
バックアップと 
ディザスター リ
カバリー 

Azure Skills Navigator

この Azure ラーニング体験は、障害発生後にテクノロジ ワークロードを
復元できるシステムを担当する、バックアップとディザスター リカバリー
のエンジニア向けに設計されています。ストレージとバックアップのテク
ノロジについてだけでなく、ビジネス継続性の原則とインシデント管理に
ついて理解している必要があります。それらは、ビジネス要件を分析し、バ
ックアップ ソリューション アーキテクチャを設計するため、また、バックア
ップ システムのテストとレポートを提供し、データ処理に関連する標準ま
たはコンプライアンス要件を理解するために必要になる場合があります。 

最初に Azure のバックアップおよびディザスター リカバリー サービスの
概要を学習します。オンプレミスおよびクラウド データの一元的に管理
された 

バックアップが、バックアップとデータ回復の操作の速度と信頼性を
最適化しながら、BDR インフラストラクチャの管理上の負担とコスト
を削減するのに最も適している理由について学習します。

その後、Azure のバックアップ アーキテクチャの詳細を確認し、バック
アップと回復のソリューションを設計する方法を学んでから、BDR ソ
リューションの構成、デプロイ、トラブルシューティングを行います。 
自分のペースで学習し、ブログの更新、ビデオ、技術コミュニティとつ
ながるためのイベントなど、さまざまな継続的な学習の機会を利用し
て Azure の探検を続けます。



バックアップとディザスター リカバリ
ーのソリューションの概要 

バックアップとディザスター  
リカバリーのアーキテクチャ  

バックアップとディザスター リカバリ
ーの実装と構成  
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データを保護し、機能停止中でもビジネス アプリとワ
ークロードの実行状態を維持し、失われたデータを復
元してビジネス継続性を確保することが、データ管理
の鍵となります。 このセクションでは、Azure によって
バックアップとディザスター リカバリーがどのように可
能になるかについて学習します。

バックアップと 
ディザスター リカバリー
のソリューションの概要  
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Azure でバックアップとディザスター リカバリー
を使ってビジネス中断を最小限に抑える 

Azure Site Recovery と 
Azure Backup のビジネス価値

Azure Backup の概要

Azure Backup を使用して 
ランサムウェアから保護する 

Azure で Azure Backup と Azure Site Recovery を介
して BCDR を可能にし、重大なアプリケーション障害
から迅速に回復してデータを復元する方法について学
習します。

この IDC ホワイト ペーパーで、Azure Site 
Recovery と Azure Backup の使用の投資収益
率 (ROI) を調査します。

このモジュールでは、Azure Backup の機能につ
いて説明し、Azure Backup がニーズに合ってい
るかどうかを評価する方法を示します。

Azure Backup には、バックアップ管理操作を
制御するための 3 つの組み込みのロールがあ
ります。バックアップ共同作成者、バックアップ 
オペレーター、バックアップ閲覧者です。

ビデオ18 分

30 分

31 分

27 分

ホワイトペーパー

バックアップとディザスター リカ
バリーのソリューションの概要

ビデオ

マイペースで進められる学習
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https://www.youtube.com/watch?v=Tkhj06dqvzY?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://azure.microsoft.com/resources/the-business-value-of-azure-site-recovery-and-azure-backup/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/learn/modules/intro-to-azure-backup/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/shows/Inside-Azure-for-IT/Help-protect-from-ransomware-with-Azure-Backup?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas 
https://www.youtube.com/watch?v=Tkhj06dqvzY?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://azure.microsoft.com/resources/the-business-value-of-azure-site-recovery-and-azure-backup/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/shows/Inside-Azure-for-IT/Help-protect-from-ransomware-with-Azure-Backup?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas 
https://learn.microsoft.com/learn/modules/intro-to-azure-backup/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas


Azure SQL データベースの 
バックアップと復元

Azure SQL データベースのバックアップと 保有期
間を構成する方法、および Azure SQL データベー
スを復元する方法について学習します。

マイペースで進められる学習41 分

Azure ファイル共有のバックアップと復元 この記事では、Azure portal から Azure ファイ
ル共有をバックアップする方法について説明し
ます。 Recovery Services コンテナーを作成し、
コンテナーとファイル共有ペインからバックアッ
プを構成する方法について学習します。

8 分 記事

Azure Site Recovery を使用してオンプレミスの 
インフラストラクチャを災害から保護する

このモジュールでは、オンプレミスのインフラストラク
チャを対象にした Azure Site Recovery の保護機能を
確認します。

33 分 マイペースで進められる学習

バックアップとディザスター リカ
バリーのソリューションの概要

Azure Backup を使用して 
仮想マシンを保護する

このモジュールでは、バックアップと復元の機能が 
Azure Backup によって提供されるシナリオと、Azure 
仮想マシンをバックアップおよび復元する方法を確認
します。

35 分 マイペースで進められる学習
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https://learn.microsoft.com/learn/modules/backup-restore-azure-sql/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/learn/modules/backup-restore-azure-sql/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/azure/backup/backup-afs?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/azure/backup/backup-afs?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/learn/modules/protect-on-premises-infrastructure-with-azure-site-recovery/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://docs.microsoft.com/learn/modules/protect-on-premises-infrastructure-with-azure-site-recovery/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas	
https://learn.microsoft.com/learn/modules/protect-on-premises-infrastructure-with-azure-site-recovery/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/learn/modules/protect-virtual-machines-with-azure-backup/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/learn/modules/protect-virtual-machines-with-azure-backup/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas


Azure 上の SAP ワークロードの 
バックアップと復元を実行する 

Azure Site Recovery を使用して  
Azure インフラストラクチャを保護する 

このモジュールでは、Azure 仮想マシンのバックアップ
と復元について説明し、Azure 上の SAP ワークロード
のバックアップと復元に関連する手順と重要な考慮事
項について調べます。

Azure Site Recovery を使用して、Azure 仮想マシン
のレプリケーション、フェールオーバー、フェールバック
の管理と調整を行うことで、Azure インフラストラクチャ
のディザスター リカバリーを実現する方法について学
習します。

64 分

59 分

Azure で SAP ワークロードの 
ディザスター リカバリーを実装する

Azure Disk Backup の概要 

Azure BLOB のバックアップ

単一および複数の Azure リージョン内でのデプ 
ロイ、Azure での多層 SAP NetWeaver アプリのデプ
ロイ、Active Directory や DNS などの Azure サービ
スなど、SAP ワークロードに対する Azure のディザス
ター リカバリーのサポートについて説明します。

Azure Disk Backup は、マネージド ディスク内のデータ
を保護する、クラウドベースのネイティブなバックアップ 
ソリューションです。 主な利点および復元プロセスのし
くみについて説明します。

ブロック BLOB をデータ損失から保護し、Backup 
Center と連携してバックアップを大規模に管理、監視、
運用、分析する、Azure BLOB の運用バックアップの概
要を確認します。

74 分

7 分

5 分

マイペースで進められる学習

マイペースで進められる学習

マイペースで進められる学習

記事

記事

バックアップとディザスター リカ
バリーのソリューションの概要
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https://learn.microsoft.com/learn/modules/perform-backups-restores/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/learn/modules/protect-infrastructure-with-site-recovery/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/learn/modules/implement-disaster-recovery-for-sap-workloads-azure/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/azure/backup/disk-backup-overview?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/azure/backup/blob-backup-overview?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/learn/modules/perform-backups-restores/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/learn/modules/protect-infrastructure-with-site-recovery/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/learn/modules/implement-disaster-recovery-for-sap-workloads-azure/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/azure/backup/disk-backup-overview?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/azure/backup/blob-backup-overview?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas


 データとアプリケーションの保護の次のパートでは、バック
アップとディザスター リカバリーのソリューションを設計し
ます。このセクションでは、Azure のバックアップとリカバリ
ーのアーキテクチャのコンポーネントと、ソフトウェアを設
計、テスト、最適化する方法を確認します。

バックアップとディザスター 
リカバリーのアーキテクチャ

リスクの許容範囲を評価する この記事では、クラウド トランスフォーメーションに
関連するビジネス リスクと、リスクの許容範囲を判
断する方法について説明します。

Azure Backup のアーキテクチャとコンポーネント この記事は、さまざまな方法を使用して、複数のシナリ
オでデータをバックアップするための Azure Backup 
のアーキテクチャ、コンポーネント、プロセスについてま
とめたものです。

8 分

15 分

記事

記事
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https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/govern/policy-compliance/risk-tolerance?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas 
https://learn.microsoft.com/azure/backup/backup-architecture?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/govern/policy-compliance/risk-tolerance?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas 
https://learn.microsoft.com/azure/backup/backup-architecture?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas


バックアップとディザス
ター リカバリーのアーキ
テクチャ
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バックアップとディザスター リカバリーの 
ソリューションを設計する

Azure でサイトの回復ソリューションを 
設計する

Azure から Azure への ディザスター リカバリー 
アーキテクチャ

Azure ワークロードに適したバックアップ ソリューショ
ンとディザスター リカバリー ソリューションを選択して
設計する方法について学習します。

このモジュールでは、サイトの回復要件を定義し、
適切な回復ソリューションを選択します。

この記事では、Azure Site Recovery サービスを使用
して Azure 仮想マシンのディザスター リカバリーをデ
プロイするときに使用する、アーキテクチャ、コンポーネ
ント、プロセスについて説明します。  

記事

記事

記事

30 分

44 分

10 分
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https://learn.microsoft.com/learn/modules/design-solution-for-backup-disaster-recovery/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthoma
https://learn.microsoft.com/learn/modules/design-your-site-recovery-solution-in-azure/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas 
https://learn.microsoft.com/azure/site-recovery/azure-to-azure-architecture?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/learn/modules/design-solution-for-backup-disaster-recovery/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthoma
https://learn.microsoft.com/learn/modules/design-your-site-recovery-solution-in-azure/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas 
https://learn.microsoft.com/azure/site-recovery/azure-to-azure-architecture?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
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Azure Backup でのバックアップのコストを最適化する

試験 AZ-305: Microsoft Azure インフラストラクチャ ソ
リューションの設計

Azure Backup アーキテクチャの例

選択したディスクのみをバックアップすること、開発
またはテスト環境用に異なるストレージを使用する
こと、非アクティブまたは削除されたデータ ソースを
消去することによる、コストの最適化と節約の方法を
確認します。

この試験では、ID、ガバナンス、監視のソリューションの
設計、データ ストレージ ソリューションの設計、ビジネ
ス継続性ソリューションの設計、インフラストラクチャ ソ
リューションの設計の能力が評価されます。

参照アーキテクチャに関するアーキテクチャの図とテク
ノロジの説明、クラウド アーキテクチャの実例、Azure 
の一般的なワークロードのソリューションのアイデアを
確認します。

参照アーキテクチャ

12 分

17 分

3

ビデオ

認証

バックアップとディザス
ター リカバリーのアーキ
テクチャ

9

電子書籍Azure Virtual Desktop ハンドブック:  
ディザスター リカバリー

Azure Virtual Desktop 環境のディザスター リカバ
リー戦略を作成し、ビジネス継続性を実現し、実装の
テストと最適化に関する推奨事項を見つけるための
ステップ バイ ステップのガイダンスが得られます。

https://learn.microsoft.com/shows/Inside-Azure-for-IT/Optimize-costs-of-your-backups-with-Azure-Backup?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas 
https://learn.microsoft.com/certifications/exams/az-305?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/azure/architecture/browse/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas?expanded=azure&products=azure-backup?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas 
https://learn.microsoft.com/azure/architecture/browse/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas?expanded=azure&products=azure-backup?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas 
https://learn.microsoft.com/shows/Inside-Azure-for-IT/Optimize-costs-of-your-backups-with-Azure-Backup?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas 
https://learn.microsoft.com/certifications/exams/az-305?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://azure.microsoft.com/resources/azure-virtual-desktop-handbook-disaster-recovery/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://azure.microsoft.com/resources/azure-virtual-desktop-handbook-disaster-recovery/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas


ファイルとフォルダーのバックアップを構成する

仮想マシンのバックアップを構成する

VMware Site Recovery Manager と 
Azure VMware Solution を使用して 
ディザスター リカバリーをデプロイする

企業の規制に関するニーズを満たすバックアップと復
元のポリシーを構成して実装する方法について学習し
ます。

このモジュールの後、仮想マシンのバックアップと
復元を実装し、サイト間の回復を実行できるように
なります。

オンプレミスの VMware で VMware Solution 
のプライベート クラウドから Azure にバックアッ
プするように、ディザスター リカバリー ソリュー
ションを設定する方法について学習します。

24 分

36 分

35 分

55 分Hyper-V レプリカを実装する Hyper-V レプリカのシナリオ、その使用の要件、
オンプレミスのシナリオで Site Recovery を実
装する方法を学習します。

マイペースで進められる学習

マイペースで進められる学習

マイペースで進められる学習

マイペースで進められる学習

BCDR ソリューションを設計した後、ポリシーを使用して環
境内にバックアップと復元を構成して実装します。このセク
ションでは、クラウド、オンプレミス、ハイブリッドのシナリオ
全体で仮想マシンのバックアップと復元を構成する方法に
ついて学習します。 

実装と 
構成 
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https://learn.microsoft.com/learn/modules/configure-file-folder-backups/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/learn/modules/configure-virtual-machine-backups/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas 
https://learn.microsoft.com/learn/modules/deploy-disaster-recovery-vmware-srm-azure-vmware-solution/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/learn/modules/implement-hyper-v-replica/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/learn/modules/configure-virtual-machine-backups/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas 
https://learn.microsoft.com/learn/modules/deploy-disaster-recovery-vmware-srm-azure-vmware-solution/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/learn/modules/implement-hyper-v-replica/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/learn/modules/configure-file-folder-backups/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas


Microsoft Azure を使用したビジネス継続性の 
トラブルシューティング

バックアップ環境に関する 
レポートと最適化 

試験 AZ-104:  
Microsoft Azure Administrator

このモジュールでは、Azure のバックアップと復旧のト
ラブルシューティング時に発生する可能性のあるいく
つかの問題と、失敗したバックアップを再開する方法に
ついて説明します。

Azure Unblogged のこのエディションで
は、Azure Backup リソースの状態に関するレポー
トと、それらのリソースと機能の最適化について詳
しく説明しています。

この試験では、Azure ID およびガバナンスの管
理、ストレージの実装と管理、Azure コンピューテ
ィング リソースのデプロイと管理、仮想ネットワー
クの構成と管理、Azure リソースの監視と管理の
能力を測定します。

33 分

7 分

マイペースで進められる学習

ビデオ

認証

65 分Windows Server IaaS によって 
ハイブリッド バックアップおよび回復を実装する

このモジュールでは、Recovery Vaults と Azure Backup 
ポリシーの実装について学習する前に、Azure Backup 
について説明します。次に、Windows IaaS VM の復旧を
実装し、オンプレミスのワークロードのバックアップと復
元を実行し、Azure VM のバックアップを管理する方法に
ついて学習します。

マイペースで進められる学習

実装と 
構成
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https://learn.microsoft.com/learn/modules/business-continuity/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/shows/IT-Ops-Talk/Azure-Backup-Center-Report-on-and-Optimize-your-Backup-environment?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas 
https://learn.microsoft.com/certifications/exams/az-104?WT.mc_id=modinfra-73794-orthoma
https://learn.microsoft.com/learn/modules/business-continuity/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/shows/IT-Ops-Talk/Azure-Backup-Center-Report-on-and-Optimize-your-Backup-environment?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas 
https://learn.microsoft.com/certifications/exams/az-104?WT.mc_id=modinfra-73794-orthoma
https://learn.microsoft.com/learn/modules/implement-hybrid-backup-recovery-windows-server-iaas/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/learn/modules/implement-hybrid-backup-recovery-windows-server-iaas/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas


Azure の無料試用版
30 日間 $200 の Azure クレジットで使
用を開始しましょう。人気のサービスは 
12 か月間無料、40 以上のサービスは常
に無料です。

試用版 トレーニング

Microsoft Learn
自分のパスを見つけて、より短い期間で目標を
達成できます。トレーニングと認定資格に関す
る最新情報も入手できます。

Learn ライブ
Microsoft Learn の内容がライブで提供されます。各エピソードでは、ゲストの専門家と共に Learn  
モジュールに取り組み、Q & A があります。

講師による指導付きトレー 
ニング コース
講師がいるクラスルーム環境をお探しですか?
講師による指導付きトレーニングのカタログを
参照して、地元のラーニング パートナーを見つ
けましょう。

ブログ ドキュメント つながり続ける

学習を続ける Azure のバックアップとディザスター リカバリ
ーのラーニング体験を完了した後も、最新の情
報を入手し、つながり続けましょう。

AZURE 無料アカウント
対話型の学習

クラスルーム トレーニング

Microsoft Azure のブログ
Azure 製品チームから直接入手する最新
ニュースとお知らせ。

Azure のガバナンスと 
管理のブログ 
Azure のガバナンスと管理に関するニュー
ス、更新情報、ソート リーダーシップ、機会に
ついての最新情報を入手しましょう。
ブログ

ブログ

Azure ドキュメント
Microsoft Azure クラウド サービスを使って強
力なインフラストラクチャとアプリケーションを
構築し、管理する方法について学習します。ドキ
ュメント、コード例、チュートリアルなどが用意
されています。
記事

Azure の更新情報
最新の製品の機能に関する情報を
常に入手できます。

ロードマップ

Azure コミュニティ
質問の回答を得たり、会話を開始した
り、進行中のディスカッションに参加し
たりできます。

コミュニティ

イベント

Microsoft イベント
専門知識の拡大、新しいスキルの学習、コ
ミュニティの形成に役立つ、特別なイベント
と仮想トレーニング コース。

このドキュメントは “現状有姿” で提供されます。このドキュメントで示される、URL やその他の
インターネット Web サイト参照を含めた情報と表示は、予告なく変更される場合があります。 
© 2022 Microsoft.All rights reserved.
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