
「データ主導」を実践する
未来に必要なこと

データ保護と可用性

高井 隆太

テクノロジーセールス本部常務執行役員

ベリタステクノロジーズ合同会社



本日の内容

「データ主導」時代のチャレンジと解決のアプローチ

「データ主導」が導くインフラ選択の広がりとデータ保護

様ご登壇

クラウド時代のデータ保護

データ保護の複雑さを解消するアプローチ

本日のまとめ



エンタープライズの「データ主導」時代のチャレンジ

オンプレミス 仮想化 クラウド

ランサムウェア データ規制・コンプライアンス 複雑さ

新しいワークロード



複雑さ

エンタープライズの「データ主導」時代のチャレンジ

仮想化 クラウド新しいワークロードオンプレミス

ランサムウェア データ規制・コンプライアンス

どのように対応するのか？



複雑さ

仮想化 クラウド新しいワークロードオンプレミス

ランサムウェア データ規制・コンプライアンス

抽象化

どこでも稼働可能な
ビジネスシステム

常に把握でき
コンプライアントな状態

どこにあっても
保護され、復元可能
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データ主導はインフラテクノロジー選択肢を増やす
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14x
ガートナーMQ リーダー

150+
ストレージターゲット

500+
データソース

60+
クラウドプロバイダー

ベリタスのデータ保護
どこにあっても保護され、復元可能



幅広いデータソースとターゲットに対応

o クラウド

o ベリタスの統合型
アプライアス

o パーティの
ストレージアプライアス

o

Oracle NetApp

SAP IBM NUTANIX

HITACHI AIX redhat

DELLEMC

Hewlett Packard

Enterprise
PURESTORAGE



どの仮想化技術にも連携

o どのハイパーバイザーにも対応

o 最初の 認定

o エージェントレス

docker openstack

Azure Stack
vmware NUTANIX

Microsoft

Hyper-V redhat



エンタープライズカスタマーのために とデザイン

o 年以上のパートナーシップ

o エージェントレス、自動化

o 、
認定

o 最新のモダン と による操作



行政システム九州株式会社 様

ゴール

• 自治体向けサービスを構成する で
刷新するにあたり、データ保護と遠隔地保管
の確実性と効率性を向上

結果

• より短時間で業務単位と一致したデータ保護
と遠隔地保管を実現

• 高精度の重複排除によりサービスレベルを向上
させながらデータ保護のためのストレージを削減

• 台のアプライアスでデータ保護を完結



ゴール

• ヶ国 ユーザーが利用する
システムのデータ保護と災害対策を統一化

結果

• 物理・仮想化環境上に構築された
システム全体を単一のデータ保護プラットフォーム
で統合管理を実現

• バックアップウィンドウを 日から 時間に削減

• ダウンタイムコスト リスクを軽減



ハイパーコンバージド
収益において最も急成長を遂げている統合
システムのカテゴリ 年平均成長率

年

ハイブリッドクラウド化
ハイブリッドまたはマルチクラウドモデルを導入
する予定の企業割合 年





阿部 祐亮 様

ニュータニクス・ジャパン合同会社
パートナービジネス事業本部

SE Manager



VERITAS Vision Solution Day 
2019

阿 部 祐 亮 ( Y O S H I A K I  A B E )  – S E  M A N A G E R

ニ ュ ー タ ニ ッ ク ス ・ ジ ャ パ ン 合 同 会 社



Nutanix は創立10周年



2009 年創業
2016 年に IPO         
(NASDAQ：NTNX)

5,340
ワールドワイド全社員数

規模を伴う成長

$1.54B LTM Total Billings       

$1.24B LTM Total Revenue

リカーリングモデルへの
移行 - 65%

サブスクリプションの割合

90 Net Promoter Score 
5年間の平均90

68 Forbes 100

780 Global 2000                         

14,180+ 総顧客数

HCI 業界のリーダー
Gartner Magic Quadrant
および Forrester Wave  

市場シェアをリード
Gartner Calendar Q4’18 
HCI Market Share Report

Nutanix は IT チームに
よる高度に自動化された
プライベート、そして

ハイブリッドクラウドの
構築・運用を実現します

エンタープライズクラウド カンパニー



パブリッククラウド：エンタープライズ IT の変革

迅速な市場投入

ワンクリックの運用管理

「アプリケーションは5分で導入できます」

「もう基本的なインフラストラクチャー

の管理に時間を浪費することはありません」

Pay-as-you-Grow

持続的なイノベーション

「必要な時に必要なものだけを利用し、

その分の料金を支払います」

「定期的にインフラストラクチャーが

改善されていることがわかります」



Web スケール IT → Nutanix の誕生

汎用の x86 サーバー

全てのインテリジェンスをソフトウェアに

スケールアウト アーキテクチャー

セルフ ヒーリング システム

広範な自動化と豊富な分析機能

X86

X86

X86



HCI によるデータセンターのモダナイゼーション

仮想基盤

アプリケーション アプリケーション

ストレージ

コントローラー

ストレージ

コントローラー

ストレージ

コントローラー

ストレージ

コントローラー

ストレージ

コントローラー

ストレージ

コントローラー

仮想基盤

アプリケーション アプリケーション

スケールアウト型の
サーバーとストレージに統合し、

仮想基盤、ネットワーク、セキュリティ、
運用管理をビルトイン



スモールスタートでワンクリック拡張

計算能力

メモリ容量

I/O 性能

データ容量

成長に応じた拡張

• ノード数に比例して全体性能と容量が向上

• 理論上、無制限に拡張可能

– 1 サーバー単位で拡張可能 (≠シャーシ単位)

– ストレージ容量拡張専用タイプも選択可能

– 異なるスペックの機種も混在可能

• 不要なノードは自在に取り外し (もちろん無停止)



2018年版 ガートナー社
「ハイパーコンバージドインフラストラクチャーのマジック・クアドラント」

*本図表は、ガートナー・リサーチの発行物の一部であり、発行物全体のコンテクストにおいてご覧いただく必要があります。ガートナーの発行物は、
リクエストにより [ニュータニックス、または https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-5S6CY9I&ct=181113&st=sb] から
ご提供することが可能です。

*ガートナーは、ガートナー・リサーチの発行物に掲載された特定のベンダー、製品またはサービスを推奨するものではありません。また、最高の
レーティング又はその他の評価を得たベンダーのみを選択するように助言するものではありません。ガートナー・リサーチの発行物は、ガートナー・
リサーチの見解を表したものであり、事実を表現したものではありません。ガートナーは、明示または黙示を問わず、本リサーチの商品性や
特定目的への適合性を含め、一切の保証を行うものではありません。

• GARTNER は米国および世界各国における Gartner, Inc.または関連会社の登録商標およびサービス・マークであり、同社 の許可に
基づいて使用しています。All rights reserved.

Nutanix の強み (出典元: Nutanix)

• Nutanix が追加ライセンスコスト無しで提供する
ハイパーバイザー「AHV」の採用が増加

• 急速な成長、高いリピート販売、一貫した高いネット
プロモータスコアの獲得から、ユーザーに受け入れられて
いることを実証

• ハイパーバイザー、サーバープラットフォーム、
デプロイメントモデルといった幅広いニーズに
対応する Nutanix の柔軟性をユーザーが評価

Gartner, Magic Quadrant for Hyperconverged 
Infrastructure, John McArthur et al, 27 Nov 2018

https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-5S6CY9I&ct=181113&st=sb
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AHV 導入実績の拡大

• 直近4四半期に販売された Nutanix ノードのうち

47% が AHV で稼働

• 米国連邦政府機関の 2017 年の導入において

74％ が AHV で稼働

• 世界最大規模のお客様環境では 2,300ノード の

全てが AHV で稼働



日本国内の Nutanix のお客様
テクノロジー

金融

エネルギー

製造

公共

（島根県浜田市）

(富山県魚津市)教育

ロゴ掲載許可をいただいている
お客様のみ掲載しています

ヘルスケア

小売



パフォーマンス

オールフラッシュ、
並列ストリームフレームワーク

拡張性

エンタープライズで実証された
拡張性、マルチハイパーバイザー、

およびワークロードの対応

Prism と NetBackup の UI から
ワンクリック・プロビジョニング

シンプル

Pay as you grow モデル、
ストレージの最適化

コスト

データ保護の No.1HCI の No.1
= Better Together



Veritas NetBackup：HCI の保護

仮
想
マ
シ
ン Acropolis

仮
想
マ
シ
ン vCenter

仮
想
マ
シ
ン SCVMM

VADP

WMI

NetBackup
マスターサーバー

ストレージ

NetBackup 
バックアップ
サーバー

Veritas NetBackup はマルチハイパー
バイザー環境のパフォーマンスを拡張

• ビッグデータの並列ストリーム

• バックアップ対象ホストの追加による
スケールアウト

• VM の自動検出

• エージェントレス/Restful API ベース

• 新規ワークロード用プラグイン



Veritas InfoScale：基幹アプリケーションの弾力性

Nutanix クラスタの VM 内部で稼働する
InfoScale により下記機能を提供

• アダプティブな高可用性

• 自動化されたアプリケーション復元

• RPO = ゼロ; RTO = ニアゼロ

• プラットフォームまたはサイト間の
ワークロード移行

• ディザスタリカバリ オーケストレーション

ハイパーバイザー
(AHV)

ハイパーバイザー
(AHV)

ハイパーバイザー
(AHV)

ゲスト OS ゲスト OS ゲスト OS

Nutanix ３ノード クラスタ

Cluster File System (CFS)

Oracle
インスタンス

Oracle
インスタンス

Oracle
インスタンス

Veritas InfoScale Enterprise



ハイパーバイザー

の選択

プラットフォーム

の選択

クラウドの

選択

Nutanix：
選択の自由

Nutanix AHV

HA8000V PRIMERGY



Thank You





https://qiita.com/vxse_japan/items/304a780358fa759632f9

InfoScale 7.4.1 RHEL on Nutanix AHV CFSHA

https://www.veritas.com/support/en_US/doc/InfoScale7.4.1_RHEL_on_Nutanix_AHV_deploy_CFSHA

InfoScale 7.4.1 RHEL on Nutanix AHV SFHA

https://www.veritas.com/support/en_US/doc/InfoScale7.4.1_RHEL_on_Nutanix_AHV_deploy_SFHA

InfoScale 7.4.1 RHEL on Nutanix AHV FSS

https://www.veritas.com/support/en_US/doc/InfoScale7.4.1_RHEL_on_Nutanix_AHV_deploy_FSS

https://www.veritas.com/support/en_US/doc/InfoScale7.4.1_RHEL_on_Nutanix_AHV_deploy_CFSHA
https://www.veritas.com/support/en_US/doc/InfoScale7.4.1_RHEL_on_Nutanix_AHV_deploy_SFHA
https://www.veritas.com/support/en_US/doc/InfoScale7.4.1_RHEL_on_Nutanix_AHV_deploy_FSS


ビジネスクリティカルなアプリケーションの高可用性

アクセラレータを用いた高速なフルバックアップ、長期保管、ランサムウェア対策
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データ主導がもたらすインパクト

新しいワークロード クラウド利用もしくはクラウドのようにスケール

APACHE

HBASE MongoDB

HORTONWORKS

MySQL

cloudera



新たなデータ保護におけるチャレンジとテクノロジ活用

クラウドをデータ保護に活用

オブジェクトストレージ

耐久性・コスト・スケール

クラウドネイティブの保護

スナップ
ショット

クラウド
ネイティブ

APACHE

HBASE MongoDB

HORTONWORKS

MySQL

cloudera



新しいワークロードのデータを保護

o エージェントレス、自動検知

o パラレル処理

o

APACHE

HBASE MongoDB

HORTONWORKS

MySQL

cloudera



クラウド上のスナップショット管理

o 仮想マシン単位のスナップショット

o 仮想マシン、ボリューム、
アプリケーション（

）、
ファイル単位のリカバリ

o への対応

スナップ
ショット

クラウド
ネイティブ



クラウドのオブジェクトストレージを活用する

オブジェクトストレージ

耐久性・コスト・スケール

2X
クラウドへの転送オンプレミス クラウド

90%
ネットワーク転送量削減

90%
ストレージ消費削減



グローバルの
メディア・エンターテイメント企業
ゴール: 

• オンプレミスからクラウドにおけるデータを確実に
保護、サービスレベルの遵守、それに対する
レポーティング、監査への対応

結果: 

• のオンプレミス、 、 上の
データを単一のプラットフォームで保護

• 仮想マシン、ピュアストレージのスナップショット、
上のデータなど様々なソースのデータ保護

とリストアオプションを一元管理
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使いやすさ

o 安全にいつでも
にアクセス

o リアルタイムの利用レポート

o ロールベースによるアクセスコン
トロールにより、バックアップ管
理者以外の役割も活用



ランサムウェア対策としてのデータ保護

データ保護だから可能

o カタログ化、世代管理に
よる多数のリカバリ・ポイ
ント

o 仮想マシン、アプリケー
ション、ファイルなどのリカ
バリ・オプション

o インスタントアクセス

アクセス管理

o データ保護プラットフォー
ムとしてのロールベールア
クセスやセキュリティ

強固に保管

o データ保護専用としてセ
キュアな構成

o 3rdパーティとの組み合わ
せによるセキュアに保管



より簡単に統合データ保護プラットフォームを配備する

構成設計
調達
OS
サーバー
ネットワーク
最適化
チューニング
セキュリティ
テスト
運用（パッチ、保守）
アップグレード
Etc…

ベリタスのデータ保護専用
アプライアス

重複排除
ストレージ

クラウド
ゲートウェイ

バックアップ
サーバー

管理
サーバー



データセンターの外で

今日

データセンターで

データはこれまでのデータセンターの外でも生成される



アプライアンス

エンタープライズクラスのデータ保護を
簡単に中小規模・リモート・エッジに展開

NEW!



より簡単に統合データ保護プラットフォームを配備する

中大規模
ワークロード

仮想アプライアンス

上
で展開

長期保管
アーカイブ

超大規模
ワークロード

企業のエッジ
小規模
ワークロード

+

年保守

パブリッククラウド
マーケットプレイス

パブリッククラウド上の

ワークロード

AWS Azure

NEW!

NEW!



エンタープライズの「データ主導」時代のチャレンジ

オンプレミス 仮想化 クラウド

ランサムウェア データ規制・コンプライアンス 複雑さ

新しいワークロード



On-prem infrastructure Virtualization CloudNew Workloads 

Ransomware Data regulations Complexity

なぜグローバルの企業がベリタスを選択するのか？



ベリタスのデータ保護だけがエンタープライズクラスで実現

どこのデータも

保護・リカバリ

様々なテクノロジー
に適用可能

日々の運用
をシンプルに

どこにでも展開
単一製品で管理



ぜひご参照・ご参加ください

各種セミナー

テクニカルセミナー・ハンズオン

各種パートナー様との共催セミナー

デジタルコミュニティ

パートナーテクニカルコミュニティ

技術ブログ・ドキュメント公開

テクニカルイベント

クラウド時代におけるデータ保護・管理
のベストプラクティスを共有し、皆さんと
考えていくテクニカルコミュニティ・イベント

次回 年 月下旬予定！
Qiita in SlideShare



ありがとうございました！


