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DOCAVE バックアップ ＆ リカバリー

FOR MICROSOFT® SHAREPOINT® バックアップ & リカバリー

SharePoint Server 2016/2013 から SharePoint Server 2010・仮想マシン
(VM)・SharePoint Online・OneDrive for Business まで、幅広い情報環境のバ
ックアップとリカバリーを実行します。
ビジネス上の利点:

総合的
バックアップ

コンテンツやカスタマイズ ・ ソ
リューション ・ アプリ ・ 組織
の SharePoint サーバー
をホストしている VM などを
含めた SharePoint 環境
全体を、 完全 ・ 総合的に
バックアップし、 データの損
失から組織を保護します。

ビジネス
継続性

SharePoint コンポーネン
ト ・ データベース ・ インデッ
クス ・ 構成などを対象とし
たリカバリー機能とスナップ
ショット技術により、 サービ
ス上で障害や誤削除が発
生した場合でも、 ビジネス
への影響を最小限に抑えま
す。

SLA 達成

SharePoint コンポーネン
トを指定し、 実行可能な
最小単位リストア、 コンテ
ンツ セキュリティ、 プロパティ
などの機能を活用すること
により、 障害時間 ・ データ
損失 ・ リストア時間を最小
限に抑え、 厳格な SLA
基準にも準拠することがで
きます。

管理機能の
一点集約

バックアップ ・ リストア プロセ
スの追跡 ・ 管理 ・ レポート
化といったアクションを、 画
面を切り替えることなくすべ
て実行可能な管理コンソー
ルを提供します。
これにより、 SharePoint
SLA を満たすコンプライアン
ス環境を維持することが可
能になります。

DocAve バックアップ & リカバリーを利用してできること
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DocAve バックアップ & リカバリーは、個別コンテンツ アイテムから SharePoint 環境全体、ファーム レ
ベルの全コンポーネントに至るまで、メタデータ・セキュリティ設定・バージョン履歴すべてを保持したままでの
完全バックアップ・リカバリー機能を提供します。
直観的に使用できるユーザー インターフェイスとエンタープライズ向けのスケーラビリティを備えたDocAve
バックアップ & リカバリーは、SharePoint の総合的な保護をシンプルに実行します。

技術概要
単一のインターフェイスから SharePoint 資産の SLA を中央管理することで、 オンプレミス環境 ・ Microsoft Office 365 ・ OneDrive for
Business ・ VM などのクラウド環境 ・ ハイブリッド クラウド環境など、 様々な SharePoint 環境の保護を実現します。
VSS・VDI ・NetApp のスナップショット技術で、 SharePoint ファーム全体の迅速なバックアップとリストアを実行します。 バックアップとリストアでは、
バックエンドの Microsoft SQL Server データベースと構成、 インデックス ・ ジョブ ・ FAST Search Server などのサーバー、 IIS 設定、 フロン
トエンド IIS 設定、 ファイル システム リソース、 アプリケーション データベース ( サードパーティ製品およびカスタム )、 スタブ データベース、 BLOB
ストレージ、 VM 全体などを対象とすることができます。
Web アプリ ・ サイト コレクション ・ サイト ・ アプリ ・ ごみ箱 ・ リスト ・ ライブラリ ・ アイテム、 ワークフロー定義とインスタンス ・ 構成 ・ 権限 ・ メタデータ ・
バージョン履歴などを含めた SharePoint コンテンツの完全バックアップ ・ リストアを実行します。
完全 ・ 増分 ・ 差分バックアップにより、 優先度の高いデータや前回のジョブで失敗したデータの高頻度バックアップに合わせたバックアップ プランやスケ
ジュールを立てることが可能となり、 バックアップ操作およびストレージ効率を向上します。
正確性を保証するため、 ドキュメントのリストア実行前にプレビュー ・ 再確認を実行することができます。
エンドユーザーによるリストア Web パーツを使用することで、 データベース ・ サイト コレクション ・ サイト ・ ごみ箱 ・ リスト ・ アイテム ・ セキュリティ ・ プ
ロパティ ・ サービス アプリケーション ・ ソリューション ・ その他様々なカスタム オブジェクトを含む SharePoint コンテンツおよびコンポーネントの最小単
位リストアを SharePoint 経由で実現します。
外部化された BLOB データ ・ SQL Server データベース ・ インデックス サーバーをリストアすることにより、 手順付きのガイダンスであるファーム再構
築ウィザードを使用して、 SharePoint 環境全体を簡単にリストアします。 また、 SharePoint サーバー VM や SQL Server データベースを、
元の SharePoint / SQL サーバーにリストアすることも可能です。
クローン元の SharePoint 環境の VM、 ファーム、 WFE サーバー、 Web アプリケーション サーバー、 SQL Server データベースなどの完全データを
別の環境へクローンすることで、 テスト環境と本番環境を備えた SharePoint システムを簡単に構築することができます。
特定のファーム内で複数の SharePoint サーバーを 1 クリックで修復できる機能を搭載、 例えば全体管理ページが開かなくなったなど、 システム
エラー発生時のレスポンス タイムを削減することが可能になります。
AvePoint の InstaMount テクノロジーを使用することで、 SharePoint コンテンツの迅速なリストアをはじめ、 データベースをステージングすること
なく完全データベース バックアップから各アイテムを本番環境にリストアします。
NetApp のテクノロジーを活用してバックアップ スナップショットを生成することにより、 データ回復にかかる時間を大幅に削減します。 また、 ハードウェ
ア ベースのスナップショットから最小単位でリストアを実行することにより、 堅牢な目標復旧時点 (Recovery Point Objective) ・ 目標復旧時間
(Recovery Time Objective) を達成します。
ネットシェア ・ FTP ・ Amazon S3 ・ AT&T Synaptic ・ Box ・ Caringo ストレージ ・ Cleversafe ・ DELL DX ストレージ ・ Dropbox ・ EMC
Atmos ・ EMC Centera ・ Google Drive ・ HDS Hitachi Content Platform ・ IBM Storwize ファミリー ・ NetApp Data ONTAP ・
OneDrive ・ Rackspace Cloud File ・ TSM ・ Microsoft Azure ストレージなど、 多様なプラットフォームに対応しています。
バックアップした Web アプリケーション、 サイト コレクション、 サイトは、 統合型ダッシュボードを通じて確認することができます。

簡単に使用できる DocAve のウィザードで、プラットフォーム / 最小単位バックアップ ・リカバリー プランを迅速に構築することができます。

本リリースで新たに追加される機能の一覧については、DocAve 6.8 リリース ノート をご参照ください。

DocAve
に関するお問い合わせ

電話: (03) - 6853 - 6300
E-mail: SalesJP@AvePoint.com

AvePoint Japan 株式会社
〒 108-0074
東京都港区高輪 4-10-18
京急第一ビル 11F

その他詳細につきましては www.avepoint.co.jp をご覧ください。
アブポイントジャパン ブログ www.avepoint.co.jp/community/ をご覧ください。
その他ご希望の方はお問い合わせください。
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