
データの急激な増加に伴って、バック
アップは途方もなく時間がかかるように
なり、ストレージのコストも上昇してい
ます。クラウドに接続されたIT環境を実
現し、データ保護戦略を支えるにはどう
すればよいでしょうか。

その方法をご紹介します。Quest® 
QoreStor®は、バックアップパフォーマ
ンスを加速させ、オンプレミスとクラウ
ドストレージ要件およびコストを大きく
削減し、バックアップ、アーカイブ、
ディザスタリカバリに適したクラウドス
トレージを利用できるようにするソフト
ウェア定義のセカンダリ・ストレージ・
プラットフォームです。

ほとんどのストレージハードウェア、
仮想化プラットフォーム、またはクラウ

ド・サービス・プロバイダを活用できるの
で、コストを大きく削減し、ITのROIを最
大限に高めます。また、QoreStorはほとん
どの一般的なバックアップ・ソフトウェ
ア・ソリューションをサポートするため、
既存のソフトウェアの再構成や再配置は
必要ありません。導入が簡単で管理も容
易なQoreStorにより、レプリケーション
所要時間の短縮、データセキュリティの
改善、そしてコンプライアンス要件への
対応が可能となります。

QoreStorは、オンプレミスでもクラウ
ドサービスでも、変更不可能なバック
アップストレージを提供することによ
り、サイバー犯罪やランサムウェアと
の戦いに役立ちます。1

QoreStor®
クラウドに接続されたセカンダリストレージ、重複除外、およびレプリケーション

メリット:
• オンプレミスおよびクラウド・サービ
ス・バックアップ・ストレージのコスト
を大きく削減。 

• 独自のプロトコルアクセラレーターお
よび重複排除によるバックアップの 
高速化。

• ディザスタリカバリ用にデータをオンプ
レミスまたは他のクラウドサービスに 
複製。

• 変更されたデータのみを送信することに
より、レプリケーション所要時間を短縮

• オンプレミスおよびクラウドの変更不可
能なセカンダリストレージによるランサ
ムウェアからの保護の強化。

• データセキュリティを改善し、FIPS 
140-2に準拠

• 既存のデータ保護テクノロジーを活用 

• オールインクルーシブのライセンスで
TCOを削減

• QoreStorはAzureおよびAWS 
Marketplaceで入手可能。

QoreStorは透明性の高いスト
レージを提供します。クラウ
ドへの高速接続、バックアッ
プパフォーマンスの高速化、
ストレージの必要量とコスト
の削減、およびクラウドから
の即座の復元を可能にし、RTO
やRPOの改善に役立ちます。 
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特長
• Cloud Tier ― ポリシーに準拠したシームレ
スなクラウド拡張機能により、データをク
ラウドストレージから迅速かつ簡単に移動
および復元します。

• Performance Tier ― 高速なストレージグルー
プにより、重複除外の品質を犠牲にすること
なく迅速に復元します。

• Archive Tier ― バックアップデータをAWS 
GlacierやAzure Archiveなどの低コストな
「コールド」クラウド・サービス・ストレー
ジに送信することで、長期データ保持の
ニーズに対応します。

• Object Direct ― 主なバックアップデータのリ
ポジトリとして低コストなオブジェクトスト
レージ（オンプレミスおよびクラウドサービ
ス）を使用できるようにすることで、バック
アップストレージのコストを削減します。

• ハードウェアおよびソフトウェアに依存しな
いプラットフォーム ― どのようなストレー
ジハードウェア、バックアップソフトウェ
ア、仮想化プラットフォーム、クラウド・
サービス・プロバイダであっても対応し、コ
ストの削減、IT環境のシンプル化、ROIの最大
化を可能にします。

• 次世代ストレージの重複除外 
エンジン ― バックアップストレージの必要量
を平均20:1まで削減し、エンタープライズク
ラスの可変ブロック重複除外を利用します。

• Secure Connectテクノロジー採用の内蔵プロ
トコルアクセラレーター ― データ取り込み
を最大20 TB/時まで高速化し、ますます短縮
化されるバックアップウィンドウに対応しま
す。頻繁に切断される低品質のリンクにおい
ても、完全なバックアップを保証します。

• ディザスタリカバリのためのリモート
レプリケーション ― 固有のデータのみを
リモートサイトにレプリケーションする
ことで、レプリケーションウィンドウを
10～15回、必要なネットワーク帯域幅を
85 %削減し、レプリケーションの総所要
時間を短縮します。

• クラウドサービスへのバックアップ ― WAN
でクラウドサービスに直接バックアップしま
すが、変更のみが送信されるソース側での
重複除外により、LANと同等の速度になりま
す。WANを経由する場合でも、オンプレミス
導入において一般的な目標リカバリポイント
（RPO）を達成します。

• ターゲットに直接バックアップ ― メディア
サーバをバイパスし、ターゲットのストレー
ジデバイスに直接バックアップします。

• 変更不可能なバックアップストレージ ― 
QoreStorに書き込まれたデータは変更不可能

であり、必要な保持設定外で上書き、変更、
または削除ができないため、ランサムウェア
攻撃から保護されます。サポートされている
バックアップソリューションについては、
『QoreStor Interoperability Guide（QoreStor 
相互運用性ガイド）』を参照してください。

• データごみ箱 ― 削除されたデータのコピーを
QoreStorデータごみ箱に指定した期間保持す
ることで、ランサムウェア攻撃からの保護に
役立ちます。サポートされているバックアッ
プソリューションについては、『QoreStor 
Interoperability Guide（QoreStor相互運用性ガ
イド）』を参照してください。

• Continuous Data Protection（CDP） ― Quest 
NetVault®の重複除外永久増分バックアップ
（VMware VM用）を1時間ごとに実行でき
るようにします。 

• 即座のリカバリ ― QoreStorリポジトリから 
重複除外VMイメージスナップショットを直接
マウントすることにより、NetVaultの即座のリ
カバリ（VMware VM用）を可能にします。

• データセキュリティ ― Encryption at Rest、
Secure Erase、FIPS 140-2準拠の機能が組み
込まれており、負荷の高いセキュリティ要件
に対応します。暗号化には、業界標準の256
ビットAdvanced Encryption Standard（AES）
キーを使用します。

• クラス最高レベルのデータ整合性 ― データの
検証とファイルシステムのヘルスチェックを
実施することで、潜在的なストレージ故障に
対処し、回復可能性を確実なものにします。

• データテナンシーおよびロール
ベースのアクセス ― 複数のストレージグルー
プ（およびストレージグループ内にコンテ
ナ）を容易に作成し、それぞれに独立したス
トレージポリシーやキャパシティを定義でき
ます。高度なユーザロールにより、細部にわ
たる制御が可能です。

• QorePortal ― デバイスを選ばず、どこから
でも単一のコンソールですべてのQoreStor
インスタンスを管理するため、QoreStor
の使用、管理、メンテナンスを簡単に行
うことができます。

QUESTについて
Questはますます複雑になるIT環境におい
て、新たなテクノロジーのメリットを現実
にするソフトウェアソリューションを作成
しています。データベースとシステムの 
管理からActive DirectoryとMicrosoft 365の 
管理、そしてサイバー・セキュリティ・ 
レジリエンスまで、Questは次のIT課題を
今すぐ解決できるよう、お客様をサポート
します。Quest Softwareは今「次」に備え
ます。 

システム要件

オペレーティングシステム
CentOS Linux*

RedHat Enterprise Linux 

Oracle

バージョンに関する詳細については、『QoreStor 
Interoperability Page（QoreStor相互運用性ページ）』
を参照してください。

* XFSファイルシステムが必要です

サポート対象クライアント
QoreStorは、ほぼすべての
バックアップベンダーで動
作します。バージョンに
関する詳細については、
『QoreStor Interoperability Page
（QoreStor相互運用性ペー
ジ）』を参照してください。

ストレージ
QoreStorサーバには、安定性お
よび堅牢性を備えたストレージ
インフラストラクチャ、および
ローカルに接続されたファイ
ルシステム（SANまたはDirect 
Attach Storage）が必要です。

サポート対象プラットフォーム
以下に主な例を挙げます。

クラウドプロバイダ: Microsoft 
Azure、Amazon Web Services
（AWS）、Wasabi、IBM 
Cloud、Google Cloud

仮想化: VMware、Hyper-V、
VirtualBox、KVM

Quest
quest.com/jp
世界各地のオフィスの情報については、（quest.com/jp-ja/
locations）をご覧ください。
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