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オールフラッシュデータセンターへの移行、データの急増、リカバリに関するサービスレベル契約 
(SLA) の厳格化、ハイブリッドクラウド環境の仮想化が進む中、パフォーマンスを維持したまま重要
なアプリケーションを保護することは一層困難になっています。従来型データ保護のアプローチでは、

アプリケーションやハイパーバイザーに必要なエンドツーエンドの保護を高コスト効率で実現すること

は不可能であり、より迅速で簡単、かつ効率的で確実なデータ保護のアプローチが必要になります。

データ保護アーキテクチャーを変革して 
ビジネスクリティカルなアプリケーションに対応

サーバー主導のバックアッププロセスは、通常データがアプリケーションおよびバックアップサーバー

を通過するため、アプリケーションパフォーマンスが低下する可能性があります。バックアップサー

バー インフラストラクチャでは、アプリケーションデータの増加に伴い、運用を中断して新たなサー
バー、ソフトウェアライセンス、およびネットワーク機器を取得し管理する必要があり、コストの増大

や複雑化を招きます。

アレイベースのスナップショットとレプリケーションなら、データのポイントインタイムコピーを迅速

に、運用を中断することなく作成できます。ただし、スナップショットだけでは保持に限界があり、基

盤となるストレージシステムにも依存するため、包括的なバックアップは実現できません。つまり、ス

トレージシステムで障害が発生すると、スナップショットは消失することになります。

これを解決するのが、運用を中断することなくほぼ瞬時に作成できるローカルおよびリモートのス

ナップショットとレプリケーションに、確実なリカバリとコスト効率に優れたバックアップ保持を組み

合わせたアプローチです。この革新的な最先端アーキテクチャーには、アプリケーション対応のフ

ラッシュ統合型データ保護が搭載されています。

フラッシュ統合型データ保護の仕組み

HPE Recovery Manager Central (RMC) ソフトウェアは、HPE 3PAR、HPE Primera、およびHPE 
Nimble StorageにHPE StoreOnceシステムを統合して従来のバックアップ手法を拡充する、フラッ
シュ統合型スナップショット、レプリケーション、およびバックアップサービスを提供します。

スナップショットとレプリケーションの機能にバックアップの保護を組み合わせることで、Recovery 
Manager Centralは、ビジネスクリティカルなアプリケーションに迅速かつ効率的にシンプルで確実
な保護を実現します。
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図1. HPE Recovery Manager Centralの主なビジネス価値
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バックアップウィンドウを排除して 
迅速なリカバリを実現

多くの組織では、アプリケーションパフォーマンスを維持したまま、リカバリに関する厳格なSLAに対
応する必要があります。HPE Recovery Manager Central (RMC) の導入で、運用中断を伴わずに迅
速に作成できるローカル/リモートのアプリケーション整合性スナップショットにより、バックアップ
ウィンドウを排除して迅速なリカバリを実現できます。

HPE RMCは、データパスからアプリケーションサーバーとバックアップサーバーを取り除くことで、
アプリケーションパフォーマンスへの影響を回避します。スケーラブルな非重複性スナップショットで

は、管理者が高頻度かつ長期間にわたる復旧ポイントでのバックアップをより多く作成できるため、

厳しい復旧ポイント目標 (RPO) のSLA準拠においても柔軟に対応できます。

HPE RMCでは、HPE 3PAR、HPE Primera、およびHPE Nimble Storageでスナップショット差分テ
クノロジーによって、変更されたブロックのみがHPE StoreOnceシステムに転送されます。これによっ
てネットワークトラフィックとストレージ使用量の両方が削減され、コスト削減につながります。バッ

クアップはすべて増分バックアップですが、合成フルバックアップとして保存されるため、アプリケー

ションのリカバリがより迅速かつ効率的に行えます。

HPE RMCのバックアップは、従来のバックアップ手法に比べ、最大23倍高速のバックアップ、および
最大15倍高速のリストアを実現し、CPU使用量を9分の1に削減します1。
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図2. 増分および合成フルバックアップ

コストと複雑さを軽減

バックアップ インフラストラクチャのコストと複雑さの軽減によって効率化を目指す企業は少なく
ありません。HPE RMC Express Protect機能によって、HPE 3PAR、HPE Primera、およびHPE 
Nimble StorageからHPE StoreOnceにスナップショットを直接バックアップできます。

HPE RMCは、外部インフラストラクチャを排除することで、バックアップ アーキテクチャーを効率化
して簡素化します。必要なサーバー、ストレージ、ネットワークのリソースだけでなく、データ保護のた

めに購入、管理するシステムの数も減ります。

HPE RMCによってデータ保護に費やす時間と負荷が軽減され、数回クリックするだけでデータ保護
ポリシーを策定して自動化できます。

HPE RMCでは、保護に必要なスナップショットの数も少なくなります。すべてのバックアップにおける
StoreOnceテクノロジーの重複排除によって、必要となるバックアップ ストレージが最大で20分の1
に削減されます。この重複排除済みデータは、高コスト効率でStoreOnceに長期保管できます。

リスクの軽減

バックアップデータの確実なリカバリでリスクを軽減したいと考える企業は少なくありません。

HPE RMCは、重複排除済みバックアップのコスト効率に優れた確実な保持およびリカバリをHPEシ
ステムで実現します。
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図3. HPE StoreOnceシステム
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HPE StoreOnceにバックアップされたスナップショットは、完全に独立した自己完結型ボリュームであ
り、本番ストレージ環境での災害や物理的な問題の発生時には元の (または別の) HPE 3PAR、HPE 
Primera、またはHPE Nimble Storageにリストアできます。バックアップは、ディザスタリカバリ目的
で、任意のHPE StoreOnceシステムから別のシステム、またはクラウドに複製できます。このレベルの
データ保護は、スナップショットだけで実現することはできません。

アプリケーション統合型データ保護

HPE RMCは、仮想マシンとして稼働するVMware®、Microsoft SQL、Microsoft Exchange、
Oracle®、SAP HANA®、HPE 3PAR File Persona、およびMicrosoftのVSS対応アプリケーション
で、アプリケーション統合型保護を実現することでコストと複雑さを軽減します。VM、Oracle、SAP 
HANA、Exchange、およびSQLデータベースの管理者は、任意のネイティブ インターフェイスから直
接かつシームレスにアプリケーション整合性スナップショット、バックアップ、およびリカバリを管理で

きます。

またHPE RMCでは、HPE 3PAR、HPE Primera、またはHPE Nimble Storageで稼働するあらゆるア
プリケーションにおけるクラッシュ整合性バックアップおよびスナップショット作成が可能です。

プラグインの作成にAPIも提供されるので、開発者は、HPE RMCのスナップショット管理およびバッ
クアップのメリットを、SAP HANAなどの独自のビジネスアプリケーションと組み合わせることができ
ます。

HPE RMCとHPE 3PAR SSMCの統合で、データ保護管理の簡素化も促進されます。そのためHPE 
3PARストレージの管理者は、ボリュームをプロビジョニングする際に保護ポリシーを策定し、シンプ
ルな一元管理でエンドツーエンドのクラウド対応型データ保護を実現できます。

クラウド対応のデータ保護

HPE Cloud Volumes BackupとHPE Cloud Bank StorageをサポートするHPE RMCでは、クラウド
の優れた経済性、アジリティ、柔軟性によって最先端のデータ保護を実現します。

HPE Cloud Volumes Backupでは、既存のワークフローを変更することなく、またストレージタイプ
やバックアップ アプリケーションを問わず、バックアップ インフラストラクチャをクラウドに移行でき
ます。このサービスを活用するお客様は、パブリッククラウドのロックインとイーグレスコストを回避

しつつ、オンプレミスでの柔軟なリカバリによる運用復旧、またクラウドでの他のワークロード実行を

実現できます。

また、HPE Cloud Bank Storageでは、バックアップデータをHPE StoreOnceからパブリッククラウ
ド、プライベートクラウド、ハイブリッドクラウド、またはオンプレミスのオブジェクトストレージに簡

単に移行できるため、クラウドでの長期保持、アーカイブ、および確実なディザスタリカバリをシンプ

ルかつ効率的に実現できます。

バックアップデータを有効活用

HPE RMCを活用したバックアッププロセスでは、リアクティブな保護からプロアクティブな付加価
値のある保護へとレベルアップします。ストレージ統合型コピーデータ管理ソリューションにより、コ

ピーデータの急増や手動のデータプロビジョニングの問題が解決されるほか、リカバリ、テスト/開
発、分析、レポートにおける高速かつゼロインパクトの自動データアクセスも実現します。

データ移動の簡素化

HPE RMCでは、HPE Nimble Storage、HPE Primera、HPE 3PARアレイの間で双方向のデータボ
リューム複製が可能になり、ホストまたはハイパーバイザーに固有のツールや高額なネットワークベー

ス アプライアンスが不要になります。

HPE Pointnext Servicesを利用し
た効果的な投資
HPEバックアップ/リカバリ ソリュー
ションサービスの導入で、テクノ
ロジーの投資収益率 (ROI) の向
上、実装時間の短縮、バックアッ
プ環境への影響軽減、データ管
理の効率化を実現できます。HPE
インストレーション/スタートアッ
プサービスは、お客様環境におけ
るStoreOnceシステムの適切な導
入、統合、展開を確実にサポート
します。hpe.com/jp/ja/services/
pointnext.html
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