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HYCU Data Protection for Enterprise Clouds 

機能一覧 

HYCU 製品は Nutanix 環境もしくは VMware 環境で動作します。当資料では両環境で利用可能な

機能を記載しています。（バージョン 4.2.0 時点） 

機能 説明 Nutanix 

AHV/ESX 

Non-Nutanix 

VMware 

導入 

仮想アプライアンスの

展開 

CentOS とバックアップソフトを事前に構築済みの

仮想アプライアンス・イメージとして公開。お客

様は当イメージをサポートポータルからダウンロ

ードし、オンプレミスの仮想環境に展開すること

で迅速な構築が可能 

  

1 クリック 

アップグレード 

新しいバージョンのイメージをサポートポータル

から入手し、製品画面から 1 クリックで製品をア

ップグレード 

  

Nutanix Calm 対応 Nutanix Calm から HYCU 仮想アプライアンスを自

動展開 

  

データ保護 

ポリシーベースのバッ

クアップ 

データ取得頻度、データ復元時間、データ保持期

間等を基準にしたデータ保護ルールによるバック

アップ 

  

フルバックアップ 初回のフルバックアップ、手動フルバックアッ

プ、および定期的なフルバックアップ 

  

増分バックアップ CBT 対応による増分ブロックを取得するバックア

ップ 
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機能 説明 Nutanix 

AHV/ESX 

Non-Nutanix 

VMware 

データ保護 

Nutanix Files バックア

ップ 

Nutanix Files 環境のバックアップ 

CFT 対応による増分ファイル認識、スナップショ

ット連携バックアップ、および、スケールアウト

によるロードバランス 

  

Nutanix Volumes バッ

クアップ 

Nutanix Volumes を認識し、バックアップを取得

（ゲストクラスタ構成も可能） 

  

バックアップウインド

ウ 

決められた曜日・時間帯のみフルバックアップも

しくは増分バックアップを実行 

  

バックアップコピー バックアップデータを別のストレージにコピー   

アーカイブ データの長期保管を目的に、定期的にフルバック

アップを別のストレージに保存 

  

Fast Restore Nutanix スナップショットを指定した期間保持

し、スナップショットから迅速復元に利用 

  

Backup from Replica Nutanix 保護ドメインと連携し、リモートスナッ

プショットからバックアップを取得 

複数拠点やリモート拠点の Nutanix クラスタを統

合管理 

  

NearSync 対応 Nutanix NearSync が設定されている仮想マシンの

バックアップ 

  

Auto-Assignment Nutanix Prism Central のカテゴリ、もしくは

VMware vCenter のカスタム属性と連携すること

で、保護対象 VM に自動的にポリシーを割り当

て、自動的にバックアップを実行 

  

アプリケーションの自

動検索 

仮想マシンにエージェントをインストールするこ

となく、内部のアプリケーションを認識 

  

仮想ディスク除外 仮想ディスクをバックアップ対象から除外   
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機能 説明 Nutanix 

AHV/ESX 

Non-Nutanix 

VMware 

データ保護 

エージェントレス・バ

ックアップ 

仮想マシン、物理マシン、アプリケーションを問

わず、エージェントを使用しないバックアップ 

  

プレ・ポストコマンド バックアップ実行前と実行後にコマンドを実行   

VSS 対応 VSS による整合性を維持したバックアップ   

VM スタンフリーのバ

ックアップ 

ESXi ハイーパーバイザー環境で、仮想マシンバッ

クアップ時にスタンが発生しない 

  

NAS へバックアップを

保存 

SMB もしくは NFS プロトコルで接続する NAS ス

トレージへバックアップデータを保存 

  

iSCSI ストレージへバ

ックアップを保存 

iSCSI で接続したストレージへバックアップデー

タを保存 

  

クラウドへバックアッ

プを保存 

クラウドストレージへのバックアップもしくはア

ーカイブ 

  

S3 互換オブジェクトス

トレージ対応

（WORM 対応含む） 

S3 互換オブジェクトストレージに直接バックアッ

プ、もしくはアーカイブデータを保存 

  

バックアップデータの

圧縮 

バックアップデータを圧縮して保存することで、

ストレージの使用量を抑える 

  

バックアップデータの

暗号化 

バックアップデータの転送中とデータ保存時に暗

号化を実施 

  

データ復元 

仮想マシン 仮想マシン単位でデータを元の場所もしくは異な

る場所に復元 

  

仮想ディスク 仮想ディスクを復元   

ファイル/フォルダ *1 ファイル／フォルダ単位で復元 

元の場所および異なる場所へ復元 

  



 

HYCU 機能一覧 

www.hycu.com 

機能 説明 Nutanix 

AHV/ESX 

Non-Nutanix 

VMware 

データ復元 

アプリケーションアイ

テム 

アプリケーションのデータを復元（AD、MS 

SQL、MS Exchange、Oracle、SAP HANA） 

  

異なるプラットフォー

ム間の復元 

仮想マシンを異なるプラットフォームへ復元   

オンプレミスとクラウ

ドの双方向移行 *2 

オンプレミスとクラウド間で、双方向に仮想マシ

ンを移行することや DR を実現 

  

スナップショットから

の復元 

仮想マシンやファイル、アプリケーションのデー

タを Nutanix スナップショットから復元 

  

復元に掛かる時間を予

測 

バックアップ時のデータ量や転送速度を元に復元

に掛かる時間（RTO）を予測 

  

その他 

Active Directory Active Directory の自動認識とバックアップ   

MS SQL MS SQL の自動認識とバックアップ   

MS Exchange MS Exchange の自動認識とバックアップ   

Oracle Oracle の自動認識とバックアップ   

SAP HANA SAP HANA の自動認識とバックアップ   

物理 Windows/Linux 物理 Windows/Linux マシンのエージェントレスに

よるバックアップ 

  

レポート機能 データ保護環境やジョブに関するレポートの作成   

セルフサービス テナントや部署の担当者に権限を委譲し、バック

アップと復元タスクを移管 

  

Active Directory アカ

ウントによる管理 

Active Directory と連携することで、AD ユーザー

アカウントによる HYCU の管理 

  

メール通知 タスクの結果をメールで通知   
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機能 説明 Nutanix 

AHV/ESX 

Non-Nutanix 

VMware 

その他 

ネットワーク帯域幅制

御 

バックアップとコピージョブ実行時におけるネッ

トワーク帯域幅制御 

宛先による制御と曜日時簡帯による制御が可能 

  

テレメトリ 診断データをネットワーク経由で HYCU と共有す

ることで、プロアクティブな対応を実現 

  

バックアップデータの

手動削除禁止設定 

故意もしくは悪意によるデータ削除、またはマル

ウェアによるデータ削除を防止するため、手動に

よるデータ削除を禁止する設定 

  

HYCU 仮想アプライア

ンスへの複数 NIC 割り

当て 

異なるネットワークに接続するため、HYCU 仮想

アプライアンスに複数の NIC を割りてる 

  

フリートライアル 動作確認を目的に 45 日間使用できる製品評価版を

提供、ライセンスを登録することで、継続して運

用が可能 

  

 

*1 ファイル・フォルダ復元は、オンプレミス及びクラウド上に保存したバックアップデータからステージング

領域を必要とすることなく、直接復元が可能 

*2 移行や DR には HYCU Protégé ライセンスが必要 

 

製品フリートライアル申請サイト： 

https://www.hycu.com/tryhycu/ 

プレゼンテーションやデモンストレーション動画サイト： 

https://www.youtube.com/c/HYCUInc/videos 

 

以上 

https://www.hycu.com/tryhycu/
https://www.youtube.com/c/HYCUInc/videos

