
不完全なディザスタ 
リカバリ計画から生じる 
5 つの悪影響の回避策

重大なビジネスの中断を招く主要な原因

迅速なシステム復旧を実現するための
体制は整っていますか？

不完全なディザスタ リカバリ計画から生じる 
5 つの悪影響

確実かつ安心なディザスタ リカバリ対策を支援 ：
VMware Cloud™ on AWS の DRaaS

Q ： 深刻なシステム障害またはビジネスの中断を招いた原因はどういったものでしたか？
（複数回答可） 1

Q ： バックアップ データの消失や破損による組織への影響はどのようなものが考えられますか？
もっとも影響が大きいと思われるものを次のなかから 2 つまで選択してください 4。

VMware Cloud Disaster Recovery™ と VMware Site Recovery™ が、
信頼性、シンプルさ、費用対効果に優れた DRaaS を提供

不完全なディザスタ リカバリ計画から生じる
悪影響の回避を支援
VMware Cloud on AWS の DRaaS で実現するメリット

VMware Cloud 
Disaster Recovery 
のメリット

従業員の生産性の低下

企業の信用や価値の低下

ビジネス機会の損失による
収益源

コンプライアンスに関連する
罰則

お客様からの信頼の低下

49%

35%

28%

23%

19%

高い信頼性
グローバルに展開されている最大規模のクラウド インフラストラクチャを
基盤とするディザスタ リカバリ（DR）サイトを活用し、ダウンタイムを発生
させないシンプルなテスト、自動化された DR 環境の健全性チェック、ラン
サムウェア攻撃による被害からの迅速なリカバリを実行可能

シンプルなシステム 
フェイルオーバー、フェイルバック、ネットワークの再マッピング、スクリプト作
成が自動化されているほか、使い慣れた VMware 製品で構築された一貫
性のある環境と運用機能を使用でき、仮想マシンのフォーマット変換が不要

優れた費用対効果 
VMware が管理およびサポートする伸縮性のあるクラウド環境で、「必要な
ときのみ支払う」フェイルオーバー キャパシティ モデルにより、追加のソフト
ウェア ライセンスを購入することなく DR リソースを利用可能

VMware が提供する 
DRaaS の総体的な
メリット

VMware 
Site Recovery の
メリット

• AWS のグローバルな最大規模のイン
フラストラクチャを基盤とするセキュア
な DR 環境で、高い信頼性を確保

• 既存のソフトウェアとハードウェアを使
用できるため、オンプレミス環境でシス
テムの停止が生じるような変更を最小
限に抑制

• オンプレミスとクラウドの両方の環境に
わたる vSphere ベースの一貫性のあ
る運用モデルにより運用を簡素化す
るとともに、DR ソフトウェアのライフサ
イクル管理にかかる負荷を軽減

• 不安定かつ時間のかかる仮想マシンの
フォーマット変換が不要

• VMware が管理およびサポートする
伸縮性のあるクラウド環境を利用でき
るため、インフラストラクチャのメンテナ
ンスにまつわる作業負荷が低減

• ダウンタイムを発生させない
組み込み型のテスト機能に
より、ワークロードの保護と 
RTO の達成を検証できるた
め、信頼性が向上

• 基盤となるストレージに依存
しないネイティブのレプリ
ケーション機能により、RPO 
を 5 分に設定可能

• 高い実績を誇る VMware 
Site Recovery Manager に
より、フェイルオーバー、フェ
イルバック、ネットワークの再
マッピング、スクリプト作成を
自動化

• システムが生成するフェイル
オーバー レポートを活用して
多大な時間を要する DR 監
査を効率化することでコスト
を削減

• DR プランの健全性チェックと
毎日のデータ整合性チェックを 
30 分ごとに自動で実施し、バッ
クアップ データを必要なときに
いつでも使用できる状態に維
持することで信頼性を強化

• SaaS ベースの管理コンソール
により、DR サイトのメンテナン
ス作業を簡素化

• 効率性に優れたクラウド上の
ストレージ レイヤーを活用し、
DR テストやフェイルオーバー
の実行中、必要なときにのみ 
VMware Cloud on AWS のイン
フラストラクチャをスピン アッ
プする伸縮性のあるクラウド コ
ンピューティングを活用するこ
とで DRaaS のコストを削減

• パイロット ライト クラスタと、
ライブ マウント機能を使用した
仮想マシンの即時パワーオンに
より、本番環境における RTO 
を短縮

• 保護対象のデータ量と仮想マ
シン数に基づく料金モデルの 
DR サービスにより、コスト構造
を簡素化

お客様事例 ：ウェストウィンザー /プレインズボロ学区（米国）の詳細はこちら 

「停電時の対策や、いかに耐障害性と連続稼働時間を確保するかという課題に頭を悩ませる
ようなことはできれば避けたいものです。 VMware Site Recovery は、私たちをそのような
心配事から解放してくれました。 この製品では必要なノード数に応じてライセンスを取得
できるほか、RPO を 5 分に設定できます。 as-a-Service 型でこのような目標を設定できる
のは驚異的です」

ウェストウィンザー /プレインズボロ学区
テクノロジー マネージャ、Harry Doctor 氏

「クラウドは、データ保護のための主要プラットフォームとしての採用が進んでいます。
当社の調査からも、データ保護戦略の一部にクラウドを使用している組織の割合が調査
対象組織の 90% に達していることが明らかになりました」

IDC、 Infrastructure Platforms and Technologies

Research Manager、Andrew Smith 氏 5

VMware Site Recovery の
詳細情報

VMware Cloud Disaster Recovery の
詳細情報
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IT の意思決定者の 69% が、サイバー攻撃に備えてすべての重要
データに対し信頼性の高いリカバリを確実に実行できているとは
言えないと回答 2。

アンケート調査に参加した組織の 30% が過去 2 年以内に重大
なシステムダウンがあったと回答。 従業員 1,000 人超の大規模
組織における状況はさらに深刻であり、およそ 40% が過去 2 年
以内にシステムダウンを経験 3。

アンケート調査に回答した組織の多く（68%）が、今後 1 年以内に
ビジネスの中断（予定外のシステムの停止など）が発生する可能
性を懸念 2。

ディザスタ リカバリ（DR）の実効性のテストを年 3 回以上実施して
いる組織はわずか 17% に留まり、46% の組織では年 1 回のみ実施 3。

ハードウェアまたは
ソフトウェアの
不具合

悪意ある外部からの
サイバー攻撃

電源系統の不具合 ネットワークの不具合

37% 24%

18% 18%
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