
 

 

データ シート 

DELL EMC DATA PROTECTION 
SUITE ENTERPRISE EDITION 

すべての環境をデータ保護 
Dell EMC® Data Protection Suite Enterprise Editionは、あらゆるタイプとサイズの組織のニー

ズを満たすように構築された包括的なソリューションを通じて、業界をリードするデータ保護をエ

ンタープライズ組織に提供します。お客様のデータ保護環境がミッション クリティカルなアプリケ

ーションを多数抱えている場合でも、完全に仮想化されている場合でも、NASやテープ アウトな

どさまざまな用途をサポートする要件付きのバックアップ/リカバリを重視している場合でも、また

はこれらの複雑な組み合わせである場合でも、Data Protection Suite Enterprise Editionはお

客様のビジネスのニーズを満たすよう設計されています。レプリケーション、スナップショット、バ

ックアップ、アーカイブにわたる幅広いテクノロジーを備えたEnterprise Editionは、データの価値

やサービス レベルに基づく保護を、ビジネス目標に合わせて実現します。 

データ保護の課題 

データの急増、コンプライアンスへの取り組み、厳しいSLA（Service Level Agreement）、バック

アップ ウィンドウの短縮により、企業はデータ保護の方法を再考しています。ITチームは、仮想

化の促進によるさらなる課題と、エンタープライズ全体に存在するデータを、より効率的に保護す

る必要性に直面しています。 

現実には、ほとんどの企業がオン プレミスの従来型インフラストラクチャから、仮想化環境、ハイ

ブリッドおよびパブリック クラウドに至るまで、複数の場所でアプリケーションとデータを管理して

います。お客様は当面、これらの環境を複数保護することが必要になる可能性が高いため、現

状のランドスケープを踏まえ、すべての利用モデルでデータを保護するデータ保護戦略が必要に

なります。また同時に、保護と可用性は、データのビジネス価値と、ビジネス目標に合わせたサ

ービス レベルに基づく必要があります。 

従来のソリューションは、サーバ、デスクトップ、ノートブック、オフィスに存在する重複データ ファ

イルやサブファイルのデータ セグメントなど、すべてを繰り返しバックアップしてしまうため、効率

的ではありませんでした。日次の増分バックアップと週次のフル バックアップを組み合わせると、

重複データの量は非常に大きくなり、しばしばパフォーマンスの低下とコストの増加を招きます。

大規模な環境でデータをリカバリするためのバックアップの検索は、非常に面倒な作業になって

います。 

データ保護、分析、運用、テスト、開発などのさまざまな活動から生成されるコピー データは、急

激なデータ増大の主な要因となっています。このようなコピーの無秩序な増加は最終的にリスク

の増大、効率の低下、コストの増加につながります。コピー データの急増の背景にある主な原因

はセルフ サービスへの移行です。グローバル管理が行われていないため、企業全体でコピー作

成がサイロ化しています。このコピー データの問題を解決するには、企業全体でインフラストラク

チャ効率の最適化、運用の合理化、エンタープライズ全体にわたるサービス レベルへの準拠の

実現に重点を置く、データ管理のモダンなアプローチが必要になります。 

さらに、堅牢なデータ アーカイブ プロセスが不足している企業では、運用効率の低下が発生しま

す。このため、ユーザーの生産性が低減するリスクを負うだけでなく、ストレージやバックアップの

コストも増加します。組織は、アーカイブ化したEメール、ファイル、および、大量の証拠開示、規

制コンプライアンス、法的証拠保全をサポートするMicrosoft™ SharePoint®のコンテンツに速や

かにアクセスする必要もあります。 

ポイント 

価値 

 レプリケーション、スナップショット、バックアッ

プ、アーカイブにわたる幅広いテクノロジーを

使用してデータを保護 

 Dell EMC Data Domain®で、業界で最も密接

な統合を実現し、38倍の重複排除率を提供 

 ファイルと NASのバックアップに対する統合

したインデックスと検索を実現 

 テープの代わりとして、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 クラウドへの

長期保存を活用 

 セルフ サービスのワークフローを維持しなが

ら、コピー データのグローバルな監視および

管理機能を提供 

 任意のポイント イン タイムへのレプリケーショ

ンとディザスタリカバリを実現 

シンプル 

 一元管理、分析、レポート作成機能を提供 

 アプリケーション オーナーはネイティブ ツー

ルの使用が可能 

 オン プレミスでもクラウドでも共通したユー

ザー エクスペリエンスを実現 

柔軟性 

 オン プレミスから仮想化環境、ハイブリッド

およびパブリック クラウドにいたるまで、すべ

ての利用モデルに対応 

 アプリケーションをサポートしながら、広範な

マルチ プラットフォームのサポートを実現 

 物理環境および仮想環境で、いつでもソフト

ウェアを組み合わせて導入が可能 

投資保護 

 総所有コストの削減 

 アーカイブでストレージ階層を最適化し、パフ

ォーマンスの最大化とコストの削減を実現 

 データの増加や環境の発展に合わせて既存

の混在環境を変更 



構成の内容： 

Data Protection Suite Enterprise Editionのコンポーネントを組み合わせることにより、組織の環

境要件に適合する包括的なデータ保護を実現します。Enterprise Editionの各製品は、業界をリー

ドする固有の機能を提供することにより、企業のITインフラストラクチャのSLAやSLOを総合的に管

理できるようにします。この製品には、次のテクノロジーが使用されています。 

AVAMAR 

Dell EMC Avamarでは、Data Domain Boostによる統合と、統合可変長重複排除テクノロジーを

通して、高速かつ効率的なバックアップ/リカバリを可能にします。Avamarは、仮想環境と物理環

境、NAS（ネットワーク接続型ストレージ）、エンタープライズ アプリケーション（Microsoft、IBM 

Lotus、IBM DB2、Oracle、SAP、Sybase）、リモート オフィス、デスクトップ/ノートパソコンに対し

て行われる日次の高速フル バックアップに最適化されています。Data Domain Boostを使用して

データを重複排除し、その日の変更部分のみを特定することによって、バックアップ ストレージと

ネットワーク帯域幅の消費を最大99%まで削減できます。セキュリティとコンプライアンスの規制に

対応するため、転送中のすべてのデータは常に暗号化され、圧縮されます。Dell EMC Data 

Domain Cloud Tierにより、Avamarは、Dell EMC Elastic Cloud Storageプライベート クラウド、

Virtustreamストレージ クラウドによるエンタープライズ クラスのパブリック クラウド オブジェクト ス

トレージ サービス、選択した追加のパブリック クラウド サービスに、効率性と安全性の高いバック

アップのLTR（長期保存機能）を提供します。Data Domain Virtual Editionによって構成された

Avamarは、AWSやAzureで動作するアプリケーションのデータを保護できます。さらに、Avamar

はパブリック クラウドへのディザスタリカバリを実現します。AVE（Avamar Virtual Edition）はソフ

トウェア デファインド データ センター内のデータ保護の導入をシンプル化します。 

NETWORKER 

エンタープライズ レベルのパフォーマンスと柔軟性を備えたDell EMC NetWorkerバックアップ/

リカバリ ソフトウェアは、IT環境全体におけるデータ バックアップ/リカバリを一元化、自動化、迅

速化して、高速、安全かつ管理が容易な方法により、重要なビジネス データを保護します。 

Data Domain Cloud Tierにより、NetWorkerは、Dell EMC Elastic Cloud Storageプライベート 

クラウド、Virtustreamストレージ クラウドによるエンタープライズ クラスのパブリック クラウド オブ

ジェクト ストレージ サービス、選択した追加のパブリック クラウド サービスに、効率性と安全性の

高いバックアップのLTR（長期保存機能）を提供します。また、NetWorkerをCloudBoostとともに

使用すると、クラウドのオブジェクト ストレージを介したクラウド内バックアップやクラウドへの直接

バックアップにより、エンタープライズ アプリケーションを保護できます。これにより、オペレーショ

ン リカバリ用の短期バックアップや、コンプライアンス向けの長期バックアップが可能になります。

これらのDell EMCソリューションは、LTRであれ、クラウド内バックアップあるいはクラウドへの直

接バックアップであれ、同じエンタープライズ レベルのユーザー エクスペリエンスを実現します。 

NetWorker Virtual Editionは、ソフトウェア デファインド データセンターの導入を高速化します。

NetWorkerライセンスには、バックアップおよびリカバリ用に最適化された事前構成済みの仮想

アプライアンスが含まれています。 

PROTECTPOINT 

Dell EMC ProtectPointは、アプリケーション サーバへのバックアップの影響を排除しながら、バッ

クアップの高速化（最大20倍）および効率化、リカバリの高速化（最大10倍）を実現することができ

ます。プライマリ ストレージと業界をリードする保護ストレージの統合により、ProtectPointは、ネイ

ティブ バックアップのメリットを提供しながら従来のバックアップ アプリケーションを排除し、コストの

削減と複雑さの排除を実現しました。全体として、ProtectPointはスナップショットのパフォーマンス

とバックアップの機能を提供します。 

DD BOOST FOR ENTERPRISE APPLICATIONS 

Dell EMC DD Boost for Enterprise ApplicationsはDD Boostテクノロジーを使用してクライアン

ト側で重複排除を実行し、バックアップを50%高速化します。DD Boost for Enterprise Appsは、

Oracle RMAN、Microsoft SQL Server、IBM DB2、SAP、SAP HANAと直接統合します。アプリ

ケーション オーナーとデータベース管理者は、ネイティブ アプリケーション ユーティリティからData 

Domainシステムに至るまで、バックアップを直接的に制御および把握できるようになります。これ

により、アプリケーション オーナーが望むとおりの制御が可能になり、アプリケーション保護のた

めにストレージがサイロ化するのを避けることができます。 



仮想マシン向けRECOVERPOINT 

RecoverPointファミリーのメンバーであるDell EMC RecoverPoint for Virtual Machinesは、

VMware仮想環境のデータ保護を新定義します。VMレベルの細分性でVM（仮想マシン）を保護

し、任意のPiT（ポイント イン タイム）へリカバリできるローカルまたはリモートのレプリケーション

機能を備えています。WAN帯域幅の使用率を効率化することにより、あらゆる距離での同期ま

たは非同期レプリケーションをサポートするRecoverPoint for VMsは、VMware vCenterから直

接アクセスできる組み込み型のオーケストレーション機能と自動化機能を活用して、ディザスタリ

カバリ、ディザスタリカバリのテスト、オペレーション リカバリをシンプル化します。RPOゼロを実

現してビジネス継続性を確保することができます。信頼性が高く、反復可能な自動化されたDRワ

ークフローにより、お客様のデータ保護とリカバリ運用の効率が向上します。この完全に仮想化

されたデータ保護製品は、堅牢なRecoverPointエンジン上に構築されています。 

管理 

Dell EMC AppSyncは、本番データのコピーを生成して使用するプロセスをシンプルにし、自動

化します。AppSyncは基盤となるEMCストレージとレプリケーション テクノロジーを抽象化し、ア

プリケーションを緊密に統合することによって、アプリケーション所有者が、データ リパーパス、オ

ペレーション リカバリ、ディザスタリカバリのコピー需要を、1つのユーザー インターフェイスを使

って満たせるよう支援します。ストレージ管理者が考慮する必要があるのは初期設定とポリシー

管理のみとなり、アジャイルで円滑なプロセスの実現につながります。 

DATA PROTECTION ADVISOR 

Dell EMC Data Protection Advisorを使用すると、すべてのデータの収集と分析を自動化して一元

化できます。また、データ保護環境とアクティビティを1つの包括的なビューで把握できます。バック

アップ/リカバリ インフラストラクチャ、レプリケーション テクノロジー、ストレージ プラットフォーム、エ

ンタープライズ アプリケーション、仮想環境の自動監視、分析、レポート作成を行うことにより、コス

トを削減し複雑さを軽減しながら、より効果的にサービス レベルを管理することができます。 

ENTERPRISE COPY DATA MANAGEMENT 

Dell EMC Enterprise Copy Data Management（eCDM）は、プライマリ ストレージと保護ストレ

ージ間にわたってコピー データ管理を実現し、500億ドルのコピー データの問題に対応します。

eCDMは、グローバルな監視によるセルフ サービス データ管理を提供することで、効率性を最

大限に高め、運用を合理化し、サービス レベルへの一貫した準拠を保証します。eCDMは、実践

につながるインサイトに基づき、全社規模での無停止のコピー検出、SLOコンプライアンスの自

動化、運用の最適化を実現します。 

SOURCEONE（Eメール、ファイル、MICROSOFT SHAREPOINT向け） 

Dell EMC SourceOneでは、業界をリードするアーカイブとコンプライアンス ソリューションにより、

組織はEメール、ファイル、SharePointを効率的かつコスト パフォーマンスの高い方法で管理で

きるようになります。SourceOneは情報に対する完全な所有権と制御を組織に与えます。お客

様は、貴重なプライマリ データ ストレージ領域を再利用し、サーバと運用のパフォーマンスを最

適化して、企業のコンプライアンス規制、電子情報開示、訴訟のニーズに対応することにより、コ

ストを削減できます。 

実現テクノロジー 

CLOUDBOOST 

NetWorkerは、CloudBoostを使用することで、Dell EMC Elastic Cloud Storageパブリック クラ

ウドを介してプライベート クラウドに、またVirtustream Storage Cloudなどの業界をリードするパ

ブリック クラウド サービスを介してパブリック クラウドに、効率性と安全性の高いバックアップ長

期保存機能を提供します。NetWorkerをCloudBoostとともに使用すると、パブリック クラウドで

実行されているエンタープライズ アプリケーションの保護と、オン プレミスのワークロードのクラ

ウドへの直接バックアップも実現します。同じソリューションで、オペレーションと長期保存の両方

の目的で、クラウド ベースのバックアップ/リカバリをサポートし、バックアップのコピーをオン プレ

ミスで保持するかどうか指定できます。このクラウド対応ソリューションは、あらゆる利用モデル

のデータ保護に取り組む、Dell EMCの強い意志を表しています。 



DATA PROTECTION SEARCH 

DP Search（Data Protection Search）は統合されたインデックス、検索、リカバリ機能を備えて

おり、NetWorkerとAvamar全体で迅速、具体的かつ正確な結果を生成します。導入後は、一般

的なWebブラウザからアクセスできます。DP Searchを使用すると、検索時に、Googleのような

シンプルな検索インターフェイスを介して検索結果を迅速にビジュアル化し、分析する機能を利

用できます。バックアップのメタデータのみとフル コンテント インデクシングの両方へのサポート

が提供されます。またオリジナル クライアント、同じタイプの代替クライアント、ファイル システム 

クライアントのいずれかへの検索ヒットをリストアできます。 

完全なエンタープライズ保護 

保護する容量が1TB以上ある企業の組織は、導入するData Protection Suite Enterprise Edition

の各製品内のコンポーネントを、任意の組み合わせで自在に選択できます。時間とともに増大する

データと変化する要件にあわせて、組み合わせを変更できます。その結果アプリケーションやデー

タを効果的に保護し、パフォーマンスを向上させ、コストを削減し、リスクを軽減できます。 

Data Protection Suite Enterprise Editionは、MozyEnterprise®によるオプションのクラウド デ

ータ保護を提供します。これにより、安全な同期、共有、コラボレーション、リアルタイムのドキュメ

ント保護を、デスクトップ ユーザーやノートパソコン ユーザーに提供します。 

Data Protection Suite Enterprise Editionのオプションのアドオンとして、SourceOne Discovery 

Managerも利用できます。SourceOne Discovery Managerは、法務検索、SourceOneと

SourceOne Email Supervisor（メール通信記録を監視するシンプルで生産性の高いツールを提

供）によりアーカイブされたすべてのコンテンツの保全を実現することにより、訴訟やコンプライア

ンスへの対応を可能にします。また、SourceOne Email Supervisorは、知的財産の漏洩、分別

の欠如、不十分なカスタマー サービスのやりとりなどの責任リスクを軽減します。 

包括的なデータ保護ソリューションには、Dell EMCデータ保護ソフトウェアと保護ストレージのパ

ワフルな組み合わせを活用してください。Data Protection Suite Enterprise Edition with Data 

Domainを使用して、データ漏洩リスクの軽減、業界をリードする重複排除、優れたパフォーマン

スを体験してください。 

シンプル、柔軟性、投資保護 

Data Protection Suite Enterprise Editionは、さまざまな環境を保護するためのオプションを提

供する構成になっています。 

Dell EMCは、連携を目的に設計された革新的なエンド ツー エンドのソフトウェアと、保護ストレ

ージのソリューションを提供しています。Data Protection Suite Enterprise Editionは、利用モデ

ルと導入モデルに基づいて自由に購入できるため、バックアップ/リカバリ、アーカイブ、コンプラ

イアンスの変化する要件に合わせてデータ保護インフラストラクチャを移行できます。 

次のステップ 

Data Protection Suite Enterprise Editionがお客様の組織にどのようなメリットをもたらすかの

詳細については、Dell EMC担当営業または認定リセラーにお問い合わせください。 

詳細については、Data Protection Suite Enterprise Editionも参照してください。 
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お問い合わせ 

Dell EMC製品、サービス、ソリューションがビ

ジネスおよび ITの課題の解決にどのように役

立つかの詳細については、セールス担当者ま

たは認定リセラーまでお問い合わせください。

あるいは、Dell EMCのWebサイト（URL：

www.DellEMC.com）をご参照ください。 

環境をオフ プレミスに移行し

たいですか。 

ここをクリックしてニーズに合ったクラ

ウド サービス プロバイダーをお探しく

ださい。 

DELL EMC DATA PROTECTION

の見積り 
  

 
 

機能の比較、オプションの確認、価格情報

の取得：Data Protection Suite Enterprise 

Editionの購入 

https://store.emc.com/ja-jp/Data-Protection-Suite-Products/Dell-EMC-Data-Protection-Suite-Enterprise-Edition/p/EMC-DPS-Enterprise-Edition
https://www.emc.com/ja-jp/index.htm
https://www.emc.com/ja-jp/index.htm
https://japan.emc.com/auth/service-provider/index.htm?emc_product=avamar
https://store.emc.com/ja-jp/Data-Protection-Suite-Products/Dell-EMC-Data-Protection-Suite-Enterprise-Edition/p/EMC-DPS-Enterprise-Edition
https://store.emc.com/ja-jp/Data-Protection-Suite-Products/Dell-EMC-Data-Protection-Suite-Enterprise-Edition/p/EMC-DPS-Enterprise-Edition

