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おことわりおことわりおことわりおことわり

本書で記載している製品名は、各社の商標です。
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アジェンダアジェンダアジェンダアジェンダ

１．ストレージ概論１．ストレージ概論１．ストレージ概論１．ストレージ概論

２．ストレージネットワーキング概論２．ストレージネットワーキング概論２．ストレージネットワーキング概論２．ストレージネットワーキング概論

３．バックアップ概論３．バックアップ概論３．バックアップ概論３．バックアップ概論
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バックアップ概論の主な内容バックアップ概論の主な内容バックアップ概論の主な内容バックアップ概論の主な内容

必要性、定義、目的必要性、定義、目的必要性、定義、目的必要性、定義、目的

要件要件要件要件

対象、復旧時間・時点、保存世代･期間対象、復旧時間・時点、保存世代･期間対象、復旧時間・時点、保存世代･期間対象、復旧時間・時点、保存世代･期間

取得方法、システム構成取得方法、システム構成取得方法、システム構成取得方法、システム構成

予行演習・手順確認予行演習・手順確認予行演習・手順確認予行演習・手順確認
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３－１３－１３－１３－１ バックアップの必要性バックアップの必要性バックアップの必要性バックアップの必要性

・PC（Disk）故障、停電

・操作ミス → データ損失

・ウイルス

● 個人の場合
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３－１３－１３－１３－１ バックアップの必要性（続）バックアップの必要性（続）バックアップの必要性（続）バックアップの必要性（続）

・PC（Disk）故障、停電

・操作ミス → データ損失

・ウイルス

● 個人の場合

● 企業の場合

・サーバ（Disk）故障、停電

・操作ミス → データ損失

・ウイルス

データ損失から、業務停止、信用崩壊へデータ損失から、業務停止、信用崩壊へデータ損失から、業務停止、信用崩壊へデータ損失から、業務停止、信用崩壊へ
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３－２３－２３－２３－２ バックアップの定義バックアップの定義バックアップの定義バックアップの定義

バックアップバックアップバックアップバックアップ

データの保管（複製）

復旧

アーカイブアーカイブアーカイブアーカイブ

データの保管（移動）

閲覧

レプリケーションレプリケーションレプリケーションレプリケーション

データおよびシステムの複製

可用性
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３－２３－２３－２３－２ バックアップの定義（続）バックアップの定義（続）バックアップの定義（続）バックアップの定義（続）

アプリサーバアプリサーバアプリサーバアプリサーバ

同期・非同期同期・非同期同期・非同期同期・非同期

アプリサーバアプリサーバアプリサーバアプリサーバ

アーカイブアーカイブアーカイブアーカイブ

（移動）（移動）（移動）（移動）

バックアップバックアップバックアップバックアップ

（複製）（複製）（複製）（複製）

レプリケーションレプリケーションレプリケーションレプリケーション
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３－２３－２３－２３－２ バックアップの定義（続）バックアップの定義（続）バックアップの定義（続）バックアップの定義（続）

バックアップバックアップバックアップバックアップ アーカイブアーカイブアーカイブアーカイブ レプリケーションレプリケーションレプリケーションレプリケーション

機能機能機能機能 保管、複製保管、複製保管、複製保管、複製 保管、移動保管、移動保管、移動保管、移動 複製複製複製複製

目的目的目的目的 復旧復旧復旧復旧 閲覧閲覧閲覧閲覧 可用性可用性可用性可用性

適用分野適用分野適用分野適用分野 障害対応障害対応障害対応障害対応

災害対策災害対策災害対策災害対策

業務業務業務業務

監査監査監査監査

障害対応障害対応障害対応障害対応

災害対策災害対策災害対策災害対策

障害種類障害種類障害種類障害種類 ハード障害ハード障害ハード障害ハード障害

データ論理障害データ論理障害データ論理障害データ論理障害

－－－－ ハード障害ハード障害ハード障害ハード障害

データ世代データ世代データ世代データ世代 複数複数複数複数 複数複数複数複数 １世代１世代１世代１世代

保存期間保存期間保存期間保存期間 比較的短期比較的短期比較的短期比較的短期 比較的長期比較的長期比較的長期比較的長期 －－－－



©JDSF10

３－３３－３３－３３－３ バックアップの目的バックアップの目的バックアップの目的バックアップの目的

想定する障害項目想定する障害項目想定する障害項目想定する障害項目
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３－３３－３３－３３－３ バックアップの目的（続）バックアップの目的（続）バックアップの目的（続）バックアップの目的（続）

バックアップバックアップバックアップバックアップ

リストアリストアリストアリストア
リストアによるリストアによるリストアによるリストアによる復旧が目的復旧が目的復旧が目的復旧が目的！！！！！！！！

バックアップはバックアップはバックアップはバックアップは手段手段手段手段

・データの重要性・データの重要性・データの重要性・データの重要性

・対象の選択・対象の選択・対象の選択・対象の選択

・データ量・データ量・データ量・データ量

・リストアとリカバリの時間・リストアとリカバリの時間・リストアとリカバリの時間・リストアとリカバリの時間

・復旧手順・復旧手順・復旧手順・復旧手順
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３－３３－３３－３３－３ バックアップの目的（続）バックアップの目的（続）バックアップの目的（続）バックアップの目的（続）

リカバリリカバリリカバリリカバリリストアリストアリストアリストア

復旧作業着手復旧作業着手復旧作業着手復旧作業着手

障害障害障害障害

発生発生発生発生

復旧復旧復旧復旧

データの配置 データの利用を

可能に
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３－４３－４３－４３－４ バックアップの要件バックアップの要件バックアップの要件バックアップの要件

要件と適用技術の関連付けを・・・要件と適用技術の関連付けを・・・要件と適用技術の関連付けを・・・要件と適用技術の関連付けを・・・

要件要件要件要件

バックアップ対象バックアップ対象バックアップ対象バックアップ対象

データ種類データ種類データ種類データ種類

RTORTORTORTO（目標復旧時間）（目標復旧時間）（目標復旧時間）（目標復旧時間）

RPORPORPORPO（目標復旧時点）（目標復旧時点）（目標復旧時点）（目標復旧時点）

保存世代、期間保存世代、期間保存世代、期間保存世代、期間

時間時間時間時間

スケジュール・・・開始・終了時間スケジュール・・・開始・終了時間スケジュール・・・開始・終了時間スケジュール・・・開始・終了時間

ウインドウ・・・許容所要時間ウインドウ・・・許容所要時間ウインドウ・・・許容所要時間ウインドウ・・・許容所要時間

データ容量データ容量データ容量データ容量

セキュリティセキュリティセキュリティセキュリティ

システム構成システム構成システム構成システム構成

取得方法取得方法取得方法取得方法

・データ保管先・データ保管先・データ保管先・データ保管先

（テープ・ディスク）（テープ・ディスク）（テープ・ディスク）（テープ・ディスク）

・サーバ構成・サーバ構成・サーバ構成・サーバ構成

・フル／差分／増分・フル／差分／増分・フル／差分／増分・フル／差分／増分

・圧縮・圧縮・圧縮・圧縮

・暗号化・暗号化・暗号化・暗号化

・オンライン／オフライン・オンライン／オフライン・オンライン／オフライン・オンライン／オフライン

・ハード管理・ハード管理・ハード管理・ハード管理

（スプリットミラーなど）（スプリットミラーなど）（スプリットミラーなど）（スプリットミラーなど）
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３－５３－５３－５３－５ バックアップ対象バックアップ対象バックアップ対象バックアップ対象

例）バックアップ対象の区別例）バックアップ対象の区別例）バックアップ対象の区別例）バックアップ対象の区別

サーバサーバサーバサーバ

内蔵ディスク内蔵ディスク内蔵ディスク内蔵ディスク

・・・・OS
・ソフトウエア等・ソフトウエア等・ソフトウエア等・ソフトウエア等

→非定期的にバックアップ非定期的にバックアップ非定期的にバックアップ非定期的にバックアップ

（パッチ適用時など）（パッチ適用時など）（パッチ適用時など）（パッチ適用時など）

外付ディスク外付ディスク外付ディスク外付ディスク

・日々更新されるデータ・日々更新されるデータ・日々更新されるデータ・日々更新されるデータ

→定期的にバックアップ定期的にバックアップ定期的にバックアップ定期的にバックアップ
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３－６３－６３－６３－６ 保存世代・期間保存世代・期間保存世代・期間保存世代・期間

ＲＰＯＲＰＯＲＰＯＲＰＯ

災害・障害災害・障害災害・障害災害・障害

発生発生発生発生

ＲＴＯＲＴＯＲＴＯＲＴＯ

Recovery Recovery Recovery Recovery TimeTimeTimeTime ObjectiveObjectiveObjectiveObjective

目標復旧目標復旧目標復旧目標復旧時間時間時間時間

どの時点でリカバリが完了するかの目標どの時点でリカバリが完了するかの目標どの時点でリカバリが完了するかの目標どの時点でリカバリが完了するかの目標

災害発生後、復旧するまでの時間災害発生後、復旧するまでの時間災害発生後、復旧するまでの時間災害発生後、復旧するまでの時間

RecoveryRecoveryRecoveryRecovery PointPointPointPoint ObjectiveObjectiveObjectiveObjective

目標復旧目標復旧目標復旧目標復旧時点時点時点時点

どの時点の状態に復旧するかの目標どの時点の状態に復旧するかの目標どの時点の状態に復旧するかの目標どの時点の状態に復旧するかの目標

災害発生時からどの位前に戻るのか災害発生時からどの位前に戻るのか災害発生時からどの位前に戻るのか災害発生時からどの位前に戻るのか

＝＝＝＝ データの鮮度データの鮮度データの鮮度データの鮮度

（保存世代、期間に関与）（保存世代、期間に関与）（保存世代、期間に関与）（保存世代、期間に関与）
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３－６３－６３－６３－６ 保存世代・期間（続）保存世代・期間（続）保存世代・期間（続）保存世代・期間（続）

ＲＰＯＲＰＯＲＰＯＲＰＯ

災害・障害災害・障害災害・障害災害・障害

発生発生発生発生

１世代１世代１世代１世代２世代２世代２世代２世代３世代３世代３世代３世代

3333日前日前日前日前 ２日前２日前２日前２日前 １日前１日前１日前１日前

保存世代保存世代保存世代保存世代

保存期間保存期間保存期間保存期間
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３－７３－７３－７３－７ 取得方法取得方法取得方法取得方法

Full

Full

Full

フルバックアップフルバックアップフルバックアップフルバックアップ

差分バックアップ差分バックアップ差分バックアップ差分バックアップ

（デファレンシャル）（デファレンシャル）（デファレンシャル）（デファレンシャル）

増分バックアップ増分バックアップ増分バックアップ増分バックアップ

（インクリメンタル）（インクリメンタル）（インクリメンタル）（インクリメンタル）

※※※※製品によって、定義が異なる場合があります。製品によって、定義が異なる場合があります。製品によって、定義が異なる場合があります。製品によって、定義が異なる場合があります。

３－７－１３－７－１３－７－１３－７－１ フル・差分・増分バックアップフル・差分・増分バックアップフル・差分・増分バックアップフル・差分・増分バックアップ
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方法方法方法方法 内容内容内容内容 取得データ量取得データ量取得データ量取得データ量

（媒体・時間）（媒体・時間）（媒体・時間）（媒体・時間）

リストアリストアリストアリストア

処理処理処理処理

フルフルフルフル

すべてバックアップすべてバックアップすべてバックアップすべてバックアップ 多多多多 単純単純単純単純

差分差分差分差分

フルバック後フルバック後フルバック後フルバック後のののの

追加・変更ファイルの取得追加・変更ファイルの取得追加・変更ファイルの取得追加・変更ファイルの取得

中中中中 やややややややや

複雑複雑複雑複雑

増分増分増分増分

前回のバックアップ後前回のバックアップ後前回のバックアップ後前回のバックアップ後のののの

追加・変更ファイルの取得追加・変更ファイルの取得追加・変更ファイルの取得追加・変更ファイルの取得

少少少少 複雑複雑複雑複雑

３－７－１３－７－１３－７－１３－７－１ フル・差分・増分バックアップ（続）フル・差分・増分バックアップ（続）フル・差分・増分バックアップ（続）フル・差分・増分バックアップ（続）

３－７３－７３－７３－７ 取得方法取得方法取得方法取得方法
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３－７３－７３－７３－７ 取得方法取得方法取得方法取得方法

圧縮圧縮圧縮圧縮

・目的・目的・目的・目的

媒体（テープなど）の使用量使用量使用量使用量削減

所要時間所要時間所要時間所要時間の短縮

・方法方法方法方法

ソフトウェア圧縮（バックアップソフト）

ハードウェア圧縮（テープ装置）

※どちらかを選択して使用すること

・性能（圧縮率）性能（圧縮率）性能（圧縮率）性能（圧縮率）

非圧縮で格納可能な容量：圧縮で格納可能な容量

例）テープ製品の表示 １：２（圧縮率２倍）

→ 実際は２倍とは限らない。データの種類で異なる

３－７－２３－７－２３－７－２３－７－２ 圧縮、重複排除、暗号化圧縮、重複排除、暗号化圧縮、重複排除、暗号化圧縮、重複排除、暗号化
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３－７３－７３－７３－７ 取得方法取得方法取得方法取得方法

重複排除重複排除重複排除重複排除

３－７－２３－７－２３－７－２３－７－２ 圧縮、重複排除、暗号化圧縮、重複排除、暗号化圧縮、重複排除、暗号化圧縮、重複排除、暗号化

格納するデータを少なくする技術格納するデータを少なくする技術格納するデータを少なくする技術格納するデータを少なくする技術

FileFileFileFile----AAAA

FileFileFileFile----BBBB

○○○○ △△△△ ◆◆◆◆ ▼▼▼▼ ☆☆☆☆

○○○○ ◎◎◎◎ ◆◆◆◆ ○○○○ □□□□

0101010101010101 0111011101110111 0011001100110011 1001100110011001 1101110111011101

0101010101010101 0100010001000100 0011001100110011 0101010101010101 1011101110111011

ハッシュ値ハッシュ値ハッシュ値ハッシュ値

ハッシュ値ハッシュ値ハッシュ値ハッシュ値

0101010101010101

0111011101110111

0011001100110011

1001100110011001

1101110111011101

0100010001000100

1011101110111011

FileFileFileFile----AAAA

FileFileFileFile----BBBB

データ保管する際に同じデータをそのままにして、変更されたデータ保管する際に同じデータをそのままにして、変更されたデータ保管する際に同じデータをそのままにして、変更されたデータ保管する際に同じデータをそのままにして、変更された

データのみを記録・・容量の削減・・転送時容量削減データのみを記録・・容量の削減・・転送時容量削減データのみを記録・・容量の削減・・転送時容量削減データのみを記録・・容量の削減・・転送時容量削減
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３－７３－７３－７３－７ 取得方法取得方法取得方法取得方法

３－７－２３－７－２３－７－２３－７－２ 圧縮、重複排除、暗号化圧縮、重複排除、暗号化圧縮、重複排除、暗号化圧縮、重複排除、暗号化

暗号化暗号化暗号化暗号化

・目的・目的・目的・目的

データセキュリティの要件

（データ持ち出しの対応）

情報漏えいリスク軽減

・方法方法方法方法

バックアップソフトの機能を使用

テープドライブの機能を使用

アプライアンス（専用機）を設置
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静止点を設定できるか？静止点を設定できるか？静止点を設定できるか？静止点を設定できるか？

アプリケーションサーバのアプリケーションサーバのアプリケーションサーバのアプリケーションサーバの

バックアップバックアップバックアップバックアップ

データの整合性・一貫性データの整合性・一貫性データの整合性・一貫性データの整合性・一貫性

静止点の設定静止点の設定静止点の設定静止点の設定

アプリの一時的な停止アプリの一時的な停止アプリの一時的な停止アプリの一時的な停止

高速バックアップ高速バックアップ高速バックアップ高速バックアップ

オンラインオンラインオンラインオンライン

バックアップバックアップバックアップバックアップ

バックアップウィンドゥバックアップウィンドゥバックアップウィンドゥバックアップウィンドゥ

の制約大の制約大の制約大の制約大

３－７３－７３－７３－７ 取得方法取得方法取得方法取得方法

３－７－３３－７－３３－７－３３－７－３ オンライン･オフラインバックアップオンライン･オフラインバックアップオンライン･オフラインバックアップオンライン･オフラインバックアップ
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データ整合性確保のため、静止点が必要データ整合性確保のため、静止点が必要データ整合性確保のため、静止点が必要データ整合性確保のため、静止点が必要

オンラインオンラインオンラインオンライン

（ホット）（ホット）（ホット）（ホット）

バックアップバックアップバックアップバックアップ

オフラインオフラインオフラインオフライン

（コールド）（コールド）（コールド）（コールド）

バックアップバックアップバックアップバックアップ

バックアップバックアップバックアップバックアップ

モードモードモードモード

ユーティユーティユーティユーティ

リティリティリティリティ

DBMS ※※※※

停止停止停止停止

停止停止停止停止

（静止点）（静止点）（静止点）（静止点）

エクスポート（論理バックアップ）エクスポート（論理バックアップ）エクスポート（論理バックアップ）エクスポート（論理バックアップ）

静止点静止点静止点静止点

or

DBDBDBDB

データデータデータデータ

ＴＲＴＲＴＲＴＲ

ログログログログ

ＴＲＴＲＴＲＴＲ

ログログログログ

バックアップバックアップバックアップバックアップ

モードモードモードモード

DBDBDBDB

全体全体全体全体

or

※※※※DBMS（データベースマネジメントシステム）（データベースマネジメントシステム）（データベースマネジメントシステム）（データベースマネジメントシステム）

３－７３－７３－７３－７ 取得方法取得方法取得方法取得方法

３－７－３３－７－３３－７－３３－７－３ オンライン･オフラインバックアップ（続）オンライン･オフラインバックアップ（続）オンライン･オフラインバックアップ（続）オンライン･オフラインバックアップ（続）
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３－８３－８３－８３－８ システム構成システム構成システム構成システム構成

目的とそれぞれのメリットを明確に目的とそれぞれのメリットを明確に目的とそれぞれのメリットを明確に目的とそれぞれのメリットを明確に

D2DD2DD2DD2D D2TD2TD2TD2T

ランダムアクセスランダムアクセスランダムアクセスランダムアクセス

クリーニング不要クリーニング不要クリーニング不要クリーニング不要

ディスク装置機能によるディスク装置機能によるディスク装置機能によるディスク装置機能によるD2Dでででで

高速バックアップ・リストア高速バックアップ・リストア高速バックアップ・リストア高速バックアップ・リストア

（サーバに負荷なし）（サーバに負荷なし）（サーバに負荷なし）（サーバに負荷なし）

複数の世代保管向き複数の世代保管向き複数の世代保管向き複数の世代保管向き

可搬性による外部保管向き可搬性による外部保管向き可搬性による外部保管向き可搬性による外部保管向き

（災害対策の別地保管）（災害対策の別地保管）（災害対策の別地保管）（災害対策の別地保管）

保管時のエコロジー保管時のエコロジー保管時のエコロジー保管時のエコロジー

（消費電力、発熱量）（消費電力、発熱量）（消費電力、発熱量）（消費電力、発熱量）

ディスクにバックアップディスクにバックアップディスクにバックアップディスクにバックアップ テープにバックアップテープにバックアップテープにバックアップテープにバックアップ

※※※※D2D (Disk to Disk)  D2T (Disk to Tape) の意味の意味の意味の意味 (to をををを2に置き換え）に置き換え）に置き換え）に置き換え）

３－８－１３－８－１３－８－１３－８－１ ディスクｖｓテープディスクｖｓテープディスクｖｓテープディスクｖｓテープ
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３－８３－８３－８３－８ システム構成システム構成システム構成システム構成

バックアップシステムを構成する４種類のサーババックアップシステムを構成する４種類のサーババックアップシステムを構成する４種類のサーババックアップシステムを構成する４種類のサーバ

バックアップバックアップバックアップバックアップ

サーバサーバサーバサーバ

カタログカタログカタログカタログ

情報情報情報情報

バックアップバックアップバックアップバックアップ

ライブラリライブラリライブラリライブラリ

サーバサーバサーバサーバ

テープライブラリテープライブラリテープライブラリテープライブラリ

ライブラリライブラリライブラリライブラリ

管理情報管理情報管理情報管理情報

バックアップバックアップバックアップバックアップ

テープテープテープテープ

サーバサーバサーバサーバ

バックアップソフトによって、バックアップソフトによって、バックアップソフトによって、バックアップソフトによって、

・呼び方が異なる・呼び方が異なる・呼び方が異なる・呼び方が異なる

・ライセンス費用計算方法が異なる・ライセンス費用計算方法が異なる・ライセンス費用計算方法が異なる・ライセンス費用計算方法が異なる

テープドライブテープドライブテープドライブテープドライブ

ににににI/Oを実施を実施を実施を実施

テープドライブテープドライブテープドライブテープドライブ

ににににI/Oを実施を実施を実施を実施

ライブラリ装置ライブラリ装置ライブラリ装置ライブラリ装置

のロボット制御のロボット制御のロボット制御のロボット制御

ライブラリ装置ライブラリ装置ライブラリ装置ライブラリ装置

のロボット制御のロボット制御のロボット制御のロボット制御

バックアッバックアッバックアッバックアッ

プ全体制御プ全体制御プ全体制御プ全体制御

バックアッバックアッバックアッバックアッ

プ全体制御プ全体制御プ全体制御プ全体制御

バックアップバックアップバックアップバックアップ

クライアントクライアントクライアントクライアント

(アプリサーバ）アプリサーバ）アプリサーバ）アプリサーバ）

バックアップバックアップバックアップバックアップ

対象対象対象対象

バックアップバックアップバックアップバックアップ

対象対象対象対象

３－８－２３－８－２３－８－２３－８－２ バックアップ統合バックアップ統合バックアップ統合バックアップ統合 ＬＡＮバックアップＬＡＮバックアップＬＡＮバックアップＬＡＮバックアップ
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（アプリサーバ）（アプリサーバ）（アプリサーバ）（アプリサーバ）

バックアップバックアップバックアップバックアップ

クライアントクライアントクライアントクライアント

（アプリサーバ）（アプリサーバ）（アプリサーバ）（アプリサーバ）

I/O負荷負荷負荷負荷 どのサーバが負荷が高い？どのサーバが負荷が高い？どのサーバが負荷が高い？どのサーバが負荷が高い？

バックアップバックアップバックアップバックアップ

サーバサーバサーバサーバ

カタログカタログカタログカタログ

情報情報情報情報

バックアップバックアップバックアップバックアップ

ライブラリライブラリライブラリライブラリ

サーバサーバサーバサーバ

テープライブラリテープライブラリテープライブラリテープライブラリ

ライブラリライブラリライブラリライブラリ

管理情報管理情報管理情報管理情報

バックアップバックアップバックアップバックアップ

テープテープテープテープ

サーバサーバサーバサーバ

バックアップテープサーバとバックアップテープサーバとバックアップテープサーバとバックアップテープサーバと

アプリサーバは分離しましょう。アプリサーバは分離しましょう。アプリサーバは分離しましょう。アプリサーバは分離しましょう。

データ検索データ検索データ検索データ検索

データ受渡データ受渡データ受渡データ受渡

データ検索データ検索データ検索データ検索

データ受渡データ受渡データ受渡データ受渡

データ受取データ受取データ受取データ受取

テープドライブテープドライブテープドライブテープドライブ

への書き込みへの書き込みへの書き込みへの書き込み

データ受取データ受取データ受取データ受取

テープドライブテープドライブテープドライブテープドライブ

への書き込みへの書き込みへの書き込みへの書き込み

ライブラリ装置ライブラリ装置ライブラリ装置ライブラリ装置

のロボット制御のロボット制御のロボット制御のロボット制御

ライブラリ装置ライブラリ装置ライブラリ装置ライブラリ装置

のロボット制御のロボット制御のロボット制御のロボット制御

カタログ情報処理カタログ情報処理カタログ情報処理カタログ情報処理

（クライアント（クライアント（クライアント（クライアント

数）数）数）数）

（ファイル数）（ファイル数）（ファイル数）（ファイル数）

（ジョブ数）（ジョブ数）（ジョブ数）（ジョブ数）

No1No1No1No1

No2No2No2No2

３－８３－８３－８３－８ システム構成システム構成システム構成システム構成

３－８－２３－８－２３－８－２３－８－２ バックアップ統合バックアップ統合バックアップ統合バックアップ統合 ＬＡＮバックアップ（続）ＬＡＮバックアップ（続）ＬＡＮバックアップ（続）ＬＡＮバックアップ（続）
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元のディスクと同一容量のディスクを作成元のディスクと同一容量のディスクを作成元のディスクと同一容量のディスクを作成元のディスクと同一容量のディスクを作成

スプリットミラースプリットミラースプリットミラースプリットミラー

バックアップバックアップバックアップバックアップ

サーバサーバサーバサーバ

外部ディスク装置外部ディスク装置外部ディスク装置外部ディスク装置

副副副副

D2DD2DD2DD2D
※※※※

アプリサーバアプリサーバアプリサーバアプリサーバ

正正正正

バックアップ用バックアップ用バックアップ用バックアップ用

※※※※D2D Disk to Disk （（（（toをををを2に置き換え）の意味に置き換え）の意味に置き換え）の意味に置き換え）の意味

３－８３－８３－８３－８ システム構成システム構成システム構成システム構成

３－８－３３－８－３３－８－３３－８－３ バックアップ統合バックアップ統合バックアップ統合バックアップ統合 ＬＡＮフリーバックアップＬＡＮフリーバックアップＬＡＮフリーバックアップＬＡＮフリーバックアップ
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アプリサーバの負荷軽減アプリサーバの負荷軽減アプリサーバの負荷軽減アプリサーバの負荷軽減

カタログカタログカタログカタログ

情報情報情報情報

テープライブラリテープライブラリテープライブラリテープライブラリ

バックアップバックアップバックアップバックアップ

テープテープテープテープ

＆＆＆＆

ライブラリライブラリライブラリライブラリ

サーバサーバサーバサーバ

アプリサーバからバックアップクライアント機能を取り外し。アプリサーバからバックアップクライアント機能を取り外し。アプリサーバからバックアップクライアント機能を取り外し。アプリサーバからバックアップクライアント機能を取り外し。

外部ディスク機能による外部ディスク機能による外部ディスク機能による外部ディスク機能によるD2DとバックアップサーバによるとバックアップサーバによるとバックアップサーバによるとバックアップサーバによるD2T → D2D2T

外部ディスク外部ディスク外部ディスク外部ディスク

正正正正 副副副副

D2DD2DD2DD2D

ライブラリライブラリライブラリライブラリ

管理情報管理情報管理情報管理情報

SANSANSANSAN

アプリサーバアプリサーバアプリサーバアプリサーバ

バックアップバックアップバックアップバックアップ

クライアントクライアントクライアントクライアント

D2TD2TD2TD2T

アプリサーバアプリサーバアプリサーバアプリサーバ

アプリサーバアプリサーバアプリサーバアプリサーバ

バックアップバックアップバックアップバックアップ

サーバサーバサーバサーバ

複数世代確保複数世代確保複数世代確保複数世代確保

３－８３－８３－８３－８ システム構成システム構成システム構成システム構成

３－８－３３－８－３３－８－３３－８－３ バックアップ統合バックアップ統合バックアップ統合バックアップ統合 ＬＡＮフリーバックアップ（続）ＬＡＮフリーバックアップ（続）ＬＡＮフリーバックアップ（続）ＬＡＮフリーバックアップ（続）
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ポインタを使った論理的複製ポインタを使った論理的複製ポインタを使った論理的複製ポインタを使った論理的複製

バックアップバックアップバックアップバックアップ

サーバサーバサーバサーバ

外部ディスク装置外部ディスク装置外部ディスク装置外部ディスク装置

正正正正

アプリサーバアプリサーバアプリサーバアプリサーバ

A
B

A

A’ A
B

スナップショット領域スナップショット領域スナップショット領域スナップショット領域

スナップスナップスナップスナップ

ショットショットショットショット

論理的領域論理的領域論理的領域論理的領域

複数世代設定可複数世代設定可複数世代設定可複数世代設定可

スナップスナップスナップスナップ

ショット時点ショット時点ショット時点ショット時点

テープへのバックアップ時に、正ディスクにも負荷がかかるテープへのバックアップ時に、正ディスクにも負荷がかかるテープへのバックアップ時に、正ディスクにも負荷がかかるテープへのバックアップ時に、正ディスクにも負荷がかかる

→アプリのパフォーマンスに影響アプリのパフォーマンスに影響アプリのパフォーマンスに影響アプリのパフォーマンスに影響

リストア時のデータ経路に留意リストア時のデータ経路に留意リストア時のデータ経路に留意リストア時のデータ経路に留意

３－８３－８３－８３－８ システム構成システム構成システム構成システム構成

３－８－４３－８－４３－８－４３－８－４ スナップショットスナップショットスナップショットスナップショット
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仮想マシン仮想マシン仮想マシン仮想マシン

仮想ホスト仮想ホスト仮想ホスト仮想ホスト

アプリアプリアプリアプリ

サーバサーバサーバサーバ

アプリアプリアプリアプリ

サーバサーバサーバサーバ

アプリアプリアプリアプリ

サーバサーバサーバサーバ

アプリアプリアプリアプリ

サーバサーバサーバサーバ

アプリアプリアプリアプリ

サーバサーバサーバサーバ

アプリアプリアプリアプリ

サーバサーバサーバサーバ

外部ディスク装置（データ領域）外部ディスク装置（データ領域）外部ディスク装置（データ領域）外部ディスク装置（データ領域）

３－８３－８３－８３－８ システム構成システム構成システム構成システム構成

従来の基本的な技術の組み合わせ従来の基本的な技術の組み合わせ従来の基本的な技術の組み合わせ従来の基本的な技術の組み合わせ

バックアップバックアップバックアップバックアップ

サーバサーバサーバサーバ

LANフリーバックアップとスナップショットの組み合わせフリーバックアップとスナップショットの組み合わせフリーバックアップとスナップショットの組み合わせフリーバックアップとスナップショットの組み合わせ

仮想ホスト仮想ホスト仮想ホスト仮想ホスト

管理サーバ管理サーバ管理サーバ管理サーバ

３－８－５３－８－５３－８－５３－８－５ 仮想サーバのバックアップ仮想サーバのバックアップ仮想サーバのバックアップ仮想サーバのバックアップ

バックアップバックアップバックアップバックアップ

クライアントクライアントクライアントクライアント

バックアップバックアップバックアップバックアップ

テープサーバテープサーバテープサーバテープサーバ

仮想マシン仮想マシン仮想マシン仮想マシン

仮想ホスト仮想ホスト仮想ホスト仮想ホスト

アプリアプリアプリアプリ

サーバサーバサーバサーバ

アプリアプリアプリアプリ

サーバサーバサーバサーバ

アプリアプリアプリアプリ

サーバサーバサーバサーバ

アプリアプリアプリアプリ

サーバサーバサーバサーバ

アプリアプリアプリアプリ

サーバサーバサーバサーバ

アプリアプリアプリアプリ

サーバサーバサーバサーバ

SANSANSANSAN

サーバサーバサーバサーバ

イメージイメージイメージイメージ

スナップスナップスナップスナップ

ショットショットショットショット

テープライブラリテープライブラリテープライブラリテープライブラリ

仮想ホストの仮想ホストの仮想ホストの仮想ホストのAPIとととと
バックアップソフトの連携バックアップソフトの連携バックアップソフトの連携バックアップソフトの連携
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３－８３－８３－８３－８ システム構成システム構成システム構成システム構成

３－８－５３－８－５３－８－５３－８－５ バックアップデバイスの選定ポイントバックアップデバイスの選定ポイントバックアップデバイスの選定ポイントバックアップデバイスの選定ポイント

容量、速度、頻度、別地保管の有無、コストで選定容量、速度、頻度、別地保管の有無、コストで選定容量、速度、頻度、別地保管の有無、コストで選定容量、速度、頻度、別地保管の有無、コストで選定

デバイスデバイスデバイスデバイス

容容容容

量量量量

速速速速

度度度度

頻頻頻頻

度度度度

別地別地別地別地

保管保管保管保管

コストコストコストコスト 適用例適用例適用例適用例

単体テープ単体テープ単体テープ単体テープ

小小小小

～～～～

中中中中

低低低低

～～～～

中中中中

少少少少○○○○

少少少少

～～～～

中中中中

OSOSOSOSやソフトウエアなどの非定やソフトウエアなどの非定やソフトウエアなどの非定やソフトウエアなどの非定

期バックアップ期バックアップ期バックアップ期バックアップ

テープライブラリテープライブラリテープライブラリテープライブラリ

中中中中

～～～～

大大大大

中中中中

～～～～

高高高高

中中中中

～～～～

多多多多

○○○○

中中中中

～～～～

高高高高

日々のバックアップで保管世日々のバックアップで保管世日々のバックアップで保管世日々のバックアップで保管世

代数が多い、別地保管がある代数が多い、別地保管がある代数が多い、別地保管がある代数が多い、別地保管がある

ものものものもの

ディスクディスクディスクディスク

小小小小

～～～～

中中中中

低低低低

～～～～

中中中中

少少少少

～～～～

多多多多

××××

少少少少

～～～～

中中中中

日々のバックアップで保管世日々のバックアップで保管世日々のバックアップで保管世日々のバックアップで保管世

代数が多い、別地保管が無い代数が多い、別地保管が無い代数が多い、別地保管が無い代数が多い、別地保管が無い

ものものものもの

外部ディスク装置外部ディスク装置外部ディスク装置外部ディスク装置

（（（（D2DD2DD2DD2D機能付）機能付）機能付）機能付）

中中中中

～～～～

大大大大

高高高高

中中中中

～～～～

多多多多

××××高高高高

日々のバックアップで高速日々のバックアップで高速日々のバックアップで高速日々のバックアップで高速

バックアップが必要なものバックアップが必要なものバックアップが必要なものバックアップが必要なもの
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３－８３－８３－８３－８ システム構成システム構成システム構成システム構成

方式方式方式方式 内容内容内容内容

○○○○メリットメリットメリットメリット

△デメリット△デメリット△デメリット△デメリット

ＬＡＮＬＡＮＬＡＮＬＡＮ

バックアップバックアップバックアップバックアップ

・ネットワークバックアップ・ネットワークバックアップ・ネットワークバックアップ・ネットワークバックアップ

・データはＬＡＮ経由・データはＬＡＮ経由・データはＬＡＮ経由・データはＬＡＮ経由

○○○○ SANSANSANSAN不要不要不要不要

→ → → → 導入が簡素導入が簡素導入が簡素導入が簡素

△△△△ LANLANLANLANに負荷に負荷に負荷に負荷

→ → → → 専用専用専用専用LANLANLANLANを準備を準備を準備を準備

△△△△ アプリに負荷アプリに負荷アプリに負荷アプリに負荷

ＬＡＮフリーＬＡＮフリーＬＡＮフリーＬＡＮフリー

バックアップバックアップバックアップバックアップ

・外部ディスクのコピー機能・外部ディスクのコピー機能・外部ディスクのコピー機能・外部ディスクのコピー機能

（スプリットミラー）使用（スプリットミラー）使用（スプリットミラー）使用（スプリットミラー）使用

・データは・データは・データは・データはＳＡＮ経由ＳＡＮ経由ＳＡＮ経由ＳＡＮ経由

○○○○ LAN,LAN,LAN,LAN,アプリに無負荷アプリに無負荷アプリに無負荷アプリに無負荷

△△△△ SANSANSANSAN必要必要必要必要

△△△△ 機能付ディスク必要機能付ディスク必要機能付ディスク必要機能付ディスク必要

→ → → → 導入がやや複雑導入がやや複雑導入がやや複雑導入がやや複雑

比較的高価比較的高価比較的高価比較的高価

３－８－６３－８－６３－８－６３－８－６ バックアップ統合バックアップ統合バックアップ統合バックアップ統合 まとめまとめまとめまとめ
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３－９３－９３－９３－９ 予行演習・手順確認予行演習・手順確認予行演習・手順確認予行演習・手順確認

「ぶっつけ本番」は厳禁です。「ぶっつけ本番」は厳禁です。「ぶっつけ本番」は厳禁です。「ぶっつけ本番」は厳禁です。

�リストア・リストア・リストア・リストア・リカバリリカバリリカバリリカバリは、かなり・・・は、かなり・・・は、かなり・・・は、かなり・・・

大変なイベントなのです大変なイベントなのです大変なイベントなのです大変なイベントなのです

� 原則原則原則原則不定期不定期不定期不定期に発生し、かつに発生し、かつに発生し、かつに発生し、かつ緊急緊急緊急緊急を要することが多い。を要することが多い。を要することが多い。を要することが多い。

� 人間の人間の人間の人間の高度な判断高度な判断高度な判断高度な判断が不可欠。が不可欠。が不可欠。が不可欠。

（破損状態の確認・解析、復旧方針の判定、現状確保、リストア作業、（破損状態の確認・解析、復旧方針の判定、現状確保、リストア作業、（破損状態の確認・解析、復旧方針の判定、現状確保、リストア作業、（破損状態の確認・解析、復旧方針の判定、現状確保、リストア作業、

リカバリ作業、動作検証など）リカバリ作業、動作検証など）リカバリ作業、動作検証など）リカバリ作業、動作検証など）

� より高い権限をもったより高い権限をもったより高い権限をもったより高い権限をもったエキスパートエキスパートエキスパートエキスパートが必要な場合もある。が必要な場合もある。が必要な場合もある。が必要な場合もある。

（システムの管理者権限、ネットワークスキル、データベーススキル、（システムの管理者権限、ネットワークスキル、データベーススキル、（システムの管理者権限、ネットワークスキル、データベーススキル、（システムの管理者権限、ネットワークスキル、データベーススキル、

システム全体のアーキテクチャや業務への影響度の判断など）システム全体のアーキテクチャや業務への影響度の判断など）システム全体のアーキテクチャや業務への影響度の判断など）システム全体のアーキテクチャや業務への影響度の判断など）

� プロセスや人手の面で、綿密なプロセスや人手の面で、綿密なプロセスや人手の面で、綿密なプロセスや人手の面で、綿密な行動計画や対処行動計画や対処行動計画や対処行動計画や対処が必要。が必要。が必要。が必要。
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恒例行事としたいものです。恒例行事としたいものです。恒例行事としたいものです。恒例行事としたいものです。

３－９３－９３－９３－９ 予行演習・手順確認（続）予行演習・手順確認（続）予行演習・手順確認（続）予行演習・手順確認（続）
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手順は常に確認しておきましょう。手順は常に確認しておきましょう。手順は常に確認しておきましょう。手順は常に確認しておきましょう。

運用フェーズ運用フェーズ運用フェーズ運用フェーズ

構築フェーズ構築フェーズ構築フェーズ構築フェーズ

リカバリを考えたリカバリを考えたリカバリを考えたリカバリを考えた

バックアップ設計バックアップ設計バックアップ設計バックアップ設計

リカバリテストリカバリテストリカバリテストリカバリテスト

リカバリ手順書作成リカバリ手順書作成リカバリ手順書作成リカバリ手順書作成

予行演習予行演習予行演習予行演習

手順書見直し手順書見直し手順書見直し手順書見直し

ＲＰＯ／ＲＴＯＲＰＯ／ＲＴＯＲＰＯ／ＲＴＯＲＰＯ／ＲＴＯ

費用対効果費用対効果費用対効果費用対効果

手順確認手順確認手順確認手順確認

所要時間確認所要時間確認所要時間確認所要時間確認

書面化書面化書面化書面化

担当者の

手順再確認手順再確認手順再確認手順再確認

構成変更、OSパッチ適用

データ量増加による

手順と所要時間確認手順と所要時間確認手順と所要時間確認手順と所要時間確認

３－９３－９３－９３－９ 予行演習・手順確認（続）予行演習・手順確認（続）予行演習・手順確認（続）予行演習・手順確認（続）
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バックアップ概論バックアップ概論バックアップ概論バックアップ概論 まとめまとめまとめまとめ

バックアップの目的を明確にバックアップの目的を明確にバックアップの目的を明確にバックアップの目的を明確に

リストアとリカバリは違いますリストアとリカバリは違いますリストアとリカバリは違いますリストアとリカバリは違います

要件と適用技術の関連付け要件と適用技術の関連付け要件と適用技術の関連付け要件と適用技術の関連付け

取得方法とシステム構成取得方法とシステム構成取得方法とシステム構成取得方法とシステム構成

予行演習・手順確認は必須予行演習・手順確認は必須予行演習・手順確認は必須予行演習・手順確認は必須

バックアップの目的を明確にバックアップの目的を明確にバックアップの目的を明確にバックアップの目的を明確に

リストアとリカバリは違いますリストアとリカバリは違いますリストアとリカバリは違いますリストアとリカバリは違います
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アンケートのご記入をお願いいたしますアンケートのご記入をお願いいたしますアンケートのご記入をお願いいたしますアンケートのご記入をお願いいたします

ご質問、ご意見は以下までご質問、ご意見は以下までご質問、ご意見は以下までご質問、ご意見は以下まで

JDSF事務局事務局事務局事務局 info4@jdsf.gr.jp

おわりおわりおわりおわり おつかれさまでした！！おつかれさまでした！！おつかれさまでした！！おつかれさまでした！！


