作成するため
に、複数のユーザーインターフェイスを使用する必要がありますか? また、物
理的なワークロードをバックアップするために別の環境、仮想サーバ用に別の
サイロ、データベースやアプリケーションを保護するためにさらに別の製品や
コンソールを操作する必要がありますか?

ボルトオン型の
クラウドゲートウェイ

現在のシステムがパブリッククラウドをサポートしている場合、オンプレミスと
パブリッククラウドベースのバックアップとリカバリ環境の間に仲介役となる
クラウドゲートウェイを別途ボルトオンで導入する必要がありますか?

フォークリフトアップグレード
と更新の際のシステム停止

バックアップとリカバリの環境を拡張するとき、既存のインフラを捨て、新しい
インフラに置き換える必要がありますか? (この方式はコストが高く複雑です) 
また、ソフトウェアのアップデートを行うためにシステムの停止を予定する必要
がありますか?

リストアが遅く、復旧ポイント
は最後のバックアップのみ

現在のソリューションは、リストア時にパフォーマンスの問題が発生し、RTO  
(目標復旧時間) を満たせない可能性はありますか? あるいは、リカバリの実行
ポイントが最後のバックアップからのみになっていませんか?

可変長/固定長ブロックの重複
排除機能と圧縮

現在のソリューションにはデータ重複排除機能はありますか? あるいは、ある
としても重複排除のドメインが限定されていたり、固定長ブロックの重複排除
だけの対応になっていないですか?

`

ランサムウェア攻撃からの
保護

既存のバックアップソリューションは、ランサムウェア攻撃から効果的に防御
することができますか? 現在のソリューションで脅威を検知し、迅速に対処し
てダウンタイムを短縮することができますか?

バックアップデータの再利用
ができない。インフラがサイロ
化したまま

現在のソリューションが提供するのは、バックアップとリカバリのサービスの
みですか? 開発/テスト、セキュリティ、コンプライアンスなど、他の用途でのデ
ータの再利用を含む、真のデータ管理を行うことは可能ですか?

Backup as a Service (BaaS) 
やクラウドバックアップのオプ
ションがない

現在のソリューションは、サービスとして利用するための柔軟性を備えていま
すか? サービスとしてバックアップを使用する場合、エンタープライズ向けの
主要機能やパフォーマンスなどすべて提供することができますか?

表1. 現在のバックアップとリカバリ環境をプロファイルするためのチェックリスト

 
表1で1つ以上の項目にチェックが入った場合、ご利用のバックアップとリカバリのソリューションを置き換える選択肢を検討する価
値があります。今日の市場には、バックアップとリカバリを最新のWebスケールの視点で見直すことで、上記の欠点を合理的、シンプ
ル、かつ手頃な価格で解決できる可能性があります。
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最新のバックアップとリカバリソリューションの評価基準
昨日までのバックアップとリカバリソリューションの評価基準は、もはや通用しません。新しい考え方が必要です。バックアップとリ
カバリをサービスや責任でサイロ化された高価な保険と考えるのはやめる時です。今日、これらの機能はインフラストラクチャの中
核部分である必要があり、環境をさらに複雑にする後付けのボルトオン型で運用すべきではありません。

さらに、今日の最新のアプリケーション主導のワークロードには、オンプレミス環境とクラウド間のスムーズなデータ可搬性が必要
です。組織は、俊敏で無限の柔軟性を提供し、変化するビジネス要件に迅速に対応できるバックアップとリカバリのソリューション
を必要としています。

以下のセクションでは、最新のバックアップとリカバリのソリューションの重要な属性について説明します。 

マルチクラウドプラットフォーム
ITがかつてないほどのプレッシャーにさらされ、組織が重要なデジタル変革の取り組みを完了しようとする中、定型業務を複雑なIT
環境で行うことに対する許容度は低下しています。バックアップとリカバリのソリューションは、継続的な健全性とビジネスの継続性
にとって非常に重要ですが、不必要な複雑さをもたらすようなソリューションは許されません。

アーキテクチャの観点から、モダンで先進的なバックアップとリカバリのインフラはどのようなものでしょうか? バックアップとリカ
バリの環境は、本番環境とどのように関連するかを考えると、静的でないバックアップとリカバリのソリューションが必要であること
がわかります。本番環境が成長するにつれて、バックアップとリカバリのソリューションも成長し、複雑で進化するビジネス要件に対
応する柔軟性が必要です。例えば、新しいアプリケーションの追加、パブリッククラウドへの拡張、セキュリティやコンプライアンス
要件の変化への対応、OpEx中心のビジネスモデルへの移行など、バックアップとリカバリの環境は、こうした変化に対応するため、
その拡張や進化の計画に数ヶ月をかけたり、ダウンタイムに数週間をかけるべきではありません。

バックアップとリカバリのオプションを見直すとき、何を購入する必要があるのかを考えてください。いくつかのソリューションでは、
以下のような複数のポイント製品を異なるベンダーから調達する必要があります。 

• バックアップソフトウェア

• メディアサーバーとマスターサーバー

• 対象ストレージ装置

• 長期アーカイブ用の互換性のあるテープ装置

• パブリッククラウドと連携するためのクラウドゲートウェイ 

バックアップとリカバリにおける重要な目標は、シンプルであることです。最新のデータセンターアーキテクチャの選択肢 (ソフトウ
ェア定義ソリューションなど) は、バックアップとリカバリ環境をシンプルにするのに役立ちます。ソフトウェア定義の環境は、プライ
マリの本番環境ワークロードの主要な候補として浮上しています。ソフトウェア定義とWebスケールの原則を考えると、バックアップ
とリカバリのニーズにより適していると言えます。統合されたソフトウェア定義ソリューションが、包括的なバックアップとリカバリの
ニーズをサポートするのに非常に適していると言える理由は何でしょうか?  第一に、サイロをなくすことができます。IT 部門にはすで
にあり余るサイロがあります。1) バックアップとリカバリの環境をコンピュート、ストレージ、ソフトウェアのサイロに分割して個別に
管理したり、2) 複数のワークロードをサポートするために並列環境を維持する必要はありません。
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ベンダーに尋ねるべき質問: ソリューションのアーキテクチャについて

• オンプレミス、パブリッククラウド、エッジロケーション、またはマネージドSaaSモデルで展開可能な
ソフトウェア中心のアーキテクチャの柔軟性を提供できますか?

• ソリューションの拡張性と、それがパフォーマンスに与える影響について、詳細な説明してもらえま
すか?

• バックアップをリカバリ以外のワークロードに再利用することができますか?

バックアップソフトウェアとターゲットストレージを統合した単一統合ソリューションに異なるサイロを集約すれば、バックアップと
リカバリ環境を迅速かつ容易に、必要に応じてどこにでもデプロイし、拡張することが可能になります。

最新のバックアップソリューションは、運用中のすべてのワークロードを単一のマルチクラウドプラットフォームで保護できることを
保証する必要があります。そのため、従来型および最新のエンタープライズアプリケーションとデータベースを完全にサポートし、オ
ンプレミスおよびパブリッククラウドにあるプライマリストレージシステムとNASデバイスを保護できる必要があり、サービスとして
利用できるオプションも必要です。次の最新バックアップとリカバリのソリューションを評価するとき、IT担当者はバックアップソフ
トウェアとターゲットストレージを単一のソリューションに統合することによってサイロをなくし、不必要なマスターとメディアサーバ
ーを必要としない製品を検討する必要があります。そして、そのソリューションは、パブリッククラウドやテープなどの長期保存スト
レージメディアとシームレスに同期できることも必要です。

また、従来のバックアップやリカバリ製品につきもののハードウェアとソフトウェアのサイロをなくすことは、それだけで価値ある目
標ですが、バックアップしたデータを分析、セキュリティ、コンプライアンス、さらにはアプリケーション開発やテストなどの他のワー
クロードをサポートし、生産性を高める可能性を考慮すると、さらに大きな可能性が広がります。 

データ管理に対するレガシーなアプローチから生じる重要な問題は、大量データの断片化で、適切なインフラ環境がなければ、これ
を解決することは事実上不可能です。大量データの断片化とは、ユースケース間、ユースケース内 (バックアップやリカバリなど)、組
織の機能間やロケーション間 (オンプレミスやパブリッククラウドなど) でデータが拡散していくことを指します。このようにデータ要
素が別々のサイロに分断されると、そのデータから価値を引き出せる可能性が下がります。さらに細分化されると、組織はどのデー
タ要素がインベントリにあるのかを包括的に把握することが難しくなり、その結果、分析への取り組みが複雑になります。

さらに、各サイロは何らかの形で独自のインフラを持つことが多く、その結果、無数のデータコピーが異なる場所やシステムで彷徨う
ことになります。このような断片化は、インフラを追加する必要性からコストを増加させ、データセットのある特定のコピーが、分析
に「正しい」ものであると確信するのを難しくします。

マルチクラウドプラットフォームは、バックアップやリカバリにとどまらず、ファイルやオブジェクト、開発やテスト、データセキュリテ
ィ、分析など、さまざまなデータ管理のユースケースを、高い拡張性と可視性を実現するひとつのまとまった環境に統合する可能性を
提供します。データのすべてのコピーを1つのプラットフォームに統合することで、全体的な容量要件を大幅に削減する一方、残りの
データセットの完全性と信頼性に対する信頼性が高まるため、競争優位のためにデータを活用する能力を向上させることができま
す。統一プラットフォームが大量データの断片化の問題を解決できることは、組織のデータ全体に効率性と一貫性を求めるデジタル
変革の取り組みを行おうとしている組織にとって、重要な検討事項であるはずです。
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グローバルな管理インターフェースとダッシュボードの一元化
新しいシステムが稼動すると、次に問題となるのは管理です。導入とは異なり、管理は毎日行うことなので、使いやすさは「あったら
いい」ではなく、「絶対必要」な機能です。

ITインフラストラクチャのあらゆる側面において、シンプルであることはますます重要な要件となっています。しかし、最新のバックア
ップとリカバリのソリューションは、使いやすさを超える必要があります。災害復旧、アーカイブ、長期データ保持、ストレージの階
層化、オンプレミスからパブリッククラウド、エンタープライズエッジへのレプリケーションなど、あらゆるデータ保護を1つのコンソ
ールで包括的にサポートする必要があります。

一見すると、異なる種類のデータをバックアップするために異なるコンソールを持つことは問題ないように思えますが、バックアップ
とリカバリはバックアップだけの問題ではありません。リカバリがとても重要です。

リカバリーモードに入ると、時間との勝負です。混乱が生じ、答えが見つからず、イライラすることもあるでしょう。複雑すぎる管理作
業は、リカバリ作業に悪影響を与えます。

バックアップとリカバリソリューションは、最初から最後まで、シンプルで直感的な単一インターフェースで、環境のあらゆる側面を
グローバルに管理できる必要があります。インフラを自社で導入する場合でも、サービスとして利用する場合でも、単一のインターフ
ェイスを使って一貫した操作感で、どちらの環境でも管理でき、すべてのデータのグローバル表示と制御を可能にする必要がありま
す。

もちろん、完全に統合されたデータ保護と管理環境は、バックアップとリカバリをはるかに超えています。つまり、管理パラダイム
は、データ保護だけでなく、シンプルさを重視しながら他の無数の用途を包含する必要があります。現代の用語で「シンプルさ」は、
機械学習 (ML) ベースのパーソナライゼーションや、業種に応じたベストプラクティスの遵守に関する自動レコメンデーションを通じ
て、そのインフラ環境がユーザーにとって何が重要かを学ぶ努力をすることを想定しています。MLを活用したアプローチとは、より迅
速かつ正確にオペレーションを実行できることを意味し、組織のサービスレベルアグリーメント (SLA) の達成に貢献します。

言い換えれば、管理レイヤーは単なるコンソールとしてではなく、潜在的なランサムウェア攻撃を検知し、異常の特定を支援し、追
加容量の計画など対処のための改善策を提案するなど、知的なグローバルアシスタントとして機能しなければなりません。これもま
た、単一のグローバル管理インターフェイスの範囲内に収まる必要があります。

ベンダーに尋ねるべき質問: ソリューションの管理性について

• ベアメタルサーバー、仮想マシン、従来のデータベースと最新のデータベース、コンテナ環境、SaaS
ベースのアプリケーションなど包括的なバックアップとリカバリをサポートするために、いくつのコン
ソールが必要ですか?

• オンプレミスとBaaS (Backup as a Service) を単一のユーザーインターフェースで管理することが
できますか?

• 機械学習機能で、時間や容量をより効率的に活用したり、SLAの遵守を向上させたりすることができ
ますか?
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従来のデータソースと最新のデータソースの両方をサポート
今日のワークロード環境は、ほんの数年前に管理者がサポートしていた環境とは大きく異なっています。ほとんどの企業が、多くの
アプリケーションをオンプレミスに置き、もっと多くのアプリケーションをクラウド (SaaSやIaaS) で運用する、ある種のハイブリッ
ドクラウド環境を維持していることは、皆さんもすでに十分認識されています。しかし、これらの導入シナリオの次のレベルを調べる
と、ワークロードそのものが進化していることがわかります。仮想マシン、ファイルサーバー、データベースサーバーなどはまだありま
すが、KubernetesやDocker Swarmをベースにしたコンテナ型アプリケーション、分散NoSQLデータベース、Hadoopなどの最新の
ワークロードが追加されています。このようなタイプのアプリケーションやデータソースは、少し前には存在しなかったので、それら
を保護しサポートする必要性が新しく出てきています。

登場からまだ日が浅いものとしては別のサービスもあります。たとえば、Microsoft Exchange OnlineやOneDrive（Microsoft 365 
SaaS製品の一部) のような非構造化データリポジトリです。顧客が頼りにするこうしたSaaSアプリケーションはデータ可用性を提
供するものの、エンタープライズグレードのバックアップとリカバリを提供しないことが、知られています。例えばMicrosoft 365の場
合、Microsoftはサービスを稼働させ続けていますが、障害発生時のリカバリに関しては最小限の保護しか提供しません。とはいえ
大部分の組織は、Microsoft 365のように重要なサービスであれば最小限以上のものを求めています。

Microsoft 365、Salesforce、WorkdayなどのSaaSベースのワークロードの保護を強化する必要がある企業はますます増えていま
す。SaaS のバックアップとリカバリは、SaaSアプリケーションのデータのコピーを作成し、オンプレミスのクラスタ、または Azure 
や AWS などのクラウドベースのターゲットに保存できることが必要です。 

最新のバックアップとリカバリのソリューションは、常に実行しているすべてのアプリケーションをサポートする必要がありますが、
人気のあるSaaSツール、コンテナ中心のサービス、NoSQLサービスなど、市場に導入される新しい構成もサポートする必要がありま
す。これらは最新の企業を動かすツールであり、従来のワークロードと同じレベルのサポートが必要です。これら最新のワークロー
ドに関連するバックアップとリカバリは、レガシーのワークロードの場合と同様にシームレスに行える必要があります。

ベンダーに尋ねるべき質問: ソリューションのワークロードサポートについて

• オンプレミスとパブリッククラウドにまたがるワークロードをサポートできますか?
• 従来のワークロードだけでなく、NoSQL、Hadoopワークロード、SaaS、コンテナ型アプリケーショ

ンなど最新のワークロードもサポートできますか?
• ひとつのポリシーフレームワーク、ひとつのユーザーインターフェースで、従来型のデータソースと最

新のデータソースを保護することができますか?
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予測可能で柔軟なリカバリ
バックアップ環境の目的は、結局のところ、リカバリを可能にすることです。それだけです。そのため、市場にあるすべての製品がシン
プルで柔軟性があり、予測可能なプロセスを提供するわけではありませんが、それこそが必要とされていることなのです。復旧すべき
が、ユーザーが1つのファイルを失ったときであろうと、大規模な復旧を必要とする災害のときであろうと、復旧プロセスはあまりに
もストレスが多いように思われます。

復旧作業は最もシンプルで最も予測可能な部分であるべきで、完了までに何日もかかるべきではありません。さらに、復旧するため
の適切なデータを見つけることが、フラストレーションのたまる作業であってはなりません。リカバリを中心に設計されたバックアッ
プソリューションを想像してみてください。そうしたソリューションは、包括的なグローバル検索とリカバリ機能を備えており、保護さ
れたすべてのファイルにインデックスを付け、オンプレミス、クラウド、エッジなど場所を問わず、必要なファイルを見つけ、迅速に復
元することを可能にします。このような機能は、今日の企業にとって非常に重要なものです。

復旧は、ファイルやフォルダーを1つだけ復元すればよいという単純なものではありません。多くの場合、3 Tierの仮想環境全体を復
旧する必要があったり、ランサムウェアに感染した結果、何百、何千ものファイルとその依存関係を復旧する必要があったりします。
従来のバックアップツールでは、データのリストア中に長い待ち時間が発生したり、リカバリの可能性や脆弱性を確認できなかった
りすることがあり、ゼロに近いRTO (目標復旧時間) が要求される環境では、必ずしも好ましい状況とは言えません。

バックアップとリカバリのソリューションは、1つの大きなファイル、1つのVM、数百のVM、またはすべてを復旧する必要があるかどう
かにかかわらず、ご使用の環境の良好であると確信できるもっとも新しいバージョンを瞬時に完全に復旧する機能を持つ必要があ
ります。また、ラージファイルを容易に取り込み、リカバリできるソリューションも必要です。

このセクションでは、同じソリューションサービスで、1 ファイルや1 VMのレベルまで細かく復旧できる必要があるだけでなく、幅広
く復旧できる必要があることにも注目することが重要です。復旧レベルの細かさで妥協してはいけません。選択したソリューション
は、ただでさえストレスの多いリカバリ作業が不可能にならないよう、必要なレベルの復旧を可能にする必要があります。

ベンダーに尋ねるべき質問: ソリューションの復旧能力について

• バックアップ環境全体 (オンプレミス、パブリッククラウド、エッジロケーション) を対象としたグロ
ーバル検索機能を提供できますか?

• アプリケーション環境全体を含むオブジェクトの即時大規模リカバリをサポートしていますか?
• リカバリのレベルについて、どのようなオプションがありますか?
• きちんとリカバリできるか確認するために、バックアップの検証を行うことができますか?
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クラウドネイティブ
従来のオンプレミス型アプリケーションをパブリッククラウドに移行することで、パブリッククラウドの利用が成熟しつつあります。
バックアップ先として、オンプレミスのデータセンターではなく、パブリッククラウドを選択する企業もこれまで以上に増えています。
多くの場合、クラウドは新しいテープのような存在になっています。クラウドが提供するアーカイブストレージのTCO (総所有コスト) 
は、非常に優れています。もちろん、立ち上げも早く、CapExからOpExに移行することも可能です。パブリッククラウドの弾力性と経
済性をバックアップやリカバリ、その他のワークロードに活用できることは魅力的であり、最新のプラットフォームにはネイティブ機
能として備えておくべきです。

パブリッククラウド技術の採用状況にかかわらず、次のバックアップとリカバリ製品には、パブリッククラウドとのネイティブな統合
を含めておくべきです。現在のレガシーなバックアップとリカバリソリューションで、パブリッククラウドを十分サポートしていると考
えているかもしれません。おそらく、パブリッククラウドの機能を製品に付け足すライセンスやアプライアンスを購入したり、クラウ
ドサポートを追加するゲートウェイアプライアンスを追加したりしたのだと思います。

しかし、この種のボルトオン型のオプションは不完全で高価であることが多く、バックアップとリカバリ環境の運用を著しく複雑化さ
せるので注意が必要です。クラウドの重要性を考えると、クラウド以前の時代に構築されたソリューションで、進化するビジネスニー
ズに本当に対応できるでしょうか? 最新のバックアップとリカバリソリューションは、このようなレガシーバックアップソリューション
とは異なり、ボルトオン型のクラウドゲートウェイを必要とせず、クラウド統合とネイティブフォーマットでのデータの可搬性をサポ
ートすることができます。

最新のバックアップソリューションでは、企業のITオーナーはポリシーベースの自動化を利用して、オンプレミスとクラウドのインフ
ラ間でデータをシームレスに移動させることができます。費用対効果の高いストレージだけでなく、データを移動させれば、クラウド
コンピューティングを活用してアプリケーション開発 (新規開発/テスト環境の立ち上げなど) や分析を加速させることができます。

そのため、バックアップとリカバリのソリューションには、元のクラスタ、またはクラウドやオンプレミスなど、まったく新しい場所に
ワークロードをプロビジョニングできる機能が必要です。こうすることで、災害発生直後からワークロードを起動させながらも、長
期的な復旧作業に取り組むことができます。

新しいバックアップとリカバリのソリューションを検討する際には、クラウド上で動作しているアプリケーションを含め、アプリケー
ション環境全体を考慮する必要があります。

ベンダーに尋ねるべき質問: ソリューションのクラウドネイティブ機能について

• データとアプリケーションをパブリッククラウドへ容易に移行することができますか?
• クラウドネイティブのアプリケーションを保護することができますか?
• ボルトオン型のクラウドゲートウェイやクラウド上のレガシーソフトウェアを管理することが必要に

なりますか?
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BaaS (Backup as a Service)
バックアップインフラを管理する必要がないことが、理想的なソリューションである企業もあります。Backup as a Service (BaaS) 
または クラウドバックアップが、その現実的な代替手段となります。 バックアップインフラをアウトソースし、オンデマンドサービス
を利用することができます。

しかし、すべてのBaaSが同じように作られているわけではありません。まず、ほとんどのBaaSソリューションは、災害復旧やデータ
の再利用など、バックアップ以外のユースケースに対応しておらず、スタンドアロンソリューションとして提供されます。このようばス
タンドアロンBaaSは、新しいデータサイロとなりデータの断片化を悪化させます。代わりに、オンプレミスまたはサービスとして展
開できる柔軟性を持ち、バックアップだけに限らず、幅広いデータ管理戦略と簡単に統合できるソリューション、またはサービスとし
てのデータ管理 (DMaaS: Data Management as Service) ポートフォリオの一部として統合されているソリューションを探す必要が
あります。DMaaSはバックアップだけにとどまらない包括的なサービスを提供し、災害復旧、開発/テスト、ファイル、データセキュリ
ティ、データ再利用など他のサービスが含まれている必要があります。DMaaSは、これらサイロを排除し、統一されたサービスにデ
ータを統合することで、大量データの断片化を食い止めることができます。

次に、多くのBaaSやクラウドバックアップサービスは、企業向けに作られたものではないことを考慮する必要があります。多くはコ
ンシューマーレベルの機能から始まり、エンドポイントプロテクションにフォーカスしています。これらのソリューションはノートブッ
クを保護するには十分かもしれませんが、大規模な仮想環境やエンタープライズデータベースなどのエンタープライズワークロード
に適切に対応することはできません。また、可変長のグローバル重複排除、グローバル検索、ポリシーベースの管理など、企業の厳
しいSLAに対応するための重要な機能も欠けています。

データを収集し、クラウドに移行することができるよう、機械学習、データの分類とガバナンス、データウェアハウス、分析などの高
度なクラウドサービスを利用し、データをさらに活用できるBaaSソリューションを探してください。 これにより、バックアップデータ
を単なる保険から貴重な資産に変えることができます。

最後に、バックアップソリューションは、同じプラットフォーム技術と単一のユーザーインターフェイスを使用して、自分で管理するイ
ンフラ、プロバイダーが管理するBaaS、またはその両方を選択できる必要があります。

ベンダーに尋ねるべき質問: BaaS (Backup as a Service) について

• そのBaaSは、同じサービス/オファリングでオンプレミス、クラウド、SaaSすべてのワークロードの
バックアップをサポートしていますか?

• 同じプラットフォーム技術とUIを使用して、セルフマネージドバックアップソリューションまたはベン
ダーマネージドバックアップサービスを選択することができますか?

• 同じプラットフォームとUIで、スタンドアロンバックアップより多くのユースケースを提供しています
か?

• そのBaaSは、データリストアやデータ取り出しなどに追加料金を請求しますか? それとも、容量や
使用量に基づいた包括的な価格を提供していますか?
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無制限の水平スケールアウト
本番環境と同じように、バックアップとリカバリ環境もずっと同じというわけにはいきません。本番環境の変化に合わせて常に変化
します。

柔軟性のないバックアップとリカバリのソリューションは、ITオペレータが新しいワークロードに対応するためにバックアップとリカ
バリ環境の調整を強いられるため、新しい本番システムの導入にコスト増と遅延をもたらします。

市場投入の早さが収益に影響する時代において、バックアップとリカバリ環境がビジネスの弊害となることは容認できません。マル
チクラウドデータプラットフォームが市場に存在することを考えれば、なおさら耐え難いことです。この種のソリューションは、こうし
た環境の拡張を容易にすることを目的として作られています。

このようなビジネスニーズに対応するスケールアウト型アーキテクチャは、最新のバックアップとリカバリソリューションにも当ては
まります。従来のバックアップとリカバリ製品では、導入開始時に、重要なサイズ決定を迫られます。つまり、3年から5年先のバック
アップとリカバリ容量のニーズを予測しなければならないのです。誰がそれを自信を持って行えるでしょうか? (そしてその過程で貴
重な設備投資をしなくてはならない可能性があります)

最新のプライマリ環境を構築する方法と同様に、バックアップとリカバリもWebスケールの原則に基づいて設計されるべきです。最
も重要なことは、選択したソリューションが小規模に始められ、ニーズに合わせてスケールアウトできることです。つまり、最初からイ
ンフラを過剰にプロビジョニングする必要がなく、必要なものから始めることができることが大切です。

そして、ビジネス要件の進化に伴い、本番環境も成長し、それに伴いバックアップとリカバリのニーズも成長するはずです。拡大する
ビジネス要件に対応するために、混乱や複雑化、莫大なコストなく、必要に応じてその環境を簡単に拡張できることを確認してくだ
さい。ワークロードのパフォーマンスに影響を与えることなく、リニアに無制限に拡張できるのが最新のソリューションです。

ベンダーに尋ねるべき質問: ソリューションのスケールアウト機能について

• スケールアップまたはスケールアウトのどちらの拡張方法を採用していますか?
• バックアップとリカバリ環境をどのレベルまで拡張できますか?
• 拡張した場合、パフォーマンスに影響はでませんか?

無停止のオンラインアップグレードと拡張
事実: 今日の企業は、ソリューションが24時間365日稼働していることを期待しています。昔と違って、計画外の停止は許されません
し、計画的な停止も、発生するとしてもごくわずかでなければなりません。パッチやアップグレード、機能拡張のためにシステムを停
止させるという従来の方法は、もはや企業にとって好ましいものではありません。同時に、最新かつ最高のソフトウェアを使い続け
ることも重要です。最新のバックアップとリカバリのソリューションでは、バックアップ管理者はローリングアップグレードを使用し
て、ダウンタイムなしにクラスタをアップグレードすることができます。「ローリングアップグレード」とは、クラスタの各ノードを個別
にアップグレードすることで、メンテナンスの最中も残りのノードですべてのサービスを使用できるようにすることです。
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このローリングアップグレードの手法は、システム更新のタイミングでは、ノードの入れ替え作業にも適用することができます。「フ
ォークリフトアップグレード」という概念は、最新のバックアップとリカバリソリューションにはもはや存在しません。管理者は、シス
テムを稼働したままノードの導入や廃棄を行うことができます。減価償却のためにバックアップとリカバリ環境をまるごと入れ替える
必要はありません。

BaaSではさらに改善され、サブスクリプションの追加費用なしでサービスや機能のアップデートがプロバイダーから提供されます。
ただし、追加機能やサービスに費用を要求するサービスには注意が必要です。多くの機能を提供し、データの復旧が無制限で、デー
タの取り出しに費用が掛からないものを探してください。

ベンダーに尋ねるべき質問: 無停止のオンラインアップグレードと拡張機能につ
いて

• ソフトウェアコンポーネントにパッチを適用したりアップグレードを行う際、どのようなプロセスで行
われますか?

• ハードウェアとソフトウェアのアップデートを行う際、本番環境の停止は必要になりますか?
• ライフサイクルにおけるハードウェアのアップグレードには、「フォークリフト」方式で丸ごと交換が

必要になりますか?
• BaaSには何が含まれますか? データのリストアやデータの取り出しには費用がかかりますか?

データの回復力を保証
企業はもはや1日に1回データをバックアップすればいいという時代ではありません。最新のアプリケーションは継続的にデータにア
クセスし、変更を行うため、企業はより頻繁にデータをバックアップする必要があります。

バックアップジョブ中にターゲットデバイスに障害が発生した場合、ほとんどの従来のバックアップ製品には、障害が発生した時点
から別のターゲットデバイスにバックアップを継続する機能があります。しかし、サードパーティのバックアップソフトウェアが絡む
と、そのプロセスがうまく機能しないことがあります。例えば、Oracle RMANでの場合、ひとつのノードに障害が発生すると、管理者
はバックアップジョブ全体を再起動する必要があります。

このような状況では、バックアップに要する時間が長くなり、生産時間に影響を与える可能性があります。また、従来のソリューショ
ンでは、最終的にデータの整合性が得られないために、回復ポイント目標 (RPO) に影響を及ぼす可能性があります。結果整合性の
影響は、リカバリプロセスの途中でノードに障害が発生した場合、はるかに深刻なものとなるおそれがあります。データがリカバリさ
れている最中に、一部のアプリケーションやユーザーが同じデータボリュームに書き込んでいる可能性があり、その時点でノードに
障害が発生すると、データの整合性が失われ、破損してしまう可能性があります。

ビジネスSLAを満たし、「ファイルが見つかりません」というエラーを回避し、データの回復力を保証するためには、次に選ぶバック
アップとリカバリソリューションは厳密な整合性を備えている必要があります。厳密な整合性を備えているモデルでは、複数のノー
ドに対するデータの伝搬が完了した時点でのみ、アプリケーションやクライアントは書き込みの確認を受け取ります。そのため、デ
ータを取り込む側のノードに障害が発生した場合、アプリケーションやクライアントは、データが保護されている、または書き込ま
れたという間違った確認を受け取ることはありません。その結果、データの厳密な整合性が保持されます。自分で直接バックアップ
する場合でも、Oracle RMANなどサードパーティーのアプリケーションを使用する場合でも、リカバリプロセスを実行する場合で
も、結果整合性モデルという条件は譲らないでください。
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データの回復力を保証する方法には、いくつかの方法があります。第一は、ハードウェアのレベルです。ハードウェアは故障し
たり、使用不能になったりすることがあります。クラスターはそのような障害に対処できる必要があります。多くのソリューショ
ンは、1つのノード、または1つのノード内の1つのディスクの損失に対応できるように設計されています。ここで、この制限に重
大な問題があります。ノードやディスクが停止している間、その後に発生する障害はすべてデータ損失につながります。本当の
高可用性を実現するには、複数のハードウェア要素の損失に耐えられる環境が必要です。

「私たちの環境は決してダウンしないから、これは関係ない」と思う人がいるかもしれません。しかし次の点を考えてみてくだ
さい。企業の環境では、時々アップデートやアップグレードが必要になります。これらを行う間、ノードを停止して更新すること
になりますが、プロセスが完了するまで脆弱な状態に置かれる可能性があります。1ノードの機能停止だけをサポートするソリ
ューションでは、更新はリスクの高い課題となります。

回復力に非常に優れたリューションでは、1つのストレージドメイン内で2つの完全なノードまたは2つのディスクの損失や故障
をサポートすることができます。ノードやディスクに障害が発生した場合、このさらに強固な回復力により、元の問題を解決す
るための措置を講じている間でも、システム環境の保護を維持することができます。

このレベルの回復力を実現するには、イレイジャーコーディングとレプリケーションという2つの方法があります。イレイジャー
コーディングは、データを小さなチャンクに分割してからストレージに書き込む手法です。アルゴリズムにより、個々のチャン
クに他のチャンクから取られたデータの一部で冗長性を付加してから、データをクラスター内のさまざまな場所に書き込みま
す。この手法では、個別のチャンクをすべてリカバリできない場合でも、完全なデータセットを再構築できます。イレイジャー
コーディングは、一般的なRAIDシステムよりも回復力が高く、容量効率に優れ、またRAIDよりもオーバーヘッドが少なくなっ
ています。

レプリケーションは、特にフルノードレベルで追加の冗長性を提供する第2の方法です。データの完全なコピーを作成すること
で、有効にするレプリカ数の設定に応じて、クラスターは1つまたは複数のノードが失われても耐えることができます。

最新の企業で必要なレベルの可用性を実現するには、これら2つのアプローチを組み合わせることで、ハードウェア障害の際
にノードレベルとクラスターレベルの両方の保護を実現することができます。

ベンダーに尋ねるべき質問: ソリューションのデータ回復力について

• 2つのノード、3つのディスク、1つの筐体、あるいはラック全体の障害にも耐えることができますか?
• SLAを満たし、大規模なデータ復旧を保証することができますか?
• そのソリューションはデータのみを伝搬しますか? それともメタデータも含めて伝搬しますか?
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ストレージ容量の最大化とデータフットプリントの削減
データコピーとは、その名の通り、環境の異なる場所に存在するデータのコピーのことです。複数のコピーが存在するという問題は、
ビジネスに大きな影響を与えるため、以前はこの問題に対処するためにまったく新しい概念のソリューションが導入されました。そ
れが、データコピー管理です。バックアップ環境を考えるとき、特に必要最小限の機能しか提供しないバックアップ製品を使用して
いる場合、データのコピーが何十個も散在していることに気づいてさえいないかもしれません。また、データ分析など、他のニーズを
満たすために作成されたデータのコピーについても考慮されていません。

ここでいうデータコピーとは、あなたやあなたの会社の他の人たちが仕事をするために実際に作るデータ
のコピーのことで、バックアップ、分析に使うデータコピー、アーカイブに使うデータコピーなど、さまざま
なものがあります。これは、前回説明したデータレプリケーションプロセスとは異なるものです。データレ
プリケーションはデータ回復力ソリューション全体において重要な役割を果たしますが、データコピーは
単にストレージ容量を非効率的に使用していることが多いのです。

使用中のデータのコピーがいくつあっても、またバックアップ環境にいくつあっても、そのデータによって消費するストレージの総容
量が著しく増大すべきではありません。自動データ重複排除機能を使用すると、データのコピーの数を大幅に削減して、この機能を
使用しない場合に比べ、実際に利用できるストレージ容量を大幅に増加させることができます。また、クラウドやBaaSの環境を考え
ると、これによってストレージのコストだけでなく、データ転送のコストと時間も削減することができます。

多くの組織では別々の重複排除アプライアンスに依存していますが、これはさらにまた別のサイロを作ることになり、拡張性もあり
ません。実際、こうしたソリューションの大部分はノードレベルで重複を排除を行うだけであり、同じデータセットが同じクラスター
内の別のノードに保存されている場合もあることを考えると効率的とは言えません。

データ重複排除で期待される成果を得るには多くの方法がありますが、多くの製品はそのうちの1つしかサポートしていません。デ
ータ重複排除の効果を最大限に高めるためには、異なる方法論を組み合わせることがスピードと容量の両面でメリットをもたらし
ます。

最新のバックアップソリューションは、グローバル可変長スライディングウィンドウ重複排除のような効率的なデータ削減技術によ
り、IT管理者がデータセンターの設置面積を削減することを可能にします。このモデルでは、クラスタ全体を対象とした可変長デー
タ重複排除技術を使用して重複排除が実行され、物理システム、VM内、データベースなどに保存されたデータを含むすべてのワー
クロードにわたって重複排除が実行されます。また、効率的なプロトコルを使用することで、ストレージ設置面積全体で大幅な削減
を実現します。

まず、固定長とグローバル可変長の重複排除の概要から説明します。重複排除機能では、データチャンクを分析して、システム内の
どこかにすでに存在しているデータの別のチャンクと一致するかどうかを調べます。一致が見つかると、データのその新しいチャン
クが改めて書き込まれることはありません。その代わりに、すでに存在するデータの一致するチャンクを参照する小さなポインター
が挿入されます。名前が示すように、固定長の重複排除は、長さがすべて等しい固定サイズのチャンクにデータを分割します。

固定長の重複排除では、ほとんど変わらないデータのごく一部だけが変更される場合に大きな問題が発生します。次の図が示すよ
うに、データの大部分は同じままですが、ごく一部が変更されたために、この例ではデータの大半が重複排除プロセスの対象とはな
らず、ディスクにそのまま書き込まれ、ディスク容量が無駄になります。
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可変長の重複排除は、分析するブロックサイズをアルゴリズムで固定しない方法手法です。その代わりに、元のデータをアルゴリズ
ムが調べ、分析対象データの特性に基づいてブロックサイズを動的に設定します。このようにすることで、データストリームのごく一
部の変更で重複排除の効果が失われる結果とはなりません。実際に内容が共通のデータは、たとえブロックの位置がずれる場合で
も、重複排除の対象になります。次の図を見ると、同じデータセットに可変長の重複排除を行った結果の違いがわかります。

元の文
Cohesity makes it simple to back up and extract from data 

編集後の文
Cohesity makes it radically simple to back up and extract insights from data  

固定長の重複排除（長さ8文字のブロック）
元の文

編集後（新しいデータブロックは8個）

Cohesity _makes_i t_simple _to_back _up_and_ extract_ from_dat a

Cohesity _makes_i t_radica lly_simp le_to_ba ck_up_an d_extrac t_insigh ts_from_ data

* グレーのブロックが新しいデータセットを示す

重複排除にこの可変長の「スライディングウィンドウ」という要素を追加すると、固定長の重複排除方式で可能になるよりも大幅に
少ないディスクスペースにバックアップデータを押し込めることができます。この機能がさらに強力な効果を発揮するのは、重複排
除の対象となるドメインがクラスター全体に及んでいる場合です。多くの重複排除アルゴリズムでは、個々のノード内でしか容量を節
約できません。ノード全体に及ぶデータのコピーがあるとしても、それらのコピーはクラスターレベルでは削除されません。可変ブロ
ック長の重複排除をクラスター全体に拡張することで、容量削減効果を何倍にもできる可能性があります。

可変長の重複排除（「a」の後ろで分割）

元の文

編集後の文

* グレーのブロックが新しいデータセットを示す

Cohesity_ma kes_it_simple_to_ba ck_up_a nd_extra ct_from_da ta

Cohesity_ma kes_it_ra dica lly_simple_to_ba ck_up_a nd_extra ct insights_from_da ta
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ランサムウェア攻撃に対する防御
セキュリティは、バックアップしたデータのセキュリティと、バックアップしたデータを活用して組織の全体的なセキュリティとリスク
体制をどのように改善するかという、複数の側面から見ることができます。サイバー脅威が増加する中、次のバックアップソリューシ
ョンは、セキュリティ第一のアプローチを採用し、企業がニュースや裁判に巻き込まれることなく、顧客を満足させ続けることを保証
できるものでなければなりません。

レガシーアプローチのバックアップも、ある程度の暗号化とロールベースのアクセス制御 (RBAC) メカニズムを提供しますが、高度
なランサムウェア攻撃を含む現代の脅威は、バックアップデータを含む環境全体を攻撃するため、しばらくの間検知されす潜伏でき
るよう多くのテクニックを取り入れています。

さらに、複数のポイント製品に依存するレガシーなバックアップアプローチでは、企業は複数のエントリーポイントにさらされ、攻撃
を検知したり、迅速に対応したりする方法がありません。最先端のサイバー脅威から防御するために、次に採用する最先端のバック
アップ/リカバリソリューションは、AES-256暗号化やRBAC (ロールベースのアクセス制御)を超える機能が必要になります。また、多
要素認証でバックアップデータと環境を防御し、許可されたユーザーだけがミッションクリティカルなデータにアクセスできるように
する必要があります。さらに、ソリューションにはバックアップデータのイミュータビリティ（不変性）とWORM機能が含まれ、いかな
るアプリケーションやユーザーも「ゴールド」バックアップコピーを変更できないようにする必要があります。そして、最悪の事態が発
生した場合、バックアップソリューションは柔軟で迅速な大規模リカバリを提供し、ダウンタイムを最小限に抑える必要があります。

また、バックアップデータを活用することで、プライマリ環境に対するランサムウェア攻撃などの潜在的脅威を可視化/検知した
り、ITインフラの脆弱性を発見し、本番環境に影響を与えることなく事前に対処したりすることも、セキュリティに関するもう1つの側
面として考えられます。

ベンダーに尋ねるべき質問: ソリューションのストレージ容量と効率性について

• どのようなデータ削減手法をサポートしていますか?
• インストールベース全体での平均的なデータ削減率はどれくらいですか?
• レプリケーションファクター (データの冗長数) を設定可能ですか?

ベンダーに尋ねるべき質問: ソリューションのセキュリティとランサムウェア対策
の機能について

• データを誤って削除したり、ランサムウェア攻撃などのサイバー脅威からバックアップデータを安全
に保つために、どのような機能がありますか?

• 機械学習アルゴリズムにより、進行中のランサムウェア攻撃を検出し、予測可能なリカバリを実行す
るためにクリーンコピーを見つけ出すことができますか?

• 攻撃を受けた後、ダウンタイムを短縮するために、大規模復旧を提供することができますか?
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さらなる進化のチャンス: 拡張機能とコンプライアンス
次のバックアップとリカバリのソリューションを検討する際には、より大きな視点で考えてみてください。バックアップは単に高価な
保険である必要はなく、他のビジネス要件もサポートすることができます。例えば、バックアップしたデータとバックアップのインフラ
を利用して、開発/テスト環境を立ち上げたり、分析アプリケーションをデプロイすることができます。また、BaaSソリューションの場
合、機械学習、データ分類、分析などの高度なクラウドサービスを利用できるのか、それともサイロで動作しているのか、などです。

アジャイル開発者は、このような環境を構築するために、データ管理者が苦労してデータをリストアするのを待つ必要はもうありま
せん。新しいソリューションならこうしたことが即座にできるので、価値創造までの時間が短縮され、結果として全体的なコストが削
減されます。同じ改善が分析にも適用され、バックアップデータをどこに保存するかを考えることなく、深い洞察を得ることができま
す。新しいバックアップとリカバリのソリューションを探すときは、バックアップにとどまらず、業務の他の側面で付加価値を生むこと
ができるものを探してください。 

コンプライアンス

セキュリティには多くの場合、コンプライアンスが伴います。今日、バックアップとリカバリ製品におけるコンプライアンスは、特に規
制が強化された世界でクラウドの利用が進むにつれて、ますます重要性を増しています。

今日、バックアップ管理者は、データ主権、情報ガバナンス、そしてEUの一般データ保護規則 (GDPR) やカリフォルニア消費者プライ
バシー法（CCPA）などの政府規制について心配しなければならない状況になっています。データ主権とは、ある特定ののデータにつ
いて、国境を越えてはいけないという規制要件です。クラウド中心の世界では、特定のデータがどこにあるのか把握することが困難
な場合が多くあります。GDPRは、個人データの管理を人々の手に戻すことを目的とした包括的なデータ保護要件のセットです。そし
て、その枠組みに従わない企業には厳しい罰則が課せられます。

GDPRに関連し、あらゆるストレージ環境における個人を特定できる情報 (PII) の保管というより広範な問題があります。不要な、また
は不適切に保護された個人情報の保管は、今日のコンプライアンス違反と罰金の主な原因の1つです。すべてのバックアップとリカバ
リのソリューションは、PIIのために環境を自動的にスキャンし、見つかったときに管理者に警告する機能を備えている必要がありま
す。システム上にPIIが存在すること自体は全く問題ありませんが、管理者はPIIがどこに存在するかを明確に理解し、PIIの保存を減ら
すための適切な手段を講じる必要があります。結局のところ、どこにあるのか分からなければ、それを保護することはできません。

ベンダーに尋ねるべき質問: ソリューションの拡張機能とコンプライアンス機能に
ついて

• 他のビジネス部門をより良くサポートするため、どのような機能を提供していますか?
• バックアップしたデータを再利用して、PIIデータ (個人を特定できる情報) の特定など、コンプライア

ンス要件を満たすことができますか?
• 同じ環境内でのアプリケーション開発をサポートするゼロコストクローンをサポートしていますか?
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最新のバックアップとリカバリの姿
最新のバックアップとリカバリのソリューションを導入するに伴い、この分野におけるソリューション展望が近年劇的に変化してきた
ことがお分かりいただけたと思います。

もはや、バックアップ環境をサイロの集合体として考える必要はありません。統一された包括的なプラットフォームで、単一のグロー
バルコンソールから簡単に管理できるようになりました。もう、ランサムウェアに攻撃されることを恐れる必要もありません。防御策
を講じることができるのです。ご使用のソリューションの能力が限界に達し、「フォークリフトアップグレード」が必要になったとして
も、心配する必要はありません。最新のソリューションはスケールアウトが可能で、拡張、アップグレード、ノードの交換を簡単に行う
ことができます。

しかし、それは始まりに過ぎません。最新のバックアップとリカバリソリューションは、レガシー製品では実現が不可能か、あるいは
法外なコストで提供していた機能を容易に提供します。ネイティブクラウド機能、VMの大量即時リカバリ、高度なワークフローを可
能にする包括的APIはすべて、今後導入を検討すべきものの一部です。

最新のバックアップとリカバリのリーダーであるCohesityの詳細については、下記サイトをご覧ください: 
www.cohesity.com/jp/solutions/backup-and-recovery

https://www.cohesity.com/jp
https://cohesity.co/3gMtHk8
https://cohesity.co/30xoSWl
https://cohesity.co/3ikQu7j
https://cohesity.co/33y7y5p
https://www.cohesity.com/jp/solutions/backup-and-recovery/
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