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Agenda
13:00-14:00 Veeam Backup & Replication基礎知識 (基礎知識テキスト利用)

14:00-17:30  操作実習 (実習ガイド利用)

⁃ バックアップ対象仮想環境のVeeam Backup & Replicationへの登録
⁃ 仮想環境バックアップジョブの作成、実行
⁃ 各種リストア
⁃ リプリケーション&フェイルオーバー
⁃ ファイル共有保護 (バックアップ対象ファイル共有の登録、ファイル共有バックアップジョブの作成・実行・リ
ストア)

⁃ 質疑応答

*適宜休憩を設けます。

2



Use an eyedropper 

Veeam corporate 

Veeam Backup & Replicationについて
Veeam Backup & Replicationについて
Veeam® Backup & Replication™は、あらゆる規模および複雑な仮想環境を対象とした、データ保護および災害復旧のソ
リューションです。Veeam Backup & Replicationは、高速で柔軟性があり、信頼性の高い方法で、仮想化されたアプリケー
ションやデータのリカバリを実行します。バックアップとレプリケーションが単一のソリューションとして統合され、バックアップの価値を
高め、VMware vSphereおよびMicrosoft Hyper-V仮想環境のためのデータ保護に革命をもたらします。
Veeam Backup & Replicationは、インスタント・ファイルレベル・リカバリ、効率的なVMリカバリ、スケーラビリティ、2-in-1のバッ
クアップ&レプリケーション、組み込みの重複排除、集中管理機能など、業界をリードする多くの機能により仮想インフラストラク
チャ全体をサポートします。

本ガイドおよび実習ガイドについて
本ガイドは、Veeam Backup & Replicationについてよく理解し、その能力を評価する際にお役立てください。本ガイドおよび
実習ガイドでは、Veeam Backup & Replicationの主な特徴について説明し、本製品の使用経験に関係なく、製品を使い
始める方法について説明します。

対象読者
本ガイドは、VMware仮想環境を保護するためにVeeam Backup & Replicationの導入を検討しているIT専門家を対象とし
ています。本ガイドは、Veeam Backup & Replicationの初心者、およびVeeam Backup & Replicationの経験者、本製品
の新機能を評価したいと考えているVMware管理者、コンサルタント、アナリストに有益です。
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操作実習をメインとするため、本基礎知識ガイドについて全てはご説明いたしません。
ジョブ処理中など、実習中の操作待ち時間などにお読みください。
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Veeam 会社概要
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満足度

製品機能

更新に対する意向

営業への評価

9.1|10

9.0|10

9.1|10

9.1|10

業界平均の3.5倍の顧客満足度

数字で見るVeeam

10.6億ドル
2019年の売上高

37万5,000社以上
顧客数（12年連続で
成長を達成）

82%
Veeamを使用する
Fortune500企業

160
拠点のある国

従業員は世界中に
4,200名以上

100%
チャネルパートナー
経由の販売

説明
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再びリーダーに選出

2019年版Gartnerマジック・クアドラ
ントにおいて、データセンターバック

アップおよびリカバリソフトウェア部門
で、再びリーダーに選出されました。

『The Forrester Wave』
のリーダー

Veeamは現在、特に複雑で分散した、
大規模なクライアント環境にサービス

を提供しています。

市場シェア成長率第1位

Veeamは、2019年下期の収益が前年比
20.5%増を達成し、データ保護と復元ソフ

トウェア市場をリードしています。

明確なマーケットリーダー

2020年Gartner Peer Insights Customers’ 
Choiceのデータセンターバックアップおよ
びリカバリソフトウェア部門において
Veeamは5つ星評価で4.7を獲得しました。

説明
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IDC Semi-Annual Software Tracker：
成長実績（データレプリケーション・保護市場）：企業別トップ5（2019年下期）

会社名 連続成長率
前年比成長

率

ベンダー収益
（米国ドル、百万

単位）

Veeam +9.8% +20.5% 478.10

Commvault +0.1% -3.0% 324.06

Dell Technologies +2.9% +5.1% 779.62

IBM +6.3% -0.1% 583.21

Veritas -1.7% -2.0% 564.87

その他 +4.5% +9.0% 2,053.37

市場平均 +3.8% +5.9% -

• ベンダーのトップ5社
• その他のプロバイダー
• 市場全体の平均

出典：IDC、Semi-Annual Software Tracker（2019年下期）
注：全世界でのデータ

Veeamは
連続、
前年比の両成長率において
以下の区分で最速の収益増加を
達成

説明
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Veeamのビジネス領域の拡大

2008 2012 2018

クラウド
データ

マネジメント

仮想ワークロード
の保護

最先端のデータセンター
のアベイラビリティ

クラウド

プライベート
クラウド

VMware

2019

説明
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ソリューションポートフォリオ

Veeam Backup & Replication™
仮想、物理、クラウドの
あらゆるワークロードに

対応したバックアップとリカバリ、
レプリケーションを提供

Veeam ONE™
IT環境の詳細な可視性と

インテリジェントベースの自動化

Veeam Availability Suite™
アベイラビリティプラットフォームを

提供するためのスイート製品

Veeam Availability Orchestrator
マルチクラウドでのDRの自動化

Veeam Agent for 
Windows/Linux

物理や特定のクラウド環境向けの
アベイラビリティを提供

Veeam Backup for AWS/MS Azure
クラウド環境ネイティブなエージェントレス

データ保護を提供

Veeam Backup for
Microsoft Office 365

Office365のデータの保護、管理、リカバリ
9

Veeam backup for Nutanix AHV 
Nutanix AHV環境向けのアベイラビリティを

提供

説明
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主要製品 Veeam Backup & Replication
が選ばれる技術的理由
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Veeamが選ばれる理由

シンプル 高い信頼性 柔軟性

説明
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Veeamソリューションの価値

確実なリカバリ

全てのファイル、
アプリケーション、
また仮想サーバの

保証されたリカバリ

バックアップと災害復旧(DR)の
テストを自動化することにより、

ビジネスの回復性を実現

高度な視覚化

監視やアラート通知により、
運用に影響を与える前に問題を把握

インフラストラクチャの監視、
モニタリングそして、レポート機能

データの損失回避

短いRPOと
災害復旧の合理化

データの損失を予防し、
短い RPO(目標復旧時点 )を達成

高速なリカバリ

必要なものを
指定通りに素早く復元

低いRTO (目標復旧時間)を
求められているものへの対応

データの利活用

バックアップ・データと
ストレージ・スナップショットを

使用して本番環境の正確なコピ ーを作成

変更を実際に導入する前に
運用環境と同様の環境でテスト

することができるため
導入に伴うリスクを低減

説明
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Veeamサーバー
（Windows）

① バックアップ
(一次保管)

② バックアップコピー
(二次保管)

③ レプリケーション
(災害対策・基盤更改)

バックアップ→レプリカVM変換

二次ストレージ

本番サイト レプリカサイト

Veeam Backup & Replicationは、仮想環境、物理環境、NASの一次バックアップのほか、テープやクラウドへ
のバックアップデータの二次保管、災害対策や基盤更改に利用できるレプリケーション機能を実装した事業継
続には最も適した統合データマネジメントソフトウェアです。

ファイル共有

(NAS)

物理ホスト

(Veeam Agent for Window, Linux)
バックアップ連携可能アプリケーション:

Oracle, MySQL, PostgreSQL, MS SQL
Exchange, SharePoint, ActiveDirectory

安全かつ信頼性の高いデータ保護アプローチ

Veeam Backup＆Replication
説明
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バックアップデータ転送
[Veeam Data Mover Service]

バックアップ/リストア
データ転送

MS SQL サーバー
・構成データ格納

-バックアップインフラ構成
-Jobデータ
-Global setting

VBRバックアップサーバー
・Job作成・管理・制御
・コンポーネント追加・管理

※VBR管理ポイント

バックアッププロキシ
・Jobタスク実行

-データ転送
-重複排除圧縮処理

バックアップリポジトリ
・データ格納

-バックアップデータ
-バックアップコピーデータ
-レプリケーションメタデータ

・データ転送

・Direct SAN Accessモード
・Virtual Applianceモード
・ NBDモード

説明

14



Veeam Backup & Replication 特徴

エージェントレス 仮想環境が得意
アプリケーション・アイテムの復元まで対応

多彩な復元シナリオ VM毎のフルリストア
高速なインスタントVMリカバリ
ファイル・フォルダ・アイテム単位でのリストア
ストレージ・スナップショットからのリストア
レプリケーションからのリストア

ストレージ連携 負荷を低減と高速処理を可能とするストレージ連携
重複排除ストレージ連携によるデータ量低減効果

データの有効活用 On-Demand Sandboxでの検証作業やデータラボを活用し
た、バックアップ・レプリケーションデータの自動検証

投資対効果の高さ 性能はEnterpriseでも価格はSMBクラス
製品機能に出し惜しみ無し

説明
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Veeam Backup & Replicationが選ばれる技術的理由

～お客様から聞いたVeeamの強み～

16



Veeam競合優位性

エージェントレスの幅が広い
- 仮想環境上の業務アプリにAgentの導入が必要ない
- バックアップ取得時・リストア時にもAgent不要

放っておける
- 自動リストアテスト（VMの起動～アプリケーションの起動) まで自動でチェック

安価 - オプションが少ない点のみならず、定価自体も安価と呼ばれるゾーンに属する

速い - バックアップ/リストア が速い

オプション購入が少ない
- 以下の機能は無償で使用可能：

仮想環境上のOracle・MSSQL等の業務アプリのオンラインバックアップ、
レプリケーション機能、は標準搭載

ストレージと連携した高速バックアップ
- 10社もの主要ストレージベンダーと連携し、遅延にシビアな環境にも対応

説明
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エージェント・レス

• Microsoft Active Directory, Exchange, SQL, 
SharePoint, Oracleに対応

• 仮想環境のエージェントレスによるバックアッ
プや、トランザクションログの切り詰め処理

• Veeam Explorerからのアイテム単位での復元

アプリケーションを認識したバックアップ
説明
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多彩な復元シナリオ

Veeam 柔軟な復元機能
ビジネス停止時間を最小にするために、エージェント・レスで
必要な物だけ復元！

ビジネス復旧時間を極力短くするために様々なリストア方法を選択可能です。

・アプリケーションアイテムリストア

Active Directoryオブジェクト (ユーザー・アカウント等) 

Exchangeのメールアイテム

SharePointのオフィスファイル

SQLデータベース、テーブル単位

Oracleデータベース

・一般的な仮想マシンのフルリストア

・インスタントVMリカバリ
ダウンタイムを低減する、バックアップ・
ファイルからVMを直接起動

・Windows/Linuxのファイル・フォルダ復元
・ストレージ・スナップショットからのVMやアイテム復元

・レプリカからのアイテム復元

説明

・MS Azure / AWS EC2へのダイレクトVMリストア
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インスタント VM リカバリ

オンラインで移行

説明
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リストア事例（インスタントVMリカバリ）

Backup
Repository

１．正常なイメージ
が見つかるまで
リストア作業を
繰り返す

３．NGの場合はせっかくリスト
アしても泣く泣く廃棄。
結局リカバリに数日を要す

●これまでのウィルス復旧
リストア作業

●インスタントVMリカバリの場合

Veeam作成の

NFS Datastore
Backup

Repository

１．バックアップイメー
ジを透過的にmount

２．VMwareはNFS Datastoreで
透過的に見えているバックアップ
イメージを実際に存在している
本物のVMと勘違いして正常に
Bootするので実行後数分で使用が
可能

本番環境に移行する場合はStorage
vMotionを実行してProduction
Datastoreに全てオンラインで移行
実質数時間程度でリカバリを実現！

４．正常なイメージは

Storage vMotion

２．ウィルス
チェック

３．NGの場合は即廃棄
21

この機能で使用しているvPowerはVeeamの特許です！

３．NGの場合は即廃棄

説明



マルチプラットフォームインスタントVMリカバリ

Veeamは次のプラットフォーム間のインスタントVMリカバリをサポートしております。

バックアップ元・移行元プラットフォーム リストア先・移行先プラットフォーム

⚫ VMware vSphere VM バックアップ
⚫ Microsoft Hyper-V VM バックアップ
⚫ Nutanix AHV VM バックアップ
⚫ Amazon EC2インスタンス バックアップ
⚫ Microsoft Azureインスタンス バックアップ
⚫ Veeam バックアップエージェント(Windows  

&Linux) バックアップ(物理環境、その他プラット
フォーム)

VMware vSphere

⚫ Microsoft Hyper-V VM バックアップ
⚫ Nutanix AHV VM バックアップ
⚫ Amazon EC2インスタンス バックアップ
⚫ Microsoft Azureインスタンス バックアップ
⚫ Veeam バックアップエージェント(Windows) バック

アップ(物理環境、その他プラットフォーム)

Microsoft Hyper-V

説明
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ファイルレベル リカバリ

個別のファイルをバックアップイメージから直接復元

特徴 Veeam – Backup Browser画面

•ゲストのファイルを迅速に復元
(はじめにバックアップファイルを
完全に解凍する必要がない)

•あらゆるOSとファイルシステムに
対応

•復元をバックアップ/レプリカから
選択可能

•上書きの可否の選択

イメージで高速バックアップし、かつ粒度の細かな対応が可能

説明
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アプリケーションアイテムリストア

Exchange: 
Exchangeオブジェクトを同じ場所または別の場所にリストア、
エクスポートまたはOffice 365に対してのリストア実施

SharePoint: 
削除ファイル含めリストアするオブジェクトを参照

Active Directory: 
元のパスワードを含め、Active Directoryオブジェクトを同じ場所または別の場所で参照、
比較、およびリストアを実施

SQL サーバ: 
トランザクションログの適用を行いSQLデータベースを特定の時点に参照および
リストアを実施

Veeam Explorer for Oracle : 
サポートされているオペレーティングシステムとハイパーバイザー
を実行し、トランザクションログのバックアップと再生機能を備え
たOracleデータベースのイメージレベルのバックアップを参照および
リストアを実施

説明
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バックアップの検証機能: データの確実性

SureBackupとはバックアップされたデータから正しく復元できるかを確認するために利用します。

• 有事が起こる前にサービス起動の検証も実現できます！

• 管理者の手間を省き毎日自動的に検証します！

そのバックアップ、ちゃんと復元出来ますか？復元できないバックアップは価値がない！

Virtual Labがある

ESXi Host
Virtual Lab VM Backupがある

Backup Repository

Backup
Server

本番環境がある

ESXi Host

VM Backupがある

Backup Repository

リストア試験 リストア本番

Backup
Server

• ハートビート
• Pingテスト
• アプリケーションテスト ◎復元成功!

Veeam SureBackup機能

説明

25



仮想ホストのOS、ソフトウェア、アプリケーションの
各種テストに活用

Veeam On-Demand Sandbox機能

Virtual Labがある

ESXi Host
Virtual Lab VM Backupがある

Backup Repository

Backup
Server

• 脆弱性調査
• パッチ当てテスト
• バージョンアップテスト

本番環境から切り離された専用領域にバックアップから仮想ホストを起動し、脆弱性調査や各種テストに

利用可能です。

• 本番環境からは隔離されます。

• バックアップファイルは元々の状態でバックアップとして保管されます。

説明
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バックアップファイルを直接活用

Data Integration API

Data Integration APIにて、バックアップファイルを直接ホストにマウントが可能です。

• データマイニング、データフォレンジック、eDiscovery等サードパーティ製ソフトウェアでバックアップデータ活用ができます。

• iSCSIでマウントされたデバイスとしてWindowsホストにて利用可能です。

• PowerShellコマンドレットにて制御可能です。

• バックアップファイルは元々の状態でバックアップとして保管されます。

バックアップされた
ディスク

iSCSI

参考URL https://www.veeam.com/blog/jp/v10-data-integration-api.html
27



ストレージ連携機能

説明
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プライマリストレージ連携
Backup from 
Storage Snapshot

Veeam® ExplorerTM

for Storage Snapshots
On-Demand SandboxTM

for Storage Snapshots

3PAR StoreServ / Primera

InfiniBox

OceanStor

FlashArray//

AFF/FASシリーズ SolidFire/HCI

Storwizeシリーズ SAN Volume Controller

ETERNUS DX/AF NRシリーズ

IntelliFlash

Unityシリーズ VNXeシリーズ VNXシリーズ
SC Series 
Storage

SANsymphony

説明
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LAN

VMDK

SAN or Local
ストレージ

Backup サーバ

Backup
ホスト

Backup ホスト
Backup サーバ

LAN

VMDK

SAN or Local
ストレージ

VMwareのバックアップモード
ハイパーバイザにvSphereを利用している場合には vStorage API Data Protection(VADP) を

利用して仮想マシンのシステムイメージをVMware Snapshotを取得する必要があります。

VMDK

SAN
ストレージ

LAN

SAN モード

Backup ホスト
Backup サーバ

NBD モード HotAdd モード

ポイントは「VMのファイルシステム静止点を取得する為に必ずVM Snapshotの取得が必要！」

説明
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VMware Snapshotによるパフォーマンス劣化

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59

仮想マシンスナッ プショ ッ ト 取得時の性能(⾮v SAN )

IOPS(スナップショットなし) IOPS(スナップショット1階層)

IOPS(スナップショット3階層) IOPS(スナップショット5階層)

VMwareのSnapshotを取得すると、劇的にパフォーマンスが劣化します。

31
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仮想マシンイメージのバックアップ方法
– Backup Proxy (VADP)

VMware vSphere Storage APIs － Data Protection (vStorage API for Data Protection)というAPIを

利用して、仮想マシンのスナップショットと連携して、仮想マシンのイメージを取得します。

VMDK
ファイル

仮想マシン
フォルダ

VMDK
ファイル

REDO
ログ

仮想マシン
フォルダ

バックアップ

スナップショット

VMDK
ファイル

REDO
ログ

仮想マシン
フォルダ

スナップショット
削除

この更新量が多いとStunの原因に
なります

32

説明



ストレージスナップショット連携

時間

I/O

VM snap
生成

VM snap
コミット

VM snap 維持期間

時間

I/O

VM snap
生成

VM snap
コミット

VM snap 維持期間

ストレージ
スナップショット作成

ストレージ
スナップショット削除

VMバックアップ時のパフォーマンスが改善

REDOの書込み量を極力を抑えることでVMへの負担を軽減

VADPを用いた仮想マシンイメージバックアップの比較

通常のスナップショット ストレージスナップショット連携

説明
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ストレージ連携 – Snapshot-Only Job

RPOの改善とストレージ管理の一元化が可能

説明
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バックアップデータの保存先としての
重複排除ストレージ連携

• Data Domain with Boostとの統合
• 重複排除と暗号化

• StoreOnce with Catalystとの統合
• 重複排除と暗号化

• ExaGrid-Veeam Accelerated Data Mover
• ExaGridランディング・ゾーンで最適化

• Quantum DXi
• 専用に開発されたアプライアンス

重複排除
アプライアンス

(Enterprise
エディションが

必要)

Data 
Mover

Data 
Mover

Gateway
IP/FC

Gateway
IP/FC

説明
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Hyper Converged Infra (vSAN)との親和性

Veeam
Backup Server

Hyper
Converged

Infrastructure

Storage  
Repository

Converged
Infrastructure

シンプル、拡張性、コストメリットや安定性より
スモールスタートで拡張予定の基盤利用に最適→Veeamもスモールスタート可能
・拡張性：

性能：管理コンポーネントを分散配置可能
要件：高機能で基盤拡張時の要件追加にもエディション変わらず
容量：ストレージ容量増加時にも保護対象が同一であれば追加ライセンス不要

・シンプル＋安定性：運用管理性が楽

vSAN環境でのサポートを他社に先駆けて認定

VSAN
認定取得

説明
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Linux Proxy

vSphere環境においてLinux OSベースのバックアッププロキシをサポートしております。
特にHCI環境において、有用なソリューションとなります。

 お客様の要件に合わせた柔軟なLinuxディストリビューション選択
⁃ お客様既存セキュリティポリシーなどに合わせてディストリビューション選択可能
⁃ サポートされているディストリビューション

• Red Hat, Ubuntu, Debian, CentOS, Oracle Linux, Fedora, Open SUSE, SLES

 vSphere環境に最適なホットアド転送モード
⁃ VMware vSAN, HCI環境向け
⁃ Linux Proxyはホットアド転送モードのみサポート

サポートされているLinuxディストリビューション詳細URL:

https://helpcenter.veeam.com/docs/backup/vsphere/system_requirements.html?ver=100#proxy
37



補足: VMware側の互換性

38

• サポート対象: All
• パートナー名：

• Commvault
• Veeam
• Veritas

表. VMware Compatibility Matrix – Data Protection and File Service 
VMware Compatibility Matrix  

検索条件

※Arcservと
Acronis、Questはリ

スト外

6.7

6.7

6.7u3



DR/BCP用途
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バックアップコピー

目的:

プロダクション
ストレージ

セカンダリバックアップ
ストレージ (オンサイト)

セカンダリバックアップ
ストレージ (オフサイト)

バックアップ

説明
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DR対策、基盤更改に対応

レプリケーション機能

本番サイト 災対サイト

フェイルオーバー

フェイルバック

• 経済性：コストがかからずかつ効率的

• 効率性：バックアップ転用やデータ効率化機能

• 運用性：多様な切り替えシナリオと検証機能

説明
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レプリカの検証機能: データの確実性

SureReplicaとはレプリケーションされたデータが正しく復旧できるかを確認するために利用します。

• 有事が起こる前にサービス起動の検証も実現できます！

• 管理者の手間を省き毎日自動的に検証できます！

そのレプリカ、ちゃんと復旧出来ますか？

Virtual
Lab

Backup
Server

VM Snapshot

パワーオフ
されている

VM レプリカ

レプリカのSnapshot
から起動

DR用

ESXi Host

• ハートビート
• Pingテスト
• アプリケーションテスト

復旧できないレプリカは価値がない！

Veeam SureReplica機能

説明
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災害発生時の切替はわずか数Step!

事前にReplicationジョブの作成,実行が必要です。

迅速: 差分コピー、簡単オペレーションで間違わず素早く切り替え! ヒューマンエラーを軽減！

説明
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• Replica seeding

• 初回レプリケーション時のWAN回線の転送量を大幅軽減

• レプリカサイトに何らかの方法で移送した「プライマリサイトで作成したバックアップファイ

ル」を二回目以降のレプリケーションの種(Seed)として利用可能な機能

Source 
ESXi host

Target
Backup
proxy

Target 
ESXi host

Backup
Repository

Source
Backup
proxy

初回レプリケーションデータの
ネット帯域消費を大幅低減

Backup
Server

プライマリサイト
レプリカサイト

Backup
Repository

初回の移送(バックアップデータ)

二回目以降の差分レプリケーション

説明
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Source 
ESXi host

Target
Backup
proxy

Target 
ESXi host

Source
Backup
proxy

ネットワーク転送量削減に役立つコンポーネント

Backup
Server

プライマリサイト
レプリカサイト

Backup Proxy
• レプリケーション時の重複排除を実現
• レプリケーション時はWANをはさんで両サイトに

配置することが望ましい

WANアクセラレーター(任意)
• リモート転送時にグローバルキャッシュ技術を用い

て転送済みの重複データの再送を抑止
• WANアクセラレーター構成時はWANをはさんで両

サイトに配置する必要がある
• レプリケーションとバックアップコピーをサポート

Source
WAN

アクセラ
レーター

Target
WAN

アクセラ
レーター

レプリケーションデータの
重複排除圧縮

レプリケーションデータの
重複排除圧縮を解除

説明
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Veeam活用のユースケース

• 場所の異なる新環境(DC)への移設
• 既存環境にVBRを設置し、新環境へ

Replication実施
• 移行時にFailoverさせることで、短時間

でシステムの移行を実現
• 移行後はVBRでバックアップ

• 既存環境の仮想マシン(VM)に、一切手を
入れる必要なし

• Failover前にCBTを転送するためデータロ
スなし

• Hypervisorのバージョン違いもVBRで吸収

Veeam Backup 
server

VMware 
backup proxy

Target
ESXi host

Transport
service

Backup repository
Source

ESXi host

Transport
service

VMware 
backup proxy

Transport
service

WAN

新DC 既存DC

Replicationを利用して新環境へ移設

移設に関する概要 移設概要図

低リスクでの移行と無駄のない投資が可能に
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クラウド連携機能
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バックアップ・
ファイル

(コピー・移動)

重複排除
アプライアンス

• データ量の急増とコンプライアンス要件に起因して、長期間のデータ保持を求められています。
• 顧客は、低コストで拡張性の高いかつオフサイトDRにも対応したデータストレージソリューションを

必要としています。

Veeam Cloud Tier

ネイティブのオブジェクトストレージとの連携により、容量を無制限に

• 低コストでシンプル、かつ柔軟性のある
オブジェクトストレージを活用

• ベンダー・ロックインを回避

• 料金を二重に支払うことなくクラウドに
データを保存

66%の顧客が

ハードウェアのストレージコストの削減を必要と感じている※

※出典ESG 2018 Data Protection Landscape Report(2018年10月)

DAS

NAS

キャパシティ層
(クラウド・オブ

ジェクト)

スケールアウト・バックアップ・レポジトリ

Microsoft
Azure Blob

パフォーマンス層
(オンプレ)

Amazon S3&
S3互換

IBM Cloud

説明
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Veeam Cloud Tierのコピーと移動

本番環境
オンプレ
保存領域

クラウド
保存領域

バックアップデータ
のコピー

バックアップ

移動モード

コピーモード

本番環境
オンプレ
保存領域

クラウド
保存領域

長期保管データの
自動階層化

バックアップ

データのオフロード

データの二重化

説明

49



Veeam Cloud Tier 移動モード

移動モード

本番環境
オンプレ
保存領域

クラウド
保存領域

長期保管データの
自動階層化

バックアップ

データのオフロード

• 一次バックアップストレージのコストを削減

✓ 低コストかつ拡張性のあるオブジェクトストレージソリューションを2次バックアップストレージとして活用

• オブジェクトストレージ費用の最小化

✓ リストア時、オンプレミスのリポジトリに存在しないデータのみをオブジェクトストレージからリストア。

• 追加ライセンスは不要

✓ オブジェクトストレージに格納されているデータへの容量課金はありません。

✓ オンプレミスのバックアップを取得するライセンスにて利用可能。（＊Enterprise以上のEditionが必要）
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移動モード – デハイドレーション

メ
タ

デ
ー

タ

VBKファイルVBKファイル・
シェル

デ
ー

タ
・

チ
ャ

ン
ク

デ
ー

タ
・

チ
ャ

ン
ク

デ
ー

タ
・

チ
ャ

ン
ク

メ
タ

デ
ー

タ

デ
ー

タ
・

チ
ャ

ン
ク

デ
ー

タ
・

チ
ャ

ン
ク

デ
ー

タ
・

チ
ャ

ン
ク

メ
タ

デ
ー

タ

メ
タ

デ
ー

タ

メ
タ

デ
ー

タ

メ
タ

デ
ー

タ

SOBR (スケールアウトバックアップレポジトリ）

パフォーマンス層
(オンプレ保存領域)

キャパシティ層
(クラウド保存領域)
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Veeam Cloud Tier コピーモード

本番環境
オンプレ
保存領域

クラウド
保存領域

バックアップデータ
のコピー

バックアップ

コピーモード

データの二重化

• オンプレ本番環境のクラウドDRを実現

✓ 組み込みポリシーベースのデータ冗長性と即時のクラウドオフサイトバックアップによりコストを抑えたクラウドDRを実
現

• サイバー上の脅威からデータを保護

✓ クラウドストレージ領域のバックアップデータを書き換え不能にして、ランサムウェアなどの脅威から保護

• 追加ライセンスは不要

✓ オブジェクトストレージに格納されているデータへの容量課金はありません。

✓ オンプレミスのバックアップを取得するライセンスにて利用可能。（＊Enterprise以上のEditionが必要）
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Veeam Cloud Tier モード比較

移動 コピー

ソース 非Activeとなったバックアップ
チェーン

全てのバックアップファイル

オフロードタイミング バックアップチェーンが非アク
ティブとなってから、かつ
Scale-out Backup Repositoryで
指定した日数が経過している場
合

バックアップファイル作成後

オフロード判定周期 4時間毎 即時
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Cloud Tier オブジェクトロック

本番環境

• Amazon S3 オブジェクトロック機能と連携
• ラムサムウェア等のサイバー脅威対策
• 長期保管データの保護

本番環境
オンプレ保存領域

(パフォーマンス層)

クラウド保存領域
(キャパシティ層)

Microsoft Azure
Blob Storage

Amazon S3

IBM Cloud
Object Storage

S3互換

書き換え防止機能

オブジェクトロック

バックアップ コピー・移動

説明
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Cloud Tier オブジェクトロック

55



オブジェクトロック – リテンション期日の考え方

Object Storage 

Object Storage Repository追加時の設定する値
ベース設定値(10日固定)

https://helpcenter.veeam.com/docs/backup/vsphere/block_generation.html?ver=100
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Veeam Cloud Mobility

• データ・ポータビリティは、組織がスピードとコントロールを維持するために重要で

す。

AWS、Azure、Azure Stackへの移行・復元をたったの2ステップで

• オンプレミスやクラウドベースの
あらゆるワークロードをAWS、Azure、Azure 
Stackに簡単に移行、復元

• わずか2ステップで、ハイブリッドクラウド
環境全体でビジネス継続性とアベイラビリ
ティを維持。

ESG 2018 Data Protection Landscape Report、2018年10月

• クラウドへのワークロードのポータビリティ
• ワークロードをクラウドにリストアおよび復元して、

ビジネス継続性を維持
• クラウドへのデータ・バックアップのためのテスト

と開発の解放
• UEFIからBIOSへの自動変換（AWS EC2用）

説明
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GUI操作は非常にカンタン

2クリックで Wizard が起動

説明
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マルチプラットフォーム
データモビリティ

説明
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Veeamは次の方式により
プラットフォーム間のデータモビリティを実現しています。

• インスタントVMリカバリ

• Direct Restore to AWS EC2/Microsoft Azure
• 仮想ディスクエクスポート
• Veeam Backup for AWS / Azureバックアップインポート
• リストアメディアリカバリ

データモビリティ方式 説明
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Veeamのx2xモビリティマトリックス
対応プラットフォーム幅が広い

説明

61※各プラットフォーム間移行についての詳細要件は個別にご確認ください。

表. Veeam Backup & Replication X2X一覧表 (as of Version 10)

分類
移行元

プラットフォーム

移行先プラットフォーム

★ ★ ★

★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★

★ 〇※1 ★ ★

★ ★※2 - ★

- ★

V2X
(仮想)

vSphere

Hyper-V

AHV

P2X
(物理)

Windows

Linux

C2X
(クラウド)

AWS

Azure

★ 〇※1 〇※1 ★ ★その他 ※3

凡例: ★：簡単なUIオペレーションで移行、リストア可能 〇:移行可能
※1：ベアメタルリカバリ ※2: バックアップコピーからのリストア ※3: エージェントベース

★

★

★

★

★ ★※2

★

★

★

-



NASバックアップ

説明
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Veeam NASバックアップ特徴

 高速なファイルベースバックアップ
⁃ キャッシュリポジトリを活用した増分バックアップ
⁃ 大規模な環境に対応した多重並列高速処理
⁃ NASバックアップ用に開発された新しいバックアップデータ形式

 柔軟なバックアップ・リストア方式
⁃ バックアップ対象ファイル共有
⁃ ユーザ使用中のファイルのバックアップ対応
⁃ 様々な状況に対応できるリストアオプション

説明
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NASバックアップ構成

ファイルプロキシSMB/CIFS

NFS

Linuxホスト

Windowsホスト

バックアップ元

キャッシュリポジトリ

バックアップ
リポジトリ

アーカイブ
リポジトリ

VBRサーバ Enterprise
Manager

Veeam ONE

管理
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キャッシュリポジトリを活用した
高速な増分バックアップ

以下の処理により、高速化を妨げるフォルダ階層全体のデータスキャンを回避
• キャッシュリポジトリにNASバックアップ用メタデータ(ファイルツリー)を保管
• メタデータは、各ファイル・フォルダの「変更日」「容量」「パーミッション」のCRCチェックサム値に基

づいて作成、更新
• 二回目以降の増分バックアップは、NAS全体のデータスキャンをせずに、メタデータに基づいて変更のあっ

たフォルダ・ファイルのみを転送
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キャッシュリポジトリを活用した
高速な増分バックアップ

詳細なNASバックアップ処理フロー

1. 新しいバックアップジョブセッションが開始されると、Veeam Backup＆Replication はファイルプロキシを割り当
てて、ファイル共有上のファイルとフォルダーを列挙し、巡回冗長検査（CRC）値でファイルツリーを作成します。

2. ファイルプロキシは、ファイル共有上のファイルとフォルダーを列挙し、CRC値を使用してファイルツリーを作成
します。

3. ファイルプロキシは、ファイルツリーをキャッシュリポジトリに転送します。
4. キャッシュリポジトリはファイルツリーを保存します。
5. キャッシュリポジトリは、プロキシから新しいツリー構造を受け取ると、前回のバックアップセッションの実行

中に作成されたファイルツリーと比較します。前回のバックアップセッションの実行後にファイル共有のファイ
ルまたはフォルダーが変更された場合、キャッシュリポジトリは、ファイルプロキシに、ソースファイル共有か
らの変更されたデータの読み取りを開始するように指示します。

6. ファイルプロキシは、ファイル共有から新しいデータを読み取ります。
7. ファイルプロキシはデータパッケージを作成します。データパッケージには、データファイル（サイズはそれぞ

れ64 MB）として保存されたバックアップデータと、バックアップファイルの名前とバージョン、およびバック
アップファイル内のデータの割り当てを含むメタデータファイルが含まれます。

8. ファイルプロキシは、ターゲットバックアップリポジトリに新しいデータを送信します。
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大規模な環境に対応した多重並列高速処理

Veeam NASバックアップは次の多重化技術により大規模な環境にも対応いたします。
• ファイルプロキシの多重化

構成例: 小～中規模

ファイル
共有

ファイル
プロキシ

バックアップ
リポジトリ

構成例: 大規模

ファイル
共有

ファイル
プロキシ

バックアップ
リポジトリ
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NAS専用バックアップデータ形式

NASバックアップの課題

増え続ける非構造化データ
• 従来の1回のバックアップで1バックアップファイル作成する方式では、バックアップファ

イルサイズや取り扱いが限界に。

Veeam NAS専用バックアップデータ
• 専用フォルダによる階層化構造
• バックアップデータを64MBのチャンク(Blob)にして保管
• 64MB単位での取り扱いが可能となるため、高速かつ小回

りの利いた増分バックアップ、リストアを実現
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バックアップ対象ファイル共有

• SMB (CIFS) ファイル共有
⁃ バージョン1, 2 , 3

• NFS ファイル共有
⁃ バージョン 3, 4.1

• Veeam Backup & Replication にて管理されているサーバ (Windows & Linux)
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ユーザ使用中ファイルの対応

NASバックアップの課題

ユーザ使用中ファイルのバックアップ
• ユーザアクセス中のファイルはバックアップできなかった。

Veeamによる解決方法
• SMB共有に対してNASスナップショットから

のバックアップ
• VSSスナップショット連携バックアップ

(Windowsファイル共有、サポートされている
NASアプライアンス
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柔軟なリストアオプション

選択可能なリストア方式

• ファイル共有全体の復元: NASデバイスの故障、ファイル共有全体の誤削除に利用
• ファイル、フォルダ単位の個別復元: 個別ファイルの誤削除、ランサムウェア等による予期せぬデータア

クセス不良に利用

リストア先に既に同一ファイルが存在する場
合に選択可能なオプション

• リストアをスキップし、既存ファイルを残す
• 古いファイルのみ置き換え
• 新しいファイルのみ置き換え
• 既存ファイルを上書きするリストア
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ユースケース

分散ファイルサーバ統合バックアップ
VDI環境バックアップ

Veeam

ファイルサーバ
(部門FS等)

ハイパーバイザデータストア
• マスターVMイメージ
• 管理サーバVM

Veeam

NAS
• ユーザプロファイル
• ユーザデータ

VMバックアップ技術

NASバックアップ技術

NASバックアップ技術

説明
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個人情報保護
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忘れられる権利

出展: https://www.sankei.com/world/news/180228/wor1802280028-n1.html

EUではGDPRで規制

日本ではプロバイダ責任制限法や
各サービス業者により自主的に削除されるケースが多い

自前で持っているデータはどうすれば良い？
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個人情報の削除

Veeam Staged Restore機能

バックアップからの復元された仮想ホストに個人データや機密データが含まれないようにします。

• バックアップの復元時にスクリプトを用いて、一部データの削除やマスキングが実現できます。

$ UserName = "John.Smith"
$ ADUser = Get-ADUser -Filter 'Name -like $ UserName'
if（！$ ADUser）

{
[環境] :: Exit（1）

}
Remove-ADUser -Identity $ UserName -Confirm：$ false

MS Active Directory上の削除スクリプト例
Staged Restoreの処理フロー
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Veeam ONE
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バックアップ

Veeam Hyper-Availability Platform

一次保管
ストレージ

オンプレミス

仮想環境：エージェントレス

二次保管
ストレージ

コピー

Veeam 
Backup & Replication

仮想環境向けデータ保護
と統合管理

Veeam 
Availability Suite

テープ

オフサイト

災害対策DC

災害対策DC

サービスプロバイダー
クラウド

Veeam 
Backup & Replication

クラウド
レポジトリ

物理環境：エージェント
Veeam Agent
物理サーバや
クラウド向け
データ保護

Veeam One
インフラと

バックアップ環境の
監視、レポート

レプリケーション
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バックアップが取れているという通知はくるが。。。

• バックアップ完了の通知は、ジョブ単位でメールでくるが、いつどの時点まで

取れているのか見えない、見えにくい

• 必要なバックアップは、全部のバックアップジョブが成功すれば問題ないと思っている

• システム単位での把握ができていない

• バックアップ対象漏れ、最新のバックアップ情報が実は把握できていない。

「取れているはず！」

• バックアップデータの詳細が把握できていない

• 実際のバックアップウィンドウがわからない

• バックアップシステムのストレージ容量の警告は、ストレージ機器から通知がくるが、そので

ディスクをどれくらいの期間で消費したのか、今後どれくらいの容量を必要とするのかがわから

ない
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インフラストラクチャの監視とは

インフラストラクチャの監視

• ホスト、VMの死活監視

• サービス監視

• ネットワーク監視

• ストレージ全体、ボリュームの容量監視

などなど

バックアップ取る準備としての情報

• 個々の仮想マシンの実際の容量監視

• 個々の仮想マシンの実際の増分推移

バックアップ取得運用中に必要な情報

• バックアップウィンドウ

• サービスごとのバックアップ成否

• 最新バックアップの一覧

• バックアップ漏れの監視

• バックアップストレージのキャパシティプランニング

既存の監視
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詳細な可視性

詳細な可視性

監視やアラート通知により、運用に影響を与える前に問題を把握

Veeam Backup & ReplicationとVeeam ONE™を使用すると、仮想環境、物理環境、およびクラ

ウド・バックアップ環境全体を制御することができ、影響を与える前に問題を検出してアラート

を受け取ることができます。

Veeam ONE
(物理あるいは仮想マシン)

Veeam Backup & Replication™
Veeam Agent

VMware vSphere

Microsoft Hyper-V

vCloud Director
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Veeam Oneの利用シーン

データ保護基盤
アセスメント

データ保護基盤
構築

データ保護基盤
運用

設計フェーズ 構築フェーズ 運用フェーズ

データ保護基盤アセスメント

データサイズ、 更新量の把握

基盤の健全性の確認

データ保護基盤のサイジング

データ保護基盤の運用

インフラストラクチャの監視、モニタリング

インフラストラクチャ

データ保護基盤
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Veeam One エディション

Free

• インフラストラクチャの正常性および構成の評価用ツール

• 24時間365日の監視とアラート通知

• オンデマンドのレポート作成とドキュメンテーション

• ビジネスの視点からの分類

• VM変更率の推定

• バックアップのコンプライアンスに関するレポートの作成

Community

• ゲストプロセスの監視と管理

• パフォーマンスと使用状況に関するレポートの作成

• 定義済みダッシュボード

• エージェント管理に関するレポートの作成

• Veeam Backup & Replicationの高度な監視とレポート作成

• バックアップインフラストラクチャの評価

• Hyper-Vのパフォーマンスと設定の評価

• vSphereとHyper-Vのキャパシティプランニング

• “what if”分析とリソース予約による高度なキャパシティプラン

ニング

• レポートのカスタマイズ

• マルチテナントのレポート作成と監視

Editionは、Free/Full Versionがあります。

評価版ライセンスは、Full Versionです。エディションの違いは以下を確認してください。

https://www.veeam.com/jp/virtualization-management-one-solution.html
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Veeam One Monitor – モニタリングとアラート

ダッシュボード

仮想環境やバックアップ環境のリアルタイムモニタリング

• ダッシュボードから警告の一元監視

• ドリルダウンをして詳細情報の把握

• アラートの検知とアラート処理の

ワークフロー

• 対象

• インフラストラクチャ

• バックアップインフラストラクチャ
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監視アラーム対応画面

Veeam One Monitor – モニタリングとアラート

200種類以上の設定済みアラームと広範

なナレッジベースにより、異常をいち早

く通知

一般的な監視アラームソフトの機能が

ついています。

監視の解決応答、認知応答などが可能

です。

また、アラートの本文には、原因と対応

方法のほかにベンダーのKBリンクがつい

ているため、解析にかかる時間が短縮で

きます。
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Use an eyedropper 

Veeam corporate 

Veeam Backup & Replication
構成とサイジング
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Use an eyedropper 

Veeam corporate 

基本コンポーネントと配置
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Use an eyedropper 

Veeam corporate 仮想環境バックアップに最低限必要な基本コンポーネント

①Veeam Backup & Replication
バックアップサーバー

役割: コンポーネント管理、Job管理
対応OS: Microsoft Windows
必要台数: 1台
ホスト形態: 仮想/物理

②Microsoft SQL サーバー

役割: Veeam構成情報DB
対応OS: Microsoft Windows
必要台数: 1台
ホスト形態: 仮想/物理

③バックアッププロキシ

役割: データ転送、重複排除圧縮
対応OS: Microsoft Windows,

Linux(VMware,hotaddのみ)
必要台数: 1台以上
ホスト形態: 仮想/物理

*LinuxOSは仮想ホストのみ

④バックアップリポジトリ
/ゲートウェイサーバー

役割: データ格納、データ転送、*プロ
トコル変換(GW)
対応OS: Microsoft Windows, Linux
必要台数: 1台以上
ホスト形態: 仮想/物理

デフォルト構成では、これら4つのコンポーネントは1台のWindowsホストにまとめてインストールされます！
運用環境規模に応じて、MS SQLサーバー、バックアッププロキシ、バックアップリポジトリは別ホストに拡張可能です。

* ストレージアプライアンスをバックアップストレージとして使用する場合は、ゲートウェイサーバが必要です。
「ゲートウェイサーバ + ストレージアプライアンス」 = バックアップリポジトリ として構成されます。

説明
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Use an eyedropper 

Veeam corporate 基本コンポーネント構成概念図

バックアップデータ転送
[Veeam Data Mover Service]

バックアップ/リストア
データ転送

MS SQL サーバー
・構成データ格納

-バックアップインフラ構成
-Jobデータ
-Global setting

VBRバックアップサーバー
・Job作成・管理・制御
・コンポーネント追加・管理

※VBR管理ポイント

バックアッププロキシ
・Jobタスク実行

-データ転送
-重複排除圧縮処理

バックアップリポジトリ
・データ格納

-バックアップデータ
-バックアップコピーデータ
-レプリケーションメタデータ

・データ転送

・Direct SAN Accessモード
・Virtual Applianceモード
・ NBDモード

説明
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Use an eyedropper 

Veeam corporate シンプルな構成

バックアップ/リストア
データ転送

・Direct SAN Accessモード
・Virtual Applianceモード
・ NBDモード

All in One サーバー構成
・VBRバックアップサーバー
・MS SQL サーバー(Express)

- バックアップ対象VM数が500以下
・バックアッププロキシ
・バックアップリポジトリ

Veeam Backup & Replicationの通常インストールを行うと
この All in One サーバー構成がデフォルトで完成します。

インストーラーもわかりやすいウィザード形式で画面の指示に
沿って”Next”等をクリックしていくだけでインストールが完了します。

Network

・小～中規模程度の環境では、こちらの構成で対応
・必要に応じてバックアッププロキシやバックアップリポジトリを追加

説明
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Use an eyedropper 

Veeam corporate 拡張可能な構成
～必要なコンポーネントのみを拡張できます～

MS SQL サーバー
(Paid Edition)
※バックアップ対象VM数が
500VM以上の場合

VBRバックアップサーバー
・デフォルトのバックアッププロキシ
・デフォルトのバックアップリポジトリ

Windowsベース
バックアップリポジトリ

・～大規模環境や個別要件により、こちらの構成で対応

バックアッププロキシ
(Windows/Liunxベース)

Linuxベース
バックアップリポジトリ

ゲートウェイサーバー

NAS
(NFS共有)

NAS
(CIFS共有)

重複排除アプライアンス
(DataDomain/StoreOnce)

アプライアンスストレージベースのバックアップリポジトリ

重複排除アプライアンス
(ExaGrid/Dxi/CS800)

: Veeam Data Mover Service

スケールアウトバックアップリ
ポジトリ (SOBR)

クラウド
連携

・各コンポーネントを別々のホストにインストールすることも可能
・複数コンポーネントを同一ホストにインストールすることも可能 *要システム要件確認

説明
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Use an eyedropper 

Veeam corporate ビジネスの成長に合わせバックアップ性能、容量を柔軟にスケールアウト！！

初期導入

性能追加

容量追加

ビジネス、サービスの成長

性能追加

容量追加

ビジネス、サービスの継続成長

重複排除ストレージで
必要Disk量を削減

Veeamバックアップ
サーバー(管理)

バックアッププロキシ
(データ転送処理)

バックアップリポジトリ
(データ保管)

重複排除ストレージ
(データ保管) スケールアウト後もVeeamバックアップサーバは一つのまま、楽々管理！

管理ポイント
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Veeam corporate VBRコンポーネント一覧
表.VBRコンポーネント 一覧

VBRモジュールの役割概要VBR モジュール※

ジョブの管理などバックアップサーバー

VBRの管理情報や履歴を格納

バックアッププロキシ データの転送、圧縮重複排除など

バックアップリポジトリ データの格納およびデータ転送

要サイ
ジング

〇

〇

〇

〇

※詳細なスペック要件は以下を参照ください。
・Veeam Backup & Replication VMware vSphere ユーザーガイド System Requirementの箇所 https://helpcenter.veeam.com/docs/backup/vsphere/system_requirements.html?ver=100

基
本

追
加

MS SQL サーバー

Edition

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

Std Ent Ent+
必須

〇

〇

〇

〇

Veeam コンソール UIの提供。遠隔でのアクセス対応が可能

ゲートウェイサーバー CIFS/重複排除リポジトリ構成時に必要

データリストア時に必要マウントサーバー

×

×

×

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

×

×

×

テープバックアップ時に必要テープサーバー ×

WAN高速化に必要 (Copy/Replication)WAN アクセラレータ 〇

〇

×

〇

×

〇

〇

×

×

そ
の
他
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Use an eyedropper 

Veeam corporate 

vSphere環境サイジング概念
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Use an eyedropper 

Veeam corporate サイジングに最低限必要な情報

ヒアリング項目
• 仮想マシン数
• 仮想マシンの合計容量 (GB/TB)
• 一日当たりの変更量 (%)
• 保存世代(日)
• バックアップウィンドウ (時間)
• バックアップ方式 (順方向増分、永久増分、逆増分）
• 重複排除圧縮率(%)
※ヒアリングできない項目は仮定値で算出する必要があります。

その他: 次の要件が事前に決まっている場合は、その要件も必要です
• バックアップストレージ
• バックアップで使用するネットワーク帯域
• ハイパーバイザの種類
• ハイパーバイザホストのCPU数（ソケット数)
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Veeam corporate Veeamデータ保護処理 多重度の概念

• 同時実行Job数 (Concurrent Job)
⁃ 同時に実行されるバックアップJob、バックアップコピーJob、レプリケーションJob数
⁃ 適用コンポーネント: バックアップサーバー、MS SQL サーバー
⁃ 設定箇所: バックアップサーバで設定する各Jobの実行スケジュールで設定

• 同時実行タスク数 (Concurrent Task)
⁃ 同時に転送されるディスク数(VMDK数)
⁃ 適用コンポーネント: バックアッププロキシ、 バックアップリポジトリ、ゲートウェイサーバー、テープサーバー等
⁃ 設定箇所: 各コンポーネントのプロパティにて設定
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Veeam corporate 同時実行タスク数について

Queue待ち

Queue待ち

バックアッププロキシとバックアップリポジトリのサイジングには、同時実行タスク数:Concurrent taskという概念が出てきます。

VMDKファイルを１つバックアップするのが1 Concurrent taskになります。

バックアッププロキシの設定 バックアップリポジトリでの設定
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Veeam corporate バックアップサーバ サイジング

バックアップサーバサイジング主要指標: 同時実行Job数

追加単位 CPUコア数 メモリ HDD容量

最小要件 同時実行Job 10Job 2コア 8GB 60GB以上

明細: アプリケーションインストール: 40GB
ログファイル(100VMあたり): 3GB

vPowerNFS用: 10GB
その他: 7GB

追加 同時実行Job 10Job
あたり

1コア 4GB -

追加 バックアップ対象
100VMあたり

- - ログファイル(100VMあたり): 3GB

※ベースWindows OSに必要なリソースは上記表には含んでいません、別途必要となります。
※Instant VM Recovery, SureBackup等 vPowerNFSを用いた機能を同時に複数実行
する場合は、同時実行VMサイズ1TBあたり100GB の追加HDD容量が必要
※Guest file indexingを有効にする場合は、100VMあたり10GBの追加HDD容量が必要サイジング根拠資料:

https://www.veeambp.com/backup_server_introduction/backup_server_sizing
https://www.veeambp.com/appendix_a_sizing
https://helpcenter.veeam.com/docs/backup/vsphere/system_requirements.html?ver=100#backup_server

必要リソース

インストール先ホストOS: Windows

97



Use an eyedropper 

Veeam corporate バックアップサーバ 主な留意事項等

• 1 JobあたりのVM数は30VM以内推奨です。

• 同時実行Job数は100Job以内 (全体のJob数ではありません）。

• Veeamバックアップサーバと、その他のVeeam以外とのサーバ共存は非推奨です。

• タスク数を多重化する場合、次のレジストリ値が変更が必要なケースがあります。
⁃ MaxSnapshotsPerDatastore (REG_DWORD)
⁃ 上記レジストリ値はデータストア当たり同時に取得可能なVMware Snapshot数です。同時実行タスク数を多重化して、

「デフォルト値の4」を超える場合は、変更が必要となります。
⁃ レジストリPath: HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Veeam¥Veeam Backup and Replication

• Veeam Backup Enterprise Managerを利用する場合、次の容量がHDDに追加で必要となります。

ファイルインデックス容量

Windows VM: 100万ファイルにつき100MB   

Linux VM: 100万ファイルにつき50MB

Enterprise Managerがフラッシュするのに必要な容量 100万ファイルにつき2MB
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Veeam corporate MS SQL サーバ – VBR構成データベース

MS SQL サーバー サイジング主要指標: 同時実行Job数

追加単位 CPUコア数 メモリ HDD容量

同時実行Job 
25Job毎

同時実行Job 25Job
毎

2コア 4GB -

対象VM
100VM毎

対象VM 100VM毎 - - カタログ領域: 2GB
*目安

※ベースWindows OS, SQLに必要なリソースは上記表には含んでいません、別途必要となります。
※MS SQL Express版は利用の場合は、CPU4コア、メモリ 1GBの制限があります。

サイジング根拠資料:
https://www.veeambp.com/backup_server_introduction/backup_server_sizing
https://www.veeambp.com/backup_server_introduction/backup_server_database
https://www.veeambp.com/appendix_a_sizing
https://helpcenter.veeam.com/docs/backup/vsphere/system_requirements.html

必要リソース

インストール先ホストOS: Windows
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Veeam corporate MS SQL サーバ 主な留意事項等

• 次の場合、MS SQL サーバ StandardもしくはEnterprise版を利用することをおすすめいたします。

⁃ 500を超えるVMを保護する場合
⁃ 多数のFile To Tape Jobを構成する場合
⁃ Veeam Explorer for MS SQL Server, Veeam Explorer for MS SharePointが必要な要件で、外部ステージングサー

バが構成できない場合
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Veeam corporate バックアッププロキシ サイジング

バックアッププロキシ サイジング主要指標: 同時実行タスク数

追加単位 CPUコア数 メモリ HDD容量

最小要件 同時実行タスク数 2タ
スク

2コア 4GB 1GB

追加 同時実行タスク数 1
タスクあたり

1コア 2GB 500MB

※ベースOSに必要なリソースは上記表には含んでいません、別途必要となります。

サイジング根拠資料:
https://www.veeambp.com/proxy_servers_intro/proxy_server_vmware-vsphere/sizing_a_backup_proxy
https://www.veeambp.com/appendix_a_sizing
https://helpcenter.veeam.com/docs/backup/vsphere/system_requirements.html

必要リソース

インストール先ホストOS: Windows/Linux
*LinuxはVMware環境かつVirtual Applianceモードのみ対応
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Veeam corporate バックアッププロキシ データ転送速度とCPUコア数の関係

根拠資料
https://www.veeambp.com/proxy_servers_intro/proxy_server_vmware-vsphere/sizing_a_backup_proxy

期待されるスループット
• フル転送: 1CPUコアあたり100MB/sec程度
• 増分転送: 1CPUコアあたり25MB/sec程度

参考計算式:

D=バックアップデータ (MB)

W=バックアップウィンドウ(秒)

CR=変更率(%)  

T=スループット(MB/s)=D/W

CF=フルバックアップに必要となるコア数=T/100

CI=増分バックアップに必要となるコア数=T＊CR/25 (=CFxCR/25)

※ネットワーク帯域等ボトルネックが存在しない前提です。

※環境構成依存でこちらの数値が発揮できないケースがあります。
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Veeam corporate バックアッププロキシ データ転送モード

Direct Storage Access Virtual Appliance Network

対象VMデータストア
配置

SAN領域/NFS領域 ESXiホストローカルディスク / vSAN SAN領域/NFS領域 / ESXiホス
トローカルディスク/ vSAN

データ転送方式 SAN / NFS経由 仮想ディスクがBackup ProxyにHotAdd ネットワーク経由

Backup Proxyの
ホスト形式

物理マシンを推奨 仮想マシンのみ 物理また仮想マシン
10Gbイーサネットを推奨

1Backup Proxyあたり
のスループット
(10GbE理論値)

800MB/s

NFSの場合は600MB/s

150-200MB/s マネージメントインタフェース
の40%に制限。

600MB/s

Backup Proxyの設置場所

Fiber Channel

(FC) / iSCSI

SAN

FC SANあるいはiSCSIで
データストアをマウントできる

ネットワーク

バックアップ対象の仮想マシンが存在してい
るデータストアが接続されているESXiホスト

ESXiホストのマネージメント
インタフェースに
アクセスネットワーク

NFS Storage NFSデータストアにアクセスできる
ネットワーク

バックアップ対象のVMがある
すべてのESXiホスト

Local Storage サポートされません バックアップ対象のVMがある
すべてのESXiホスト

vSAN

この理論値を期待するには前ページ記載のCPUコア数が必要です。
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Veeam corporate バックアッププロキシ 主な留意事項等

• Direct Storage Accessモード, Virtual Applianceモードで構築する際は、選択したモードで転送できない場合、Network
モードにフェールオーバーすることができるので、可能な限りNetworkモードでも通信できるようネットワーク構成をすることをおすす
めいたします。

• バックアッププロキシはvCenterサーバー、ESXiホスト、バックアップサーバ、バックアップレポジトリとIP通信ができる必要があります。
さらにレプリケーションの場合は、レプリケーション先のBackup Proxyとも通信ができる必要があります。

• Direct Storage Accessモードを利用している環境でThinDiskのリストアはできず、他の形式でリストアされます。ThinDiskでリ
ストアが必要な際は、リストア用に別の転送モードのBackup Proxyをご用意ください。

• バックアッププロキシの冗長化を検討される場合は、少なくとも2台以上のバックアッププロキシホストを構成する必要があります。
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Veeam corporate Linux バックアッププロキシ 主な留意事項等

Linux OSベースとWindows OSベースのバックアッププロキシはほぼ同等ですが、次の留意事項がございます。

• Linux ProxyはVMC環境ではサポートされておりません。Windows Proxyをご利用ください。

• Linuxサーバーに指定するユーザーアカウントは、rootユーザーまたはrootに昇格したユーザーである必要があります。

• Linuxサーバーのdisk.EnableUUID パラメーターは、VMware vSphereクライアントでTRUE に設定する必要があります。

• 仮想アプライアンスのトランスポートモードのみが使用可能です。このモードの要件と制限については、仮想アプライアンスを参照
してください。

• 制限事項(利用できない機能)
・WANアクセラレータを介したレプリケーション
・VMコピー
・ファイル共有バックアップ
・ストレージシステムとの統合
・Quick Rollback(バックアップを取得したVMの元の場所へリストアする際のオプション)
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Veeam corporate バックアップリポジトリ・ゲートウェイサーバー
サイジング

バックアップリポジトリ・ゲートウェイサーバー サイジング主要指標: 同時実行タスク数

追加単位 CPUコア数 メモリ HDD容量

最小要件 同時実行タスク数 2タ
スク

2コア 8GB バックアップリポジトリ容量サイジングに依存
※後述

追加 同時実行タスク数 1
タスクあたり

1コア
※2タスクあた
り1コアも可

4GB バックアップリポジトリ容量サイジングに依存
※後述

※ベースOSに必要なリソースは上記表には含んでいません、別途必要となります。

サイジング根拠資料:
https://www.veeambp.com/repository_server
https://www.veeambp.com/appendix_a_sizing
https://helpcenter.veeam.com/docs/backup/vsphere/system_requirements.html

必要リソース

インストール先ホストOS: Windows/Linux
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Veeam corporate バックアップリポジトリ容量サイジング概念

– 初回のみフルを取得、以降は増分のみでバックアップする

計算例）
フルバックアップ ：10,000GB (10TB)

増分 ：フルバックアップの10％
保存世代数 ：１４日（増分による一時領域も含む）

データ削減率 ： 50％

永久増分方式の
場合

基本計算式 = ①データ + ②ワーキングスペース

①データ: （フルバックアップ + （増分 x 保存世代数-1）） x  データ削減率

((10,000GB + (1,000GB x (14-1))) x 0.5 = 23,000 x 0.5 = 11,500GB
②ワーキングスペース: フルバックアップ容量 x データ削減率 x 係数

• 0～10TB :係数 1.05
• 10～20TB :係数 0.66
• 20～100TB :係数 0.40
• 100～500TB :係数 0.25
• >500TB :係数 0.10

(10,000GB) x 0.5 x 1.05  = 5,250GB

合計容量 = ①11,500GB + ②5,250GB = 16,750GB
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Veeam corporate バックアップリポジトリ容量サイジングツール
Restore Point Simulator

必要に応じたBackup
ポリシーを選択

日々のバックアップ方式

フルバックアップ容量

保存世代

増分

データ削減率

原則動かさない

原則動かさない

原則動かさない

合成フルの曜日

フルバックアップの日

原則動かさない

原則動かさない

“Simulate”
ボタン押下で
計算開始

通常は”Incremental”

“GB”で容量指定

“日数”を入力

更新データなければ”10%”のまま

データなければ”50%”のまま

URL: http://rps.dewin.me/
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Veeam corporate Restore Point Simulatorの出力

“Simulate”
ボタン押下す
ると。。。

フルバックアップ容量

増分バックアップ容量

「①データ」合計
「②ワークスペース」

合計容量（①＋②）

バックアップリポジトリに必要な容量
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Veeam corporate レプリケーションのメタデータ

レプリケーションを構成する際にはメタデータ用のレポジトリを
指定する必要があります。

メタデータの容量は1TBあたり以下容量をお見積もりください。

• 1TBあたりのメタデータ容量：
• WAN target : 1,024MB
• LAN target  : 0,512MB
• Local target : 0,256MB
• Local target(large blocks):  64MB

Replication Jobのメタデータ設定画面
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Veeam corporate バックアップリポジトリ 主な留意事項等

• WindowsバックアップリポジトリをReFSにて構成する場合：8GB RAMを追加した上で、バックアップデータ1TBにつき、1GB 
RAMを追加

• CIFS/NFSファイル共有、重複ストレージアプライアンス(DELLEMC DataDomain, HPE StoreOnce)をバックアップリポジトリとし
て設定するときは、ゲートウェイサーバーが必要となります。

• CIFS/NFSファイル共有をバックアップリポジトリとして設定する場合は、ゲートウェイサーバを極力ファイル共有に近い位置に配置
することをおすすめいたします。バックアップデータのマージ処理がゲートウェイサーバ、CIFS/NFSファイル共有間でネットワーク帯
域を激しく消費するケースがあるためです。

• 重複排除ストレージをバックアップリポジトリとして設定する際は、Veeamの機能の重複排除圧縮機能を無効にすることを推奨
いたします。

• バックアップ元のデータが存在するストレージやディスク・vSANをバックアップリポジトリとして設定することは推奨されておりません。
ストレージ障害で本番データとバックアップデータが同時に失われるリスクがあります。

• 重複排除アプライアンスをバックアップリポジトリとして構成する際には、次のベストプラクティスをご参照ください。
⁃ https://www.veeambp.com/repository_server/repository_types/repository_type_dedupe
⁃ https://www.veeam.com/kb1745
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Veeam corporate 複数のコンポーネントを同一ホストにインストールする場合

ここまで各コンポーネント別のサイジングについて説明を記述してきました。
複数コンポーネントを同一ホストにインストールする場合は、各コンポーネント別のサイジングで見積もった、リソースを合算してイ
ンストールするホストを構成するだけです。

構成算出手順
Step 1: 要件から各コンポーネント別に必要なリソースを算出(CPUコア数, メモリ容量, HDD容量)
Step 2: Step 1で算出したCPUコア数, メモリ容量, HDD容量をそれぞれ合算
Step 3: Step 2で合算したCPUコア数, メモリ容量, HDD容量にベースOSに必要なリソース量を加算
Step 4: Step 3で算出したリソース量でホストを構成する
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Veeam corporate 

ライセンスとエディション
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Veeam corporate 

Veeam Backup & Replicationのライセンスは、以下の2種類があります。

• Perpetual →ハイパーバイザホストのCPUソケット単位課金
• Subscription(Veeam Universal Lincense)→バックアップ対象ホスト単位課金

ライセンスの選択

114
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Veeam corporate ライセンスの種類

① Perpetual –パーペチャル- (永続利用可能なライセンス):

• ライセンスに初年度の保守が含まれます

• Basic サポート(平日9:00-18:00対応)とProduction サポート(24時間365日対応)が選択可能です

• 保守は複数年一括契約(5年まで)と年次更新と選択可能です

• 保護対象となる仮想マシン(VM)があるホストのCPUソケット単位でライセンス付与されます。

• Standard, Enterprise, Enterprise Plusの3種類のエディションから選択のとなります。

② Universal –サブスクリプション- (年単位で利用可能なライセンス):

• １年から5年まで、年単位でご契約可能なライセンスです。Productionサポートが含まれます

• 使用年数により価格が異なります

• 1ライセンスに10インスタンスがバンドルされており、バックアップ対象インスタンス単位でライ

センスを付与します

• 物理、VMware、Hyper-V、AWSなどのオンプレミスおよびパブリック・クラウドにまたがるあら

ゆるワークロードに、1種類のライセンスで対応できます

• Enterprise Plusのエディションとなります

説明
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Veeam corporate Veeam エディション比較

各Editionの詳細についてはhttps://www.veeam.com/jp/products-edition-comparison.htmlをご参照ください

機能 機能概要
エディション

Std Ent Ent+

バックアップ・リストア
エジェントレスでイメージバックアップ
合成フルバックアップ生成

Direct Restore to AWS/Azure AWSおよびAzureへのリストア

Secure Restore リストア前にセキュリティ対策ソフトで確認

レプリケーション リモート環境などへのレプリケーション

ファイルレベルの復元 ファイル/フォルダ単位でのリカバリ

アプリケーション連携機能 所定のアプリケーションレベルで静止点を確保

SureBackup/SureReplica/Staged Restore バックアップデータのリストアおよびDRの事前検証など

重複排除ストレージとの連携 DataDomain,StoreOnceなど重複排除ストレージとの連携

Cloud Tier
AWS S3およびその互換ストレージ、Blobに古いバック
アップデータを自動的に配置

ロールベースのアクセス制御（RBAC) セルフサービスポータルを提供

プライマリストレージとの連携 ストレージスナップショットからのバックアップ

説明
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Veeam corporate Veeam Universal License - VUL

ユニバーサル・ライセンスはポータブルな次世代のサブスクリプション・ライセン
スです。

これによりお客様はマルチクラウドを軸にした戦略を容易に実現できるよう
になりました。物理、VMware、Hyper-V、AWSなどのオンプレミスおよびパ
ブリック・クラウドにまたがるあらゆるワークロードに、1種類のライセンスで対
応できます。

Workload Type Universal

Machines

VM (vSphere/Hyper-V/AHV) 1

Cloud VM (AWS/Azure) 1

Server (Windows & Linux) 1

Workstation (Windows & Linux)(3PCs Packs) 1

Applications Oracle RMAN or SAP HANA 1

Applications Front End Capacity (250 GB pack) - NAS 1

エンドユーザ用

ライセンス

Perpetual

Subscription

サービスプロバイダー用

ライセンス

Hosting 
Rental

ユニバーサルライセンス

Veeam Cloud Service Provider

説明
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Veeam corporate 

参考情報

118



Use an eyedropper 

Veeam corporate ユーザガイド – Veeam Help Center

http://helpcenter.veeam.com/

ユーザガイド – 操作、使い方に困ったら、まずはココを見るべし！

Veeam各製品の詳細なシステム要件、操作手順などが確認できます。
次の項目でユーザガイドのフィルタリングで目的とするガイドを出力できます。
• 製品名
• バージョン
• 言語 *準備されていない言語のコンテンツは表示されません。

製品名フィルタリング画面 言語フィルタリング画面

裏技:
英語版しかないユーザガイドは、Google Chrome等ウェブブ
ラウザの言語翻訳機能を活用！

説明
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Veeam corporate ユーザガイド – Veeam Help Center

主な直リンク

vSphere環境向けガイド https://helpcenter.veeam.com/docs/backup/vsphere/overview.html
• vSphereプラットフォーム要件: https://helpcenter.veeam.com/docs/backup/vsphere/platform_support.html
• システム要件: https://helpcenter.veeam.com/docs/backup/vsphere/system_requirements.html
• ネットワークポート: https://helpcenter.veeam.com/docs/backup/vsphere/used_ports.html
• パーミッション: https://helpcenter.veeam.com/docs/backup/vsphere/required_permissions.html

Hyper-V環境向けガイド https://helpcenter.veeam.com/docs/backup/hyperv/overview.html
• Hyper-Vプラットフォーム要件: https://helpcenter.veeam.com/docs/backup/hyperv/platform_support.html
• システム要件: https://helpcenter.veeam.com/docs/backup/hyperv/system_requirements.html
• ネットワークポート: https://helpcenter.veeam.com/docs/backup/hyperv/used_ports.html
• パーミッション: https://helpcenter.veeam.com/docs/backup/hyperv/required_permissions.html

説明
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Veeam corporate Veeam ベストプラクティス

https://www.veeambp.com/

サイジング指標やVeeamの概念が掲載、Tips的な内容もあるので構成、構築時の強い味方！
ユーザガイドの補助的な利用に。

説明
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Veeam corporate Veeam 技術フォーラム

https://forums.veeam.com/

弊社製品マネジメントチームの上級エンジニアと直接やりとりができます！

一例

仕様確認やPOC時の疑問に迅速に対応！
障害は技術サポート窓口での対応となります。 ユーザー登録が必要です。

説明
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Veeam corporate The Restore Point Simulator

http://rps.dewin.me/

バックアップリポジトリの容量サイジングツール

説明
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Veeam corporate Veeam エディション比較

https://www.veeam.com/jp/products-edition-comparison.html

パーペチュアルライセンス提案時のエディション選定にご利用ください。
*Veeam Universal License 提案時はエディション選定は不要です。

説明
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Veeam corporate ライセンスカリキュレーター

https://www.veeam.com/pricing-calculator

ライセンス数計算にご利用ください。

説明
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Veeam corporate メディアダウンロード
以下のページでインストールメディア／評価用ライセンス/製品ドキュメントのダウンロードができます。

• アカウントを作成していただく必要があります。

• 評価用ライセンス (30日間)は、各製品ともに１度しか入手できません。１度入手してしまい、再度

必要な場合は、弊社営業にお問い合わせください。

https://www.veeam.com/downloads.html

126
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Veeam corporate 日本語ドキュメント

• 技術文書 (簡易手順書など一部日本語ドキュメントがあります。

https://www.veeam.com/jp/documentation-guides-datasheets.html?ad=menu-resources

以下の簡易手順書にしたがって動作検証をすることをおすすめします。

• VMware vSphere向け簡易手順書 (9.x)

https://www.veeam.com/veeam_backup_9_5_evaluators_guide_vsphere_jp_pg.pdf

• Microsoft Hyper-V向け簡易手順書 (9.x)

https://www.veeam.com/veeam_backup_9_5_evaluators_guide_hyperv_jp_pg.pdf

• ホワイトペーパー

https://www.veeam.com/jp/whitepapers.html

• リソース・ライブラリ

日本語のドキュメントなどを検索できます。

https://www.veeam.com/jp/resource-library.html
127
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• 技術文書 (簡易手順書など一部日本語ドキュメントがあります。

• リソース・ライブラリ

日本語のドキュメントなどを検索できます。

https://www.veeam.com/jp/resource-library.html

• ユーザーガイド Veeam Backup & Replication for VMware vSphere

• https://www.veeam.com/jp/veeam_backup_9_5_user_guide_vsphere_pg.pdf

• ストレージ・システムとの統合

• https://www.veeam.com/jp/veeam_backup_9_5_storages_user_guide_pg.pdf

• ユーザーガイド Veeam Explorer for Microsoft Active Directory

• https://www.veeam.com/jp/veeam_backup_9_5_explorer_ad_user_guide_pg.pdf
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• ユーザーガイド Veeam Explorer for Microsoft SQL Server

• https://www.veeam.com/jp/veeam_backup_9_5_explorer_sql_user_guide_pg.pdf

• ユーザーガイド Veeam Explorer for Microsoft SharePoint

• https://www.veeam.com/jp/veeam_backup_9_5_explorer_sharepoint_user_guide_pg.pdf

• ユーザーガイド Veeam Explorer for Oracle

• https://www.veeam.com/jp/veeam_backup_9_5_explorer_oracle_user_guide_pg.pdf

• ユーザーガイド Veeam Explorer for Microsoft Exchange

• https://www.veeam.com/jp/veeam_backup_9_5_explorers_user_guide_exchange_pg.pdf
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• よくある質問

Veeamのライセンスやサブスクリプション・ライセンスに関するFAQです。

https://www.veeam.com/jp/faq.html

• 録画ウェビナー

https://www.veeam.com/jp/videos.html

• 事例

https://www.veeam.com/jp/success-stories.html

• Veeam Cloud Connect リファレンスアーキテクチャ (英語)

Veeam Cloud Connectを利用する場合に参考をすることをおすすめします。

https://www.veeam.com/wp-cloud-connect-reference-architecture-v9.html?wpty
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