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Mac向けRetrospect 11に新機能

ブロックレベル増分バックアップは
変更されたファイルの一部分のみをバックア
ップする事で、より小規模かつ素早いバック
アップをお届けします。これによって、ストレー
ジスペースにかかる費用を節約し、より頻繁
なバックアップが可能になります。

新しいダッシュボード
お使いのバックアップ環境の高レベルな概
要を提供。実行中のバックアップはどれか、
先週はどの程度バックアップを行ったか、保
護されているコンピュータはどれか等を確認
できます。

改善された電子メールレポーティング
カスタム化可能通知機能によって、バックアッ
プ状況の最新情報を得られます。問題が発生
した場合のみか、あるいはバックアップスクリ
プトが完了する度に通知を受ける事も可能で
す。レポートに含まれているログを通じて、い
つどこからでも状況を確認できます。

バックアップとリカバリーソフトウェアの Retrospect 11 for Mac は、グラフィック
デザイナー、診療所、法律事務所、銀行、自動車修理工場、レストラン、大企業の各事業
所、大学、政府機関などで使用され、デジタル資産を安全に保護し、安心を提供してい
ます。

20年以上にわたる現場でのテストと経験、全世界で数百万にもおよぶユーザーに支え
られ、高い信頼性、簡単な操作体系、そして柔軟性を兼ね揃えた Retrospect は、80
以上の国々の混在するプラットフォーム上で重要なデータを保護しています。
Retrospect 10 は、最先端の Mac ユーザーインターフェイス、業界トップのカスタマ
ーサポート、Mac および iOS からの複数のバックアップサーバーの遠隔操作、ユーザ
ーによるオンデマンド復元等のすべてを、他製品の数分の一のコストで利用することが
できます。
 
簡単、自動操作 
Retrospect はネットワーク接続されたコンピュータのバックアッププロセスを簡単に
自動化します。

• 完全で信頼性の高いバックアップ戦略を数分で構築できます。
• 追加コストなしで、Windows/Mac の混在環境で動作します。
• 新規または以前にオフラインになったサーバーや、デスクトップ、ラップトップコン

ピュータを自動検出して、それらのバックアップの優先順位を決定します。

パワフルそして柔軟 
Retrospect はバックアップと復元を管理する専門の IT スタッフを設けることなく、中
小企業が必要とするエンタープライズレベルの機能とパフォーマンスを提供します。

• 多種多様なバックアップと復元を16個まで同時実行することができます。
• メディア管理では、メディアのローテーションを楽にし、復元のためのデータの検

出をシンプルにします。

信頼性と安全性  
Retrospect は多大なコストのかかるデータ損失に対して、中小企業のビジネスの貴
重な情報を保護する、信頼のおけるバックアップソフトウェアです。

• 業界をリードするデータ検証技術は、データのバックアップと復元を二重でチェ
ックします。

• 米国政府規格の暗号化技術により、バックアップとデータ転送は常に安全に保
たれます。

• 開いているファイルや動作中のデータベース、その他の実行中のアプリケーショ
ンは保護され、バックアップされた時点の状態に復元することができます。
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コアとなるRetrospect 製品ライン

Retrospect 11 Multi Server
ネットワーク接続された無制限の Windows、Mac、Linux サーバー、デスクトップ、ノートブックを保護します。ディ
スクとテープのストレージデバイスをサポートします。

Retrospect 11 Single Server 
Retrospectを実行中の単一のホストコンピュータから、一つのサーバー、およびネットワーク接続された
Windows, Mac、そしてLinuxデスクトップを保護します。追加のサーバークライアントライセンスを購入すると、よ
り多くのネットワーク接続されたWindows, MacあるいはLinux サーバーを保護できます。ディスクおよびテープ
ストレージデバイスをサポート。

Retrospect 11 Desktop
１台の Mac とネットワーク接続された５台までの Mac、Windows、Linux デスクトップとノートブックを保護し
ます。
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Retrospect アドオン製品ライン

Open File Backup Unlimited および Disk-to-Disk
Windows サーバー、デスクトップおよびノートPCにおけるNTFS形式のボリュームのオープンファ
イルを保護します。このアドオンはその実行中、複数のボリューム上にまたがるデータファイルを含
む、会計、CRM、および私設データベースシステム等の基幹業務アプリケーションを保護します。

高度テープサポート
複数のスタンドアロン ドライブ、ライブラリのドライブ、オートローダーのドライブなどの複数のテー
プドライブを並行して使用することにより、バックアップ時間を短縮します。 高度テープサポートア
ドオンは、テープドライブ単位でなく、Retrospect ホストサーバー単位でライセンスされます。例え
ば、 1 ライブラリで 4 テープドライブ搭載の場合、必要な高度テープサポートアドオンのライセンス
は 1 つだけです。

Retrospect Client パックおよび Server Client パック
Retrospect Disk-to-Disk または Desktop版を利用してバックアップ可能な、ネットワーク接続
されたデスクトップおよびノートブックコンピュータ(Client パック)、あるいはネットワーク接続され
たサーバ(Server Client パック)の数を増やします。 

年間サポートおよびメンテナンス (ASM)
ASMは購入日から1年間、追加費用なしでメールと電話 (一部の地域のみ）による技術サポートお
よび購入製品のすべてのアップグレード/アップデートをご提供します。
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Retrospect は簡単、自動操作

新機能！ 通知センターメッセージ バックアップが開始された時と終了した時、Mountain Lion の通知センターで通知を受けることができ
ます。

改良！ オンデマンドのバックアップと復元
新しくなった Retrospect クライアントソフトウェアでは、エンドユーザーによって重要ファイルやフォ
ルダの即時バックアップやデスクトップからの即時復元までも実行することができます。 Windows クラ
イアントでも利用可能になりました。

改良！ 自動ディスクグルーミング
保持するバックアップの数を指定するだけで、ディスク容量が少なくなった時に自動的に古いバックアッ
プを削除します。この技術により、Retrospect は高速かつ小さなスマート増分バックアップを永遠に続
けることができます。

最新の Mac ユーザーインターフェイス Retrospect は iTunes と同様なレイアウトにデザインされていて、親しみやすく、操作しやすいユーザ
ーインターフェイスになっています。

バックアップ、復元、コピーアシスタント Retrospect のアシスタント機能は、頻繁に行う手動処理やスケジュール設定された処理を簡単に実行
することができます。

スマート増分バックアップ Retrospect にフルバックアップの必要性を伝える必要はありません。Retrospect はバックアップに
存在しないユニークなファイルのみをバックアップします。

新機能:
高レベルのダッシュボード

Retrospectの新しいダッシュボードは、お使いのバックアップ環境に関する高レベルな概要を提供しま
す。実行中のバックアップはどれか、先週の一日あたりにおけるバックアップ容量、保護されていないコン
ピュータの特定、ストレージ状況等を一目で確認できます。

プロアクティブバックアップ
不規則にネットワークに参加するラップトップを保護する必要がありますか？ Retrospect のプロアク
ティブバックアップ機能は、そのようなコンピュータの見張りをしながら、ネットワークに接続した時に自
動でバックアップを行います。

あらゆるデータを保護 Retrospect は Mac 上でルートユーザー権限として実行されるため、サーバー、デスクトップ、ラップト
ップのすべてのファイルを簡単にバックアップすることができます。

仮想環境での実行 Retrospect クライアントソフトウェアは、VMware Fusion または Parallels の仮想環境下で実行さ
れている Windows、Mac、または Linux マシンをネイティブにバックアップできます。

自動ファイルレベル重複除外 Retrospect は複数のコンピュータのバックアップであっても、ユニークなファイルだけをバックアップメ
ディアにコピーするため、ストレージを最大限に利用することができます。

新機能:
ブロックレベル増分バックアップ

Retrospect では、ファイルの変更された部分のみをバックアップできるようになりました。最初のフル
バックアップ後、Retrospect はそれぞれ大きなファイルの変更点を検索し、それらのブロックのみをバ
ックアップする事で、バックアップ速度を上げると共に、使用するストレージスペースを節約します。

ロールバック復元 (ライブリストア) Retrospect は簡単に稼働中のコンピュータを以前の状態に戻すことができます。操作はとてもシンプ
ルで、実行中のオペレーティングシステムを含むボリュームを復元し、そして再起動するだけです。

クライアントの自動検出 パブリック/プライベートキーと合わせて使用すると、Retrospect はネットワーク上の新しいクライアン
トに自動で接続し、手動操作なしでクライアントをバックアップします。
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Retrospect は簡単、自動操作

改善点:
ベアメタルディザスタリカバリ

Retrospectによって保護されたほぼ全てのWindowsシステムに対してブートメディアを作成する事
で、ブート不能な状態からの素早いリカバリを可能にします。Windows 8.1、Windows Server 2012 
R2および 64-bit マシンとドライバを含む、最新のハードウェアおよびOSをサポートします。

iOS から Retrospect の監視と制御 iPhone、iPad または iPod Touch で無償の Retrospect iOS アプリを使って、Wi-Fi または 3/4G 
経由でバックアップの監視や実行を制御することができます。

ネットワークバックアップの Growl 通知
Retrospect は、Retrospect クライアントソフトウェアによって保護されている Mountain Lion よ
り前の Mac に対しては Growl 通知を採用しています。バックアップが完了すると Growl 通知が表示
されます。

改善点:
電子メールレポーティング

Retrospect には、お客様のバックアップに関する膨大な量のデータが含まれています。これに操作ロ
グが含まれた事で、各バックアップの進捗具合を完全に把握できます。エラー、警告あるいはその他のキ
ーワードによって電子メールをフィルタする事で、発生した問題に即座に対応できます。

プライベートファイル・フォルダ オプション
ユーザーは、ファイル、フォルダおよびフラッシュドライブ等のボリュームそのものをクライアントコントロ
ールパネルに簡単にドラッグ＆ドロップしてプライベートとマークする事で、バックアップ中にこれらが複
製されるのを防止できます。Mac クライアントもサポート。

自動ソフトウェアアップデート Retrospect は定期的にソフトウェアとデバイスドライバーのアップデートをチェックし、ダウンロード
可能なアップデートがある時に通知します。

スムーズなメディアローテーション
Grandfather-Father-Son 等の複雑なメディアローテーションスキームに頼ることなく、 
Retrospect は物理メディアを適切にローテーションさせ、各バックアップセットに必要なファイルのみ
を自動でコピーします。

ウエイクオンLANでグリーンバックアップ バックアップに必要な全体的な電力需要を低減するために、Retrospect はバックアップ時にコンピュ
ータをスリープ/スタンバイモードから復帰させ、バックアップ終了時には省電力状態に戻します。

Retrospect はパワフルで柔軟

新機能！ インスタントスキャンで高速バッ
クアップ

Retrospect クライアントは、サーバーが接続する前にどのファイルが追加・削除されたかを事前に認
識し、夜間のバックアップ時間を平均で半分にまで削減します。同じ技術はバックアップサーバーでも使
用されます。

新機能！ Mountain Lion をサポート Retrospect は OS X “Mountain Lion” をサポートし、64 ビットのインテルプロセッサーを最大限
に利用し、最新のハードウェア上で最高のパフォーマンスを発揮します。

複数タスクを同時実行
"実行中のバックアップを中断することなく復元を実行したい…"、"複数のラップトップを同時にバックア
ップしたい…"  Retrospect サーバーエディションは、16 個までの操作を同時に実行することができ
ます。

ローカルとネットワークディスクへの柔軟な
バックアップ

Retrospect は、USB、FireWire、eSATA の直接接続と、イーサーネット、iSCSI、ファイバーチャネル
を使ったネットワーク接続で、個別またはグループ化された複数のハードディスクをバックアップ先とし
て使用することができます。

クラウドストレージをサポート
サードパーティ WebDAV エージェントによって、Retrospect はオフサイトクラウドストレージへのバ
ックアップ、およびこれへのバックアップが可能になります。重要なデータのみがクラウドに複製されるよ
う、Retrospect 内の強力なフィルタリングルールを採用します。
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Retrospect はパワフルで柔軟

Disk-to-Disk-to-Disk (D2D2D) 
バックアップ

Retrospect は、バックアップセット間で個別にバックアップを転送できるため、１週間分のデータをネ
ットワーク接続したストレージにバックアップした後、最新のバックアップのみをポータブルなハードディ
スクに転送して、オフサイトで安全に保管することができます。

Disk-to-Disk-to-Tape (D2D2T) 
バックアップ

Retrospect は、それぞれの段階で最速のスループットを出力しつつ、テープに転送する前にディスクへ
のバックアップを実行することができます。ディスクに保存したバックアップもテープに転送できるため、
安全なオフサイトストレージまたはアーカイブとして使用することができます。

Mac、Windows、Linux のバックアップ Retrospect のネイティブクライアントソフトウェアを使えば、異種混在ネットワークを保護でき、オペレ
ーティングシステムに関係なく完全なバックアップを実現できます。

複数のバックアップサーバーをリモート
管理

複数の Retrospect サーバーにログイン、一元化された画面からサーバーをコントロールし、大規模な
システムの管理を合理化します。

パワフルな検索機能 Retrospect は名前や場所だけでなく、修正日、Finder のラベル、サイズ、セキュリティ設定情報などの
さまざまな条件によってファイルを検索することができます。

フレキシブルなスケジューリング機能 バックアップ、コピー、アーカイブ、復元操作まで、さまざまな用途と予定に合わせて、スケジュールを設定
することができます。

高度なテープサポート (アドオン) このアドオンは、単一のライブラリまたはスタンドアロン型のいずれかにインストールされているかに関
係なく、バックアップを複数のテープドライブに同時ストリーミングできます。

完全な Windows バックアップと復元
Retrospect for Mac は、システム状態、デスクトップやラップトップコンピュータ上の開いているファ
イルをも含む完全なバックアップを行うために、ネイティブな Windows バックアップクライアントを採
用しています。

パワフルなフィルタリング
特定なファイル、フォルダ、ボリュームを含める、または除外する、または特定のデータだけをクラウドスト
レージにバックアップするために、Retrospect ではファイル名、日付、種類などのさまざまな条件でデ
ータをフィルタリングする機能を内蔵し、ユーザー定義可能なルールも備えています。

ディスク、リムーバブル、クラウド、そしてテー
プの使用

Retrospect は、バックアップメディアとして、ハードディスク、ネットワークアタッチディスク、WebDAV 
クラウドストレージ、フラッシュメディア、主要なテープフォーマットといった、ほとんどの種類の磁気メデ
ィアをサポートしています。

カスタムレポート機能
Retrospect は、Mac OS X の検索コマンドのような条件ベースのレポート機能を採用しており、各種
アクティビティ、ソース、パフォーマンス、メディア容量などに関する詳細情報を提供します。内蔵のレポー
トは簡単に複製し編集することができます。

スペースを節約する圧縮機能
ファイルベースの除外を実施した後に、Retrospect に内蔵されているデータ圧縮処理、そしてテープド
ライブに存在するハードウェアベースの圧縮処理が使用され、バックアップストレージのスペースを節約
することができます。

Support for Multiple Network Interfaces Retrospect can take advantage of multiple network interface cards to improve performance 
and to prevent traffic from crossing subnets.
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Retrospect の高い信頼性と安全性

新機能！ Apple デベロッパ ID 署名済み Retrospect のインストーラーとアプリケーションは Apple デベロッパ ID による電子署名を取得し
ているため、Mountain Lion の Gatekeeper 機能と統合し、高度なセキュリティを提供します。

改良！ ネットワークリンクの暗号化
Retrospect はオプションで設定できる強力な AES-256 暗号化技術により、ネットワーククライ
アントとバックアップサーバー間の通信を暗号化し、ネットワークからの個人情報の漏えいを防ぎま
す。Windows クライアントでも強力な暗号化技術をサポートします。

改良！ 管理者機能コントロール
バックアップ管理者は、プライベートファイルのマーキング、オンデマンドでの復元実行、実行中のバック
アップの停止などのエンドユーザーが実行可能な操作をコントロールすることができます。 Windows 
クライアントでもサポートされます。

常に正確な復元
すべてのバックアップにおいて完全なポイントインタイムのファイルリストを保存するため、Retrospect 
は常にボリュームに実在するファイルを復元することができます。不要なファイルは一切復元されず、ま
た復元後のクリーンアップも不要です。

複数のメディアセット Retrospect は "メディアセット" と呼ばれる複数のストレージの保存先を採用し、それらを個別に追跡
することにより、オフサイトのストレージへの対応やデータ復元の信頼性を向上します。

業界トップのデータ検証

バックアッププロセスでコピーされたデータの整合性を検証する場合、Retrospect はバイト単位でデ
ータを比較する復元ルーチンを採用しており、データだけでなく復元プロセス全体を検証します。復元プ
ロセスとデータを一緒に検証する方法は最も信頼できる方法で、これより信頼性の高い検証方法はどこ
にもありません。

任意の検証 バックアップ管理者は、プライベートファイルのマーキング、オンデマンドでの復元実行、実行中のバック
アップの停止などのエンドユーザーが実行可能な操作をコントロールすることができます。

バックアップメディアの暗号化 Retrospect では、不正なアクセスからバックアップデータを保護するため、政府公認の AES-256 暗
号化などのさまざまな暗号化オプションを採用しています。

安全なクライアントアクセス
Retrospect クライアントソフトウェアは、パスワードによる保護、またはパブリック/プライベートキー
の展開によりセキュリティーを強化できます。クライアントマシンにログインし、バックアップするには、正
しい認証情報を提示する必要があります。

S.M.A.R.T. 警告と対処 ハードディスクの障害を検知した途端に、Retrospect クライアントソフトウェアはバックアップサーバ
ーと通信して、直ちに該当するハードディスクのバックアップを実行します。

E メール通知 Retrospect はメディア要求、エラー、操作の完了などを管理者に通知します。

WORM テープコンプライアンスサポート Retrospect は、WORM (write-once, read-many) テープメディアを完全サポートし、サーベンス・
オクスリー法など各種法令とのコンプライアンスを厳守します。

スケジュール設定されたテープドライブのク
リーニング

Retrospect は、定期的にクリーニング用テープカートリッジをロードすることにより、テープオートロ
ーダーとライブラリのドライブをメンテナンスします。クリーニングに関するお知らせは、スタンドアロン
のテープドライブについて提供されます。

革新を重ねて20年以上 20年以上にわたり、数百万ものユーザーが Retrospect を使用して、重要な情報の保護を行っていま
す。
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システム要件
 
Retrospect 11 アプリケーション*

サポートするオペレーティングシステム:
• Mac OS 10.6.8 以降 (Mavericks を含む)
• Mac OS X Server* 10.6.8 以降 (Mavericks Server を含む)

* Retrospect Desktop は Mac OS X Server 上で実行できません。

サポートするハードウェア:
• Intel プロセッサー
• 2 GB RAM
• 同時アクティビティごとに 10 〜 15 GB のハードディスク空き容量が必要 (バックアップ、復元、その他)
• バックアップのための適切なストレージ

推奨する構成:
• 1つ、または複数のマルチコア プロセッサー
• RAM 4 GB 以上
 

Retrospect 11 Client for Intel Macs
• Mac OS X または Mac OS X Server* 10.6.8 以降 (Mavericks を含む)
• Intel プロセッサー
• 各 OS に関する Apple 社のガイドラインを満たす RAM

* サーバー OS クライアントのバックアップには、利用可能なサーバー クライアント ライセンスを有する Retro-
spect Multi Server またはその他の Server エディションが必要です。

Retrospect 6.3 Client for PowerPC and Intel Macs
• Mac OS X または Mac OS X Server* 10.3.9、10.4.11、10.5.8
• PowerPC G3、G4、G5
• 各 OS に関する Apple 社のガイドラインを満たす RAM

* サーバー OS クライアントのバックアップには、利用可能なサーバー クライアント ライセンスを有する Retro-
spect Multi Server またはその他の Server エディションが必要です。
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質問はありますか？ 
セールス グループ jp.support@retrospect.com  

システム要件
Retrospect 9 Clients for Windows
• Microsoft Windows 8/7/Vista/XP
• Microsoft Windows Server 2012/2008/2003*
• Microsoft Windows Server 2012 Essentials*
• Microsoft Windows SBS 2011/2008/2003*
• Microsoft Windows Storage Server 2008/2003*
• Pentium 以上のプロセッサー
• 各 OS に関する Microsoft 社のガイドラインを満たす RAM

*サーバー OS クライアントのバックアップには、利用可能なサーバー クライアント ライセンスを有する Retrospect 
Multi Server またはその他の Server エディションが必要です。

Linux Clients
• x86 または x64 ベースシステムで実行される Red Hat Linux, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux 

Desktop, SUSE Linux Professional, SUSE Linux Standard Server または SUSE Enterprise Server 
オペレーティングシステム

• glibc バージョン 2 以降

ストレージ デバイス
Retrospect は、ハードドライブ (ダイレクトおよびネットワークアタッチの両方)、テープドライブとライブラリ、フラッ
シュストレージ、リムーバブルドライブ (RDX、REV、その他) などの多種多様なストレージデバイスをバックアップの
宛先としてサポートしています。Retrospect Device Support Database でサポートしているテープドライブとライ
ブラリをご確認いただけます。


