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データ損失とダウンタイムを克服し、コスト増加による 
予算枯渇を防止する方法を特定するための 7 つの質問
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不安、戸惑い、絶望。あなたが指揮を執っているときに、データ損失という最悪の事態が発生しました。そして、システムを迅速に復旧できず、
急場の社内ニーズに対応できないことが判明しました・・・。悪夢のような展開ですが、これは実際にあなたの職場でも起こり得ることです。

目標達成のためにそれまで積み重ねてきた努力がすべて失われるかもしれない恐ろしい経験です。なぜなら、いかなる企業でもデータが失わ
れれば、業務に深刻な遅延が発生し、生産性が低下して多額の収益が損なわれ、ユーザーエクスペリエンスの低下に不満を感じて顧客離れが
加速するのをなすすべもなく見守ることしかできないからです。

最近の ITIC の調査でも次のような結果が出ています。

組織の 98% は、1 時間の
ダウンタイムでかかるコ
ストは 10 万ドル以上だ
と回答している。※ 1

一方、81% は時間あたり
のコストが 30 万ドル以上
であると述べている。※ 2

これらはあくまで平均であり、中小企業であっても機能停止の実際の期間ははるかに長くなり、コストははるかに高額になる可能性があります 
（1 度のインシデントが数百万ドルに達することも多くあります）。

81%98%

標準的な指標、標準以下の結果
従来、データ保護は 2 つの主要な指標に重点を置いてきました。1 つは、データの復旧に要する時間を測定する「RTO」（目標復旧時間）、もう 
1 つは、停止時に失われるデータ量を測定する「RPO」（目標復旧時点）です。

IT プロフェッショナルは長年にわたり、ビジネスを正常な状態に戻すことを保証する主な手段として、RTO に焦点を当ててきました。多くの
組織では、数日でも数時間でもなく、わずか数分でデータを復旧し利用できるようになっています。

これで問題は解決し、ハッピーエンドを迎えることができたのでしょうか？そうとは限りません。というのも、もう 1 つの重要
な要素（データ鮮度）も、災害から本当に事業を復旧できたかどうかを大きく左右するからです。確かに、RTO が優れて
いれば、瞬時にバックアップを取り出して業務を実行できるようになります。しかし、最後にバックアッ
プを実行したのが 10 時間前で、この間に顧客から送信された注文を復元し、処理できない場合、何が起
きるでしょうか。誰からの注文だったのか、あるいはその顧客との関係が多大な価値をもたらす長期的な
ものになり得たかどうかを知ることなく、確定していたはずの収益を失うことになります。今こそ、RPO
を厳格に設定した対策を緊急に講ずる必要があります。

企業を守るために、 
適切な DR（災害復旧）が必要です
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予算の問題、コスト削減という制約
当然ですが、原則として、システムとアプリケーションに適した RTO と RPO を確立する必要はあります。
しかし、常に予算を考慮しなければなりません。RPOに関して言うならば、必要な頻度ですべてのデータをバッ
クアップするために必要な資金が IT 部門に割り当てられていないことがあります。

インフラストラクチャと人件費で予算がすぐに使い果たされてしまい、数分レベルで RPO のサポートが可能
なバックアップソリューションに割り当てられるリソースの数が制限される可能性があります。

残念ながら、多くの組織はこうした予算上の制約に対応するために、パフォーマンスを後回しにすることを
余儀なくされています。これは、典型的な「木を見て森を見ず」で、惨事を招く行為です。多くの場合、幹
部レベルからの支持もあり、財布の紐を締めることは短期的には賢明な行為に思えるかもしれません。しかし、
後で会社に大きな打撃を与える可能性があります。

増大する複雑さ、持続不可能な現状
この数年間にデータ保護の分野で起きた最大の変化は、おそらく IT 環境が複雑化したことです。その複雑さは誰もがめまいを覚えるほどです。
これは、常時運用が増えたことで必然的に以前よりも多くの混乱や摩擦が発生しているためで、その結果、復旧時間に著しい遅れが生じてい
ます。以下の点について検討する必要があります。

多様性からは逃れられない
現在の IT は、オンプレミス、クラウド、ハイブリッド、様々な仮想環境に加えて、ビッグデータ、動画、写真に対応しなけれ
ばなりません。しかも、これらはすべて、世界中のモバイルデバイスに分散しています。そして、そのすべてが保護対象であり、
多くの場合、SLA が異なります。

バックアップメカニズムとベンダーが増えれば、面倒な作業も増加する
優れたローカルバックアップシステムであっても、クラウドには接続されていないかもしれません。あるいは、現行のクラウ
ドバックアップは管理しているベンダーが、データセンターをサポートしているベンダーとは違う可能性もあります。モバイ
ルバックアップはどうでしょうか。個々のアプリケーションプロバイダーを確認する必要があります。このような例は枚挙に
暇がありません。ガートナーによると、平均的な中堅・中小企業は分散型運用の一環として 3 つ以上のバックアップソリュー
ションを使用しており、そうした企業の 4 分の 1 はできるだけ早くベンダーを切り替えたいと考えています。

データはサイロ化され、不平等な状態に置かれている
前述した数多くの環境を踏まえると、貴社のデータもおそらくはサイロ化され、データセンター、パブリッククラウド、リモー
トワーク環境など、さまざまな場所に置かれているのではないでしょうか。しかし、データは格納場所によって分けられるだ
けではなく、重要度によっても分けるべきと言えます。IT チームは POS（販売時点情報管理）データを数分で復元できたほう
がよいのは当然です。一方、2 年前のマーケティング会議で使用されたプレゼンテーションの復元は、優先度がはるかに低く
なります。ダウンタイムやデータ損失が発生したときに備えて、最初から最後までのアクションプランを実行できるように準
備しておく必要がありますが、言うは易く行うは難しです。
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その方法を探る前に、まずは業務を中断させる原因を調査し、 
脅威に関する自身の知識を評価する必要があります。

以下の質問を自身に問い掛け、自社のビジネスがどの程度リスクにさらされているかを
判定してください。その後で、予測可能性、持続可能性、信頼性に優れ、価格の手頃な
事業継続性戦略をどのように採用すればよいのかを Arcserve から提示します。

今日のコンピューティング環境は非常に複雑化しており、新たなコンピューティング時代に突入したと言えます。しかしながら、既存の事業
継続計画は、データ復旧への道筋が今よりも明確で単純であった前の時代に策定されたものである可能性があります。

そのままでは危険です。ダウンタイムとデータ損失がもたらす財務リスクを適切に判断せずに、一定の予算を復旧に割り当てる古いモデルを
未だ使用している場合、墓穴を掘ることになりかねません。前述したように、平均的なダウンタイムイベントで中堅・中小企業にかかる直接
コストは、1 時間あたり最大 30 万ドル以上になります。しかも、この金額には顧客離れ、新規の顧客獲得プログラムの必要性、顧客からの信
用の低下などの間接コストは含まれていません。

コストを削減し、複雑さを緩和し、
ダウンタイムの影響を完全に防ぐ 
方法はあります。
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話は聞いたことがあると思いますが、誰もが警戒する必要があります。それがランサムウェア攻撃です。ランサムウェア攻撃を受けた企業は、
悲惨な状況に陥る可能性があります。自分のデータへのアクセスがブロックされ、さらにはデータそのものを失う危険があります。

データにアクセスできなければ、注文の処理や追跡、顧客へのサービス提供、セールス活動の調整、サプライチェーンの管理、あるいは、あらゆる 
重要なビジネス機能の実行ができなくなります。廃業に追い込まれることさえあります。

その上、ZDnet の報告によると、新型のランサムウェアはファイルを人質に取るだけでなく、オペレーティングシステムファイルを消去して、
完全にシステムを再構築しなければ業務を続行できなくするなど、これまで以上に破壊的になっています※ 3。

さらに悪いことに、ランサムウェア攻撃は大企業、中規模企業、中小企業に同様に影
響を及ぼす可能性があります。WannaCry や Petya などのランサムウェアが世界中
の IT 意思決定者を怯えさせているのも無理はありません。また、その被害が甚大で
あるのも当然のことです。Cybersecurity Ventures の報告によれば、ランサムウェ
ア攻撃は 2019 年までに世界で 115 億ドルの損害をもたらす可能性があります※ 4。
2017 年の被害額は 20 億ドルでしたので、急増したことになります※ 5。2019 年末
までには、企業に対するランサムウェア攻撃は 14 秒ごとに実行されると推定されて
います※ 6。

大規模な被害の例として、製薬大手の Merck 社が受けた攻撃を見てみましょう。
Merck は、2017 年に NotPetya ランサムウェア攻撃が原因で 1 億 3,500 万ドルの
売上を失い※ 7、その他に 1 億 7,500 万ドルのコストを被りました※ 8。

1    ランサムウェア攻撃者を受けて、115 億ドルの身代金を 
ゆすり取られる可能性はあるか？

以下の 7 つの重要な質問を自身に問いかける
ことから始めましょう。それが行動を起こす
ための最初のステップとなります。

データ損失とダウンタイムの原因、およびその壊滅的な影響をどのように防ぎますか？
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データ損失とダウンタイムから自社を守るには、適切なデータ保護が必要です。それこそが、最悪の脅威の 1 つであるサイバー攻撃から身を
守るために必要なものです。

巧妙に仕掛けられたサイバー攻撃では、大規模な DDoS（分散型サービス拒否）攻撃が実行されま
す。これにより、デバイスは破壊され、データにアクセスできなくなり、セキュリティ侵害や被害
者が被った損害についての責任を経営陣や顧客に対して負うことになります。

実際、Neustar & Harris が最近実施した調査によると、驚くことに 92% の企業が、DDoS 攻撃を
受けた際に深刻なデータ侵害が発生したと回答しています※ 9。また、比較的小規模な DDoS 攻撃
であっても、その裏に別の目的が隠れている場合があります。たとえば、データを盗み出したり、
マルウェアをインストールしたり、ネットワークの脆弱性をマッピングしたり、ランサムウェアを
インストールしたりします。ランサムウェアがインストールされた場合には、前述したように壊滅
的なデータ損失やダウンタイムが発生する可能性があります。

その危険性を示す例として、サイバー攻撃の被害が発生すると文字通り生命が危険にさらされる医療業界を考えてみましょう。2018 年初め、
ニューヨーク西部の病院がサイバー攻撃を受け、EHR（電子健康記録）のダウンタイムが 2 週間続きました※ 10。これは、病院が患者情報を取
得する機能の中核をなすものでした。他にも、中部大西洋沿岸地域の大規模な医療システムでは、過去 3 年間にダウンタイム（サイバー攻撃
に限定せず、あらゆる原因によるもの）に関連して 76 件の医療インシデントが発生し、研究所のラベリングと追跡、投薬管理、遅延のない治
療で中断が発生しました※ 11。

たとえ生死にかかわる緊急性を伴わない業界であったとしても、さまざまなタイプの混乱によって、自身のキャリアが深刻なダメージを受け
る可能性があります。たとえば、同僚があなたスケープゴートにするかもしれません。あるいは、怒った顧客から誹謗中傷を受けるかもしれ
ません。数々のトラブルに対処し続けてきた IT プロフェッショナルの多くがそうであるように、自身のパフォーマンスに疑問を感じるように
なるかもしれません。では、どのように反撃すればよいのでしょうか。

想像するだけで恐ろしいことですが、自然災害は台風、竜巻、地震、火
事、洪水、地滑りなど、さまざまな形で発生します※ 12。しかし、どのよ
うな形であれ、システムを全滅させ、データを大量の瓦礫の下に埋没させ、
復旧は不可能だと思われるほどビジネスや地域のインフラストラクチャ
に甚大な損害を与えます。

2017 年を振り返ると、「ハービー」「イルマ」「マリア」と猛烈なハリケーン
が米国を次々に襲いました。米国西部では大規模な山火事が発生しました。このような自然災害は今後も続くと考えるのは至極当然であり、
企業が実行可能で検証済みの事業継続計画を策定することがいっそう緊急に求められています。

2   サイバー攻撃が発生した場合、重要な顧客や自社のビジネスを 
守ることはできるでしょうか？

3   自然災害が発生した場合でも、 
現状の事業継続計画で対応できて
いますか？
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世界中の IT 意思決定者を対象に Arcserve が最近実施した調査から、回答者の半数以上がそのような計画を持っていないことが明らかになっ
ています※ 13。また、計画がある企業の 50% は、極めて低い頻度でしか計画をテストしていません（1 年に 1 回以下）※ 14。壊滅的なデータ損
失が発生した場合でもデータを復旧できる自信があると回答した意思決定者が 15% 未満であったのも、不思議ではありません※ 15。次に発生
する自然災害が過去最悪のものになる可能性があることを考えると、恐ろしくなってきます。自然そのものを克服する防御策を講じることが
できなければ、事業計画を含めてあらゆるものがなぎ倒されてしまいます。

旧式のレガシーシステムと呼ぶ人もいれば、使い勝手の悪い古いハードウェアと呼ぶ人もいます。ある
いは、古代遺跡に例えることもできるでしょう。いずれにせよ、老朽化するテクノロジーを使用してい
ると、（一見すると）何もかもがスムースに進んでいるように思えた瞬間に、全く予測不可能な要素が運
用に加わります。

この古いテクノロジーが正常に動作しなくなると、老朽化したサーバードライブ、ネッ
トワークスイッチ、またはその他の原因で発生したダウンタイムを我慢するしかありま
せん。その時になって、数多くの問題が発生していることに気付くのです。そうした問
題の中でも、厳しい SLA（サービスレベル契約）が課されており、達成できない場合が
あります。

そうなると、どれだけ不当な状況であったとしても、あなた自身そして IT チームの評価
は低下します。大抵の場合、テクノロジー担当エグゼクティブには新規リプレース用の
リソースに必要な予算は振り分けられませんが、何か問題が発生すれば非難が集中する
のが決まってテクノロジー担当者です。

従業員が人的ミスの原因になることは動かぬ事実です。男性も女性も、経験豊富であっても経験が浅くても、勤勉であってもやる気がなくても、
誰もが例外なく間違いを犯します。すべての人が時には間違った（あるいは単なる不注意な）行動をするため、ダウンタイム、データ損失、デー
タ侵害を招く可能性があります。

職場で人的ミスがどの程度起きているかは統計によって異なりますが、従業員がうっかり共有ディレクトリやフォルダーを削除したり、設計
やコーディングを間違ったり、不審なプログラムやドキュメントをダウンロードしたり、サーバールームにバニラシェイクを持ち込んだりす
るなど、いずれのミスであっても壊滅的な影響をもたらす可能性があります。

インフラストラクチャ全体の TCO（総所有コスト）と運用コストへの影響を例にとってみましょう。従業員のミスを修復し、すべてのアプリケー
ションの運用を継続するために IT チームが提供するサービス、サポート、および保守のコストを合計すると、恐ろしい金額になります。IT スタッ
フ自身が発生させたデータ損失を適切に処理するためのコストについては、言うまでもありません。また、バニラシェイクまみれになったサー
バーを置き換えるための設備投資のコストも同様です。

4   SLA を全く達成できない事態とは？ 
（ヒント：古びたテクノロジー）

5   人的ミスによってデータ損失が発生した場合、
TCO に甚大な影響が及ぶか？
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モノは壊れるものです。破損の原因を老朽化した IT システムのせいにしたくなるかもし
れませんが（質問その 4 を参照）、IT インフラストラクチャのすべての要素は、それま
での稼働時間に関係なく、障害の影響を受けやすいのが現実です。

ここで問題になるのが、突如発生する破損、つまりは予期せぬ異常です。そうした例は
無数にあります。たとえば、Exchange サーバーの内部でハードドライブが爆発した事
件は有名です※ 18。この爆発の目撃者は、サーバーから壊れる音とひっかくような音が
するのを聞きました。サーバーはすぐに動作しなくなり、13 日間の業務中断を引き起
こしました。

このような事故が発生した場合、復旧作業に IT スタッフの時間の大
部分が費やされることになります。また、組織全体に IT リソースを
割り当てるためのアクションプランを作成することが、あなたや同
僚のIT意思決定者にとって困難である理由も明らかです。重要なハー
ドウェアが正常に機能しなくなり、強制的に「復旧モード」に入っ
た場合、IT 担当者をシャッフルし、その場でスケジュールを決定し
なければなりません。そのため、本来キーパーソンが割り当てられ
るはずの長期の戦略的 IT イニシアチブを進めることができなくなり、
効果的に計画することはできません。

今日のビジネスにとって、停電は大きな脅威となっています。実際、2016 年から 2017 年の間に停電の
影響を受けた人の数は 2 倍以上になり※ 16、現在の停電の平均時間は 81 分です※ 17。また、停電は自然災
害の副次的影響として発生することがよくありますが（質問その 3 を参照）、自然災害とは別に単独で発
生して電力会社や企業を停止させる場合もあります。

いずれの場合も、データ損失とダウンタイムによってあらゆる影響を受けることになります。そうした影
響の 1 つとして、現在多くの業界に課されている政府および業界のコンプライアンス要件を達成できない
ことが挙げられます。停電やその他の事故によってデータにアクセスできなくなった場合、その企業はコン
プライアンス違反であると判断され、評判が低下したり、広く使用されている基準に準拠しなかったりし
たとして多額の罰金が科される恐れがあります。

6   停電のようないつでも起こりうる出来事によって、 
コンプライアンスを遵守できなくなる可能性があるか？

7   障害の発生によって、IT の配置計画が 
突然崩壊する可能性は ?
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データ損失の防止策は明らかに 
なりましたか？データ損失がもたらす 
影響を阻止しましょう。
自分の業績に「ビジネス、IT、データセンターの救世主」の項目が
加わります。

エンタープライズクラスの予算はなくても、 
エンタープライズクラスの事業継続性は実現可能です。
これは、この e ブックで最も重要な箇所の 1 つです。まず、「IT 災害を防止する」という概念を理解する必要があります。IT 災害の防止とは、
ダウンタイムがもたらした混乱の後始末をすることではありません。ダウンタイムまたは機能停止の影響を、エンドユーザーから見てちょっ
とした不具合にまで（ビジネスへの影響を取るに足りないレベルにまで）低減することです。

さらに、大規模な組織でなくてもこれを実現できます。かつては、常時可用性と即時復旧を提供する
ソリューションを導入できたのは資金的な十分な余裕がある企業だけでしたが、現在では事実上あら
ゆる規模の企業が IT 災害を防止できます。エンタープライズ規模の予算がなくても、同レベルの事
業継続性は実現できます。

実際には、最適な事業継続ソリューションがコスト効率に優れた方法でこれを実現します。独自のシ
ステムやアプリケーションの SLA を達成できないかもしれない複雑なソリューションに多額の投資
をしなくても、機能停止を無害な不具合にまで軽減できます。

これは、復旧の重要なマイルストーンであり、企業はこれを活用するべきです。では、どうすれば実現できるのでしょうか？

ビジネスにおける災害を防止する、以下の 3 ステップのアプローチを推奨します。

これまで見てきたように、複雑さが増し、予算の制約が厳しくなり、あらゆる場面で期待が高まっているため、現在のデータ保護手法を用い
てデータ損失に対処することは容易ではありません。

このような状況で、事業継続計画を効果的に実施するにはどうすればよいのでしょうか。重要なのは、災害からの復旧ではなく、災害を完全
に防止することに重点を置いたソリューションを特定することです。不可能だと思いますか？本当に？以下の点を考慮してください。
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連携の取れた 
対策を準備する

IT と関連事業部門が連携して、 
リスクプロファイルを作成する。

IT 災害の防止は、IT チームだけの責任ではあ
りません。ITスタッフは、各事業部門（LOB）チー
ムと協力して、厳密な RTO と RPO が求めら
れる場所、またはアプリケーションの古いバッ
クアップを復旧することが許容される復旧時点
を特定する必要があります。この時点で同意を
得ておくことで、後に問題を回避できるため、
LOB とはできる限り緊密な連携が必要です。

具体的には、さまざまな事業部門（および組織
全体）が許容できるリスクのレベルを示したリ
スクプロファイルを作成する必要があります。
どのデータがミッションクリティカルであり、
直ちに復旧する必要があるのか？その次はどの
データか？その次は？どこから復旧するべき
か、そして運用にどのような影響を与えるかを
把握するためには、リスクプロファイルを作成
して、システムとデータを優先度別に分類する
しかありません。これを行わなければ、その企
業は耐障害性を失う可能性があります。

このプロセスでは、どのデータが不可欠である
かについて LOB ごとに考えが異なる可能性が
あることを覚悟しておく必要があります。それ
どころか、一度に多くの「主人」に仕えて、数
多くのシステムとアプリケーションを同時に最
優先することが可能であると考えているのであ
れば、LOB 間で対立が生じる可能性がありま
す。だからこそ、競合する RTO ニーズと RPO
ニーズを解決するための計画を、戦略的かつ包
括的に検討する必要があります。

ミッションを 
明確にする

事業継続性の指標を確立し、 
理解する。

最初に、SLA について現実的になる必要があ
ります。SLA は、自然災害の発生や、巧妙な
ハッカーによるセキュリティ侵害を阻止できま
せん。しかし SLA は、ベンダーが適切なサー
ビスを提供する際のガイドラインとなります。
また、サービスが標準に満たない場合の法的措
置として役立ちます。

IT チームが SLA の交渉をする際には、必ずリ
スクプロファイルをガイドとして使用してくだ
さい。SLA のプロビジョニングが過剰になった
り不足したりしないようにするには、業務の中
断がビジネスに及ぼす影響を理解することが重
要です。

次に、RPO に特に注意する必要があります。
今日の IT 環境において、RPO は RTO の影に
隠れがちですが、企業の成功にとって極めて
重要です。前述したように、復旧時間は短いこ
とが望ましいのは当然ですが、データが最後
にバックアップされたのが 24 時間前であった
場合、そのデータは最重要システム / アプリ
ケーションのユーザーにとっては価値がありま
せん。

たとえば、あなたが 15 分以内の復旧を保証す
るソリューションを検討しているとします。こ
れは素晴らしいことですが、どのような RPO
を達成すれば、この厳密な RTO にも対応でき
るのでしょうか？

15 分前の時点からほぼリアルタイムのデータ
を復元できるか、また、復元が可能であれば、
その作業がどの程度複雑で、どれだけのコスト
がかかるかを確認します。

競争優位性を 
確保する

クラウドを 
検討する。

2019 年までにすべての IT ワークロードの
60% がクラウドで実行されるようになり、
2020 年までには企業の「ノークラウド（ク
ラウド拒否）」ポリシーは、現在の「ノーイン
ターネット」ポリシーと同じくらい珍しいもの
になると予想されています。しかし、これまで
見てきたように、多くの組織は、UNIX、HP/
UX、AIX、Solaris などの非 x86 プラットフォー
ムを引き続き使用して、レガシーアプリケー
ションをサポートしています。

こうした多世代型 IT 環境を運用する企業は、
複雑なプライマリ / セカンダリデータセン
ター、クラウドワークロード、運用環境、災害
復旧（DR）計画、コロケーション施設が原因
で増大するデータ損失のリスクやダウンタイム
の問題に直面しています。多くの場合、SLA の
達成は困難であり、ミッションクリティカルな
アプリケーションやデータ以外も保護すること
は非現実的です。

新時代に向けて大胆な発言をするだけでは、こ
れらのリスクを低減することはできません。
オンプレミスおよびクラウドで、システムおよ
びアプリケーションから、あらゆる場所での
IT 災害を防止するように設計されたソリュー
ションが必要です。

そのためには、単一サービスの使いやすさと、
SLA を復旧してインフラストラクチャ内の全
データを完全保護する一連の機能が組み合わさ
れたクラウド対応ソリューションを活用する必
要があります。そうすることで初めて、数秒か
ら数時間のレベルの RTO と RPO を達成しな
がら、21 世紀の複雑な IT 環境への対応が可能
になります。
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災害とニアゼロのデータ損失との違い
これまで説明してきたように、IT 災害の発生後にクリーンアップするのではなく、IT 災害を未然に防止するには、柔軟な RTO、RPO、SLA
を提供する 1 つのソリューションを使用して、リスクプロファイルの決定、事業継続指標の特定、および分散型多世代インフラストラクチャ
の全プロセスを合理化する必要があります。

クラウドベースの統合型管理インターフェイスを搭載した Arcserve Business Continuity Cloud であれば、高額なコストをかけることも
複雑な管理を行うこともなく、実現できます。ハイブリッドマルチクラウドインフラストラクチャ向けに設計された Business Continuity 
Cloud には、バックアップ、DR（災害復旧）、高可用性、メールアーカイブの機能が組み込まれており、複数のベンダー、ツール、インターフェ
イスの複雑さに悩まされることなく、RTO、RPO、SLA を達成できます。このソリューションの以下の特長により、これまでバックアップの
管理に費やしてきた時間を取り戻すことができます。

     SLA を満たし、（数秒から数時間のさまざまな）RTO と RPO をサポート

     組み込みの高度なテスト機能とレポート機能により、利害関係者の透明性を高め、システムの可用性を保証

     帯域幅を浪費することなく、クラウドとの間で大量のデータを安全に保護

     ツールや管理インターフェイスを追加することなく、簡単な拡張と Pay as you grow（成長に応じた投資）を実現

     法的証拠開示と監査を簡素化することにより、企業コンプライアンスと規制遵守をサポート

     マルチクラウドおよびクロスクラウドのデータ保護で IT トランスフォーメーションを保護

     クラウドネイティブ、クラウドベース、クラウド対応のテクノロジを統合して、複雑な多世代 IT インフラストラクチャによる 
ダウンタイムとデータ損失を防止

「バックアップのバックアップ」として機能する Arcserve は、データと財務の惨事からビジネスを絶対的に保護する上で求められる専門知識、
サポート、リソースを備えた世界規模のチャネルとサポートネットワークを提供します。

詳細については、arcserve.com/jp をご覧ください。

http://www.arcserve.com/jp
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