
Veritas NetBackup 10.1.X 
費用対効果が高く安全で持続可能なクラウドを提供

Veritas NetBackupTM 10.1.X は、業界で最も高度であり、クラウド向けに最適化された大規模なデータ保護ソリューションを提供し、

オンプレミス、クラウド、クラウドネイティブの SaaS アプリケーションにおける保護とデータ管理を実現します。最新リリースでは引き続きデー

タ保護を大幅に簡素化し、クラウドワークロードのサポートを拡張するとともに、新しいレジリエンス機能を提供してエッジからコア、クラウド

にわたって保護を強化します。

マルチクラウド向けに最適化

NetBackup 10.1.X では、さらに多くのワークロードに対応できるように保護を拡張し、PaaS ワークロードのサポートを大幅に強化して、

クラウドプロバイダ 3 社での 9 つの新しい PaaS ワークロードに対するフルバックアップおよびリカバリをサポートします。NetBackup によっ

てクラウドワークロードが柔軟かつ完全にサポートされるようになったため、企業はクラウドプロバイダから MSDP ストレージプールへとワー

クロードを移動して、データの最適化と重複排除を行い、効率的なオブジェクトストレージでワークロードを容易にリカバリできるようになります。

クラウドデータをバックアップストレージから直接利用できるため、圧縮、暗号化、そして重複排除したデータをユーザーは活用できるように

なります。 

NetBackup は、自動化されたインテリジェントポリシーと弾力性に優れたサービスによって、従来のアプリケーション、PaaS (Platform as 

a Service) アプリケーション、SaaS (Software as a Service) アプリケーション、コンテナベースのアプリケーションを含め、今までにな

く広範なワークロードで保護の強化と運用の簡素化を実現します。エッジ、オンプレミス、クラウドにわたり、回復力を備えたインテリジェント

でイベント駆動型のワークロード保護を安全かつ連携して提供し、以下の新機能によって人的エラーと時間のかかる管理タスクを最小限に抑

えてデータ保護の運用負荷を軽減します。 

• SaaS アプリケーションデータ保護の統合 

• マルチクラウドの分析とインサイトの統合 

• Kubernetes のマルチクラウドリカバリ 

• サブスクリプションライセンス 

• Cloud Scale Technology 

• サイバーレジリエンスの強化

NetBackup 統合 SaaS アプリケーションデータ保護 

クラウドネイティブの SaaS アプリケーションデータ保護機能は、

NetBackup ファミリーに統合されました。Veritas AltaTM 

SaaS Protection （旧称 NetBackupTM SaaS Protection) 

を使用すれば、単一のコンソールからすべてのアプリケーション

と環境にわたってデータを検出、監視、保護し、企業全体のデー

タ保護プロファイルを単一ビューで把握できます（図 1 を参照し

てください）。Veritas Alta SaaS Protection には、元の場

所や代替場所、一括、オブジェクトグループ別、単一ファイル、Teams のチャット単位など、柔軟なリストアオプションが用意されています。

俊敏性、回復力、クラウドの移行性は Veritas Alta SaaS Protection によって強化されます。

また、管理者の操作なしに、新しいユーザー、メールボックス、フォルダを自動検出する、など、SaaS ワークロードの自動データ保護も用

意されています。それぞれの新しいバックアップでは最終バックアップ以降に変更されたデータのみがコピーされるため、クラウド帯域が節約

され、バックアップ時間が短縮されます。 

図 1. NetBackup は各種 SaaS アプリケーションや 
環境全体でデータを保護します。
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サイバーレジリエンス

ビジネスリーダーの 96% 以上が、ランサムウェアを重大な脅威、かつ主な懸念事項であると考えています。ランサムウェアは拡大し続けて

おり、攻撃の増加数、身代金の支払い額、攻撃によるダウンタイムがもたらすコストはどれも指数関数的に上昇しています。ランサムウェアほど、

世界中の企業のデータと活動を脅かすものはありません。環境とデータを保護し、リカバリ可能にすることが、エンタープライズデータ保護ソ

リューションの重要な要件です。 

Veritas NetBackup の包括的なデータ保護ソリューションなら、リスクを軽減し、不確実性をなくし、環境の制御を維持できます。

NetBackup の回復力戦略では、マルチクラウドとハイブリッドクラウドにおいて 3 ステップのアプローチを使用し、データに損害を与える悪

質な脅威に対してデータとインフラを強化して、ランサムウェアから確実に防御します （図 2 を参照してください）。

1. 保護 - システムのハードニングと改ざん防止機能によってデータの完全性を確保

2. 検出 - システムアクティビティに関する監視とレポート機能で脅威と脆弱性を軽減

3. 回復 - システム間の完全なリストアと業務を中断しないリハーサルの自動化とオーケストレーション

セキュリティ、ランサムウェア、回復力に関して、NetBackup 10.1.X では次の強化が行われています。

• AI による異常検出の拡張、マルウェアスキャンの自動化、クリーンリカバリ  

• 分離されたリカバリ環境のサポート (IRE) 

• Flex および Flex Scale アプライアンス用の FIPS/STIG 準拠コンテナ (NetBackup 10.1.1 以降）

• 期限切れアラート付きの証明書移行 (NetBackup 10.1.1 以降）

AI による異常検出の拡張、マルウェアスキャンの自動化、クリーンリカバリ 

NetBackup は、人工知能による異常検出機能をマルウェアスキャンの自動化によって強化します。バックアップ処理中、バックアップの異常

チェックはほぼリアルタイムで行われます。異常が疑われる場合、マルウェアスキャンが自動的に開始され、バックアップにマルウェアが含ま

れているかどうかを判断します。NetBackup 10.1.X の拡張された統合マルウェアスキャンは、非構造化データと VMware ワークロードを

サポートし、環境全体を確実に保護します。 

マルウェアスキャンは、リストア前に「最新の正常」を特定するためにも使用されます。システムログに保存される異常およびマルウェアスキャ

ンアラートは、SIEM プラットフォームなどの早期警告システムに容易に取り込めるようになりました。このデータを IT インフラ内の他のサー

ビス、デバイス、エンドポイントによって生成されるセキュリティアラートと組み合わせれば、資産全体の可視性がさらに高まり、潜在的な脅

威の認知と対応が向上します。また、これらの強化により、NetBackup は、マルウェアスキャンでバックアップイメージの感染が検出された

場合、保護対象資産のデータ保護アクティビティを自動的に一時停止できます。そのアクティビティには、バックアップ、重複排除、保持期

限などがあります。さらに、API を使用すると、SOAR/XDR プラットフォームで、セキュリティまたはメンテナンスイベントに基づいてデー

タ保護アクティビティを一時停止または再開できます。マルウェアが含まれていない最新のバックアップを特定し、そしてリカバリする機能は、

図 2. NetBackup がサイバーレジリエンスを確保するために実行する 3 つのステップ。
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重要な業務の迅速なリカバリには不可欠なものです。リカバリ時に、感染したファイルを一切含まないようにすることも不可欠です。これらのファ

イルを除外し、再感染の可能性を防止する機能により、最新のバックアップをリカバリでき、業務を攻撃前の最も近い時点へと戻すことができ

ます （図 3 を参照してください）。

包括的な計画、および NetBackup 10.1.X が備えているツールと NetBackup ファミリーが提供する改ざん不可能なストレージの組み合

わせ、パブリッククラウド向けの NetBackup オブジェクトロックとランサムウェア攻撃からのリカバリリハーサルはいずれも、サイバーレジリ

エンスとエンタープライズデータのセキュリティに関する安心を実現するために必要なコンポーネントです。 

マルチクラウドサイバーレジリエンスのための新しい機能強化 

新しい分離されたリカバリ環境機能により、企業は複雑さを増すことなく回復力戦略を大幅に強化できます。NetBackup 10.1.X では、

データを脅威から分離して保護するときに追加のインフラを必要としません。既存のファイアウォールの周囲には分離境界が作成されます。

また、NetBackup はプル方式を厳密に使用し、バックアップデータを潜在的な脅威から分離しながらデータを転送します。これにより、

NetBackup は、本番環境から分離されたリカバリ環境へ悪質なアクティビティが取り込まれるリスクを排除します。

暗号化を搭載し STIG に準拠したプラットフォームに構築された、到達不可能な分離環境でデータの改ざんおよび消去防止を維持しながら、

Flex アプライアンスを使用し続けるか、別のアプライアンスを実装するかを選択できるようになりました。

今日、SaaS アプリケーションデータのマルウェアからの保護は、すべての企業にとって重要な優先事項です。Veritas Alta SaaS 

Protection との統合により、複数の SaaS アプリケーションにわたるビジネスクリティカルデータの包括的な保護、ガバナンス、回復力の

向上を実現します。さらに、オンプレミスでの SaaS アプリケーションデータの改ざん不可能なエアギャップコピーも提供されるようになりま

した。NetBackup Access LTR アプライアンスに保存される、Google Workspace、Microsoft 365、その他の多くの SaaS アプリケー

ションのデータのオンプレミスエアギャップコピーは、ランサムウェア攻撃からの回復力をさらに強化して迅速なリストアを実現するだけでなく、 

これまで取得できなかった重要なガバナンスコンプライアンス要件への対応にも役立ちます。

図 3. NetBackup の異常検出およびマルウェアスキャン機能の概要。
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SAP ワークロードに関する新しい保護

NetBackup は、SAP HANA とのデータ管理統合に関する SAP 認定を取得しました。SAP HANA 認定により、お客様は、SAP と 

NetBackup の互換性認定を確認して NetBackup を配備できます。また最大規模の SAP データベースも確実に保護され、リカバリ可能にな

ります。詳しくは、https://www.sap.com/dmc/exp/2013_09_adpd/enEN/#/solutions?id=s:474019e7-51b3-4190-9906-b7e1735b2dc5 

を参照してください。

クラウドデータの確実な保護

Veritas AltaTM Data Protection for NetBackup Cloud Workloads により、Cloud Scale Technology を搭載した NetBackup は、

60 以上の異なるクラウド環境にわたってワークロードを保護します。Veritas Alta Data Protection は、柔軟なディザスタリカバリオプション、

弾力性のあるインフラによるクラウドコストと二酸化炭素排出量の削減、ネイティブのコンテナ保護とリカバリ、高度なストレージテクノロジ、

AI によるランサムウェア対策の自動化によって、規模の制限なく、クラウドワークロードを業界で最も広範に保護します。

NetBackup IT Analytics Foundation の統合 

NetBackup 10 で導入された NetBackup IT Analytics 

Foundation の統合により、クラウドと情報をデータに関するインサ

イトにまとめ、ハイブリッドクラウド環境とマルチクラウド環境でイン

テリジェンスを提供する機能が実現しました。NetBackup 10.1.X 

では、情報を使用してこれらをさらに強化し、パフォーマンスを最適

化してリスクを軽減します。運用の非効率性をピンポイントで指摘し、

閾値ベースのバックアップの不整合を特定し、情報の単一ソースレ

ポートを作成することで、必要な変更を容易に特定し、対策を講じる

ことができます （図 4 を参照してください）。 

これらの分析を使用すれば、適切なサイジングとクラウドインフラの 

最適化を通じてクラウドコスト全体を削減できます。複数のクラウドサービスプロバイダからのインサイトを統合すれば、正確なコストを特定

できます。また、今後の分析と行動に向けてパブリッククラウド費用を集約することもできます。

Kubernetes のマルチクラウド、マルチディストリビューションリカバリ 

NetBackup は、オンプレミスまたはクラウドでの展開にかかわらず、あらゆる Kubernetes ディストリビューションを保護するためにチー

ムが必要とする一貫性と移植性を提供することにより、Kubernetes を業界で最も幅広くサポートしています。これは、NetBackup for 

Kubernetes が運用の簡素化、エンタープライズクラスの回復力、Kubernetes ワークロード保護のための選択肢と柔軟性を提供するよう

に設計されているためです。

Kubernetes ワークロードは、NetBackup Web UI で利用可能な任意のストレージターゲットにバックアップできます。またクラウドについ

ては、Kubernetes データ保護処理が NetBackup の Elastic Cloud AutoScaling によって効果的に管理され、必要に応じて動的にク

ラウドインスタンスをプロビジョニングおよび削除して、コスト効率を最大限に高めます。さらに、スナップショットからのバックアップ、アプリケー

ションとの整合性を確保した Kubernetes クラスタバックアップ、重複排除、バックアップストレージの階層化のためのイメージ複製 （ストレー

ジライフサイクルポリシー (SLP))、AIR がすべて組み込まれています。また、これらの Kubernetes 機能は、ランサムウェア攻撃からの回

復力に関する NetBackup のすべての機能と完全に統合されており、データは常にリカバリ可能です。 

NetBackup for Kubernetes の特長は、インストール、設定、管理の簡素化です。インテリジェントポリシーは、Kubernetes クラスタで

すべての名前空間とそのラベルを動的に検出し、お客様が定義したパラメータに基づいて名前空間を保護計画に追加します。このプロセスに

よって自動保護が確実になり、データ損失のリスクが軽減し、ユーザーは、特定のリソースを容易に含めたり除外したりする機能によってアプ

リケーションの保護方法を細かく制御できます。 

Kubernetes を実行しているお客様の 50% 以上が複数のディストリビューションを実行しています。Kubernetes を利用する大きな要因の 

1 つが移行性、つまりオンプレミスと各種クラウド間での移動が可能なことです。NetBackup では、別のバックアップ製品を必要とするこ

となく、必要な数の Kubernetes ディストリビューションを実行できます。NetBackup は、オンプレミスまたはクラウドにあるすべての 

Kubernetes 環境のバックアップを統合します。また、マルチクラウド、クロスディストリビューションリストアが可能なため、ディザスタリカ

バリ (DR) 機能が大幅に強化されます。このデータモビリティにより、Kubernetes ユーザーは、バックアップとリカバリの最も効率的で包括

的な選択肢を得られるだけでなく、必要に応じて Kubernetes 環境を選択して変更することができます。

図 4. クラウドと情報インサイトを統合した、NetBackup IT Analytics Foundation の
単一ソースのレポートの例。
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Cloud Scale Technology

企業の 90% は、クラウドの使用が事前の計画を上回ると予想しています。ただし、クラウドの導入が増加するにつれ、その費用も増大し

ていきます。ほとんどの企業がそのクラウドコストに驚きます。クラウドリソースの浪費対策とクラウドコストの最適化は最重要事項です。

Veritas Alta Data Protection for NetBackup Cloud Workloads は、効率的なデータ管理とリソースの使用を実現して、エグゼクティ

ブが効率的なクラウド費用という優先事項に対応できるようにします。 

ベリタスの Cloud Scale Technology は、Kubernetes および SaaS ベースのアプリケーションを含む、拡張されたワークロードに対す

る保護の強化と運用の簡素化を実現します。回復力を備えたイベント駆動型のワークロード保護を安全かつ自動化、連携して提供し、以下を

活用してコスト効率に優れ、安全かつ持続可能なクラウドを実現します。 

• Amazon Web Services (AWS) および Azure 向けの弾力性に優れたバックアップとリカバリサービス

• AWS および Azure 向けの弾力性に優れたクラウドのオートスケールの強化

• 弾力性に優れたクラウド重複排除エンジン

スナップショットからのエージェントレスバックアップは、クラウド向けに最適化され、アプリケーションの整合性を確保した、効率的なマルチク

ラウドデータ保護を実現します。クラウドインテリジェントポリシーは、Azure、AWS、Google Cloud Platform で自動的にワークロードを

検出し、クラウドベースのスナップショット保護を管理します。 

ソースでのデータ最適化と最もコスト効率に優れたクラウド層へのデータの直接保存により、クラウドでのコスト効率に優れた長期保持が実現

します。 

NetBackup の多層レプリケーション、場所 （オンプレミスかクラウドか） を問わないリストア機能、NetBackup の完全なサイバーレジリエ

ンス機能の適用により、データは常に利用およびリカバリ可能です。

AWS および Azure 向けの弾力性に優れた新しいバックアップとリカバリサービス 

AWS や Azure でワークロードを実行している企業は、NetBackup のスナップショットからのバックアップ機能により、スナップショットデータを

クラウド内の低コストのストレージ層、ベリタスの Storage-as-a-Service 製品である Veritas AltaTM Recovery Vault （旧称 NetBackupTM 

Recovery Vault)、または自社のオンプレミスストレージに移動してストレージコストを削減することが可能です。Cloud Intelligent Policy 

を使用すると、バックアップ管理者が事前に定義した条件に基づいてこのプロセス全体を自動化できます。また、クラウドへのアーカイブにつ

いては、Veritas Alta Recovery Vault ではクラウドアーカイブストレージ層のコストが大幅に削減されており、企業のニーズに最適なリカ

バリ時間およびコスト構造を柔軟に選択できます。

AWS および Azure 向けの弾力性に優れたクラウドのオートスケールの強化 

クラウドコストはクラウドの導入に妥当な金額でなければなりません。しかし、クラウドへ移行するワークロードが増えるにつれ、企業は  

20 ～ 50% をクラウドで浪費しています。NetBackup には、クラウドコンピューティングリソースの使用を必要な場合のみに抑えることで

クラウドコストを削減する重要な機能が用意されています。イベント駆動型で、AWS および Azure 向けの弾力性に優れたクラウドのオート

スケールにより、クラウドインスタンスは必要に応じて自動的に配備および削除され、企業が必要とする最適なクラウドリソースが適切なタイ

ミングで提供されます。AWS および Azure 向けの弾力性に優れたクラウドのオートスケールにより、クラウドコンピューティングリソースは

必要な場合にのみ使用されます。
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新しい NetBackup の弾力性に優れたクラウド重複排除エンジン

マルチクラウド環境のスナップショットによって最適化されたアプリケーションとの整合性を確保したバックアップに加え、NetBackup の弾力

性に優れたクラウド重複排除エンジンが、クラウドデータの長期維持の全体コストを 95% 削減します。NetBackup 10.1.X のクラウド重複

排除エンジンは、コンテナ化されたシンプルな配備であり、静的なインスタンスを不要にし、クラウドコンピューティングインスタンスのコスト

を削減する一方、処理できるデータ量を増やします。 

ベリタスの強み 

ベリタスは、Fortune 500 に選出されたグローバル企業の 87% をはじめとする世界中のあらゆる規模の企業にエンタープライズデータ管

理を提供することによって信頼を得ています。Cloud Scale Technology 搭載の Veritas NetBackup は、コスト効率に優れた安全な持

続可能性を企業のクラウドエクスペリエンスにもたらします。SaaS、分析、自動化されたオンデマンドサービスを独自に統合して、すべての

クラウドでデータを保護しながら、運用の俊敏性と制御を高めます。ソフトウェアベースで特定のベンダーに縛られることのないプラットフォー

ムであり、基盤となる環境ではなく情報の価値に焦点を当てた独自の視点を持っています。現在の企業は、データを重要な資産として管理し、

ファイル損失、セキュリティ攻撃、予期せぬ業務中断などの大惨事が発生した場合に重要なデータを迅速にリカバリする必要があります。

今日のデータ集約型の社会では、すべての企業がデータの保護と管理に関して同じ問題、課題に直面しています。データ保護分野トップのベ

ンダーのソリューションとして最大規模のエクサバイトを管理できる NetBackup は、あらゆる規模のワークロードをペタバイトレベルの容量

で大規模に保護できるため、ポイントソリューションが不要になります。NetBackup により、回復力そして場所を問わないオンデマンドアク

セスを確保し、世界中で増加を続ける膨大なデータの保存に伴うリスクとコストを低減します。

詳しくは、https://www.veritas.com/ja/jp/protection/netbackup をご覧ください
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