
Veritas Alta SaaS Protection
エンタープライズクラスのパフォーマンスと拡張性で 
SaaS アプリケーションデータを保護

かつては珍しかった SaaS（Software-as-a-Service）ア

プリケーションも今や多くの企業で標準的に採用されていま

す。SaaS アプリケーションの運用は通常、オンプレミスア

プリケーションと比べてはるかに簡単で、コストもかかりま

せん。それは、SaaS プロバイダがインフラ全体およびア

プリケーションソフトウェアの管理を行うからです。

ただし、共同責任モデルの採用によって、SaaS アプリケー

ションプロバイダは顧客データのバックアップについては責

任を負わないため、企業はランサムウェア攻撃と偶発的ま

たは悪意のあるデータ削除のリスクの両方にさらされること

になります。SaaS アプリケーションのデータを保護する責

任は、すべてお客様にあるのです。

ベリタスで SaaS アプリケーションデータを保護 

さまざまな SaaS プラットフォームに保存されているすべてのデータを保護しましょう。データを誤って削除したりランサムウェア攻撃を受けた

りしても、データをすばやく簡単にリカバリできるようにしておく必要があります。Veritas AltaTM SaaS Protection（旧称 NetBackup 

SaaS Protection）は、以下の製品に対応しています。

• Microsoft 365

 - Exchange Online のメールボックス、フォルダ、メッセージ、添付ファイル

 - SharePoint Online のサイト、フォルダ、ファイル、権限、メタデータ

 - OneDrive for Business のサイト、フォルダ、ファイル、権限、メタデータ

 - Teams のユーザー、チーム、チャネル、メッセージ、ミーティング録画ファイル、添付ファイル

• Google Workspace

 - Gmail のメールボックス、フォルダ、ラベル、メッセージ、添付ファイル

 - Google ドライブのファイル、フォルダ、権限、メタデータ

 -ドキュメント、スライド、スプレッドシート、図形描画、およびその他の G Suite アプリケーションのサポート

• Slack

 - チャネル、ユーザー、メッセージ、添付ファイル

• Box

 -ファイル、フォルダ、権限、メタデータ



SaaS データの保護以外の機能

Veritas Alta SaaS Protection は、SaaS アプリケーションデータを保護す

るだけでなく、以下の PaaS（Platform-as-a-Service）データのバックアッ

プとリカバリも行います。

• Amazon Web Services (AWS) S3

• Microsoft Azure Blob Storage

• Microsoft Azure File Storage

• オンプレミスの非構造化データ 

信頼性の高いバックアップと柔軟性のあるリカバリでデータ損失を
回避 

Veritas Alta SaaS Protection の BaaS（Backup-as-a-Service） は、

複数のリージョンとドメインにまたがって継続的にバックアップを実行し、優れた

パフォーマンスで常に最新のバックアップを提供します。SaaS および PaaS 

API とのシームレスな統合により、データの合成フルバックアップを容易に管理

できます。データストア全体のバックアップも実行できます。データのリストアは

個別でも一括でも行うことができ、元の場所にも別の場所にも復元できます。リ

カバリ機能では、アイテムレベルのリストアを実行できます。

すべてのデータオブジェクトのバックアップに加え、Veritas Alta SaaS Protection では、権限などの重要なメタデータのキャプチャとリス

トアも行えます。 

完全な制御 

バックアップポリシーと権限、およびホストされているクラウドのリージョンを設定することで、データレジデンシーを完全に制御し、データ主

権規制への準拠を簡素化できます。法的な開示要求やコンプライアンス監査が発生した場合は、検索結果を迅速にエクスポートできます。 

エンタープライズセキュリティ 

エンドツーエンドの暗号化、多要素認証、そして強化された詳細なロールベースのアクセス制御（RBAC）を使用して、ベリタスのデータ管

理プラットフォーム専用の SOC 2 タイプ II 準拠インスタンスに保存されているバックアップデータを保護します。

エンタープライズクラスの拡張性

SaaS および PaaS 環境は非常に大規模になる可能性があるため、企業の成長に合わせて拡張できるデータ保護ソリューションが必要です。

Veritas Alta SaaS Protection のバックアップストレージは、必要に応じて拡張し、数ペタバイト、数十億個のオブジェクトに簡単に対応で

きます。

Veritas Alta SaaS Protection が書
き込んだバックアップに変更を加えるこ
とはできません。当社はデータのバック
アップと保護がランサムウェア攻撃に対
する最も重要な防御線の 1 つと考えて
おり、ベリタスのおかげでデータの安全
性に自信を持てるようになりました”

Qatar Engineering & Construction 

Company、IT 責任者 

Nizar Radad 氏

ランサムウェアなどの最新
のサイバーセキュリティ脅
威によるデータの損失を防
止します。

ランサムウェア
からの保護

強力なバックアップおよびリ
ストア機能で、企業の重要
な Microsoft 365 アプリ
ケーションを保護します。

柔軟なリカバリ

大企業のニーズに合わせて
構築された、業界トップク
ラスのセキュリティアーキテ
クチャを備えています。

シングルテナント
ソリューション



ベリタスについて

Veritas Technologies は、マルチクラウドデータ管理のリーダーです。データの保護、リカ
バリ能力、コンプライアンスを確保するために、Fortune Global 100 の 95% を含む、先進
企業 80,000 社以上が、ベリタスのソリューションを導入しています。ベリタスは、ランサムウェ
アのようなサイバー攻撃がもたらす脅威に対してお客様が必要とする回復力を提供し、大規模な
環境でも信頼できると評価をいただいております。単一の統合されたアプローチを通じ、800 
以上のデータソース、100 以上のオペレーティングシステム、1,400 以上のストレージターゲッ
ト、60 以上のクラウドをサポートしており、ベリタスの実行能力に匹敵するベンダーは他にあ
りません。Cloud Scale Technology により、ベリタスは運用にかかる煩雑さや業務量を削減
しつつ優れた価値を提供する、自律型データ管理の戦略を提供しています。ベリタステクノロジー
ズ合同会社は、Veritas Technologies の日本法人です。
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弊社の Web サイトを参照してください。
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ベリタスが提供する最先端の SaaS アプリケーションデータ保護機能

バックアップ範囲 リカバリオプション セキュリティ プラットフォーム

Microsoft 365 個別リストア 改ざん不可能なストレージ
SaaS

（Software-as-a-Service）

Google Workspace 一括リストア IP 許可 / 拒否リスト データレジデンシーの制御

Slack ポイントインタイムリストア エンドツーエンドの暗号化 柔軟な配備オプション

Box リストア場所の選択 多要素認証 マルチリージョンのサポート

Amazon S3
エクスポート用のデータの

パッケージ化
シングルサインオン（SSO） マルチドメインのサポート

Azure Blob および File 

Storage

リカバリ時間目標（RTO）の

低減
アクセス制御リスト（ACL） ペタバイト規模の拡張

リカバリポイント目標（RPO）

の低減

ランサムウェア攻撃への

耐障害性の提供

強化されたロールベースの

アクセス制御（RBAC）
無制限のデータ保持期間

 Veritas Alta SaaS Protection

クラス最高のパフォーマンス、
拡張性、安全性を大企業に提
供します。

拡張性

専用テナントと複数地域にま
たがるサポートにより、デー
タ主権の管理が可能です。

データ主権

Veritas Alta SaaS Pro tec tion
のソリューションスイートは、エ
ンタープライズデータ保護市場の
リーダーに認定されています。

市場での
リーダーシップ

http://veritas.com/ja/jp
http://veritas.com/ja/jp/company/contact

