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Backup Exec 2012 の概要
この章では以下の項目について説明しています。
■

Backup Exec について

■

Backup Exec の動作

■

Backup Exec 2012 の新機能

■

Backup Exec 2012 のエージェントおよびオプションの新機能

Backup Exec について
Symantec Backup Exec 2012 は Windows (R) サーバーネットワーク用の高性能デー
タ管理ソリューションです。クライアント/サーバーモデルを採用し、サーバー、アプリケー
ション、ワークステーションを高速、安全にバックアップし、リストアできます。
Backup Exec は、さまざまな規模のネットワークに対応した構成で使用できます。さらに、
Backup Exec 環境の規模を調整し、プラットフォームと機能サポートを拡張するためのソ
リューションを提供する Backup Exec のエージェントとオプション群が用意されています。
次の URL で Backup Exec の各種ソリューションについての詳細情報を参照できます。
www.BackupExec.com
p.43 の 「Backup Exec 2012 の新機能 」 を参照してください。
p.49 の 「Backup Exec 2012 のエージェントおよびオプションの新機能」 を参照してくだ
さい。
p.41 の 「Backup Exec の動作」 を参照してください。

Backup Exec の動作
Backup Exec では、Backup Exec 管理コンソールを使用して、バックアップのサブミット、
データのリストア、ストレージの設定、ジョブの監視などのタスクを実行します。管理コン

42

第 1 章 Backup Exec 2012 の概要
Backup Exec の動作

ソールは、Backup Exec サーバー (Backup Exec をインストールした Windows サーバー)
またはリモートコンピュータから実行できます。バックアップ、リストア、またはその他の操
作が作成されると、Backup Exec サーバーで操作が処理されるか、複数の Backup Exec
サーバーが存在する環境では操作の処理が委任されます。
図 1-1
ディスクストレージ
アレイまたは重複排
除用ディスク
ストレージ

テープ
ストレージ

ネットワーク全体のバックアップとリストアの仕組み

バックアップ

ファイルサーバーと
アプリケーションサーバー
データ

元のコン
ピュータ
にデータ
をリカバ
リまたは
リストア

Backup Exec
サーバー

クライアント

リストア先を物理または
仮想コンピュータに変更

同機種または異機種ハードウェア 仮想サーバー
を使用するコンピュータ

Backup Exec には次の機能があります。
■

便利なバックアップスケジュール機能
Backup Exec の管理者は、ネットワーク上の Windows コンピュータや Linux コン
ピュータに対してバックアップをスケジュール設定できます。Backup Exec の柔軟な
カレンダーベース管理により、バックアップ処理をオフピークの時間帯に実行するス
ケジュールが簡単に設定できます。

■

全体のシステムリカバリ
Backup Exec の Simplified Disaster Recovery は、システム全体をすばやくリカバ
リしながら、ここから推量を実施します。バックアップの設定中は、Simplified Disaster
Recovery を有効にしたバックアップの実行に必要なデータを選択したことが明確に
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示されます。Simplified Disaster Recovery ディスクと Backup Exec のリストアウィ
ザードを使用すると、同種のハードウェアまたは異種ハードウェアを搭載したシステム
に対してすばやくコンピュータをリカバリできます。
■

日常的な処理に適した総合的な監視と直感的なメカニズム
［ホーム］タブでは、Backup Exec 環境全体の統計情報を表示できます。［サーバー］
ビューでは、ネットワーク上のすべてのコンピュータのバックアップ状態を監視できま
す。対話型の警告には、確認を必要とする状況が表示されます。
バックアップ結果は、バックアップのジョブ履歴で確認できます。ジョブ履歴には、バッ
クアップに関する統計、エラー、その他の情報が含まれています。Backup Exec のカ
タログはバックアップされたすべてのデータを集めたデータベースであり、Backup
Exec はこのカタログを使用してリストア対象を追跡します。
バックアップジョブとリストアジョブの作成、ストレージの設定など、Backup Exec のほ
とんどの操作がウィザードを通して実行できます。

■

ディスクおよびクラウドストレージ用の自動データライフサイクル管理
Backup Exec はデータライフサイクル管理を使用して、ディスクおよびクラウドストレー
ジのバックアップセットを自動的に期限切れにします。バックアップジョブを作成する
ときに指定した期間が切れると、Backup Exec はストレージ領域を再利用します。 バッ
クアップセットが他のバックアップセットに依存する場合、Backup Exec ではすべての
保持期間が終了するまでデータを期限切れにしません。ディスクまたはクラウドスト
レージにバックアップデータを保持するときに、メディアを管理する必要はありません。

■

デバイスとメディアの簡単な管理
Backup Exec は ADAMM (Advanced Device and Media Management) 機能を使
用して、テープカートリッジメディアとディスクカートリッジメディアのデータ保持期間を
管理します。ADAMM により、メディアに適用されたルールセットに従って、メディア
に格納されたバックアップセットを期限切れにします。ADAMM を使用し、類似したス
トレージデバイスを論理的にグループ化してストレージデバイスプールを作成するこ
とによって、バックアップの負荷を共有できます。Backup Exec の堅ろうな管理機能
は、すべてのディスク、クラウド、テープストレージを整理、監視するためのわかりやす
いツールを備えています。

p.43 の 「Backup Exec 2012 の新機能 」 を参照してください。
p.49 の 「Backup Exec 2012 のエージェントおよびオプションの新機能」 を参照してくだ
さい。

Backup Exec 2012 の新機能
このリリースで Backup Exec に追加された新機能は次のとおりです。
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表 1-1

Backup Exec 2012 の新機能

項目

説明

新しいユーザーインターフェース

Backup Exec の新しいユーザーインターフェー
スではサーバーを中心としたモデルが採用され
ており、サーバーやマルチサーバー型分散アプ
リケーションのバックアップとリストアを簡単に行
うことができます。
Backup Exec の新しいタブを使用すると、アプリ
ケーションの主な領域をすばやく移動して、バッ
クアップジョブやリストアジョブの監視と設定を行
えます。Backup Exec の新しいリボンバーを使
用すると、バックアップの設定とスケジュール、リ
ストアの開始、およびストレージ設定をすばやく
行えます。
p.129 の 「管理コンソールについて」 を参照して
ください。

更新された［ホーム］タブと管理

［ホーム］タブは、頻繁に使用する Backup Exec
の機能にすばやくアクセスしたり、これらの機能
を表示するための中心的な場所です。［ホーム］
タブでは、アラートの管理、サーバー状態の表
示、ディスクストレージの利用率の監視などを行
えます。
サーバーまたはアプリケーションは、監視しやす
くするために論理コンテナにグループ化できま
す。
p.133 の 「［ホーム］タブについて」 を参照してく
ださい。

バックアップの新しい枠組み

バックアップの新しい枠組みにより、バックアップ
ジョブの複数の関連操作を組み合わせてポリ
シーを作成する必要がなくなります。たとえば、
スケジュールされた完全バックアップと増分バッ
クアップをバックアップジョブに含めるためのポリ
シーを作成する必要はありません。これらのバッ
クアップは、バックアップワークフローの一部とし
て作成され、スケジュールされるようになりました。
簡素化されたスケジュール機能で、バックアップ
ジョブに最適なタイミングでバックアップを設定
できます。
p.156 の 「データのバックアップ」 を参照してくだ
さい。
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項目

説明

ウィザードを使ったリストア

リストアウィザードの画面の案内に従って操作す
れば、リストアするデータの種類に応じたプロセ
スでリストアを実行できます。たとえば、アプリケー
ションデータをリストアする場合は、そのアプリ
ケーションデータに適用されるオプションのみが
表示されます。リストアウィザードでは、サーバー
全体、ファイルやフォルダ、ボリューム、アプリケー
ションデータをリストアできます。
p.223 の 「データの検索とリストアついて」 を参照
してください。

対話型のアラート

アラートは、その発生元と関連付けられるように
なりました。アラートは、サーバー、ジョブ、スト
レージデバイスと関連付けられているため、簡単
に識別し、対応できます。グローバルなアクティ
ブアラートは［ホーム］タブに表示されるため、
Backup Exec のすべてのアラートを一目で監視
できます。
p.273 の 「アラートについて」 を参照してください。

新しいストレージ処理

ウィザードを使って、次のすべての種類のストレー
ジを設定できます。
■

ディスク

■

テープ

■

重複排除

■

ネットワーク

■

クラウドストレージ

■

ストレージプール

ディスクストレージが作成しやすくなり、Backup
Exec ではバックアップの最適な保存先が選択さ
れます。Backup Exec は、ストレージの傾向分
析や、容量の監視とレポートなどの機能を提供
します。
p.141 の 「［ストレージを設定］ウィザードについ
て」 を参照してください。
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項目

説明

Simplified Disaster Recovery

Backup Exec SDR (Simplified Disaster
Recovery) は IDR (Intelligent Disaster
Recovery) に代わる機能です。
SDR では次の新しい機能が提供されます。
■

■

■

■

■

事前にビルドされた 32 ビットと 64 ビットのリ
カバリ DVD が製品メディアに組み込まれて
いるため、サポート対象のオペレーティング
システムからすばやくリカバリできます。
Backup Exec サーバーがバックアップする
システムのディザスタリカバリ (.dr) 情報が
SDR によって保持されるため、必要に応じて
システムを直前のバックアップにリカバリでき
ます。
SDR が重要なバックアップセットを追跡する
ため、障害が発生したコンピュータをブート
可能なポイントにすばやくリカバリし、その後
リカバリウィザードを使用してリカバリを完了
できます。
ブート可能なリカバリディスクの作成時に、元
の Windows のインストールメディアを準備
する必要がなくなりました。
SDR は Symantec System Recovery の
「Restore Anyware」テクノロジーを使用し
て、異種ハードウェアを搭載したコンピュータ
にバックアップをリストアします。

p.692 の 「Simplified Disaster Recoveryについ
て」 を参照してください。
仮想マシンへの変換

物理コンピュータのバックアップジョブを実行し
ながら、または実行後のどちらでも、物理コン
ピュータを仮想マシンに変換できます。また、既
存のバックアップセットを仮想マシンに変換する
こともできます。この機能により、Hyper-V と
VMware の両方の環境での事業継続性を実現
できます。
p.429 の 「仮想マシンへの変換について」 を参照
してください。
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項目

説明

Backup Exec サーバーとリモートコンピュータの LiveUpdate を使って Backup Exec サーバーを
更新方法の強化
更新するときに Backup Exec サービスが再起動
される回数は、インストールされる更新の数に関
係なく、1 回のみです。
Backup Exec サーバーが更新されると、リモー
トコンピュータでも同じ更新が必要であることを
警告するアラートが生成されます。リモートコン
ピュータの更新はすぐに実行することも、スケ
ジュールされた時刻または定期的に実行するこ
ともできます。また、リモートコンピュータのグルー
プをまとめて更新できます。
強化されたレポート機能

レポート機能は次の点で向上しました。
色分けによって重要なデータとタイトルをハ
イライトします。
■ レポートに含める情報の内容を詳細に設定
できるようになりました。
■ 新しい項目で追加情報を表示できるようにな
りました。
■ HTML または PDF のレポートを通知受信者
に割り当てることができます。
■

p.546 の 「Backup Exec のレポートについて」 を
参照してください。
リストア用の検索の拡張

より細かい条件を指定してバックアップデータを
検索できるようになりました。たとえば、メールボッ
クスデータを件名で検索したり、SQL データベー
スを名前で検索したり、SharePoint データをド
キュメント名で検索できます。今後の検索で使用
するために、検索条件をコピーして保存すること
もできます。
p.223 の 「データの検索とリストアついて」 を参照
してください。
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項目

説明

向上した通知機能

アラートの発生時に電子メールまたはテキストメッ
セージで通知するように Backup Exec を設定で
きます。Backup Exec は電子メール通知に
SMTP を使用し、SMTP 認証をサポートします。
電子メールの通知メッセージは、Microsoft
Outlook、Lotus Notes、Gmail または Yahoo
メールのような Web ベースの電子メールのアプ
リケーションを含む、任意の電子メールアドレス
に送信できます。
p.282 の 「アラートの通知について」 を参照して
ください。

バックアップするデータの検出

ネットワークを参照してバックアップされていない
アプリケーションデータとサーバーを検出するよ
うに Backup Exec を設定できます。
p.459 の 「バックアップするデータを検出するた
めの Backup Exec の設定」 を参照してください。

合成バックアップのための True Image Restore True Image Restore はデフォルトで自動的に
有効化されるようになりました。True Image
Restore では、移動、名前の変更、tar または
zip アーカイブからの新規インストールが行われ
たファイルやディレクトリの検出に必要な情報が
収集されます。True Image Restore を有効に
すると、パス名が、前回の完全バックアップまた
は増分バックアップのパス名と比較されます。 名
前が新しいか、または変更されている場合、ファ
イルまたはディレクトリがバックアップされます。
p.1036 の 「合成バックアップの TIR（True Image
Restore）について」 を参照してください。
拡張された「チェックポイントから再開」機能

「チェックポイントから再開」機能では、ローカル
やリモートサーバー上にある、ボリューム、ファイ
ル、フォルダのバックアップの障害が発生したポ
イントからの再起動がサポートされます。
p.528 の 「「チェックポイントから再開」の使用につ
いて」 を参照してください。

第 1 章 Backup Exec 2012 の概要
Backup Exec 2012 のエージェントおよびオプションの新機能

項目

説明

PowerShell の新しいインターフェース

Backup Exec Command Line Applet は、
PowerShell コマンドをサポートするために設計
が一新されました。
詳しくは次の場所を参照してください。
インストールディレクトリ¥モジュール
¥BEMCLI¥about_BEMCLI_Cmdlets.help.txt
を参照してください。

Backup Exec 2012 のエージェントおよびオプションの新
機能
Backup Exec このリリースではエージェントとオプションに次の新機能が追加されました。
表 1-2

Backup Exec 2012 のエージェントおよびオプションの新機能

項目

説明

Deduplication Option

次の新機能を利用できます。
Granular Recovery Technology が有効な
バックアップセットの最適化された複製。これ
により、オフサイトの複製が効率的になりまし
た。最適化された複製は、選択した製造元
の OpenStorage デバイスで利用可能です。
互換性があるデバイスのリストは、次の URL
で参照できます。
http://entsupport.symantec.com/umi/V-269-2
■ Hyper-V バックアップの重複排除率の向上
(Granular Recovery Technology オプショ
ンが有効な場合)。
■ 仮想マシン間の重複排除の向上。
■

■

Linux のクライアント側重複排除。これによ
り、Linux クライアントは、ローカルでデータ
の重複を排除し、処理したデータを重複排
除用ディスクストレージデバイスまたは
PureDisk アプライアンスに直接送信できま
す。

p.761 の 「最適化された複製の使用による
OpenStorage デバイス間または重複排除用ディ
スクストレージデバイス間の重複排除データのコ
ピーについて」 を参照してください。
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項目

説明

Agent for VMware

Windows ベースのベーシックディスク、ダイナ
ミックディスク、GPT ディスクのバックアップから
未使用のセクタを取り除く機能が Agent for
VMware に実装されました。これは、NFS や
iSCSI などの非 VMFS ベースのデータストア上
にディスクがある場合にも適用されます。
VMware の vSphere 5.0 との互換性を実現す
るため、Agent for VMware に次の新しい機能
が実装されました。
DRS (Distributed Resource Scheduler) と
SDRS (Storage Distributed Resource
Scheduler) によるアクティビティが実行され
ないように、バックアップとリストア操作中に仮
想マシンを自動的にロックまたはロック解除
します。
■ DRS と SDRS の機能を保持できます。
■

宛先の仮想環境でサポートされている最新
のハードウェアにリストア先を変更することが
できます。 これにはハードウェアバージョン
8 が含まれます。
■ データストアクラスタと SDRS がある場合、次
のリストアオプションをサポートします。
■ データのバックアップ元の場所にリストア。
■

■

管理外データストアにリストア。

データストアクラスタに直接リストア。
SDRS プロパティは保持されます。
■ データストアクラスタ内のデータストアに
直接リストア。 SDRS プロパティは保持さ
れません。
■

p.767 の 「Agent for VMware について」 を参照
してください。
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項目

説明

Agent for Hyper-V

次の新機能を利用できます。
使用中の仮想ディスクのセクタのみを転送す
る、ディスクの自動最適化機能。これにより、
ネットワークに転送されるデータの量と、必要
なストレージ容量を節約できます。
■ 増分バックアップと差分バックアップのサポー
ト。
■ Microsoft SharePoint からの各項目の個
別リカバリのサポート。
■ Hyper-V バックアップの重複排除率の向上
(Granular Recovery Technology オプショ
ンが有効な場合)。
■

p.783 の 「Agent for Microsoft Hyper-V につ
いて」 を参照してください。
Agent for Microsoft Exchange Server

Exchange Agent で メールボックスまたはパブ
リックフォルダの項目を PST ファイルにリストアで
きます。PST ファイルは Outlook で簡単に開い
たり、ユーザーに配布したりできます。
p.845 の 「Exchange データのリストアについて」
を参照してください。

Archiving Option

アーカイブがバックアップワークフローの 1 ステー
ジとして統合されたため、より簡単に実行できる
ようになりました。
p.1209 の 「アーカイブジョブの作成について」 を
参照してください。
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項目

説明

Agent for Microsoft SharePoint

次の新機能を利用できます。
差分バックアップと増分バックアップから、
データベースのリストアまたは GRT
(Granular Recovery Technology) を使用
したリストアを行えます。リストアジョブは、前
回の完全バックアップを任意の差分バック
アップまたは増分バックアップと組み合わせ
ることで、データのリストアをより効率化しま
す。
■ SharePoint サイトのリストア先を別のサイト
に変更したり、新しいパスに変更できます。
■ Backup Exec カタログの SharePoint メタ
データを検索できます。向上した検索機能
により、リストア対象の情報を簡単に見つけ
ることができます。データの検索後、検索結
果の画面からそのデータを直接リストアでき
ます。
■

p.860 の 「Microsoft SharePoint データのリスト
アについて」 を参照してください。
Agent for Mac

Agent for Mac で Macintosh サーバーの重要
エンティティをバックアップできます。
p.1093 の 「Agent for Mac について」 を参照して
ください。

Agent for Linux

Agent for Linux を使用して、Linux サーバー
ベースの重要なエンティティをバックアップでき
ます。このエージェントには、オープンファイルを
バックアップする機能も含まれています。
p.1060 の 「Agent for Linux について」 を参照し
てください。

Agent for Enterprise Vault

Enterprise Vault Agent で Enterprise Vault
v10 がサポートされます。
p.905 の 「Agent for Enterprise Vault につい
て」 を参照してください。

2
インストール
この章では以下の項目について説明しています。
■

Backup Exec のインストールについて

■

環境チェックについて

■

Backup Exec でインストールされる Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
コンポーネントについて

■

Backup Exec の標準機能について

■

システムの必要条件

■

標準インストールとカスタムインストールの違いについて

■

Backup Exec の標準インストールでのインストール

■

Backup Exec のカスタムインストールでのインストール

■

ローカル Backup Exec サーバーへの Backup Exec 追加オプションのインストール

■

リモートコンピュータへの Backup Exec のインストールに関する特別な考慮事項

■

リモートコンピュータへの Backup Exec のプッシュインストール

■

Agent for Windows のインストールについて

■

Remote Administrator のインストール

■

コマンドラインを使用した Backup Exec のインストール (サイレントモード)

■

Backup Exec エージェントとオプションの評価版のインストール

■

インストールログについて

■

Backup Exec の修復

■

LiveUpdate を使用した Backup Exec の更新について
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■

インストールされている更新の表示

■

ライセンス情報の表示

■

環境内にインストールされているライセンスの検出

■

Backup Exec の保守契約の情報について

■

以前のバージョンからの Backup Exec のアップグレードについて

■

インストール後のタスク

■

Backup Exec のアンインストール

■

コマンドラインを使用した Backup Exec のアンインストール

■

ローカル Backup Exec サーバーからの Backup Exec オプションのアンインストール

Backup Exec のインストールについて
Backup Exec のインストールウィザードは、Backup Exec とそのエージェントやオプショ
ンをインストールする手順を案内します。インストールウィザードを使用すると、Backup
Exec とそのエージェントやオプションをローカルコンピュータにインストールしたり、リモー
トコンピュータにプッシュインストールできます。Backup Exec がインストールされたコン
ピュータを Backup Exec サーバーと呼びます。また、リモート環境の Windows サーバー
またはワークステーションから Backup Exec サーバーを管理できる Remote
Administrator をインストールできます。
Backup Exec をインストールするとき、次のライセンスオプションがあります。
表 2-1

ライセンスオプション

項目

説明

シリアル番号を手動で入力する

ライセンス証明書に表示されているシリアル番号
を入力できます。 シリアル番号は M0123456789
のように 1 つの英字および 10 の数字を含んで
います。シリアル番号を追加した後、Backup
Exec はシリアル番号を検証するために
Symantec Web サービスをポーリングします。
Backup Exec がシリアル番号を検証するために
インターネット接続が必要です。
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項目

説明

シマンテックライセンスファイルからライセンスを ネットワーク共有またはローカルドライブからシマ
インポートする
ンテックライセンスファイル (.slf) をインポートで
きます。
ライセンス証明書が付いている電子メールでシ
マンテックライセンスファイルを受信することがで
きます。また、それらを入手するためにシマンテッ
ク社のライセンスポータル Web サイトに移動す
る必要がある場合もあります。 シマンテック社の
ライセンスポータル Web サイトから、登録したシ
リアル番号のすべてを 1 つのファイルで受信し
ます。 電子メールから、各ファイルに 1 つのシリ
アル番号で複数ファイルを受信します。
インストールの後で、.slf ファイルは次の場所で
見つけることができます。
Windows 2003 の場合: C:¥Program
Files¥Common Files¥Symantec
Shared¥Licenses
■ Windows 2008 以降の場合:
C:¥Programdata¥Symantec
Shared¥Licenses
■

60 日間の評価版をインストールする

Backup Exec とそのエージェントやオプションの
多くは、60 日間の評価版をご利用いただけま
す。インストール中に、シリアル番号とシマンテッ
クライセンスファイルのどちらも入力されないと、
評価版がインストールされます。Backup Exec
のシリアル番号またはライセンスファイルを入力
すると、エージェントとオプションの多くの試用版
が利用できます。

Backup Exec のインストール後は、Backup Exec のユーザーインターフェースから追加
のエージェントやオプションをインストールできます。Backup Exec サーバーで追加の
エージェントやオプションをインストールことも、リモートコンピュータに Backup Exec か
Windows 用エージェントをプッシュインストールすることもできます。
コマンドラインからのインストールも可能です。コマンドラインからのインストールは、サイレ
ントモードインストールと呼ばれます。サイレントモードでインストールする場合は、Backup
Exec インストールメディア内の setup.exe プログラムを使用します。
Backup Exec では、インストール時に次の製品が追加でインストールされる場合がありま
す。
■

Symantec LiveUpdate
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■

Microsoft XML Core Services (MSXML) 6.0

■

Microsoft Report Viewer Redistributable 2005

■

Microsoft.NET 4

■

Microsoft Windows Imaging Component

■

Microsoft SQL Express 2005 SP4

■

MDAC 2.8 以上

p.64 の 「Backup Exec の標準インストールでのインストール」 を参照してください。
p.66 の 「Backup Exec のカスタムインストールでのインストール」 を参照してください。
p.71 の 「ローカル Backup Exec サーバーへの Backup Exec 追加オプションのインス
トール」 を参照してください。
p.73 の 「リモートコンピュータへの Backup Exec のプッシュインストール」 を参照してくだ
さい。
p.82 の 「リモートコンピュータへの Agent for Windows のプッシュインストール」 を参照
してください。
p.100 の 「コマンドラインを使用した Backup Exec のインストール (サイレントモード)」 を参
照してください。
p.56 の 「Backup Exec のインストール前のチェックリスト」 を参照してください。

Backup Exec のインストール前のチェックリスト
Backup Exec をインストールする前に、次のタスクを実行する必要があります。
■

Backup Exec をインストールするコンピュータで Backup Exec 環境チェックを実行し
ます。環境チェックでは、インストール処理を完了できるかどうかを確認するためにコ
ンピュータが分析されます。インストール中に Backup Exec によって解決される設定
の問題、またはインストールを妨げる要因となる設定の問題が検出された場合は、警
告が表示されます。環境チェックはインストール中に自動的に実行されますが、Backup
Exec をインストールする前または Backup Exec でデータをバックアップする前に手
動で実行することもできます。
p.58 の 「インストール前の環境のチェック」 を参照してください。

■

Backup Exec サーバーにストレージデバイスハードウェア (コントローラ、ドライブ、ロ
ボットライブラリ) をインストールします。インストールの方法について詳しくはストレー
ジデバイスハードウェアに付属したマニュアルを参照してください。コントローラおよび
ストレージデバイスの設定を行うには、該当する Windows のハードウェアセットアッ
プ機能を使用してください。詳しくは Microsoft Windows のマニュアルを参照してく
ださい。
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■

Windows のセキュリティ設定を確認して、その設定が Backup Exec サービスアカウ
ントで適切に動作することを確認します。
p.503 の 「Backup Exec サービスアカウントについて」 を参照してください。

■

Backup Exec をインストールするドライブが暗号化または圧縮されている場合にデ
フォルトの SQL Express データベースを使用するには、暗号化または圧縮されてい
ないドライブに SQL Express をインストールできることを確認します。

■

Backup Exec をインストールするコンピュータのコンピュータ名を確認します。標準の
ANSI 文字のみが使用されている必要があります。標準でない文字が使用されてい
る名前のコンピュータに Backup Exec をインストールすると、エラーが発生する可能
性があります。

■

英語版以外の Windows に Backup Exec をインストールする際に、次の両方が当て
はまる場合は、Backup Exec をインストールする前に Microsoft Web サイトから SQL
Express SP4 セットアップファイルをダウンロードします。

■

■

ローカル Backup Exec SQL Express インスタンスを使用する場合。

■

Backup Exec をインストールするコンピュータに英語版以外の SQL Server イン
スタンスが存在する場合。

ウイルス対策アプリケーションを含む他のプログラムをすべて終了してください。

環境チェックについて
Symantec Backup Exec 環境チェックは、インストール中に自動的にコンピュータ上で実
行されるユーティリティで、次の事項をレポートします。
■

オペレーティングシステム、ディスク、物理メモリ、ログオンアカウントの権限など、コン
ピュータがインストールの必要条件を満たしているか。
p.61 の 「システムの必要条件」 を参照してください。

■

Backup Exec を使用する他社ソフトウェアのポートが適切に設定されているか。

■

必要なコンポーネントがインストールされているか、また、そのコンポーネントは Backup
Exec と互換性があるか。

■

以前のバージョンの Backup Exec または Backup Exec オプションがインストールさ
れていないか。

■

ストレージデバイスハードウェアおよびこれに関連するドライバが適切にインストール
され、Windows オペレーティングシステムに認識されているか。

各項目のレポートの結果は、次のいずれかです。
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表 2-2

環境チェックの結果

結果

説明

合格

Backup Exec のインストールを妨げる要因となる非互換はありません。 ハー
ドウェアがこの結果となった場合は、そのハードウェア構成が Backup Exec
で認識されていることを示します。

警告

現在の環境と Backup Exec の間に非互換がありますが、インストール時に
解決できます。

失敗

現在の環境と Backup Exec の間に、インストール失敗の原因となる非互換
があります。 正常にインストールするには、Backup Exec をインストールする
前に何らかの対処が必要です。

環境チェックはインストール中に自動的に実行されますが、Backup Exec をインストール
する前または Backup Exec でデータをバックアップする前に手動で実行することもでき
ます。
p.58 の 「インストール前の環境のチェック」 を参照してください。

インストール前の環境のチェック
環境チェックはインストール中に自動的に実行されますが、Backup Exec をインストール
する前または Backup Exec でデータをバックアップする前に手動で実行することもでき
ます。
p.57 の 「環境チェックについて」 を参照してください。
インストール前に環境をチェックする方法

1

インストールメディアのブラウザから、［インストール前］をクリックし、それから［Backup
Exec］をクリックします。

2

［次へ］をクリックします。

3

次のいずれかを実行します。
ローカルコンピュータの設定をチェッ ［ローカル環境チェック］にチェックマークを付けます。
クする
リモートコンピュータの設定をチェッ ［リモート環境チェック］にチェックマークを付けます。
クする

4

［次へ］をクリックします。

5

手順 3 で［リモート環境チェック］にチェックマークを付けた場合は、次のいずれかを
実行して、［次へ］をクリックします。

第 2 章 インストール
Backup Exec でインストールされる Microsoft SQL Server 2005 Express Edition コンポーネントについて

リストからコンピュータ名を選択する ■ ［リストからのサーバーの追加］をクリックします。

コンピュータ名を手動で追加する

■

リストからコンピュータを選択し、［次へ］をクリックし
ます。

■

［手動によるサーバーの追加］をクリックします。

［ドメイン］フィールドに、ドメインの名前を入力しま
す。
■ ［コンピュータ名］フィールドに、コンピュータの名前
を入力します。
■ ［OK］をクリックします。
■

このコンピュータのユーザー名とパスワードを入力
します。
■ ［OK］をクリックします。
■

環境チェックを実行するコンピュー ■ リストからコンピュータを選択します。
タのリストからコンピュータ名を削除 ■ ［リムーブ］をクリックします。
する

6

環境チェックの結果を保存する場合は、［結果の保存先］にチェックマークを付けま
す。
環境チェックの結果の保存先を変更する場合は、［パスの変更］をクリックし、新しい
場所を参照して選択します。

7

［完了］をクリックします。

Backup Exec でインストールされる Microsoft SQL Server
2005 Express Edition コンポーネントについて
Backup Exec のインストールプログラムを実行すると、Backup Exec の実行に必要な
Microsoft SQL Server 2005 Express Edition の各コンポーネントがインストールされま
す。
次のいずれかを実行するようにメッセージが表示されます。
■

必要な Microsoft SQL Express コンポーネントを Backup Exec からインストールし、
デフォルト Backup Exec インスタンスを作成する。

■

Backup Exec を実行したいネットワークにすでにある Microsoft SQL Server 2005
(SP4) または SQL Server 2008 のインスタンスを選択する。

Backup Exec のインストール時とアップグレード時には、Backup Exec によって SQL サー
ビスの停止と起動が実行されます。ユーザーが作成した他のデータベースのうち SQL
Server インスタンスを使用するものは、この処理中は利用できません。このような競合を
避けるため、Backup Exec は独立した SQL インスタンスにインストールする必要がありま
す。
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既存の SQL Server 2005 インスタンスに Backup Exec をインストールする場合には、
SQL Server 2005 Service Pack 4 以上がインストールされていることを確認してからイン
ストールを続行してください。
注意: 大文字と小文字を区別して照合を行う既存の SQL インスタンスに Backup Exec を
インストールすると、正しく機能しないことがあります。大文字と小文字を区別して照合を
行う SQL インスタンスに Backup Exec をインストールしないことをお勧めします。
既存のインスタンスに Backup Exec をインストールした場合には、master データベース
の自動リストア機能は使用できません。master データベースのリカバリを行うには、その
データベースを、master データベースのバックアップ時に Backup Exec が自動的に作
成し更新した master データベースコピーに置き換える必要があります。
同一の SQL Server インスタンスに複数の Backup Exec データベースはインストールで
きません。
メモ: 管理対象 Backup Exec サーバーをインストールする場合には、その管理対象サー
バー用 Backup Exec データベースのインストール先のローカル Microsoft SQL Server
2005 (SP 4) インスタンスまたはそれ以上を選択することをお勧めします。集中管理サー
バーに使用されているものと同じ SQL Server インスタンスを選択しないでください。
p.61 の 「システムの必要条件」 を参照してください。

Backup Exec の標準機能について
Backup Exec には、追加料金なしで次の機能が含まれています。Backup Exec をインス
トールするときに、これらの機能を自由に選択できます。
表 2-3

Backup Exec の標準機能

機能

説明

テープデバイスドライバ

サーバーに接続されているすべてのサポート対象テープデバ
イスの Symantec テープデバイスドライバをインストールします。
Backup Exec サーバーに接続されたテープデバイスがない場
合には、このオプションのチェックマークをはずしてください。

オンラインマニュアル

PDF ファイル形式の『Symantec Backup Exec 管理者ガイド』
がインストールされます。

ロボットライブラリのサポート

テープライブラリまたはオプティカルロボットライブラリの使用が
可能になります。 Backup Exec では、各ロボットライブラリで 1
つのドライブがサポートされます。 ライブラリの追加ドライブそれ
ぞれに Library Expansion Option ライセンスが必要です。
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機能

説明

サーバー設定のコピー

構成設定とログオン情報を Backup Exec サーバー間でコピー
できます。このオプションは、複数の Backup Exec サーバーを
含む環境で推奨されます。このオプションは、Central Admin
Server Option に必要です。

管理対象 Backup Exec サーバー Central Admin Server Option の管理対象 Backup Exec サー
バーコンポーネントをインストールします。集中管理サーバーを
インストールした後、管理対象 Backup Exec サーバーをインス
トールできます。
Virtual Tape Library Support

あらゆる単一ドライブの Virtual Tape Library (VTL) のサポー
トを提供します。 各 VTL の追加ドライブをサポートするために
Virtual Tape Library Unlimited Drive Option を購入する必
要があります。
このオプションを選択すれば、［ロボットライブラリサポート］オプ
ションが自動的に選択されます。 ［Virtual Tape Library
Support］のチェックマークをはずさなければ、［ロボットライブラ
リサポート］のチェックマークをはずすことはできません。

その他すべてのオプションおよびエージェントは、追加ライセンスを購入する必要があり
ます。 評価版ではすべてのオプションをインストールすることができます。製品版ではこ
れらのオプションを別途購入することが必要な場合があるので、ご注意ください。
Backup Exec のライセンスを取得している場合、指定された期間中はほとんどのオプショ
ンとエージェントの評価版を使用できます。
p.111 の 「Backup Exec エージェントとオプションの評価版のインストール」 を参照してく
ださい。

システムの必要条件
このバージョンの Backup Exec の実行に必要なシステムの必要条件を次に示します。
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表 2-4

システムの最小要件

項目

必要条件

オペレーティングシ
ステム

互換性があるオペレーティングシステム、プラットフォーム、アプリケーション
のリストは、次の URL で参照できます。
http://entsupport.symantec.com/umi/V-269-1
Backup Exec サーバーは、Windows Server 2008 の Windows Server
Core インストールオプションを実行するコンピュータにインストールできませ
ん。実行できるのは、Server Core コンピュータへの Backup Exec Agent
for Windows のインストールのみです。
読み取り専用ドメインコントローラ (RODC) ロールに構成されている Windows
Server 2008 コンピュータに、SQL Express または SQL Server 2005 をイ
ンストールすることはできません。読み取り専用ドメインコントローラロールで
は、SQL Express および SQL Server 2005 に必要なローカルアカウントを
使用できません。 RODC のコンピュータで Backup Exec をインストールする
ときは、Backup Exec データベース用のリモート SQL インスタンスを選択し
てください。

アプリケーションのサ Backup Exec は、Microsoft System Center Operation Manager (SCOM)
ポートの追加
2007 と併用できます。
インターネットブラウ Internet Explorer 7.0 以上
ザ
プロセッサ

Intel Pentium、Xeon、AMD、またはこれらに互換性のある種類

SQL Server か SQL Service Pack 4 が必要です。
Express
メモリ

必須: オペレーティングシステムの必要条件以上の 512 MB の RAM。
推奨: 2 GB RAM 以上 (パフォーマンスの向上にはさらに増やすことをお勧
めします)

メモ: 必要とされる RAM は、実行する操作、インストールするオプションお
よびコンピュータの構成によって異なります。
Central Admin Server Option の場合: 1 GB の RAM （2 GB を推奨しま
す）。
シマンテック回復ディスク: 多言語バージョン用に 1 GB 以上 (専用)
仮想メモリの推奨値: Windows 推奨の合計ページングファイルサイズ (全
ディスクボリュームの合計) に 20 MB を加算した容量。ページングファイル
サイズの参照または設定の方法について詳しくは Microsoft Windows の
ヘルプマニュアルを参照してください。
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項目

必要条件

インストールディスク 1.44 GB (通常のインストールの場合)
領域
2.32 GB (すべてのオプションを含む場合)

メモ: 必要とされるディスク領域は、実行する操作、インストールするオプショ
ンおよびシステム構成によって異なります。Backup Exec のデータベースお
よびカタログ用に、別途領域が必要となります。さらに 330 MB が SQL
Express に要求されます。
その他のハードウェ 推奨されるハードウェアは次のとおりです。
ア
■ ネットワークインターフェースカードまたは仮想ネットワークアダプタカー
ド
■ CD/DVD ドライブ
■

ストレージ用ハード
ウェア

マウス (推奨)

ストレージメディアのドライブ、ロボットライブラリ、リムーバブルストレージデバ
イスと取外し不可能なハードディスクドライブを使うことができます。
互換性のあるストレージのリストは、次の URL で参照できます。
http://entsupport.symantec.com/umi/V-269-2
Backup Exec を購入するとき、各ロボットライブラリの最初のドライブのサポー
トを利用できます。追加の各ロボットライブラリドライブのサポートを希望され
る場合は、別売の Backup Exec Library Expansion Option が必要です。

p.64 の 「Backup Exec の標準インストールでのインストール」 を参照してください。
p.66 の 「Backup Exec のカスタムインストールでのインストール」 を参照してください。

標準インストールとカスタムインストールの違いについて
Backup Exec のインストールプログラムは、標準とカスタムの 2 つのインストール方法を
提供します。標準インストールはカスタムインストールより単純なインストール方法で、小
規模な環境や単純な環境のために設計されています。 たとえば、ローカル Backup Exec
サーバーと、少数の Backup Exec エージェントまたはオプションを使う場合は、標準イン
ストールがおそらく最適です。カスタムインストールは、大規模な環境や複雑な環境のた
めに設計されています。 オプションすべてを設定する場合も、カスタムインストール方法
を使うことができます。 たとえば、リモート Backup Exec サーバーを使うか、または
Enterprise Server Option を使う場合は、カスタムインストールを実行する必要がありま
す。
標準インストールでは、一般的なインストールシナリオに基づいて Backup Exec は次の
決定を行います。
■

Backup Exec はローカル Backup Exec サーバーにインストールされます。
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■

SQL Express はデフォルトインスタンスでインストールされます。

■

エージェントとオプションは、それらのライセンスを入力すればインストールされます。
ライセンスを入力しなければ、Backup Exec の評価版がインストールされます。
メモ: Enterprise Server Option や the Archiving Option など、標準インストール
方法と互換性がないエージェントまたはオプションのライセンスはインストールプログ
ラムで選択できません。

■

LiveUpdate は自動的に動作します。

p.64 の 「Backup Exec の標準インストールでのインストール」 を参照してください。
p.66 の 「Backup Exec のカスタムインストールでのインストール」 を参照してください。

Backup Exec の標準インストールでのインストール
標準インストールは、小規模な環境や単純な環境のために設計されています。標準イン
ストールでは、一般的なインストールシナリオに基づいて Backup Exec が多くの決定を
行います。すべてのオプションを設定する場合は、カスタムインストールオプションを使用
する必要があります。
p.66 の 「Backup Exec のカスタムインストールでのインストール」 を参照してください。
p.63 の 「標準インストールとカスタムインストールの違いについて」 を参照してください。
メモ: インストールする前に、Backup Exec とエージェントまたはオプションのライセンスが
利用可能であることを確認してください。ライセンスがない場合は、次の URL に移動して
製品をアクティブ化してください。
https://licensing.symantec.com
Backup Exec とそのエージェントやオプションをインストールするにはライセンスが必要で
す。ただし、Backup Exec の評価版はライセンスがなくてもインストールできます。
Backup Exec を標準インストールでインストールする方法

1

インストールメディアのブラウザから、［製品をインストールする］をクリックし、それか
ら［Backup Exec］を選択します。
必要なバージョンの Microsoft .NET Framework がこのコンピュータにまだインス
トールされていなければ、Backup Exec がインストールします。Microsoft .NET
Framework のインストールは時間がかかることがあります。

2

［ようこそ］パネルの使用許諾契約を読み、次に［使用許諾契約書に同意します］を
クリックします。
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3

［次へ］をクリックします。

4

［インストールの種類］パネルで、［標準インストール］をクリックし、それから［次へ］を
クリックします。
Backup Exec を初めてインストールする場合やアップグレードを実行する場合は、
Backup Exec 環境チェックが自動的に実行されます。

5

環境チェックの結果を確認します。

6

次のいずれかを実行します。

7

■

環境チェックで Backup Exec の正常なインストールを妨げる問題が検出されな
い場合は、［次へ］をクリックします。

■

環境チェックで Backup Exec の正常なインストールを妨げる問題が検出された
場合は、［キャンセル］をクリックしてウィザードを終了します。問題を修正してか
ら再び Backup Exec をインストールします。

次のいずれかの方法を選択して、ライセンスを入力します。
シリアル番号を手動で入力する方法

次に示す順序で操作を実行します。

メモ: シリアル番号を検証するためにインター

■ ［シリアル番号］フィールドに、ライセンス証
ネット接続が必要となります。インターネット接
明書から適切なシリアル番号を入力しま
続がない場合は、ライセンスをシマンテックラ
す。
イセンスファイルからインポートするか、または ■ ［追加］をクリックします。
評価版をインストールしてください。
■ インストールするオプションまたはエージェ
ントごとに、各シリアル番号についてこの
手順を繰り返します。
■ ［次へ］をクリックしてシリアル番号を検証
します。

シマンテックライセンスファイルからライセンス 次に示す順序で操作を実行します。
をインポートする方法
■ ［ファイルからのインポート］をクリックしま
す。
■ ライセンスファイルの場所を参照し、適切
なファイルを選択します。
評価版をインストールする

8

シリアル番号を入力したり、ライセンスファイル
をインポートしたりしないでください。次の手順
に進みます。

［次へ］をクリックします。
連絡先情報の入力を求めるメッセージが表示される場合があります。

9

［ライセンスの確認］パネルで、インストールする製品のチェックボックスにチェックマー
クを付けてから［次へ］をクリックします。
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10 ［サービスアカウント］パネルで、Backup Exec システムサービスに使用する管理者
アカウントのユーザー名、パスワードおよびドメインを入力します。
Windows Server 2003/2008 コンピュータでは、空のパスワードのアカウントが許
可されるように Windows が設定されていない限り、空のパスワードのアカウントを使
用して Backup Exec をインストールすることはできません。空のパスワードを指定し
た場合は、インストール中に次のエラーメッセージが表示されます。
<サーバー>¥<ユーザー名> に与えられたユーザーおよびパスワード情報では認証
できませんでした。
ただし、コンピュータに空のパスワードを許可するよう設定することができます。詳し
くは Windows のマニュアルを参照してください。

11 Backup Exec ファイルがインストールされるディレクトリを変更する場合は、［変更］を
クリックして、新しい場所を選択します。

12 ［次へ］をクリックします。
13 インストールの概略を確認し、［インストール］をクリックします。
Backup Exec のインストール先コンピュータに、インストールログが Bkupinst2012.htm
という名前で作成されます。

Backup Exec のカスタムインストールでのインストール
カスタムインストールは、大規模な環境や複雑な環境のため、またはオプションすべてを
設定するお客様のために設計されています。 たとえば、リモート Backup Exec サーバー
を使うか、または Central Admin Server Option を使う場合は、カスタムインストールを
実行する必要があります。Backup Exec によってデフォルトオプションを設定する場合、
または小規模な環境や単純な環境である場合は、標準インストールを使うことができま
す。
p.64 の 「Backup Exec の標準インストールでのインストール」 を参照してください。
メモ: ターミナルサービスクライアントを使用し、リモートターミナルサーバー上でインストー
ルプログラムを実行してリモートターミナルサーバーに Backup Exec をインストールする
場合は、Backup Exec のインストールプログラムの保存先をドライブ文字を割り当てたネッ
トワークドライブパスで指定することはできません。UNC パスで指定する必要があります。
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メモ: インストールする前に、Backup Exec とエージェントまたはオプションのライセンスが
利用可能であることを確認してください。ライセンスがない場合は、次の URL に移動して
製品をアクティブ化してください。
http://licensing.symantec.com
Backup Exec とそのエージェントやオプションをインストールするにはライセンスが必要で
す。ただし、Backup Exec の評価版はライセンスがなくてもインストールできます。
Backup Exec をカスタムインストールでインストールする方法

1

インストールメディアのブラウザから、［製品をインストールする］をクリックし、それか
ら［Backup Exec］を選択します。
必要なバージョンの Microsoft .NET Framework がこのコンピュータにまだインス
トールされていなければ、Backup Exec がインストールします。Microsoft .NET
Framework のインストールは時間がかかることがあります。

2

［ようこそ］パネルの使用許諾契約を読み、次に［使用許諾契約書に同意します］を
クリックします。

3

［次へ］をクリックします。

4

［インストールの種類］パネルで、［カスタムインストール］をクリックし、それから［次へ］
をクリックします。

5

［メニュー］パネルで、［ローカルインストール］にチェックマークを付けて、それから
［Backup Exec および各オプションのインストール］を選択します。

6

［次へ］をクリックします。
Backup Exec を初めてインストールおよびアップグレードする場合は、［次へ］をク
リックした後に、Backup Exec 環境チェックが自動的に実行されます。

7

環境チェックの結果を確認します。

8

次のいずれかを実行します。

9

■

環境チェックで Backup Exec の正常なインストールを妨げる問題が検出されな
い場合は、［次へ］をクリックします。

■

環境チェックで Backup Exec の正常なインストールを妨げる問題が検出された
場合は、［キャンセル］をクリックしてウィザードを終了します。問題を修正してか
ら再び Backup Exec をインストールします。

次のいずれかの方法を選択して、ライセンスを入力します。
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シリアル番号を手動で入力する方法 次に示す順序で操作を実行します。

メモ: シリアル番号を検証するために

■ ［シリアル番号］フィールドに、ライセンス証明書か
インターネット接続が必要となります。
ら適切なシリアル番号を入力します。
インターネット接続がない場合は、ラ ■ ［追加］をクリックします。
イセンスをシマンテックライセンスファ ■ インストールするオプションまたはエージェントごと
イルからインポートするか、または評
に、各ライセンスについてこの手順を繰り返します。
価版をインストールしてください。
■ ［次へ］をクリックしてシリアル番号を検証します。

シマンテックライセンスファイルからラ 次に示す順序で操作を実行します。
イセンスをインポートする方法
■ ［ファイルからのインポート］をクリックします。
■

評価版をインストールする

ライセンスファイルの場所を参照し、適切なファイ
ルを選択します。

シリアル番号を入力したり、ライセンスファイルをイン
ポートしたりしないでください。次の手順に進みます。

10 ［次へ］をクリックします。
連絡先情報の入力を求めるメッセージが表示される場合があります。

11 インストールするエージェントまたはオプションについて、チェックボックスにチェック
マークを付けます。

12 ［次へ］をクリックします。
File System Archiving Option か Microsoft Exchange Mailbox Archiving
Option を選択すると、Archiving Option 環境チェックが実行されます。Archiving
Option 環境チェックはコンピュータがオプションをインストールして設定するための
最小必要条件を満たすことを確認します。コンピュータが最小必要条件を満たさな
ければ、インストールを続行する前にアーカイブオプションのチェックマークをはず
すか、またはエラーを修正する必要があります。

13 ［設定オプション］パネルで、インストールする追加オプションを選択します。
たとえば、標準機能の追加を選択したり、評価インストールで利用可能なエージェン
トまたはオプションを選択したりできます。

14 ［次へ］をクリックします。
15 Backup Exec を別の言語で追加インストールするには、言語を選択して［次へ］をク
リックします。

16 ［インストール先］パネルで次の手順を実行します。
■

インストールを選択した項目のディスク領域の必要条件を確認します。

■

Backup Exec ファイルがインストールされるディレクトリを変更する場合は、［変
更］をクリックして新しい場所を選択するか、新しいフォルダを作成します。
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マウントポイントを削除すると Backup Exec がアンインストールされるため、イン
ストール先ディレクトリとしてマウントポイントを選択することはお勧めしません。

17 ［次へ］をクリックします。
18 Backup Exec システムサービスに使用する管理者アカウントのユーザー名、パスワー
ドおよびドメインを入力し、［次へ］をクリックします。
Windows Server 2003/2008 コンピュータでは、空のパスワードのアカウントが許
可されるように Windows が設定されていない限り、空のパスワードのアカウントを使
用して Backup Exec をインストールすることはできません。空のパスワードを指定し
た場合は、インストール中に次のエラーメッセージが表示されます。
<サーバー>¥<ユーザー名> に与えられたユーザーおよびパスワード情報では認証
できませんでした。
ただし、コンピュータに空のパスワードを許可するよう設定することができます。詳し
くは Windows のマニュアルを参照してください。

19 ［SQL Server の選択］パネルで、Backup Exec データベースを保存するための場
所を選択するために次のいずれかを実行します。
メモ: ［SQL Server の選択］パネルはアップグレードでは表示されません。アップグ
レードの処理中は、データベースの場所を変更できません。アップグレード後にデー
タベースの場所を変更する場合は、BEUtility を使用します。
ローカル Backup Exec SQL
Express インスタンスを作成する

次に示す順序で操作を実行します。
［ローカルに Backup Exec SQL Express インスタ
ンスを作成してデータベースを格納する。］をクリッ
クします。
■ Backup Exec SQL Express インスタンスの場所を
変更するには、［参照］をクリックします。
■ 場所を選択して、［OK］をクリックします。
■

既存の SQL Server 2005 または
次に示す順序で操作を実行します。
SQL Server 2008 インスタンスを使
■ ［ネットワーク上の SQL Server 2005 (SP4 以降) ま
用する
たは SQL Server 2008 の既存のインスタンスを使
用してデータベースを格納する。］をクリックします。
■ インスタンスを選択します。
既存のインスタンスに Backup Exec をインストールした
場合には、Master データベースの自動リストア機能は
使用できません。Master データベースのリカバリを行
うには、そのデータベースを、Master データベースの
バックアップ時に Backup Exec が自動的に作成し更
新した Master データベースコピーに置き換えます。
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20 ［次へ］をクリックします。
Backup Exec によってインスタンスへの接続が試行されます。

21 ［Microsoft SQL Server 2005 Express Edition のセットアップ］画面が表示された
場合は、次の手順を実行して、SQL Express SP4 セットアップファイルの場所を識
別します。
■

［参照］をクリックします。

■

SQL Express SP4 セットアップファイルをダウンロードした場所を検索します。

■

［OK］をクリックします。

■

［次へ］をクリックします。

22 追加の情報を求められた場合、Symantec デバイスドライバインストーラを使用して、
サーバーに接続されているテープストレージデバイスにデバイスドライバをインストー
ルするように選択し、［次へ］をクリックします。
［すべてのデバイスに Symantec テープデバイスドライバを使用する (推奨)］を選択
することをお勧めします。

23 ダイアログボックスが表示されたら、インストールする追加オプションの設定を入力す
るか選択し、選択ごとに［次へ］をクリックします。

24 Backup Exec のインストールの概略を確認し、［インストール］をクリックします。
インストール処理の完了には数分かかります。インストール処理中、進行バーは数
分間動きません。

25 インストールが完了すると、［LiveUpdate］の実行、［Readme］の表示、デスクトップ
へのショートカットの作成を選択するチェックボックスが表示されます。

26 ［完了］をクリックしてインストールウィザードを終了します。
27 ［システムの再起動］が表示されたら、変更した内容をシステムに反映するためにコ
ンピュータを再起動します。
Backup Exec のインストール先コンピュータ上で、次のいずれかのディレクトリにインストー
ルログが Bkupinst2012.htm という名前で作成されます。
■

Windows 2003 の場合: %allusersprofile%¥Application Data¥Symantec¥Backup
Exec¥Logs

■

Windows 2008 およびそれ以降の場合: %programdata%¥Symantec¥Backup
Exec¥Logs

p.111 の 「インストールログについて」 を参照してください。
p.124 の 「インストール後のタスク」 を参照してください。
p.60 の 「Backup Exec の標準機能について」 を参照してください。
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p.121 の 「以前のバージョンからの Backup Exec のアップグレードについて」 を参照して
ください。

ローカル Backup Exec サーバーへの Backup Exec 追
加オプションのインストール
Backup Exec をインストールするときエージェントとオプションをインストールできます。た
だし、Backup Exec のインストール後に追加オプションをインストールする場合は、このマ
ニュアルの該当するオプションに関する項を参照し、システムが動作の必要条件をすべ
て満たしているかどうかを確認する必要があります。追加オプションのインストール中、
Backup Exec サービスが停止する場合があります。ジョブが実行している場合は、ジョブ
を停止するか、ジョブの完了を待機するかの選択を要求されます。
メモ: ターミナルサービスクライアントを使用し、リモートターミナルサーバー上でインストー
ルプログラムを実行してリモートターミナルサーバーに Backup Exec をインストールする
場合は、Backup Exec のインストールプログラムの保存先をドライブ文字を割り当てたネッ
トワークドライブパスで指定することはできません。UNC パスで指定する必要があります。
マップしたドライブによるインストールはサポートされません。
Backup Exec のライセンスを取得している場合、指定された期間中はほとんどのオプショ
ンとエージェントの評価版を使用できます。
p.111 の 「Backup Exec エージェントとオプションの評価版のインストール」 を参照してく
ださい。
メモ: Central Admin Server Option がインストールされているときに、管理対象 Backup
Exec サーバーに追加オプションをインストールする場合は、管理対象 Backup Exec サー
バーを一時停止できます。管理対象 Backup Exec サーバーが一時停止された場合、管
理サーバーはジョブを委任しません。インストールの完了後、管理対象 Backup Exec
サーバーの一時停止を解除し、再開します。
p.1023 の 「管理対象 Backup Exec サーバーの一時停止」 を参照してください。
ローカル Backup Exec サーバーに Backup Exec 追加オプションをインストールする方
法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックし、［インストールとライセンス］、［この Backup Exec
サーバーにオプションとライセンスをインストールする］の順に選択します。

2

次のいずれかを実行します。
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シリアル番号を手動で入力する 次に示す順序で操作を実行します。
方法
■ ［シリアル番号］フィールドにシリアル番号を入力します。
シリアル番号を検証するために ■ ［追加］をクリックします。
インターネット接続が必要となり ■ 他に入力するシリアル番号があれば、この手順を繰り返
ます。インターネット接続がない
します。
場合は、ライセンスをシマンテッ ■ ［次へ］をクリックしてシリアル番号を検証します。
クライセンスファイルからイン
ポートするか、または評価版を
インストールしてください。
シマンテックライセンスファイル 次に示す順序で操作を実行します。
からライセンスをインポートする
■ ［ファイルからのインポート］をクリックします。
方法
■ ライセンスファイルの場所を参照し、適切なファイルを選
択します。
評価版をインストールする

［次へ］をクリックします。シリアル番号の入力やインポートは
行わないでください。

3

インストールする追加オプションを選択して、［次へ］をクリックします。

4

ダイアログボックスが表示されたら、インストールする追加オプションの設定を入力す
るか選択します。 それぞれのダイアログボックスで必要な情報を入力し、［次へ］をク
リックしてください。

5

Backup Exec のインストールの概略を確認し、［インストール］をクリックします。
追加オプションのインストール中、Backup Exec サービスは停止します。ジョブが実
行している場合は、ジョブを停止するか、ジョブの完了を待機するかの選択を要求さ
れます。
インストールの完了後、サービスが再起動されます。

6

［完了］をクリックします。

リモートコンピュータへの Backup Exec のインストールに
関する特別な考慮事項
リモートコンピュータに Backup Exec をインストールする前に知っておく必要がある特別
な考慮事項があります。
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表 2-5

リモートコンピュータへの Backup Exec のインストールに関する特別
な考慮事項

項目

考慮事項

Windows Server 2003 Windows Server 2003 が実行されているコンピュータに Backup Exec
SP1
をプッシュインストールするには、次のポートについて、Windows ファ
イアウォールの例外リストで次の［ファイルとプリンタの共有］を有効にす
る必要があります。
■

135 (RPC)

■

445 (TCP)

■

103X (通常は 1037)

■

441 (RPC)

Windows ファイアウォールの例外リストについて詳しくは Microsoft
Windows のマニュアルを参照してください。
インストール中に、Backup Exec によって、リモートからの起動およびリ
モートアクセスに関するセキュリティアクセス許可が管理者グループに
対して設定されます。
プッシュインストール先のコンピュータの［リモート管理の例外を許可す
る］グループポリシーを有効にします。
Windows Server 2008 Windows Server 2008 が実行されているコンピュータに Backup Exec
をプッシュインストールするには、インストール先のコンピュータの
Windows ファイアウォールの例外リストで次の項目を有効にする必要
があります。
■

ファイルとプリンタの共有

■

Windows Management Instrumentation (WMI)

詳しくは Microsoft Windows のマニュアルを参照してください。
Symantec Endpoint
Protection (SEP) 11.0
以降

Symantec Endpoint Protection (SEP) のバージョン 11.0 またはそれ
以降を実行するコンピュータに Backup Exec をプッシュインストールす
るには、ファイルとプリンタを共有するように SEP を設定する必要があり
ます。 ファイルとプリンタ共有機能はデフォルトではオフになります。

p.73 の 「リモートコンピュータへの Backup Exec のプッシュインストール」 を参照してくだ
さい。

リモートコンピュータへの Backup Exec のプッシュインス
トール
ターミナルサービスクライアントを使用し、リモートターミナルサーバー上でインストールプ
ログラムを実行してリモートターミナルサーバーに Backup Exec をインストールする場合
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は、Backup Exec のインストールプログラムの保存先をドライブ文字を割り当てたネット
ワークドライブパスで指定することはできません。UNC パスで指定する必要があります。
マップしたドライブによるインストールはサポートされません。
複数のサーバーのインストールを設定できます。Backup Exec は最大 5 台のリモートコ
ンピュータのインストールを同時に処理します。
リモートコンピュータに Backup Exec をインストールする前に、特別な考慮事項を確認し
てください。
p.72 の 「リモートコンピュータへの Backup Exec のインストールに関する特別な考慮事
項」 を参照してください。
メモ: リモートコンピュータに Backup Exec をインストールするには、Microsoft Windows
の［プログラムの追加と削除］を使用することもできます。詳しくは Microsoft のマニュア
ルを参照してください。
Backup Exec のインストール先コンピュータに、インストールログが Bkupinst2012.htm
という名前で作成されます。
リモートコンピュータに Backup Exec をプッシュインストールする方法

1

次のいずれかを実行します。
インストールメディアから Backup Exec をリ
次に示す順序で操作を実行します。
モートコンピュータにプッシュインストールする
■ インストールメディアのブラウザから、［イン
方法
ストール］をクリックし、それから［Backup
Exec］をクリックします。
■ ［ようこそ］の画面で［次へ］をクリックしま
す。
■ ［使用許諾契約書に同意します］を選択
し、［次へ］をクリックします。
■ ［カスタムインストール］を選択します。
［ローカルインストール］のチェックマーク
をはずし、次に［リモートインストール］に
チェックマークを付けます。
■ ［次へ］をクリックします。
■

Backup Exec サーバーから Backup Exec を ［Backup Exec］ボタンをクリックし、［インストー
リモートコンピュータにプッシュインストールす ルとライセンス］、［他のサーバーにエージェ
る方法
ントと Backup Exec サーバーをインストール
する］の順に選択します。

2

［リモートコンピュータ］パネルで［追加］をクリックします。
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3

Backup Exec を 1 つのリモートコンピュータにインストールするには［1 台のコンピュー
タを追加する］を選択します。または同じ設定を使用して複数のコンピュータに Backup
Exec をインストールするには［複数のコンピュータを同一の設定で追加する］を選択
します。

4

［Symantec Backup Exec］を選択し、［次へ］をクリックします。

5

リモートコンピュータの完全修飾名、IP アドレス、またはコンピュータ名を入力する
か、またはリモートコンピュータを探すために［リモートコンピュータを参照する］をク
リックします。

6

［リストに追加］をクリックし、次にプログラムをプッシュインストールしたい各リモートコ
ンピュータで手順 3 と 4 を繰り返します。
インストールメディアからプッシュインストールし、手順 3 の［1 台のコンピュータを追
加する］を選択した場合は、この手順をスキップできます。

7

［リモートコンピュータクレデンシャル］の下で、Backup Exec がリモートサーバーに
接続するために使うことができるクレデンシャルを入力します。
管理者のクレデンシャルを使わなければなりません。これらのリモートコンピュータの
ログオンクレデンシャルは手順 15 の Backup Exec サービスアカウントのクレデン
シャルと同じではありません。

8

［次へ］をクリックします。

9

次のいずれかの方法を選択して、ライセンスを入力します。
ライセンス証明書から 次に示す順序で操作を実行します。
シリアル番号を入力
■ ［シリアル番号］フィールドにシリアル番号を入力します。
する方法
■ ［追加］をクリックします。
メモ: シリアル番号を ■ インストールするオプションまたはエージェントごとに、各シリアル
検証するためにイン
番号についてこの手順を繰り返します。
ターネット接続が必要
■ ［次へ］をクリックして、入力したシリアル番号を確認します。
となります。インター
ネット接続がない場
合は、ライセンスをシ
マンテックライセンス
ファイルからインポー
トするか、または評価
版をインストールして
ください。
シマンテックライセン 次に示す順序で操作を実行します。
スファイルからライセ
■ ［ファイルからのインポート］をクリックします。
ンスをインポートする
■ .slf ファイルを検索して選択します。
方法

75

76

第 2 章 インストール
リモートコンピュータへの Backup Exec のプッシュインストール

評価版をインストール ［シリアル番号］フィールドを空白のままにします。
する

10 ［次へ］をクリックします。
連絡先情報の入力を求めるメッセージが表示される場合があります。

11 インストールするエージェントまたはオプションについてチェックボックスにチェック
マークを付けて、［次へ］をクリックします。

12 Backup Exec の標準機能や評価インストールで利用可能なエージェントまたはオプ
ションなど、追加でインストールする項目を選択します。

13 ［インストール先フォルダ］フィールドで、Backup Exec をインストールしたい場所を
入力します。

14 ［次へ］をクリックします。
15 次のとおりサービスアカウントのクレデンシャルオプションを完了してください:
ユーザー名

Backup Exec サービスに使用する管理者アカウントのユーザー名を入
力します。
リモートコンピュータがドメインに属している場合は、ドメインの管理者ア
カウントまたはドメインの管理者グループ内のアカウントに相当するアカ
ウントを使用します。
リモートコンピュータがワークグループに属している場合は、管理者アカ
ウントまたはコンピュータの Administrators グループ内のアカウントに
相当するアカウントを使用します。

パスワード

Backup Exec サービスに使用する管理者アカウントのパスワードを入力
します。

ドメイン

コンピュータがドメインに属している場合は、コンピュータが属するドメイ
ンを選択します。
コンピュータがワークグループに属している場合は、コンピュータ名を選
択します。

16 ［次へ］をクリックします。
17 次のいずれかを行って Backup Exec データベースを保存する場所を選択し、［次
へ］ をクリックします。
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ローカル Backup Exec SQL
Express インスタンスを作成する

次に示す順序で操作を実行します。
■

［ローカルに Backup Exec SQL Express インスタ
ンスを作成してデータベースを格納する。］をクリッ
クします。

■

データベースの場所を変更するには、［インストー
ル先フォルダ］フィールドに新しい場所を入力しま
す。

既存の SQL Server 2005 または
次に示す順序で操作を実行します。
SQL Server 2008 インスタンスを使
■ ［ネットワーク上の SQL Server 2005 (SP4 以降) ま
用する
たは SQL Server 2008 の既存のインスタンスを使
用してデータベースを格納する］をクリックします。
■ インスタンスを選択します。
既存のインスタンスに Backup Exec をインストールした
場合には、master データベースの自動リストア機能は
使用できません。master データベースのリカバリを行
うには、そのデータベースを、master データベースの
バックアップ時に Backup Exec が自動的に作成し更
新した master データベースコピーに置き換える必要
があります。

注意: Backup Exec のインストール時およびアップグ
レード時には、Backup Exec によって SQL サービスが
何度か停止および起動されます。ユーザーが作成した
他のデータベースのうち SQL Server インスタンスを使
用するものは、この処理中は利用できません。このよう
な競合を避けるため、Backup Exec は独立した SQL
インスタンスにインストールする必要があります。

Backup Exec によってインスタンスへの接続が試行されます。
この手順はアップグレードではスキップされます。

18 ［次へ］をクリックします。
19 テープデバイスドライバ用の選択を行い、［次へ］をクリックします。
20 ［次へ］をクリックします。
21 ダイアログボックスが表示されたら、インストールする追加オプションの設定を入力す
るか選択し、選択ごとに［次へ］または［OK］をクリックします。

22 Backup Exec がリモートコンピュータを検証した後、次のいずれかの方法でリストを
変更できます:
手動で 1 つのリモートコンピュータを追加す
る方法

［追加］をクリックし、次に［1 台のコンピュータ
を追加する］をクリックします。
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手動で複数のリモートコンピュータを追加する ［追加］をクリックし、次に［複数のコンピュータ
方法
を同一の設定で追加する］をクリックします。
コンピュータの既存のリストをインポートして複 ［インポートおよびエクスポート］をクリックして、
数のリモートコンピュータを追加する方法
次のオプションの 1 つを選択します。
選択されたリストからリモートコンピュータ
の名前を Backup Exec で追加できるよう
に［ファイルからのインポート］を選択しま
す。
■ この Backup Exec サーバーに発行する
ように設定されているすべてのリモートコ
ンピュータの名前を Backup Exec で追加
できるよう、［この Backup Exec サーバー
に公開されているサーバーのインポート］
を選択します。
■

リモートコンピュータのリストに対するリモート
コンピュータログオンクレデンシャルを入力し
なければなりません。
インストールするように選択した製品、または 変更するリモートコンピュータを選択して、［編
このインストールのために選択した他のプロパ 集］をクリックします。
ティを変更する方法
リストからリモートコンピュータを削除する方法 削除するリモートコンピュータを選択して、［削
除］をクリックします。
リモートコンピュータと関連付けられているリ ［将来のリモートインストールセッションのため
モートコンピュータのログオンクレデンシャル にサーバーのリストを保存］にチェックマーク
のリストを保存する方法
が付いていることを確認します。
このオプションは、これらのリモートコンピュー
タに Backup Exec またはオプションを次回イ
ンストールするときに、リモートコンピュータす
べての名前とクレデンシャルが自動的に追加
されるようにします。
リモートコンピュータのリストを XML ファイル
に保存する方法

［インポートおよびエクスポート］をクリックし、
次に ［ファイルにエクスポート］をクリックしま
す。
Push_Export.xml ファイルを保存するための
場所を選択できます。このオプションは複数
の Backup Exec サーバーに同じリストを使い
たい場合に有用です。リストをインポートする
とき、リモートコンピュータのログオンクレデン
シャルを入力し直さなければなりません。
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検証の間に見つかったエラーを修正する方
法

コンピュータ名を右クリックし、［エラーの修正］
をクリックします。

Backup Exec が無効なリモートコンピュータ
を再検証できるようにする方法

コンピュータ名を右クリックし、［環境チェック
の再試行］をクリックします。

23 リストのコンピュータすべてが検証されてリストが完了したら、［次へ］をクリックします。
24 Backup Exec のインストールの概要を確認し、［インストール］をクリックします。
p.111 の 「インストールログについて」 を参照してください。

25 ［次へ］をクリックし、［完了］をクリックしてウィザードを終了します。
リモートコンピュータを再起動していない場合は、変更した内容をシステムに反映す
るために、ここで再起動する必要があります。

Agent for Windows のインストールについて
Agent for Windows は、使用環境に応じて次の方法でインストールすることができます。
■

Backup Exec サーバーから 1 台以上のリモートコンピュータに Agent for Windows
をプッシュインストールします。
p.82 の 「リモートコンピュータへの Agent for Windows のプッシュインストール」 を
参照してください。

■

［サーバーの追加］オプションを使用して、サーバーのリストにリモートコンピュータを
追加し、そのリモートコンピュータに Agent for Windows をインストールする。
p.152 の 「サーバーリストへのサーバーの追加」 を参照してください。

■

Microsoft Active Directory ネットワークを使用して、ネットワーク内コンピュータへ
の Agent for Windows のインストールを集中管理する。
p.86 の 「Active Directory ネットワークに Agent for Windows をインストールする
方法」 を参照してください。

■

コマンドスクリプトファイルを使用して Agent for Windows をインストールする。
p.94 の 「コマンドスクリプトを使用した Agent for Windows のインストール」 を参照
してください。

Agent for Windows のインストールに関しては、特別な考慮事項があります。
p.80 の 「リモートコンピュータへの Agent for Windows のプッシュインストールについ
て」 を参照してください。
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リモートコンピュータへの Agent for Windows のプッシュインストールに
ついて
Agent for Windows は、Backup Exec サーバーからリモートコンピュータにプッシュイン
ストールできます。プッシュインストールを採用し、ターゲットコンピュータへのローカルア
クセスを不要にすることで、インストール時間を短縮しています。Agent for Windows は
同時に最大 5 台のリモートコンピュータにプッシュインストールできます。
リモートコンピュータに Agent for Windows をインストールする前に知っておく必要があ
る特別な考慮事項があります。
表 2-6

リモートコンピュータへの Agent for Windows のプッシュインストール
に関する特別な考慮事項

項目

考慮事項

32 ビットと 64 ビットのコンピュータ 32 ビットコンピュータから 64 ビットのコンピュータにオプション
をプッシュインストールしようとすると、64 ビットのインストールメ
ディアの挿入を求められる場合があります。
Agent for Windows

リモートコンピュータに ForceGuest が設定されており、ドメイン
に属していない場合、 Agent for Windows をプッシュインス
トールすることはできません。オペレーティングシステムで
ForceGuest が設定されている場合、サーバーへのアクセスは
Guest レベルに制限されます。この場合には、インストールメ
ディアを使用するかネットワークを介して Agent for Windows
を Windows コンピュータにインストールします。ForceGuest
を無効にすることもできます。詳しくは Microsoft Windows の
マニュアルを参照してください。
p.100 の 「コマンドラインを使用した Backup Exec のインストー
ル (サイレントモード)」 を参照してください。
Backup Exec サーバーは、Windows Server 2008 の Server
Core インストールオプションを実行するコンピュータに対して
はコマンドラインバージョンの Agent for Windows をインストー
ルします。Backup Exec Agent ユーティリティのコマンドライン
アプレットは、Agent for Windows のインストール時にインス
トールされます。このアプレットによって、リモートコンピュータで
の Backup Exec の操作を監視することができます。
p.734 の 「Backup Exec Agent ユーティリティのコマンドライン
アプレットのスイッチ」 を参照してください。
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項目

考慮事項

ターミナルサービス

ターミナルサービスクライアントを使用し、リモートターミナル
サーバー上でインストールプログラムを実行してリモートターミ
ナルサーバーに Backup Exec をインストールする場合は、
Backup Exec のインストールプログラムの保存先をドライブ文
字を割り当てたネットワークドライブパスで指定することはでき
ません。UNC パスで指定する必要があります。マップしたドラ
イブによるインストールはサポートされません。

Windows Server 2003 SP1

Windows Server 2003 SP1 が実行されているコンピュータに
Backup Exec のオプションをプッシュインストールするには、次
のポートについて、Windows ファイアウォールの例外リストで
［ファイルとプリンタの共有］を有効にする必要があります。
■

135 (RPC)

■

445 (TCP)

■

103X (通常は 1037)

■

441 (RPC)

Windows ファイアウォールの例外リストについて詳しくは
Microsoft Windows のマニュアルを参照してください。
インストール中に、Backup Exec によって、リモートからの起動
およびリモートアクセスに関するセキュリティアクセス許可が管
理者グループに対して設定されます。
プッシュインストール先のコンピュータの［リモート管理の例外
を許可する］グループポリシーを有効にします。
Windows Vista/Server 2008/ 7 Windows Vista、Windows Server 2008 または Windows 7
が実行されているコンピュータに Backup Exec オプションを
プッシュインストールするには、インストール先のコンピュータの
Windows ファイアウォールの例外リストで特定の項目を有効
にする必要があります。有効にする必要がある項目は次のとお
りです。
■

ファイルとプリンタの共有

■

Windows Management Instrumentation (WMI)

詳しくは Microsoft Windows のマニュアルを参照してくださ
い。
Windows Vista が実行されているコンピュータにプッシュイン
ストールするには、インストール先コンピュータがドメインに属し
ている必要があります。
詳しくは Microsoft のサポート技術情報を参照してください。
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項目

考慮事項

Symantec Endpoint Protection Symantec Endpoint Protection (SEP) のバージョン 11.0 ま
11.0 以降
たはそれ以降を実行するコンピュータにオプションをプッシュイ
ンストールするには、ファイルとプリンタを共有するように SEP
を設定する必要があります。ファイルとプリンタ共有はデフォル
トではオフになります。

リモートコンピュータへの Agent for Windows のプッシュインストー
ル
Agent for Windows をリモートコンピュータにプッシュインストールする前に、特別な考
慮事項を確認してください。
p.80 の 「リモートコンピュータへの Agent for Windows のプッシュインストールについ
て」 を参照してください。
インストール処理で、Backup Exec のインストール先コンピュータに、Bkupinst2012.htm
という名前のインストールログが作成されます。また、リモートコンピュータにも
RAWSinst2012.htm という名前のインストールログが作成されます。
p.111 の 「インストールログについて」 を参照してください。
この方法で Agent for Windows をインストールして問題が発生した場合は、Agent for
Windows の手動インストールを試してください。
p.90 の 「コマンドプロンプトを使用したリモートコンピュータへの Agent for Windows の
インストール」 を参照してください。
Agent for Windows をリモートコンピュータにプッシュインストールする方法

1

次のいずれかを実行します。
インストールメディアから Agent for Windows 次に示す順序で操作を実行します。
をリモートコンピュータにプッシュインストール
■ インストールメディアのブラウザから、［イン
する
ストール］をクリックし、それから［Backup
Exec］をクリックします。
■ ［ようこそ］パネルで［使用許諾契約書に同
意します］を選択し、［次へ］をクリックしま
す。
■ ［カスタムインストール］をクリックします。
［ローカルインストール］のチェックマーク
をはずし、次に［リモートインストール］に
チェックマークを付けます。
■ ［次へ］をクリックします。
■
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Backup Exec サーバーから Agent for
［Backup Exec］ボタンをクリックし、［インストー
Windows をリモートコンピュータにプッシュイ ルとライセンス］、［他のサーバーにエージェ
ンストールする
ントと Backup Exec サーバーをインストール
する］の順に選択します。

2

［リモートコンピュータ］パネルで［追加］をクリックします。

3

Agent for Windows を 1 つのリモートコンピュータにインストールするには、［1 台
のコンピュータを追加する］を選択します。または同じ設定を使用して複数のコン
ピュータに Backup Exec をインストールするには［複数のコンピュータを同一の設定
で追加する］を選択します。

4

［ Agent for Windows ］を選択して、［次へ］をクリックします。

5

リモートコンピュータの完全修飾名を入力するか、またはリモートコンピュータを探す
ために［リモートコンピュータを参照する］をクリックします。

6

［リストに追加］をクリックし、次にオプションをプッシュインストールしたい各リモートコ
ンピュータで手順 3 と 4 を繰り返します。
インストールメディアからプッシュインストールし、手順 3 の［1 台のコンピュータを追
加する］を選択した場合は、この手順をスキップできます。

7

［リモートコンピュータクレデンシャル］の下で、Backup Exec がリモートサーバーに
接続するために使うことができるクレデンシャルを入力します。
管理者のクレデンシャルを使わなければなりません。

8

［次へ］をクリックします。

9

［インストール先フォルダ］フィールドで、ファイルをインストールしたいパスを入力し
ます。

10 ［次へ］をクリックします。
11 ［Agent for Windows がリモートコンピュータの IP アドレスと名前と Agent for
Windows のバージョンを Backup Exec サーバーに発行できるようにする］オプショ
ンが選択されていることを確認します。次に、Agent for Windows を公開する Backup
Exec サーバーの名前か IP アドレスを追加または削除します。

12 ［次へ］をクリックします。
13 Backup Exec がリモートコンピュータを検証した後、次のいずれかの方法でリストを
変更できます:
手動で 1 つのリモートコンピュータを追加す
る方法

［追加］をクリックし、次に［1 台のコンピュータ
を追加する］をクリックします。

手動で複数のリモートコンピュータを追加する ［追加］をクリックし、次に［複数のコンピュータ
方法
を同一の設定で追加する］をクリックします。

83

84

第 2 章 インストール
Agent for Windows のインストールについて

コンピュータの既存のリストをインポートして複 ［インポートおよびエクスポート］をクリックして、
数のリモートコンピュータを追加する方法
次のオプションの 1 つを選択します。
選択されたリストからリモートコンピュータ
の名前を Backup Exec で追加できるよう
に［ファイルからのインポート］を選択しま
す。
■ この Backup Exec サーバーに発行する
ように設定されているすべてのリモートコ
ンピュータの名前を Backup Exec で追加
できるよう、［この Backup Exec サーバー
に公開されているサーバーのインポート］
を選択します。
■

リモートコンピュータのリストに対するリモート
コンピュータログオンクレデンシャルを入力し
なければなりません。
インストールするように選択した製品、または 変更するリモートコンピュータを選択して、［編
このインストールのために選択した他のプロパ 集］をクリックします。
ティを変更する方法
リストからリモートコンピュータを削除する方法 削除するリモートコンピュータを選択して、［削
除］をクリックします。
リモートコンピュータと関連付けられているリ ［将来のリモートインストールセッションのため
モートコンピュータのログオンクレデンシャル にサーバーのリストを保存］にチェックマーク
のリストを保存する方法
が付いていることを確認します。
このオプションはこれらのリモートコンピュータ
に Backup Exec またはオプションを次回イン
ストールするときに、リモートコンピュータすべ
ての名前とそのクレデンシャルが自動的に追
加されるようにします。
リモートコンピュータのリストを XML ファイル
に保存する方法

［インポートおよびエクスポート］をクリックし、
次に ［ファイルにエクスポート］をクリックしま
す。
XML ファイルを保存するための場所を選択
できます。このオプションは複数の Backup
Exec サーバーに同じリストを使いたい場合に
有用です。リストをインポートするとき、リモー
トコンピュータのログオンクレデンシャルを入
力し直さなければなりません。

検証の間に見つかったエラーを修正する方
法

コンピュータ名を右クリックし、［エラーの修正］
をクリックします。
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Backup Exec が無効なリモートコンピュータ
を再検証できるようにする方法

コンピュータ名を右クリックし、［環境チェック
の再試行］をクリックします。

14 リストのコンピュータすべてが検証されてリストが完了したら、［次へ］をクリックします。
15 Backup Exec のインストールの概要を確認し、［インストール］をクリックします。
p.111 の 「インストールログについて」 を参照してください。

16 ［次へ］をクリックし、［完了］をクリックしてウィザードを終了します。
リモートコンピュータを再起動していない場合は、変更した内容をシステムに反映す
るために、ここで再起動する必要があります。

リモートコンピュータ上の Agent for Windows に対する更新のインストー
ル
Backup Exec サーバーがパッチによって更新されると、リモートコンピュータ上の Agent
for Windows にも同様のパッチ更新が必要なことを警告するアラートが生成されます。
また、リモートコンピュータの［このサーバーにインストールされている更新はバックアップ
サーバーにインストールされている更新と一致しますか］プロパティで、リモートコンピュー
タが Backup Exec サーバーの更新状態と一致しているかどうかが示されます。Backup
Exec のコンソールを使って、リモートコンピュータの更新をすぐに実行することも、スケ
ジュールされた時刻または定期的に実行することもできます。また、リモートコンピュータ
のグループをまとめて更新できます。
p.113 の 「LiveUpdate を使用した Backup Exec の更新について」 を参照してください。
Agent for Windows の更新をインストールする方法

1

［バックアップとリストア］タブで、更新が必要なリモートコンピュータまたはグループを
右クリックします。

2

［更新］を選択します。

3

［更新をインストール］ダイアログボックスで、更新のインストール時期を決定するオプ
ションを選択します。
p.85 の 「更新オプションのインストール」 を参照してください。

4

［OK］をクリックします。

更新オプションのインストール
次のオプションでは、リモートコンピュータ上の Agent for Windows に更新をインストー
ルするスケジュールを設定できます。
p.85 の 「リモートコンピュータ上の Agent for Windows に対する更新のインストール」
を参照してください。
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表 2-7

更新オプションのインストール

項目

説明

繰り返し

ジョブが定期的に実行されるスケジュールを作
成できます。

繰り返しパターン

ジョブが定期的に実行されるようにスケジュール
設定する場合、その繰り返し頻度を設定できま
す。ジョブは、時間単位、週単位、月単位、また
は年単位で実行するように選択できます。

開始

スケジュールが有効になる日付を指定します。

カレンダー

スケジュール設定されたカレンダー上のすべて
のジョブを表示し、競合するスケジュールがない
かどうかを確認できます。

スケジュール済みジョブの保持設定: x 時間保
持後に再スケジュール

スケジュール設定された開始時間から最大何時
間経過したらジョブが無効とみなされ、再スケ
ジュールされるかを指定します。

[実行後の経過時間に応じてジョブをキャンセル: スケジュール設定された開始時間から何時間実
x 時間がスケジュール済み開始時間後に経過] 行中の状態が続いたらジョブをキャンセルする
かを指定します。
繰り返しなしのスケジュールで今すぐ実行

今すぐジョブを実行し、今後それ以上のインスタ
ンスはスケジュールしません。

実行日

今後それ以上のインスタンスはスケジュールせ
ずにジョブを実行する特定の日付を選択できま
す。

Symantec Backup Exec Agent for Windows 必要に応じて、Backup Exec が自動的にリモー
の更新のインストール後、再起動が必要な場合 トコンピュータを再起動することを可能にします。
はコンピュータを自動的に再起動する

Active Directory ネットワークに Agent for Windows をインストールする
方法
Active Directory ネットワーク内のコンピュータへの Backup Exec Agent for Windows
のインストールを集中管理できます。インストールを 1 回設定し、グループポリシーオブ
ジェクト (GPO) を使用して組織単位内のコンピュータにそのインストール設定を割り当て
ます。オプションは、組織単位内のコンピュータが起動されるたびに自動的にインストー
ルされます。
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メモ: Backup Exec Agent for Windows のロールアウトをクライアントコンピュータに対し
て実施する前に、組織の配備計画を確認してください。グループポリシーによるデスクトッ
プ管理および Active Directory のマニュアルも参照してください。
表 2-8

Active Directory ネットワークへの Agent for Windows のインストー
ル

処理

説明

Agent for Windows 用の Transform を作成
します。

Transform には、インストールパス、公開するコ
ンピュータなど、コンピュータの起動時に Agent
for Windows の Windows Installer パッケー
p.88 の 「Transform の作成」 を参照してくださ
ジに対して行う変更が含まれます。Transform
い。
は、32 ビットコンピュータ用と 64 ビットコンピュー
タ用を個別に作成する必要があります。
Transform の作成の必要条件を次に示します。
Transform を作成するコンピュータに、
Microsoft Windows 2003 以上がインストー
ルされている必要があります。
■ Agent for Windows をインストールするコン
ピュータで MSI 3.1 が実行されている必要
があります。
■ Agent for Windows をインストールするコン
ピュータで MSXML 6.0 が実行されている必
要があります。
■ コンピュータへの割り当てのみがサポートさ
れています。ユーザーへの割り当てはサポー
トされていません。
■

インストールする Agent for Windows のソース 作成した Transform と Backup Exec RAWS32
ファイルが含まれる配布ポイント (共有) を作成し または RAWSX64 ディレクトリを配布ポイントに
ます。
コピーする必要があります。
p.88 の 「ソフトウェアの配布ポイント (共有) の作
成」 を参照してください。
配布ポイントの Transform と RAWS32 または ソフトウェアは、組織単位内のコンピュータが起
RAWSX64 ディレクトリを Active Directory の 動されたときに自動的にインストールされます。
組織単位内のコンピュータに割り当てるように
GPO を設定します。
p.89 の 「グループポリシーオブジェクトの設定」
を参照してください。
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Transform の作成
Active Directory ネットワークに Agent for Windows をインストールするには、Transform
を作成する必要があります。
p.86 の 「Active Directory ネットワークに Agent for Windows をインストールする方法」
を参照してください。
Transform を作成する方法

1

次のいずれかを実行します。
■

Backup Exec インストールメディアのブラウザから、［インストール］をクリックし、
［Remote Agent for Windows Systems］をクリックします。

■

Backup Exec がインストールされた Backup Exec サーバーで、¥Program
Files¥Symantec¥Backup Exec¥Agents¥RAWS32 または RAWS64 に移動し
て Setup.exe をダブルクリックします。

2

［ようこそ］の画面で［次へ］をクリックします。

3

［インストールの種類］パネルで、［Active Directory を使用して Agent for Windows
をインストールするために Transform を作成する］をクリックして［次へ］をクリックし
ます。

4

［インストールオプション］パネルの［インストール先フォルダ］エリアで、ファイルのイ
ンストール先のパスを入力します。

5

［次へ］をクリックします。

6

［Enable the Agent for Windows to publish the IP address and name of the
remote computers and the version of the Agent for Windows to Backup Exec
servers］オプションが選択されていることを確認します。次に、Agent for Windows
を公開する Backup Exec サーバーの名前か IP アドレスを追加または削除します。

7

［次へ］をクリックします。

8

Transform のファイル名と保存先のパスを入力し、［次へ］をクリックします。
Transform のファイルには意味のある名前を使用します。たとえば、Transform 内
のオプションの名前と Transform を適用するプラットフォームを名前に含めます
(AgentDefaultPathNoPublishing など)。

9

Transform を作成するには、［インストール］をクリックします。

10 Transform を作成したら、ソースファイルの配布ポイントを設定します。
p.88 の 「ソフトウェアの配布ポイント (共有) の作成」 を参照してください。

ソフトウェアの配布ポイント (共有) の作成
Active Directory ネットワークに Agent for Windows をインストールするには、Transform
の作成後にソフトウェア配布ポイントを作成する必要があります。
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p.88 の 「Transform の作成」 を参照してください。
p.86 の 「Active Directory ネットワークに Agent for Windows をインストールする方法」
を参照してください。
表 2-9

ソフトウェアの配布ポイント (共有) を作成する方法

手順

説明

手順 1

共有フォルダを作成し、インストールを実行する
クライアントコンピュータからその共有フォルダに
アクセスできるように権限を設定します。

手順 2

Backup Exec サーバーから共有フォルダに次の
ディレクトリをコピーします。
■

RAWS32 か RAWSX64

■

MSXML

デフォルトでは、これらのフォルダは、¥Program
Files¥Symantec¥Backup Exec¥Agents にあり
ます。
手順 3

Transform が作成されたパスから共有フォルダ
の RAWS32 または RAWSX64 ディレクトリに
Transform をコピーします。

手順 4

ソースファイルを配備するためにグループポリ
シーオブジェクトを設定します。
p.89 の 「グループポリシーオブジェクトの設定」
を参照してください。

グループポリシーオブジェクトの設定
Active Directory ネットワークに Agent for Windows をインストールするには、ソフトウェ
アの配布ポイントを作成して Transform を作成した後で、グループポリシーオブジェクト
を設定する必要があります。
p.88 の 「Transform の作成」 を参照してください。
p.88 の 「ソフトウェアの配布ポイント (共有) の作成」 を参照してください。
p.86 の 「Active Directory ネットワークに Agent for Windows をインストールする方法」
を参照してください。
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ソフトウェアを配備するように GPO を設定する方法

1

ユーザーおよびグループを管理する［Active Directory］スナップインで、［プロパ
ティ］をクリックし、新しい GPO を作成するか、既存の GPO を編集します。
GPO の作成について詳しくは Microsoft Windows のマニュアルを参照してくださ
い。

2

［コンピュータの構成］の下の［ソフトウェアの設定］を展開します。

3

［ソフトウェア インストール］を右クリックし、［新規作成］をクリックして［パッケージ］を
クリックします。

4

［ファイルを開く］ダイアログボックスで、Universal Naming Convention (UNC) 名
(¥¥server name¥share name など) を使用してソフトウェアの配布ポイントを参照
し、パッケージファイルを選択して［開く］をクリックします。

5

パッケージファイル Symantec Backup Exec Agent for Windows.msi を選択して、
［開く］をクリックします。

6

メッセージが表示されたら、［詳細］を選択します。

7

Active Directory によって MSI パッケージがチェックされたら、［一般］タブで、イン
ストールするオプションのバージョンが正しいことを確認します。

8

［配備］タブで、環境に合わせて設定を行います。
［WIN64 のコンピュータで、この 32 ビット x86 アプリケーションを利用できるように
する］オプションが選択されていないことを確認してください。
コンピュータが組織単位から削除された場合に Agent for Windows がアンインス
トールされるようにするには、［管理の対象でなくなったときは、このアプリケーション
をアンインストールする］オプションを選択します。

9

［変更］タブで［追加］をクリックし、共有フォルダを参照して、作成した Transform を
選択します。

10 ［開く］を選択し、その他の必要な変更を行って［OK］をクリックします。
11 すべてのダイアログボックスを閉じます。
指定した組織単位内のコンピュータが起動されると、Transform が処理され、指定
したオプションがインストールされます。

12 インストール先コンピュータで作成されたインストールログを表示して、Agent for
Windows がインストールされたことを確認します。

コマンドプロンプトを使用したリモートコンピュータへの Agent for Windows
のインストール
Agent for Windows は、コマンドプロンプトを使用してインストールできます。
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インストール処理では、RAWSinst2012.htm という名前のインストールログが作成されま
す。
p.111 の 「インストールログについて」 を参照してください。
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コマンドプロンプトを使用してリモートコンピュータに Agent for Windows をインストール
する方法

1

リモートコンピュータで、Agents ディレクトリにドライブ文字をマップします。デフォル
トでは、Agents ディレクトリは次のパスにあります。
¥Program Files¥Symantec¥Backup Exec¥Agents
また、同じローカルディレクトリに次のフォルダをコピーできます。
32 ビットコンピュータにインストールする場合 RAWS32 フォルダと MSXML フォルダ
64 ビットコンピュータにインストールする場合 RAWSX64 フォルダと MSXML フォルダ

2

コマンドプロンプトを開き、手順 1 でマップしたドライブ文字と次のパスを入力します。
32 ビットコンピュータにインストールする場合 ¥RAWS32:
64 ビットコンピュータにインストールする場合 ¥RAWSX64:
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3

次のいずれかを実行します。
公開を有効にせずに Agent for Windows を 次のコマンドを実行します。
32 ビットコンピュータにインストールする場合
setup.exe /RANT32: /S: -boot
公開を有効にして Agent for Windows を 32 次のコマンドを実行します。
ビットコンピュータにインストールする場合
setup.exe /RANT32: /S: /ADVRT:
<Backup Exec server name 1>
<Backup Exec server name 2>
公開を有効にせずに Agent for Windows を 次のコマンドを実行します。
64 ビットコンピュータにインストールする場合
setup.exe /RAWSX64: /S: -boot
公開を有効にして Agent for Windows を 64 次のコマンドを実行します。
ビットコンピュータにインストールする場合
setup.exe /RAWSX64: /S: /ADVRT:
<Backup Exec server name 1>
<Backup Exec server name 2>

Agent for Windows は、リモートコンピュータの次のディレクトリにインストールされ
ます。
Agent for Windows を 32 ビットコンピュータ ¥Program Files¥Symantec¥Backup
にインストールした場合
Exec¥RAWS32
Agent for Windows を 64 ビットコンピュータ ¥Program Files¥Symantec¥Backup
にインストールした場合
Exec¥RAWSx64

コマンドプロンプトを使用したリモートコンピュータからの Agent for
Windows のアンインストール
Agent for Windows は、コマンドプロンプトを使用してアンインストールできます。
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コマンドプロンプトを使用してリモートコンピュータから Agent for Windows をアンインス
トールする方法

1

リモートコンピュータで、Agent for Windows ディレクトリに次のパスを使用してドラ
イブ文字をマップします。
32 ビットコンピュータから Agent for Windows ¥Program Files¥Symantec¥Backup
をアンインストールする場合
Exec¥Agents¥RAWS32
64 ビットコンピュータから Agent for Windows ¥Program Files¥Symantec¥Backup
をアンインストールする場合
Exec¥Agents¥RAWSX64

2

コマンドプロンプトを開き、手順 1 でマップしたドライブ文字を入力します。

3

次のコマンドを実行します。
32 ビットコンピュータから Agent for Windows setup.exe /RANT32: /S: -u
をアンインストールする場合
/S: パラメータは、ユーザーインターフェース
を使用せずに、サイレントモードでこの操作を
実行するために使用します。-u パラメータは、
アンインストール操作を指定するスイッチで
す。
64 ビットコンピュータから Agent for Windows setup.exe /RAWSX64: /S: -u
をアンインストールする場合

p.90 の 「コマンドプロンプトを使用したリモートコンピュータへの Agent for Windows の
インストール」 を参照してください。

コマンドスクリプトを使用した Agent for Windows のインストール
Agent for Windows は、コマンドスクリプトファイルを使用してインストールできます。コマ
ンドスクリプトファイルは、Backup Exec インストールディレクトリに含まれています。
インストール処理では、RAWSinst2012.htm という名前のインストールログが作成されま
す。
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コマンドスクリプトを使用して Agent for Windows をインストールする方法

1

Backup Exec のサーバーの Agents ディレクトリにドライブ文字をマップします。デ
フォルトでは、Agents ディレクトリは次のパスにあります。
¥Program Files¥Symantec¥Backup Exec¥Agents

2

次のいずれかを実行します。
32 ビットコンピュータに Agent for
Windows をインストールする方法

RAWS32 ディレクトリで［setupaa］をダブルクリックしま
す。

64 ビットコンピュータに Agent for
Windows をインストールする方法

RAWSX64 ディレクトリで［setupaax64］をダブルクリッ
クします。

コマンドスクリプトを使用した Agent for Windows のアンインストー
ル
Agent for Windows のアンインストールには、コマンドスクリプトファイルを使用できます。
コマンドスクリプトを使用して Agent for Windows をアンインストールする方法

1

2

3

Backup Exec サーバーに次のパスを使用してドライブ文字をマップします。
32 ビットコンピュータ

¥Program Files¥Symantec¥Backup
Exec¥Agents¥RAWS32

64 ビットコンピュータ

¥Program Files¥Symantec¥Backup
Exec¥Agents¥RAWSX64

次のいずれかを実行します。
32 ビットコンピュータの場合

Removeaaofo をダブルクリックします。

64 ビットコンピュータの場合

［Uninstallaaofox64］ をダブルクリックします。

リモートコンピュータを再起動します。

p.94 の 「コマンドスクリプトを使用した Agent for Windows のインストール」 を参照して
ください。

Remote Administrator のインストール
Remote Administrator を使用すると、リモート環境の Windows サーバーまたはワーク
ステーションから Backup Exec サーバーを管理できます。Remote Administrator をサ
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ポートするには、管理対象の Backup Exec サーバーで Backup Exec システムサービス
を実行している必要があります。
Remote Administrator をインストールする方法

1

インストールメディアのブラウザから、［インストール］をクリックします。

2

［Backup Exec］をクリックします。

3

［ようこそ］パネルで［使用許諾契約書に同意します］を選択し、［次へ］をクリックしま
す。

4

［インストールの種類］パネルで、［カスタムインストール］を選択し、それから［次へ］
をクリックします。

5

［ローカルインストール］にチェックマークを付けて、［Remote Administrator Console
のみのインストール］をクリックます。

6

［次へ］をクリックします。

7

［インストール先］パネルで次の手順を実行します。
■

インストールのディスク領域の必要条件を確認します。

■

ファイルがインストールされる場所を変更するには、インストールの別のディレク
トリを選択するために［変更］をクリックします。

8

［次へ］をクリックします。

9

インストールの概略を確認し、［インストール］をクリックします。

10 ［完了］をクリックします。
p.98 の 「Remote Administrator の実行 」 を参照してください。

コマンドラインを使用した Remote Administrator のインストール
サイレントモードインストールを使用して、Remote Administrator をインストールするこ
ともできます。Remote Administrator 用のインストールオプションは、コマンドラインス
イッチで指定します。
コマンドラインから Remote Administrator をインストールする方法

1

Windows の［コマンドプロンプト］を開きます。

2

ドライブを Backup Exec インストールメディアを挿入したドライブに変更します。
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3

4

次のいずれかにディレクトリを変更します:
32 ビットコンピュータの場合

¥be¥winnt¥install¥be32

64 ビットコンピュータの場合

¥be¥winnt¥install¥bex64

setup /RA: に続けて必要なスイッチを入力します。次に例を示します。
setup /RA: /S:

Remote Administrator のサイレントモードインストールで使用するコマンドラインス
イッチを次の表に示します。
これらのスイッチを使用する際の一般的なルールは次のとおりです。
■

イタリックで示す値は使用環境に合わせて変更します。たとえば、password に
はパスワードを指定します。

■

値に空白が含まれている場合は、"Program Files¥Symantec¥Backup Exec"
のように値を引用符で囲みます。

表 2-10
スイッチ

Remote Administrator サイレントモードインストール用コマンドライン
スイッチ
追加スイッチ

説明
追加スイッチで指定し
たオプションを使用し
て Remote
Administrator をイン
ストールします。

/RA:

/DEST:"path"

Remote
Administrator のイン
ストール先のパスを指
定します。省略した場
合は、デフォルトパスの
Program
Files¥Symantec¥Backup
Exec が使用されま
す。

/DOCS:

オンラインマニュアルを
インストールします。
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スイッチ

追加スイッチ

説明

/NOINSTALL:

実際に Backup Exec
ソフトウェアをインストー
ルすることなく、インス
トールオプションのす
べてを選択できます。
このオプション
は、/CPF: スイッチと一
緒に使用することがで
きます。

/CPF:"path¥filename.cpf"

指定したインストール
パラメータのすべてを
格納したファイルを作
成します。このファイル
は暗号化されないた
め、パスワードなどのパ
ラメータは保護されま
せん。

-?

すべてのコマンドライン
操作、使用状況および
特殊なスイッチについ
てのヘルプを提供しま
す。

p.100 の 「コマンドラインを使用した Backup Exec のインストール (サイレントモード)」 を参
照してください。

Remote Administrator の実行
Remote Administrator を使用すると、リモート環境の Windows サーバーまたはワーク
ステーションから Backup Exec サーバーを管理できます。Remote Administrator をサ
ポートするには、Backup Exec サーバーで Backup Exec システムサービスを実行してい
る必要があります。
共有に対する有効なアカウントを使用して Remote Administrator コンピュータにログオ
ンしている場合でも、その共有を参照する際にユーザー名とパスワードの入力を必要と
する場合があります。このような場合は、ドメイン修飾のユーザー名
(domain1&#165;howard など) とパスワードを入力します。
ワークグループのアカウントの場合、異なるワークグループ間でログオンする際には、ユー
ザー ID のみを入力し、ワークグループには何も入力しません。
p.95 の 「Remote Administrator のインストール 」 を参照してください。
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Remote Administrator を実行する方法

1

［開始］をクリックします。

2

［プログラム］をポイントし、［Symantec Backup Exec］をクリックします。
Backup Exec サーバーから Remote Administration Console に接続している場
合は、［Backup Exec］ボタンをクリックし、［Backup Exec サーバーに接続する］を選
択します。

3

適切なオプションを選択します。
p.99 の 「［Backup Exec サーバーに接続する］のオプション」 を参照してください。
ローカルサービスの状態が、ダイアログボックスの下部に表示されます。サーバーと
の接続に失敗した場合は、接続先サーバーのサービスの状態がダイアログボックス
に表示されます。

4

［OK］をクリックします。

［Backup Exec サーバーに接続する］のオプション
このダイアログボックスで、リモートの Windows サーバーまたはワークステーションから
Backup Exec サーバーを管理するために必要なクレデンシャルを入力できます。
p.98 の 「Remote Administrator の実行 」 を参照してください。
表 2-11

［Backup Exec サーバーに接続する］のオプション

項目

説明

サービスを管理する

Backup Exec Services Manager にアクセスし、
サービスを停止したり開始したり、サービスを実行
するのに使われるログオンクレデンシャルを設定
することを可能にします。

サーバー名

Backup Exec サーバーの名前を示します。
Backup Exec サーバーから Remote
Administrator を実行している場合は、リストか
ら名前を選択するか、またはサーバーの名前を
入力できます。
ドメイン内の、Backup Exec のインストールされて
いる各サーバーが、自動的にリストボックスに表
示されます。
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項目

説明

ユーザー名

接続するサーバーの管理者のユーザー名を示し
ます。
Windows Server 2003/2008 と Vista を実行し
ているコンピュータでは、空のパスワードが設定
されたユーザー名で Remote Administration
Console にログオンできません。空のパスワード
を許可するように Windows を設定する必要があ
ります。そうしないと、［Logon failure: user
account restriction］というエラーメッセージが表
示されます。詳しくは Windows のマニュアルを
参照してください。

パスワード

ユーザーのパスワードを示します。

ドメイン

ユーザーが属するドメインを示します。リストから
のドメインを選択するか、またはドメイン名を入力
できます。

コマンドラインを使用した Backup Exec のインストール
(サイレントモード)
Backup Exec をコマンドラインからインストールする方法は、サイレントモードインストール
と呼ばれます。このインストール方法では、Backup Exec インストールメディア内の
setup.exe プログラムを、一連のスイッチおよび /S: スイッチを指定して実行します。
コマンドラインインストールには次のものが必要です。
■

Backup Exec インストールメディア

■

Backup Exec をインストール、設定またはアンイストールするコンピュータに対する管
理者権限

Backup Exec のインストール先コンピュータに、インストールログが Bkupinst2012.htm
という名前で作成されます。
p.111 の 「インストールログについて」 を参照してください。
コマンドラインを使用して Backup Exec をインストールする方法 (サイレントモード)

1

Windows の［コマンドプロンプト］を開きます。

2

ドライブを Backup Exec インストールメディアを挿入したドライブに変更します。
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3

4
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次のいずれかにディレクトリを変更します:
32 ビットコンピュータの場合

be¥winnt¥install¥be32

64 ビットコンピュータの場合

¥be¥winnt¥install¥bex64

setup /TS: に続けて必要なスイッチを入力します。次に例を示します。

setup /TS: /USER:<user> /DOM:domain /PASS:password /SLF:C:¥path¥slf.slf"

p.101 の 「Backup Exec サイレントモードインストール用コマンドラインスイッチ」 を参
照してください。
/S: スイッチの指定を省略した場合は、指定したコマンドラインパラメータをデフォル
トのインストールオプションとして、Backup Exec インストールプログラムが起動しま
す。 たとえば、前の例で /S: スイッチの指定を省略した場合は、ダイアログボックス
に、指定したユーザー名、ドメイン、パスワード、ライセンスが入力された状態で
Backup Exec インストールプログラムが起動します。

5

Enter キーを押します。

Backup Exec サイレントモードインストール用コマンドラインスイッチ
Backup Exec のサイレントモードインストールで使用するコマンドラインスイッチを次の表
に示します。
これらのスイッチを使用する際の一般的なルールは次のとおりです。
■

イタリックで示す値は使用環境に合わせて変更します。たとえば、password にはパ
スワードを指定します。

■

値に空白が含まれている場合は、［Operations Weekly Backup］のように値を引用
符で囲みます。

p.100 の 「コマンドラインを使用した Backup Exec のインストール (サイレントモード)」 を参
照してください。
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表 2-12
スイッチ

Backup Exec サイレントモードインストール用コマンドラインスイッチ
追加スイッチ

説明
追加スイッチで指定し
たオプションを使用し
て Backup Exec をイン
ストールしま
す。/USER:"user"
/DOM:"dm"
/PASS:"pw" スイッチ
は必須です。

/TS:

/USER:"user"
/DOM:"dm"
/PASS:"pw"

必須。Backup Exec シ
ステムサービスアカウ
ント用の既存のユー
ザー、ドメインおよびパ
スワードを指定します。
サイレントモードインス
トールの場合は、ユー
ザーは作成されませ
ん。

メモ: /PASS: を使用す
るときに、パスワードに
引用符 (") が含まれて
いる場合には、¥" と入
力します。 たとえば、
パスワードが
pass"word であれ
ば、/PASS:pass¥"word
と入力します。 パス
ワードに ¥" という文字
が含まれている場合
は、それぞれの文字の
前に ¥ を付ける必要が
あります。 たとえば、パ
スワードが
pass¥"word であれ
ば、/PASS:pass¥¥¥"word
と入力します。
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スイッチ

追加スイッチ

説明

/DEST:"path"

Backup Exec のインス
トール先のパスを指定
します。 省略した場合
は、デフォルトパスの
Program
Files¥Symantec¥Backup
Exec が使用されま
す。

/DOCS:

オンラインマニュアルを
インストールします。

/NOINSTALL:

実際に Backup Exec
ソフトウェアをインストー
ルすることなく、インス
トールオプションのす
べてを選択できます。
このオプション
は、/CPF: スイッチと一
緒に使用することがで
きます。
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スイッチ

追加スイッチ

説明

/SLF:slf file

Backup Exec と追加オ
プションをインストール
するために使用するラ
イセンスを 1 つ以上指
定します。Remote
Administrator のイン
ストールには、ライセン
スは必要ありません。
最大 99 個のライセン
スを指定できます。ライ
センスキーを省略した
場合は、Backup Exec
の評価版コピーがイン
ストールされます。
/SLF スイッチの使用例
を次に示します。
/SLF:"C:¥path¥slf1.slf"
/SLF:"C:¥path¥slf1.slf","C:¥path¥
slf2.slf","C:¥path¥
slf3.slf"

メモ: オプションまたは
エージェントのための
ライセンスをインストー
ルする場合、オプショ
ンまたはエージェントを
指定するスイッチを入
力する必要がありま
す。オプションまたは
エージェントを指定す
るスイッチはこの表に
含まれています。
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スイッチ

追加スイッチ

説明

/TD:NEW または ALL

/TD:NEW を指定した
場合は、ドライバがロー
ドされていないドライブ
に対してのみテープド
ライバをインストールし
ます。
/TD:ALL を指定した
場合は、全ドライブに
対してテープドライバ
をインストールします。

メモ: Symantec テー
プドライバをインストー
ルするには、Windows
ドライバ署名ポリシーを
Ignore (無視) に設定
する必要があります。
ただし、Windows
2003/2008 の場合
は、署名ポリシーを
Ignore に設定するとド
ライバインストールは失
敗します。
Tapeinst.exe を代りに
使用してドライバをイン
ストールできます。 署
名ポリシーについて詳
しくは、Microsoft
Windows のマニュア
ルを参照してください。
/CPF:"path¥filename.cpf"

指定したインストール
パラメータのすべてを
格納したファイルを作
成します。ファイルは暗
号化されないため、パ
スワードは保護されま
せん。

/DBSERVER:<server¥instance>

指定した SQL Server
に Backup Exec デー
タベースをインストール
します。
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スイッチ

追加スイッチ

説明

/DBINSTPATH: <SQL Express destination folder>

指定したフォルダに
SQL Express のデフォ
ルトインスタンスをイン
ストールします。

/NOUPDATE:

Symantec
LiveUpdate のインス
トールを省略します。

/DISADVRT

Agent for Windows
を公開せずにインス
トールします。

/SQLXSETUP:<SQL Express Install Package>

Microsoft SQL
Server 2005 Express
Edition の各言語固有
のインストールパッケー
ジの場所を指定しま
す。

/LOADER:

Library Expansion
Option をインストール
します。

/APPLICATIONS:

Agent for
Applications and
Databases をインス
トールします。

/VIRT:

Agent for VMware
and Hyper-V をインス
トールします。
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スイッチ

追加スイッチ

説明

/ENTSERVER:

Enterprise Server
Option をインストール
します。
Enterprise Server
Option スイッチでは、
次のいずれか、または
両方のスイッチを使用
して、インストールする
オプションを示す必要
があります。
/CASO:
Central Admin
Server Option を
インストールしま
す。
■ /ADBO:
Advanced
Disk-based
Backup Option を
インストールしま
す。
■

/MMS:<CAS server name>

Central Admin
Server Option で使用
する管理対象の
Backup Exec サー
バーを作成します。

/CASOPVLLOCAL: <1 または 0>

/CASOPVLLOCAL:<1>
を指定すると、デバイ
スとメディアのデータが
管理対象サーバーに
ローカル保存されま
す。このスイッチは
/MMS: とともに使用し
ます。
/CASOPVLLOCAL:<0>
を指定すると、デバイ
スとメディアのデータが
管理サーバーに保存
されます。このスイッチ
は /MMS: とともに使用
します。
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スイッチ

追加スイッチ

説明

/ACCESSCATALOGSANDRESTORE:

復元用のカタログと
バックアップセットへの
無制限アクセスを有効
にします。
このスイッチは
/MMS:<CAS サー
バー名> スイッチと同
時に使用し、/SSO:<プ
ライマリサーバー名>
スイッチを置き換えま
す。

/NTA:

Agent for Windows
をインストールします。

/ADBO:

Advanced
Disk-based Backup
Option をインストール
します。
このオプションは
/ENTSERVER: と同時
に使用する必要があり
ます。

/CASO:

Central Admin
Server Option をイン
ストールします。
このオプションは
/ENTSERVER: と同時
に使用する必要があり
ます。

/NDMP:

NDMP Option をイン
ストールします。

/MAC:

Agent for Mac をイン
ストールします。

/RAULUS:

Agent for Linux をイ
ンストールします。

/STORPROV:

Storage Provisioning
Option をインストール
します。
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スイッチ

追加スイッチ

説明

/DEDUPE:

Deduplication
Option をインストール
します。

/EXCHARCH:

Exchange Mailbox
Archiving Option を
インストールします。

/NTFS:

File System
Archiving Option を
インストールします。

/VTL:

VTL Unlimited Drive
Option をインストール
します。

/FIXEDSPO:

Storage Provisioning
Option (Basic) をイン
ストールします。

/RMAL:

Remote Media Agent
for Linux をインストー
ルします。

/COPYCONFIG:

［サーバー設定のコ
ピー］オプションをイン
ストールします。
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すべてのコマンドライン
操作、使用状況および
特殊なスイッチについ
てのヘルプを提供しま
す。

-?

インストールパラメータファイルの作成
/S: スイッチの指定を省略した場合は、指定したコマンドラインパラメータをデフォルトのイ
ンストールオプションとして、Backup Exec インストールプログラムが起動します。たとえ
ば、次のように入力したと仮定します。

SETUP /TS: /USER:user /DOM:domain /PASS:password /SLF:"C:¥path¥slf1.slf

Backup Exec インストールプログラムが起動します。ログオンクレデンシャルとライセンス
を入力する画面が、コマンドラインで指定した情報が入力された状態で表示されます。
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また、/CPF: コマンドを使用して、指定したコマンドラインオプションのすべてが格納され
たパラメータファイルを作成することもできます。Backup Exec や Remote Administrator
のインストールオプションの指定に、このパラメータファイルを使用することができます。 こ
のファイルは暗号化されないため、パスワードなどのパラメータは保護されません。
インストールパラメータファイルを作成する方法

1

Windows の［コマンドプロンプト］を開きます。

2

ドライブを Backup Exec インストールメディアを挿入したドライブに変更します。

3

次のいずれかにディレクトリを変更します:

4

32 ビットコンピュータの場合

¥be¥winnt¥install¥be32

64 ビットコンピュータの場合

¥be¥winnt¥install¥bex64

setup /TS: に続けて、/CPF: などの必要なスイッチとパラメータファイルのフルパス

名を入力します。その例を次に示します。

setup /TS: /USER:user /DOM:domain /PASS:password/SLF:"C:¥path¥slf1.slf"

この場合、指定したサーバーに Backup Exec がインストールされ、ユーザー名、ド
メイン、パスワード、ライセンスを格納したパラメータファイルがリムーバブルデバイス
に保存されます。このパラメータファイルを使用し、別のコンピュータにインストール
することができます。
p.110 の 「インストールパラメータファイルの使用」 を参照してください。

インストールパラメータファイルの使用
/CPF: コマンドを使用して、指定したコマンドラインオプションのすべてが格納されたパラ
メータファイルを作成することができます。Backup Exec や Remote Administrator のイ
ンストールオプションの指定に、このパラメータファイルを使用することができます。
インストールパラメータファイルを使用する方法

1

Windows の［コマンドプロンプト］を開きます。

2

ドライブを Backup Exec インストールメディアを挿入したドライブに変更します。

3

ディレクトリを ¥WINNT¥INSTALL¥BE に変更します。

4

SETUP /PARAMS:"A:¥file name" /S: と入力します。

5

パラメータを上書きする場合は、新たにパラメータを指定します。 たとえば、パラメー
タを変更するには、SETUP /PARAMS:"A:¥file name" /PASS:new password/S:
と入力します。
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Backup Exec エージェントとオプションの評価版のインス
トール
コア製品のライセンスを取得すると、ほとんどの Backup Exec エージェントおよびオプショ
ンの評価版をいつでもインストールできます。 各エージェントとオプションには、それぞれ
個別の評価期間が設定されています。 評価期間の期限切れが近づくと、Backup Exec
は警告のアラートを出します。
評価期間で利用可能なエージェントとオプションのリストを表示できます。 個々の評価期
間の残り時間を表示することもできます。
p.117 の 「ライセンス情報の表示」 を参照してください。
Backup Exec エージェントとオプションの評価版をインストールする方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックし、［インストールとライセンス］、［この Backup Exec
サーバーにオプションとライセンスをインストールする］の順に選択します。

2

［次へ］をクリックします。
ライセンスファイル情報やシリアル番号は入力しないでください。

3

評価するエージェントまたはオプションを選択します。

4

［次へ］をクリックします。

5

ダイアログボックスが表示されたら、インストールする追加オプションの設定を入力す
るか選択します。それぞれのダイアログボックスで必要な情報を入力し、［次へ］をク
リックしてください。

6

Backup Exec のインストールの概要を確認し、［インストール］をクリックします。
追加オプションのインストール中、Backup Exec サービスは停止します。ジョブが実
行中の場合は、ジョブを停止するか、ジョブの完了を待機するかの選択を要求され
ます。
インストールの完了後、サービスが再起動されます。

7

［完了］をクリックします。

インストールログについて
Backup Exec またはパッチをインストールすると、Bkupinst2012.htm というインストール
ログファイルが作成されます。このログファイルは、インストールに関する問題のトラブル
シューティングに役立ちます。ログファイルには、最も一般的なエラーの TechNote への
リンクが含まれます。また、Agent for Windows をインストールすると、
RAWSinst2012.htm と呼ばれるログファイルも作成されます。
また、ログファイル内の文字列は、警告とエラーを識別できるように、次の色で表示されま
す。
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表 2-13

インストールログの文字の色

色

意味

黒

通常動作

オレンジ

警告メッセージ

赤

エラーメッセージ

Bkupinst2012.htm ファイルは次の場所にあります。
■

Windows 2003 の場合: C:¥allusersprofile¥Application Data¥Symantec¥Backup
Exec¥Logs

■

Windows 2008 およびそれ以降の場合: C:¥ProgramData¥Symantec¥Backup
Exec¥Logs
メモ: ProgramData フォルダは隠しフォルダです。ProgramData フォルダが表示さ
れない場合は、Microsoft Windows のマニュアルを参照して隠しフォルダを表示し
てください。

Backup Exec の修復
ローカル Backup Exec サーバー上の Backup Exec ファイルまたはレジストリキーが消失
または破損した場合には、［修復］オプションを実行します。このプログラムは、すべての
Backup Exec サービスを一度中止して、破損したファイルとレジストリキーを再インストー
ルし、テープデバイス (スタンドアロンドライブおよびライブラリ) を再インストールして、サー
ビスを再起動します。データベースは再インストールされません。
Backup Exec プログラムファイルとレジストリキーに対する変更は、元の設定にリセットさ
れます。
Backup Exec を修復する方法

1

Backup Exec アプリケーションを閉じます。

2

Windows のコントロールパネルから、プログラムをアンインストールするオプションを
選択します。

3

［Symantec Backup Exec］を選択し、［変更］をクリックします。

4

［ローカルインストール］と［修復］を選択して、［次へ］をクリックします。
［リモートインストール］オプションが選択されていないことを確認してください。

5

Backup Exec サービスアカウントのクレデンシャルを入力するように表示されたら正
しいクレデンシャルを入力し、［次へ］をクリックします。
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6

［インストール］をクリックします。

7

［完了］をクリックします。

LiveUpdate を使用した Backup Exec の更新について
Backup Exec の更新、アップグレードおよび新しいバージョンの提供を行う Symantec
LiveUpdate は、Backup Exec のインストール時に自動的にインストールされます。Backup
Exec をインストールすると、最新バージョンの LiveUpdate がインストールされます。コン
ピュータで以前のバージョンの LiveUpdate が検出された場合はアップグレードされま
す。
LiveUpdate は、手動で実行することも、自動的に実行されるように設定することもできま
す。自動更新オプションを有効にすると、指定した間隔でメインの Symantec Web サー
バーをチェックするように LiveUpdate を設定できます。デフォルトでは、毎週日曜日の
午後 10 時に LiveUpdate によって更新がチェックされます。更新があると、LiveUpdate
によってアラートが通知されます。自動更新オプションでは、Backup Exec の更新だけが
検索されます。LiveUpdate を使用する他の Symantec 製品の更新は表示されません。
同様に、他の Symantec 製品を自動的に更新するように LiveUpdate がスケジュールさ
れている場合は、Backup Exec の更新の検索は行われません。LiveUpdate は、スケ
ジュールを設定するだけではなく、いつでも手動で実行することができます。LiveUpdate
には Backup Exec からアクセスできますが、Windows のスタートメニューからはアクセス
できません。LiveUpdate によって何らかのファイルがインストールされた場合、
Bkupinst2012.htm インストールログファイルが、それらのファイルに関する情報で更新
されます。
メモ: インストール処理と更新処理の間、Backup Exec サービスは、インストールされる更
新の数に関係なく、LiveUpdate セッション中に一度だけ停止され、その後開始されま
す。選択されたすべてのパッチは、順番にインストールされます。
LiveUpdate は、Backup Exec サーバーに更新をインストールするとき、Agent for
Windows がインストールされているコンピュータに最新の更新があるかどうかも判断しま
す。最新の更新がなければ、更新をインストールするためのアラートが表示されます。
LiveUpdate では LiveUpdate 管理ユーティリティを使用できます。管理者は、LiveUpdate
管理ユーティリティを使用して、ネットワークユーザーがインターネットを介して Symantec
LiveUpdate サーバーにアクセスするのではなく、内部サーバーからプログラムおよびウ
イルス定義の更新をダウンロードできるように LiveUpdate を変更できます。
ftp://ftp.symantec.com/public/english_us_canada/liveupdate/luadmin.pdf に移
動します
p.114 の 「LiveUpdate を使用した自動更新のスケジュール設定について」 を参照してく
ださい。
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p.116 の 「LiveUpdate の手動実行」 を参照してください。
p.116 の 「インストールされている更新の表示」 を参照してください。
p.85 の 「リモートコンピュータ上の Agent for Windows に対する更新のインストール」
を参照してください。

LiveUpdate を使用した自動更新のスケジュール設定について
LiveUpdate が更新をチェックするスケジュールを次のように設定できます。
■

毎日の特定の時刻

■

毎週の特定の曜日の特定の時刻

■

毎月の特定の日の特定の時刻

Backup Exec で自動更新のスケジュールを設定した場合、その設定は Backup Exec の
更新のみに適用されます。 Backup Exec に対する LiveUpdate のスケジュールに行っ
た変更は、LiveUpdate を使用するその他のソフトウェアアプリケーションのスケジュール
には影響を与えません。
スケジュールが設定された時刻になると、LiveUpdate は、適切な Web サイトに自動的
に接続してファイルの更新が必要かどうかを判断します。 選択したオプションに応じて、
ファイルをダウンロードして適切な場所にインストールするか、または更新が利用可能で
あることを通知するアラートを送信します。
送信される LiveUpdate アラートは次のとおりです。
表 2-14

LiveUpdate アラート

アラート

送信されるタイミング

LiveUpdate 情報アラート

更新が正常にインストールされた場合。

LiveUpdate 警告アラート

更新が正常にインストールされた場合。 ただし、コ
ンピュータを再起動する必要があります。

LiveUpdate エラーアラート

更新のインストールが失敗した場合。

p.114 の 「LiveUpdate を使用した自動更新のスケジュール設定」 を参照してください。

LiveUpdate を使用した自動更新のスケジュール設定
LiveUpdate が Backup Exec の更新をチェックするスケジュールを設定できます。
p.114 の 「LiveUpdate を使用した自動更新のスケジュール設定について」 を参照してく
ださい。
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LiveUpdate を使用した自動更新のスケジュールを設定する方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックし、［構成と設定］、［Backup Exec の設定］の順に選
択します。

2

左側のペインで［LiveUpdate］を選択します。

3

必要なオプションを設定します。
p.115 の 「LiveUpdate のアプリケーション設定」 を参照してください。

4

［OK］をクリックします。

LiveUpdate のアプリケーション設定
LiveUpdate が Backup Exec の更新をチェックするスケジュールを設定できます。
p.114 の 「LiveUpdate を使用した自動更新のスケジュール設定」 を参照してください。
表 2-15
項目

LiveUpdate のアプリケーション設定
説明

スケジュールに従って更新を自 自動更新をスケジュールし、次に更新の頻度を選ぶことを可能に
動的に確認する
します。
毎日

新しい更新があるかどうかを Backup Exec が毎日調べることを可
能にします。［時刻］フィールドに、新しい更新をチェックする時刻
を入力します。

毎週

新しい更新があるかどうかを Backup Exec が週に 1 回調べるこ
とを可能にします。［間隔］フィールドで、更新をチェックする曜日
を選択します。［時刻］フィールドに、新しい更新をチェックする時
刻を入力します。

毎月

新しい更新があるかどうかを Backup Exec が月に 1 回調べるこ
とを可能にします。［間隔］フィールドで、更新をチェックする日付
を選択します。［時刻］フィールドに、新しい更新をチェックする時
刻を入力します。

間隔

Backup Exec で新しい更新があるかどうかを調べる日時を設定
できます。

利用可能なすべての更新を自 利用可能であるすべての更新を、最初にプロンプトを表示しない
動的にダウンロードしてインス で Backup Exec がダウンロードし、インストールすることを可能に
トールする
します。
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項目

説明

利用可能な更新が見つかった 更新が利用可能なときに Backup Exec がアラートで通知するよ
ときにアラートを送信し、更新の うにします。更新のダウンロードまたはインストールは実行されま
ダウンロードまたはインストール せん。 このオプションはデフォルトです。
は実行しない
このオプションを選択した場合、利用可能な更新をダウンロード
およびインストールするには、LiveUpdate を手動で実行する必
要があります。

LiveUpdate の手動実行
LiveUpdate は、更新をチェックするスケジュールを設定するか、またはいつでも手動で
実行して更新をチェックできます。LiveUpdate は、対話モードまたは高速モードのいず
れかで実行するように設定できます。対話モードでは、インストールする更新を柔軟に選
択できます。高速モードでは、Backup Exec の更新すべてが自動的にインストールされ
ます。LiveUpdate のモードの変更について詳しくは LiveUpdate のマニュアルを参照し
てください。
メモ: デフォルトでは、LiveUpdate は対話モードに設定されます。高速モードに変更した
場合は、変更を有効にするために、LiveUpdate セッションをいったん中止して再起動す
る必要があります。
LiveUpdate を手動で実行する方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックし、［インストールとライセンス］、［LiveUpdate］の順
に選択します。

2

次のいずれかを実行します。
LiveUpdate が高速モードに設定されている場合 ［開始］をクリックします。
LiveUpdate が対話モードに設定されている場合 ［次へ］をクリックします。

p.114 の 「LiveUpdate を使用した自動更新のスケジュール設定」 を参照してください。

インストールされている更新の表示
Backup Exec サーバーにインストールされている Hotfix と Service Pack を表示できま
す。管理者権限でログオンしている必要があります。
Hotfix が Service Pack より前にインストールされている場合、Hotfix は Service Pack
に含まれているためインストールされているとは表示されません。
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Service Pack がリリースされた後に提供された Hotfix は、その前の Service Pack ととも
に表示されます。
インストールされている更新を表示する方法
◆

［Backup Exec］ボタンをクリックし、［インストールとライセンス］、［インストール済みの
更新］の順に選択します。

ライセンス情報の表示
Backup Exec サーバーにインストールされ、ライセンス付与されている Backup Exec オ
プションの情報を表示できます。評価が可能なエージェントおよびオプションのリストを、
それぞれの評価期間の残日数とともに表示することもできます。
ライセンス情報を表示する方法
◆

［Backup Exec］ボタンをクリックし、［インストールとライセンス］、［ライセンス情報］の
順に選択します。

環境内にインストールされているライセンスの検出
License Assessment Tool を使用すると、次がインストールされているコンピュータでラ
イセンスのスキャンを実行できます。
■

Backup Exec 2010 以降

■

Symantec System Recovery

これらの製品はいずれも Backup Exec のインストールです。
また、期限切れになる前に保守契約を更新できるように、License Assessment Tool を
使用して契約の有効期限を表示することもできます。
License Assessment Tool は、次の条件が満たされる場合に保守契約情報を報告しま
す。
■

ライセンススキャン対象の Backup Exec サーバーで Backup Exec 2010 R2 以降が
実行されている。

■

Backup Exec サーバーで保守契約情報が利用可能である。

■

Backup Exec サーバーがネットワークに接続されている。

p.118 の 「Backup Exec の保守契約の情報について」 を参照してください。
ライセンススキャンを実行する Backup Exec の各インストールで、License Assessment
Tool はバックアップされているリソースを確認します。リソースは Windows 共有のような
ファイル、または Microsoft SQL Server のようなアプリケーションデータベースです。レ

117

118

第 2 章 インストール
Backup Exec の保守契約の情報について

ポートでは、インストールされているライセンスの数と、バックアップされているリソースの
数が比較されます。
メモ: 期間と日付範囲のスキャンは、Backup Exec Archiving Option に適用されませ
ん。期間か日付範囲を選択した場合、Agent for Windows のバックアップ対象リソース
のみがスキャンされます。
License Assessment Tool のレポートは、次の情報を提供します。
■

Backup Exec のインストールに推奨される追加のライセンスの数。

■

アップグレードを購入することを考慮できるようにインストールされている Backup Exec
のバージョン。

License Assessment Tool を実行しても、使用許諾契約に準拠していることは保証され
ません。ライセンスについて詳しくは、購入先に問い合わせるか、または次の URL に移
動してください。
https://licensing.symantec.com
環境内にインストールされているライセンスの検出方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックし、［インストールとライセンス］、［Backup Exec License
Assessment Tool］の順に選択します。

2

画面の案内に従って作業を進めます。

Backup Exec の保守契約の情報について
Backup Exec 製品の保守契約を購入した後、シマンテック社は保守契約の情報を用い
てシマンテック社のライセンスポータル Web サイトを自動的に更新します。保守契約の
情報には契約のシリアル番号と契約の有効期限が含まれています。
契約の有効期限を取り込むには、インストールウィザードで保守契約のシリアル番号を入
力します。インストールウィザードは Symantec Web サービスに接続します。その時点
で、お客様と技術担当の連絡先情報を入力するように求めるメッセージが表示される場
合があります。続いて、インストールウィザードは購入した各契約の保守契約の情報を取
り込みます。Backup Exec は契約期限の情報を使って、保守契約が期限切れとなる前
に更新するよう通知する Backup Exec アラートを自動的に設定します。通知アラートは、
保守契約の有効期限に基づいて、30日、60日、90日の間隔で設定されます。
Backup Exec のすべての製品と保守契約にシマンテック社のシリアル番号があります。
シリアル番号は注文のときに受け取る印刷された証明書に記載されています。 インストー
ルウィザードで入力する正しいシリアル番号を判断するには、証明書で保守または更新
サービスに関する列を見つけてください。各保守契約で開始日と終了日が指定されます。
これらの日付は保守または更新サービスに関する列に記載されています。
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保守契約のシリアル番号は 1 つの文字と一連の数字から成っています。 それらは Backup
Exec のライセンスと同じではありません。また、ライセンスと同じ形式でもありません。
p.119 の 「Backup Exec の保守契約の情報の表示」 を参照してください。
p.120 の 「期限切れの保守契約の更新」 を参照してください。

Backup Exec の保守契約の情報の表示
インストールウィザードに契約のシリアル番号を入力した後、保守契約の情報を表示でき
ます。Backup Exec は、Symantec Web サービスから情報を取り込んだ後、保守契約の
詳細を Backup Exec サーバー上にローカルに保存します。
p.118 の 「Backup Exec の保守契約の情報について」 を参照してください。
Backup Exec の保守契約の情報を表示する方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックし、［インストールとライセンス］、［保守契約情報］の
順に選択します。
p.119 の 「Backup Exec の保守契約の情報」 を参照してください。

2

［OK］をクリックします。

Backup Exec の保守契約の情報
Backup Exec が Symantec Web サービスから取り込んだ保守契約の情報を表示できま
す。
p.118 の 「Backup Exec の保守契約の情報について」 を参照してください。
p.119 の 「Backup Exec の保守契約の情報の表示」 を参照してください。
表 2-16

保守契約の情報の詳細

項目

説明

機能

保守契約に含まれる機能の名前を示します。
緑のチェックアイコンは機能の保守契約が有効
であることを示します。
赤い X アイコンは機能の保守契約が期限切れ
になったことを示します。

シリアル番号

保守契約のシリアル番号を示します。

期間の終了日

保守契約の有効期限を示します。
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期限切れの保守契約の更新
保守契約が期限切れになるとき、それらを更新するために次の手順に従ってください。
期限切れの保守契約を更新する方法

表 2-17
手順

追加情報

新しい保守契約を購入します。

シマンテック社のライセンスポータル Web サイト
にアクセスして、新しい契約を購入してください。

新しいシリアル番号が到着するのを待ちます。

新しいシリアル番号は購入日から 2 ～ 5 営業日
以内に電子メールによって送信されます。

Backup Exec 管理コンソールからインストール
ウィザードを起動します。

Backup Exec ボタンからアクセスされる［インス
トールとライセンス］メニューの［この Backup Exec
サーバーにオプションとライセンスをインストール
する］オプションを使用してください。

インストールウィザードを使用して、新しいシリア リストからの期限切れのシリアル番号を選択した
ル番号を追加し、期限切れのシリアル番号を削 後、［削除］オプションを使用してください。
除します。

p.118 の 「Backup Exec の保守契約の情報について」 を参照してください。

保守契約顧客番号の管理
Backup Exec は、すべての保守契約顧客番号を格納できる場所を提供します。テクニカ
ルサポートに連絡するときにこれらの番号が必要になります。
保守契約顧客番号を管理する方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックし、［インストールとライセンス］、［保守契約顧客番
号］の順に選択します。

2

次のいずれかを実行します。
■

新しい顧客番号を追加するには、［新規］をクリックし、顧客番号とその番号の説
明を入力します。

■

顧客番号を削除するには、リストからその番号を選択し、［削除］をクリックします。

p.120 の 「保守契約顧客番号オプション」 を参照してください。

3

［閉じる］をクリックします。

保守契約顧客番号オプション
保守契約顧客番号では次のオプションを利用可能です。
p.120 の 「保守契約顧客番号の管理」 を参照してください。
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表 2-18

保守契約顧客番号オプション

項目

説明

顧客番号

保守契約リストに記載されている顧客番号を示
します。

注意

各顧客番号に関する説明を入力できます。

以前のバージョンからの Backup Exec のアップグレード
について
Backup Exec のバージョン 12.5 以降から現在のバージョンにアップグレードするために
Backup Exec のインストールメディアを使うことができます。現在のバージョンの Backup
Exec をインストールすると、以前のバージョンと置き換えられます。同一のコンピュータ
に、異なるバージョンの Backup Exec はインストールできません。削除しない場合、Backup
Exec の以前のバージョンからのほとんどの設定とすべてのカタログおよびデータディレク
トリは保持されます。このバージョンの Backup Exec は、以前のすべてのバージョンの
Backup Exec または Backup Exec for NetWare (シマンテック社が廃止を決定した場合
を除く) からデータを読み取ってリストアできます。
メモ: 12.5 よりも前のバージョンから Backup Exec の最新バージョンへのアップグレード
では、複数の手順から成る処理が必要です。
アップグレード時、Backup Exec は既存の定義、設定およびジョブを現在のバージョンに
自動的に変換します。移行が完了すると、Backup Exec でデータ移行レポートが表示さ
れます。ジョブがどのように移行されたかをこのレポートで確認できます。Backup Exec
2012 のバックアップの新しい枠組みにより、ジョブが統合、分割、移動されている場合が
あります。
p.123 の 「データ移行レポートについて」 を参照してください。
Backup Exec 2012 には次の下位互換性があります。
■

Backup Exec 2012 は Backup Exec 12.5 以降 の Remote Agent for Windows
Systems と通信できます。

■

Backup Exec 2012 では、Backup Exec 2010 以降の Remote Administration
Console について、サイドバイサイドインストールがサポートされます。

■

Backup Exec 2012 Central Admin Server Option サーバーは、アップグレードを
展開する目的で、Backup Exec 2010 R3 (最新の Service Pack を適用) と通信でき
ます。

Backup Exec の以前のバージョンを使う Remote Administration Console は、現在の
バージョンがインストールされている Backup Exec サーバーとともに使用できません。た
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とえば、Backup Exec 2010 の Remote Administration Console では Backup Exec
2012 Backup Exec サーバーを管理できません。
Backup Exec をアップグレードする前に、次の事項を実行しておく必要があります。
■

アップグレードの時間を短縮するには、不要になったジョブ履歴およびカタログを削
除します。

■

データベース保守のジョブを実行します。

■

Backup Exec の現在のバージョン用のすべての利用可能な更新がインストールされ
ていることを確認します。

■

ライセンス情報を見つけ、ライセンスが最新であることを確認します。 アップグレード
時に Backup Exec 2012 用のライセンス情報を入力してください。

インストール中に Backup Exec サーバーの設定を変更することはできません。たとえば、
管理サーバーを管理対象サーバーには変更できません。Backup Exec サーバーの設
定を変更するには、現在のバージョンへのアップグレード前またはアップグレード後に行
います。アップグレードの処理中は、データベースの場所を変更できません。アップグレー
ド後にデータベースの場所を変更する場合は、BEUtility を使用します。
メモ: 英語版以外の Windows を使用している以前のバージョンの Backup Exec からアッ
プグレードする場合は、Microsoft Web サイトからその言語用の SQL Express SP4 セッ
トアップファイルをダウンロードする必要があります。
p.64 の 「Backup Exec の標準インストールでのインストール」 を参照してください。
p.66 の 「Backup Exec のカスタムインストールでのインストール」 を参照してください。

Backup Exec のアップグレード前のチェックリスト
Backup Exec を以前のバージョンから最新のバージョンにアップグレードする前に、次を
実行してください。
■

バックアップが最新であることを確認します。さらに、「ディスクへのバックアップ」ファイ
ルが Backup Exec サーバーにある場合には、これらのファイルが別の場所にコピー
されていることを確認します。

■

ウイルス対策ソフトウェアを無効にします。

■

システムが新しいバージョンの Backup Exec のシステム必要条件を満たしていること
を確認します。
p.61 の 「システムの必要条件」 を参照してください。

■

Backup Exec のソフトウェア互換性を調べて、バックアップ対象のアプリケーションが
引き続きサポートされていることを確認します。
互換性があるオペレーティングシステム、プラットフォーム、アプリケーションのリスト
は、次の URL で参照できます。
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http://entsupport.symantec.com/umi/V-269-1
■

インストール対象の Backup Exec バージョンに関するすべての利用可能なアップグ
レード と Hotfix をダウンロードします。

■

アップグレードは、システムが停止してもユーザーに影響しない時間帯で行うように計
画します。

■

シリアル番号またはシマンテックライセンスファイルが利用可能であることを確認しま
す。アップグレード時に新しい Backup Exec 2012 のライセンス情報を入力してくだ
さい。

■

Backup Exec のナレッジベースにある「Backup Exec をインストールする場合の推奨
事項」を確認します。

■

「以前のバージョンの Backup Exec のアップグレードについて」のトピックでアップグ
レード処理を確認します。
p.121 の 「以前のバージョンからの Backup Exec のアップグレードについて」 を参照
してください。

データ移行レポートについて
以前のバージョンの Backup Exec から Backup Exec 2012 にアップグレードする場合、
既存の定義、設定、ジョブは自動的に最新バージョンに変換されます。移行が完了する
と、Backup Exec に移行レポートが表示されます。ジョブがどのように移行されたかをこの
レポートで確認できます。Backup Exec 2012 のバックアップの新しい枠組みにより、ジョ
ブが統合、分割、移動されている場合があります。
データ移行レポートをよく確認し、既存のジョブがどのように変更されたのかを把握して、
どのようにジョブを手動で調整する必要があるのかを判断することをお勧めします。移行
が完了したら、Backup Exec 管理コンソールでいつでもデータ移行レポートを表示でき
ます。
p.123 の 「データ移行レポートの表示」 を参照してください。

データ移行レポートの表示
データ移行レポートには、Backup Exec 2012 に移行するときに以前のジョブがどのよう
に変更されたのかが表示されます。移行が完了したら、Backup Exec 管理コンソールで
いつでもデータ移行レポートを表示できます。
p.123 の 「データ移行レポートについて」 を参照してください。
データ移行レポートを表示する方法
◆

［Backup Exec］ボタンをクリックし、［インストールとライセンス］、［移行後のレポート］
の順に選択します。
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インストール後のタスク
最良の結果を得るために、Backup Exec を起動する前にチェックしておく必要のある項
目を次に示します。
■

Backup Exec が自動的にバックアップデータのライフサイクルを管理できるようにディ
スクストレージを作成します。
p.301 の 「ディスクストレージについて」 を参照してください。

■

ストレージデバイスの接続および設定が正しいことを確認します。
p.141 の 「［ストレージを設定］ウィザードについて」 を参照してください。

■

バックアップジョブで使用するストレージデバイスの種類を決定します。Backup Exec
環境の準備時に、ストレージデバイスを設定できます。

■

Backup Exec でのテープおよびディスクカートリッジメディアの上書き禁止の方法を
理解します。
p.368 の 「テープとディスクカートリッジメディアのためのメディアの上書き禁止レベル
について」 を参照してください。

■

テープおよびディスクカートリッジのデフォルトメディアセットとその 4 週間の上書き禁
止期間を理解します。
p.364 の 「デフォルトのメディアセット［データを 4 週間保持］について」 を参照してくだ
さい。

■

異なる保持期間を設定して新規メディアセットを作成する方法を調べておきます。
p.365 の 「テープとディスクカートリッジメディアのためのメディアセットの作成」 を参照
してください。

■

バックアップ選択項目を参照したり、バックアップ選択項目を選択するときに Backup
Exec ログオンアカウントで使用するクレデンシャルを決定します。既存の Backup
Exec ログオンアカウントを使用することも新たに作成することもできます。
p.491 の 「Backup Exec ログオンアカウントの作成」 を参照してください。

Backup Exec のアンインストール
コンピュータから Backup Exec を削除するには、Microsoft Windows の［プログラムの
追加と削除］オプションを使用します。 ［プログラムの追加と削除］について詳しくは
Microsoft Windows のマニュアルを参照してください。
Backup Exec をアンインストールすると、Symantec テープクラスドライバも削除されます。
Backup Exec の再インストール後に Symantec テープクラスドライバを使用する場合に
は、再インストールする必要があります。
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Backup Exec をアンインストールする方法

1

Backup Exec を終了します。

2

Windows のコントロールパネルから、プログラムをアンインストールするオプションを
選択します。

3

［Symantec Backup Exec 2012］を選択し、［アンインストール］をクリックします。

4

コンピュータからの Backup Exec のアンインストールを確認するメッセージが表示さ
れたら、［はい］をクリックします。

5

Backup Exec のプログラムファイルだけを削除するか、Backup Exec と関連するす
べてのファイルを削除するかを選択します。

6

［次へ］をクリックします。
アンインストールプログラムの実行に失敗した場合には、［インストールログファイル
を表示する］をクリックして詳細情報を表示します。

7

メッセージが表示されたら、コンピュータを再起動します。

p.126 の 「ローカル Backup Exec サーバーからの Backup Exec オプションのアンインス
トール」 を参照してください。

コマンドラインを使用した Backup Exec のアンインストー
ル
Backup Exec がすでにインストールされている場合は、setup.exe プログラムを使用して
Backup Exec をアンインストールすることができます。
コマンドラインを使用して Backup Exec をアンインストールする方法

1

Windows の［コマンドプロンプト］を開きます。

2

ドライブを Backup Exec インストールメディアを挿入したドライブに変更します。
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3

4

次のいずれかにディレクトリを変更します:
32 ビットコンピュータの場合

¥be¥winnt¥install¥be32

64 ビットコンピュータの場合

¥be¥winnt¥install¥bex64

Backup Exec プログラムファイルを削除し、Backup Exec データをすべて保持する
には、次のように入力します。
SETUP /UNINSTALL:

Backup Exec プログラムファイルと Backup Exec データを削除するには、次のよう
に入力します。
SETUP /REMOVEALL:

ローカル Backup Exec サーバーからの Backup Exec オ
プションのアンインストール
インストールウィザードによって、ローカル Backup Exec サーバーから Backup Exec オ
プションが削除されます。すべての関連ファイル、レジストリキーおよび設定が削除されま
す。
メモ: シマンテックライセンスファイルはオプションがアンインストールされた後サーバーに
残ります。 Backup Exec がインストールされている間、シマンテックライセンスファイルを
削除しないでください。 シマンテックライセンスファイルを削除すると、評価版が有効にな
ります。
ローカル Backup Exec サーバーから Backup Exec オプションをアンインストールする方
法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックし、［インストールとライセンス］、［この Backup Exec
サーバーにオプションとライセンスをインストールする］の順に選択します。

2

［ライセンスの追加］パネルの［利用可能なライセンス］リストで削除する項目を選択
し、［削除］をクリックします。

3

［次へ］をクリックします。

4

［設定オプション］パネルで、削除するオプションにチェックマークが付いていないこ
とを確認し、［次へ］をクリックします。

5

Backup Exec サービスアカウントのクレデンシャルを入力するように表示されたら正
しいクレデンシャルを入力し、［次へ］をクリックします。
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6

インストールの概略を確認してから［インストール］をクリックし、処理を開始します。

7

インストールウィザードの完了後、［完了］をクリックします。

p.124 の 「Backup Exec のアンインストール」 を参照してください。
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3
始めましょう
この章では以下の項目について説明しています。
■

管理コンソールについて

■

ソートおよびフィルタの情報について

■

［ホーム］タブについて

■

Symantec RSS リーダーについて

■

コンピュータのバックアップの準備

管理コンソールについて
管理コンソールから Backup Exec の機能にアクセスできます。
図 3-1

管理コンソール

タブ
Backup Exec
ボタン
グループ
列
選択ペイン

ステータス
バー

管理コンソールのウィンドウは次のコンポーネントで構成されています。
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表 3-1
項目

管理コンソールのコンポーネント
説明

［Backup Exec］ボタ ［Backup Exec］ボタンは、管理コンソールの左上に表示されます。［Backup
ン
Exec］ボタンのオプションを表示するには、［Backup Exec］ボタンをクリック
し、メニュー名をクリックしてからオプションを選択します。Backup Exec の機
能は、メニューの該当する項目をクリックして実行することができます。
タブ

タブは画面の上部に表示され、これを使用すると Backup Exec のビューを
切り替えることができます。
ナビゲーションバーを使用して次のビューを表示できます。
［ホーム］。 高い頻度で使う Backup Exec の機能にすばやくアクセスす
るにはこのビューを使用します。項目を追加するか、または削除すること
によって［ホーム］ビューをカスタマイズできます。
■ ［バックアップとリストア］。バックアップまたはリストアジョブを作成するに
はこのビューを使用します。
■ ストレージ. ストレージを設定し、ストレージ操作を実行し、メディアを管理
し、ユーティリティのジョブを起動するには、このビューを使用します。
■ ［レポート］。Backup Exec サーバー、Backup Exec サーバーの操作、
デバイスおよびメディアの使用についてのレポートの表示、印刷、保存、
スケジュールを行うには、このビューを使用します。また、このビューを使
用してカスタムレポートを作成できます。Backup Exec のレポートは、PDF
形式または HTML 形式で表示できます。レポートは、PDF 形式、XML
形式、HTML 形式、Microsoft Excel (XLS) 形式およびカンマ区切り
(CSV) 形式で保存および印刷することもできます。
■

グループ

グループは、管理コンソールのタブに表示されます。グループには、新しい
バックアップジョブの作成やストレージの設定などの操作を開始するための
項目が含まれています。グループの項目は、選択内容に応じて動的に変わ
ります。オプションの中には、コンソール画面で何かを選択するか、前提条
件を満足するタスクを実行しないと利用できないものがあります。

選択ペイン

選択ペインでは、操作対象の項目を選択します。たとえば、バックアップま
たはリストアするサーバーを選択します。

ステータスバー

ステータスバーは、管理コンソールの一番下に表示され、Backup Exec サー
バー、実行中または実行するようにスケジュールされているジョブ、アラート
または実行中のサービスに関する情報が表示されます。

表示項目

ヘッダーをドラッグアンドドロップすることによって、項目の表示場所を変更
できます。また、項目を右クリックして、表示する項目の選択、項目の設定、
または項目のソートを行うことができます。さらに、ヘッダーをクリックすること
によって、ソート順を変更することができます。たとえば、レポートの名前は、
デフォルトではアルファベット順に表示されます。レポート名をアルファベッ
トの逆順に表示するには、［レポート］ビューにある［名前］をクリックします。
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Backup Exec バージョンの表示
インストールした Backup Exec バージョンについての情報を表示できます。
Backup Exec バージョンの表示

1

［Backup Exec］ボタンをクリックし、［ヘルプとマニュアル］を選択して［Backup Exec
について］をクリックします。

2

［OK］をクリックします。

ソートおよびフィルタの情報について
［バックアップとリストア］タブと［ストレージ］タブに表示される情報をカスタマイズできます。
次の処理の一部またはすべてを実行できます。
■

［実行中のジョブがあるサーバー］または［失敗したジョブ］など、Backup Exec で使
用できるデフォルト設定を選択します。

■

ビューに表示される列のソート順序を指定します。

■

Backup Exec で表示される情報のフィルタ処理に使用する値を指定します。

■

表示する列、および列が表示される順序を指定します。

■

設定を作成して保存し、もう一度使用できるようにします。

p.131 の 「ソートおよびフィルタの情報」 を参照してください。
p.132 の 「設定されたビューの削除」 を参照してください。
p.133 の 「設定されたビューの編集」 を参照してください。

ソートおよびフィルタの情報
［バックアップとリストア］タブと［ストレージ］タブでビューをカスタマイズできます。
p.131 の 「ソートおよびフィルタの情報について」 を参照してください。
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情報をソートおよびフィルタ処理する方法

1

次のいずれかを実行します。
サーバーリストにあるコンピュータのビューを
カスタマイズする

［ビュー］グループの ［バックアップとリストア］
タブで、［ソートとフィルタ］をクリックします。

ストレージデバイスのビューをカスタマイズす ［ビュー］グループの［ストレージ］タブで、［リ
る
スト］をクリックしてから［ソートとフィルタ］をク
リックします。

2

次のいずれかを実行します。
［バックアップが失敗したサーバー］などのデ ［設定］をクリックして、設定を選択します。
フォルト設定を選択するか、以前に作成して
保存した設定を選択する
列のソートに昇順または降順を指定する

［ソート］をクリックして必要なオプションを選択
し、［OK］をクリックします。

1 つ以上の列を指定して、特定の値に対して ［フィルタ］をクリックして必要なオプションを選
フィルタを掛ける
択し、［OK］をクリックします。
表示する列、および列が表示される順序を指 ［列］をクリックして必要なオプションを選択し、
定する
［OK］をクリックします。
設定を作成および保存する

［保存］をクリックして必要なオプションを選択
し、［OK］をクリックします。

設定されたビューの削除
作成した設定が不要になった場合、その設定を削除できます。
p.131 の 「ソートおよびフィルタの情報について」 を参照してください。
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設定したビューを削除する方法

1

次のいずれかを実行します。
［バックアップとリストア］タブから設定を削除
する

［ビュー］グループの ［バックアップとリストア］
タブで、［ソートとフィルタ］をクリックします。

［ストレージ］タブから設定を削除する

［ビュー］グループの ［ストレージ］タブで、
［ソートとフィルタ］をクリックします。

2

［設定］をクリックします。

3

削除する設定を選択して、削除アイコンをクリックします。

設定されたビューの編集
作成した設定済みビューのオプションを変更できます。
p.131 の 「ソートおよびフィルタの情報について」 を参照してください。
設定したビューを編集する方法

1

次のいずれかを実行します。
［バックアップとリストア］タブから設定を編集
する

［ビュー］グループの ［バックアップとリストア］
タブで、［ソートとフィルタ］をクリックします。

［ストレージ］タブから設定を編集する

［ビュー］グループの ［ストレージ］タブで、
［ソートとフィルタ］をクリックします。

2

［設定］をクリックします。

3

編集する設定を選択して、鉛筆のアイコンをクリックします。

［ホーム］タブについて
Backup Exec 管理コンソールの［ホーム］タブは、頻繁に使う Backup Exec の機能にす
ばやくアクセスしたり、これらの機能を表示するための中心的な場所です。［ホーム］タブ
は、項目を追加または削除することでカスタマイズできます。［ホーム］タブは Backup Exec
データと機能へのリンクを含んでいます。［レイアウト］の設定によって、［システムの健全
性］および［サポート］グループで表示または非表示とする項目を決定できます。
p.136 の 「［ホーム］タブの設定」 を参照してください。
p.137 の 「［ホーム］タブのデフォルトレイアウトのリストア」 を参照してください。
p.134 の 「レイアウトグループ」 を参照してください。
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p.134 の 「［システムの健全性］グループ」 を参照してください。
p.135 の 「［サポート］グループ」 を参照してください。

レイアウトグループ
次のいずれかのレイアウト設定を選択して［ホーム］タブに項目を表示できます。
p.133 の 「［ホーム］タブについて」 を参照してください。
表 3-2

ホームタブのレイアウト項目

項目

説明

1列

［ホーム］タブの項目を 1 列に表示します。

2列

［ホーム］タブの項目を 2 列に表示します。

狭い/広い

［ホーム］タブの項目を狭いパネルと広いパネル
の 2 列に表示します。

3列

［ホーム］タブの項目を 3 列に表示します。

ホームタブのリセット

［ホーム］タブの内容をデフォルト設定にリストア
します。

［システムの健全性］グループ
［システムの健全性］グループの項目は、アラート、バックアップジョブ、バックアップサイ
ズのデータ、ストレージおよび Symantec ThreatCon レベルの概要を示します。Backup
Exec の［ホーム］タブには、次の項目を選択して表示できます。
p.136 の 「［ホーム］タブの設定」 を参照してください。
表 3-3

［システムの健全性］グループの項目

項目

説明

アクティブアラート

応答がなかったすべてのアラートを確認できま
す。アラートをフィルタして、特定種類のアラート
とそのソース、発生期間を確認できます。
次の種類のアラートのいずれかまたはすべてを
表示できます:
■

エラー

■

警告

■

要注意

■

情報

第 3 章 始めましょう
［ホーム］タブについて

項目

説明

アラート履歴

アラートのプロパティと応答情報を確認できます。

バックアップ状態

バックアップされたサーバーまたはバックアップ
可能なサーバーのバックアップジョブ状態の概
略を示します。

バックアップサイズ

バックアップ済みのデータ量の概略を表示しま
す。 バックアップサイズについての情報を表示
する日数をカスタマイズできます。表示するバッ
クアップの種類は選択できます。

ストレージ状態

ストレージで利用可能なディスクの空き領域の概
略を表示します。ストレージ情報には各種のデー
タ別に使用されているディスク領域と総容量が
表示されます。

Symantec ThreatCon レベル

グローバルインターネットセキュリティレベルの全
体的なビューを示します。Symantec の
ThreatCon レベルは 4 段階評価に基づいてお
り、レベル 4 が最も高い脅威レベルです。
この項目を表示するには、Backup Exec と同じ
コンピュータに Symantec Endpoint Protection
11.0 以上がインストールされている必要がありま
す。

［サポート］グループ
［サポート］グループの項目には、テクニカルサポート、マニュアル、ライセンスおよび保守
契約、Symantec RSS リーダーなどのリソースがあります。Backup Exec の［ホーム］タブ
には、次の項目を選択して表示できます。
p.136 の 「［ホーム］タブの設定」 を参照してください。
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表 3-4

［サポート］グループの項目

項目

説明

テクニカルサポート

製品の機能と、機能やトラブルシューティングの
問題の理解に役立つ次のサポートオプションを
提供します。
■

Backup Exec Tech Center

■

Backup Exec テクニカルサポート

■

推奨事項

MySupport を使用して新規または既存のサ
ポートケースを管理します
■ シマンテック社のリモート支援
■

マニュアル

Licensing and Maintenance

Symantec RSS リーダー

■

［通知を受信できるように登録する］

■

［Backup Exec の更新を取得する］

製品の機能と、機能やトラブルシューティングの
問題の理解に役立つ次のマニュアルオプション
を提供します。
■

Readme を表示

■

管理者ガイド (PDF) を表示する

■

管理者ガイドの補足情報 (PDF) 表示する

ライセンスと保守に関する次のオプションがあり
ます。保守契約の管理、ライセンスの管理、
License Assessment Tool の実行に使用しま
す。
■

［ライセンス情報を表示する］

■

保守契約情報を表示

■

License Assessment Tool を実行

Backup Exec RSS フィードと Symantec RSS
フィードを表示および追加できます。

［ホーム］タブの設定
表示する項目を選択することによって、［ホーム］タブをカスタマイズできます。ドラッグア
ンドドロップで項目を［ホーム］タブの別の場所に移動したり、単一の項目を最大化したり
できます。［ホーム］タブの項目は Backup Exec データと、よく使う機能へのリンクを含ん
でいます。
p.136 の 「［ホーム］タブの設定」 を参照してください。
［ホーム］タブは、いつでもすばやくデフォルト設定にリストアできます。
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p.137 の 「［ホーム］タブのデフォルトレイアウトのリストア」 を参照してください。
［ホーム］タブを設定する方法

1

［ホーム］タブの［レイアウト］グループで、表示する項目のレイアウトをクリックします。

2

［システムの健全性］グループと［サポート］グループで、表示する項目に対応する
チェックボックスにチェックマークを付けます。

3

さらに、表示する列と位置に項目をドラッグして、［ホーム］タブをカスタマイズします。

［ホーム］タブのデフォルトレイアウトのリストア
よく使う Backup Exec 機能の項目を選択することで、［ホーム］タブをカスタマイズできま
す。
p.136 の 「［ホーム］タブの設定」 を参照してください。
［ホーム］タブは、いつでもすばやくデフォルト設定にリストアできます。
［ホーム］タブのデフォルト設定をリストアする方法
◆

［ホーム］タブの［レイアウト］グループで、［ホームタブのリセット］をクリックします。

Symantec RSS リーダーについて
Symantec RSS リーダーは、［ホーム］タブに表示するように選択できる項目です。
Symantec RSS リーダーをカスタマイズし、リーダーに表示するデフォルトの Backup Exec
フィードを選択できます。 また、リーダーに追加の Symantec RSS フィードを追加できま
す。 Symantec RSS リーダーは、［ホーム］タブで項目が開いているときは 15 分ごとに
RSS フィードを更新します。
p.133 の 「［ホーム］タブについて」 を参照してください。
p.137 の 「Symantec RSS リーダーでの記事の表示」 を参照してください。
p.138 の 「Symantec RSS リーダーのカスタマイズ」 を参照してください。
p.139 の 「Symantec RSS リーダーからのデフォルトの RSS フィードの削除」 を参照して
ください。

Symantec RSS リーダーでの記事の表示
Symantec RSS リーダーは日時で記事をソートします。 リーダーは RSS フィードの記事
の最後のエントリを表示しますが、完全な記事を表示するように選択することもできます。
p.137 の 「Symantec RSS リーダーについて」 を参照してください。
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Symantec RSS リーダーで記事を表示する方法

1

［ホーム］タブで、［サポート］グループの［Symantec RSS リーダー］チェックボックス
にチェックマークを付けます。

2

［Symantec RSS リーダー］では、記事を含んでいる RSS フィードの隣の矢印をクリッ
クします。

3

開く記事のハイパーリンクをクリックします。
Symantec RSS リーダーは RSS フィードからの記事の一部を含んでいる新しいウィ
ンドウを開きます。

4

Internet Explorer を開き、記事の全体の内容を表示するには、［記事全体を表示］
をクリックします。

Symantec RSS リーダーのカスタマイズ
デフォルトの Backup Exec RSS フィードに加えて、Symantec RSS フィードをリーダー用
にカスタマイズし、追加できます。 Backup Exec フィードと Symantec RSS フィードのみ
Symantec RSS リーダーに追加できます。
p.137 の 「Symantec RSS リーダーについて」 を参照してください。
Symantec RSS フィードを Symantec RSS リーダー用にカスタマイズする方法

1

［ホーム］タブで、［サポート］グループの［Symantec RSS リーダー］チェックボックス
にチェックマークを付けます。

2

［Symantec RSS リーダー］では、RSS フィードを追加するために鉛筆のアイコンを
クリックします。

3

追加するRSS フィードの URL と名前を入力します。または、ハイパーリンクをクリック
して他の Symantec RSS フィードを表示します。
p.138 の 「Symantec RSS フィードの追加オプション」 を参照してください。

4

［OK］をクリックします。

Symantec RSS フィードの追加オプション
Symantec RSS リーダーに追加する RSS フィードのプロパティ情報を入力できます。
p.138 の 「Symantec RSS リーダーのカスタマイズ」 を参照してください。
表 3-5

Symantec RSS フィードのオプション

項目

説明

URL

Symantec RSS リーダーに追加する RSS フィー
ドの場所を示します。
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項目

説明

名前

Symantec RSS リーダーに表示する RSS フィー
ドの名前を示します。

他の Symantec RSS フィードを表示するにはこ Symantec RSS リーダーに追加できる Symantec
こをクリックします
RSS フィードのリストを示します。

Symantec RSS リーダーからのデフォルトの RSS フィードの削除
Symantec RSS リーダーで表示する RSS フィードを削除できます。 RSS フィードがリー
ダーで開いていなければ、RSS フィードは更新されません。
p.137 の 「Symantec RSS リーダーについて」 を参照してください。
Symantec RSS リーダーから RSS フィードを削除する方法

1

［ホーム］タブで、［サポート］グループの［Symantec RSS リーダー］チェックボックス
にチェックマークを付けます。

2

次のいずれかを実行します。
デフォルトの Backup Exec RSS フィードを削 Backup Exec RSS フィードのチェックボックス
除する場合
のチェックマークをはずします。
Symantec RSS リーダーに追加した RSS
フィードを削除する場合

RSS フィードの名前の隣の赤い X をクリックし
ます。

コンピュータのバックアップの準備
コンピュータをバックアップする前に、次の内容について知っておく必要があります。
■

ストレージの設定
p.141 の 「［ストレージを設定］ウィザードについて」 を参照してください。

■

ログオンアカウントの設定
p.488 の 「ログオンアカウントについて」 を参照してください。

■

バックアップデータの選択
p.156 の 「データのバックアップ」 を参照してください。

139

140

第 3 章 始めましょう
コンピュータのバックアップの準備

4
ストレージの設定
この章では以下の項目について説明しています。
■

［ストレージを設定］ウィザードについて

■

Backup Exec のすべてのストレージのビューについて

［ストレージを設定］ウィザードについて
［ストレージを設定］ウィザードを使用すると、データのバックアップ先となるさまざまな種類
のストレージを設定できます。［ストレージを設定］ウィザードでは、使用する環境に最も適
したデフォルト値が設定されたストレージを作成します。ただし、これらのデフォルト値は
ストレージのプロパティでカスタマイズできます。
［ストレージを設定］ウィザードは、［ストレージ］タブの［ストレージを設定］から起動できま
す。
Backup Exec がインストールされ、Backup Exec サービスが開始された後、Backup Exec
サーバーに接続されたストレージは自動的に検出されます。ただし、バックアップに使用
するストレージを設定するには、［ストレージを設定］ウィザードを使用する必要がありま
す。
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表 4-1

［ストレージを設定］ウィザードで設定できるストレージ

ストレージの種類

説明

ディスクベースのストレージ

サーバーに接続されているストレージ。
ディスクベースのストレージには次が含まれます。
■

■

■

■

■

■

ディスクストレージ
ローカルに接続された内部ハードディスクド
ライブ、USB デバイス、FireWire デバイス、
または NAS (ネットワーク接続ストレージ) デ
バイスの場所。
p.301 の 「ディスクストレージについて」 を参
照してください。
ディスクカートリッジストレージ
メディアを削除する間も通常はサーバーに接
続されたままの状態にされるストレージ。ディ
スクカートリッジは、RDX デバイスなどのディ
スクカートリッジメディア、または Windows
でリムーバブルストレージとして表示されるデ
バイスを使用します。
p.310 の 「ディスクカートリッジストレージにつ
いて」 を参照してください。
重複排除用ディスクストレージ
重複のないデータのみを保存することでバッ
クアップのサイズを減らすハードディスクドラ
イブの場所。
p.740 の 「Deduplication Option について」
を参照してください。
ストレージアレイ
p.1144 の 「Storage Provisioning Option オ
プションについて」 を参照してください。
データの冗長性とフェールオーバーをサポー
トする、複数のディスクドライブを含むディス
クアレイ。
仮想ディスク
ストレージアレイの複数の物理ディスクで構
成される仮想ディスクストレージ。
p.1155 の 「Storage Provisioning Option の
仮想ディスクについて」 を参照してください。
ボルトストア
Backup Exec Archiving Option が 1 つの
サーバーからアーカイブする、アーカイブ
データのディスクストレージ。
p.1219 の 「Archiving Option でのボルトスト
アについて」 を参照してください。
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ストレージの種類

説明

ネットワークストレージ

ネットワークストレージには次が含まれます。
NDMP サーバー
サーバーに接続されたデバイスの使用を可
能にする、ネットワークデータ管理プロトコル
をサポートするネットワーク接続ストレージ
(NAS)。
p.1048 の 「NDMP Option について」 を参照
してください。
■ OpenStorage デバイス
シマンテック社の OpenStorage 技術をサ
ポートするネットワーク接続ストレージ。
p.745 の 「OpenStorage デバイスについて」
を参照してください。
■ クラウドストレージ
クラウドにバックアップデータを送ることがで
きるストレージデバイス。 パブリッククラウドス
トレージデバイスの製造元のアカウント、デバ
イスの関連するプラグインが必要です。
p.317 の 「クラウドストレージデバイスについ
て」 を参照してください。
■ Remote Media Agent for Linux
Linux サーバーに直接接続されたストレー
ジデバイスに、リモートコンピュータからデー
タをバックアップできるストレージ。Linux サー
バー上のシミュレートされたテープライブラリ
にバックアップすることもできます。
p.1116 の 「Remote Media Agent for Linux
について 」 を参照してください。
■
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ストレージの種類

説明

テープストレージ

テープストレージには次が含まれます。
スタンドアロンのテープドライブ
データの読み書き用にテープカートリッジを
使用するストレージ。
p.328 の 「テープドライブおよびロボットライブ
ラリについて」 を参照してください。
■ ロボットライブラリ
テープドライブ、スロット、テープの自動ロー
ド方法を含むストレージ。
p.342 の 「Backup Exec のロボットライブラリ
について」 を参照してください。
■ 仮想テープライブラリ (VTL)
p.328 の 「Virtual Tape Library Unlimited
Drive Option について 」 を参照してくださ
い。
■

ストレージプール

メディアセットとメディアボルト

ストレージプールには次が含まれます。
■

ストレージデバイスプール

■

管理対象 Backup Exec サーバープール

メディアセットには次が含まれます。
■

追加期間

■

上書き禁止期間

■

テープなどのリムーバブルメディア用の追加
期間。

ウィザードを実行してメディアボルトを更新するこ
ともできます。
p.357 の 「テープとディスクカートリッジメディアに
ついて」 を参照してください。
アーカイブ中

アーカイブを行うことで、Archiving Option を使
用するときに必要になる次の項目を設定できま
す。
■

ボルトストア

■

ボルトストアパーティション

p.1219 の 「Archiving Option でのボルトストアに
ついて」 を参照してください。
p.1222 の 「Archiving Option でのボルトストア
パーティションについて」 を参照してください。
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互換性があるストレージデバイスのリストは、次の URL で参照できます。
http://entsupport.symantec.com/umi/V-269-2
p.393 の 「ストレージデバイスプールについて」 を参照してください。
p.400 の 「ストレージ操作ジョブについて」 を参照してください。

Backup Exec のすべてのストレージのビューについて
［ストレージ］タブに、ユーザーが設定した各ストレージデバイスの概要情報が表示されま
す。 各ストレージデバイスをダブルクリックすると、プロパティ、使用状況、エラー統計など
の詳細も表示できます。
表 4-2

すべてのストレージのビュー

項目

説明

名前

ストレージデバイスの名前を示します。
デフォルトでは、ストーレジの種類に基づくスト
レージデバイスの名前とディスクストレージ 0001
などの通し番号を表示します。 ストレージのプロ
パティでストレージデバイスの名前を変更できま
す。
p.411 の 「ストレージデバイスの名前変更」 を参
照してください。

状態

オンライン、オフライン、無効であるか、サービス
を再起動する必要があるかなどのストレージデ
バイスの状態を示します。
p.424 の 「Backup Exec のサーバーおよびスト
レージデバイスの状態」 を参照してください。

アクティブアラート

Backup Exec で発生したイベントや状態に関す
るメッセージが表示されたり、応答が要求された
りします。
p.273 の 「アラートについて」 を参照してください。

ストレージの傾向

ディスクストレージおよび仮想ディスクストレージ
のストレージ残日数の推定値を示します。
p.300 の 「ディスクストレージと仮想ディスクのスト
レージの傾向分析について」 を参照してくださ
い。
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項目

説明

容量

Backup Exec サーバーでディスクストレージに
使われるディスク容量を示します。
テープカートリッジやディスクカートリッジのメディ
アの場合、この列にはメディアの使用済みネイ
ティブ容量および合計ネイティブ容量を示しま
す。
ストレージの使用済み容量と空き容量の概要情
報や、ユーザーが設定した各ストレージの容量
の詳細を表示します。 ストレージ容量の情報は、
ストレージの種類の下にあるロボットライブラリな
どの非表示になっている項目からも取り込まれま
す。 ［容量］列に表示される情報には、すべての
非表示項目のすべてのストレージ容量が含まれ
ています。 項目を展開すると、個々のストレージ
容量の情報が表示されます。
ストレージ容量の情報を表示するには、ストレー
ジのインベントリとカタログ登録が必要です。
次の場所で、ストレージ容量を表示できます。
［ストレージ］タブの［容量］列。
容量バーをマウスで指すと、詳細な情報が
ツールチップで表示されます。
■ バックアップジョブのストレージを指定したと
きの［バックアップとリストア］タブ。
■ ［ホーム］タブの［ディスクストレージの状態］。
■

■

ディスクストレージデバイスのプロパティを表
示したときの［ストレージ］タブ。

p.236 の 「カタログについて 」 を参照してくださ
い。
p.412 の 「ストレージデバイスのインベントリ実行
について」 を参照してください。
圧縮

ファイルの圧縮済みサイズに対する未圧縮サイ
ズの比率を表示します。

ジョブ

ストレージに送信されたジョブを示します。

5
バックアップ
この章では以下の項目について説明しています。
■

最初のバックアップの準備について

■

データのバックアップについて

■

サーバーリストについて

■

サーバーグループについて

■

データのバックアップ

■

1 回限りのバックアップの作成

■

既存のバックアップからの新しいバックアップの作成

■

サーバーグループのバックアップ

■

次にスケジュール設定されたバックアップジョブの実行

■

バックアップの編集

■

バックアップメニューオプション

■

ジョブのクレデンシャルのテストや編集について

■

コンピュータまたはコンピュータのコンテンツに対するクレデンシャルの表示または変
更

■

バックアップするデータの選択について

■

バックアップジョブのファイルの選択または除外について

■

ステージについて

■

バックアップジョブの設定について

■

バックアップセットについて
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■

バックアップしたデータの複製について

■

テスト実行ジョブについて

■

バックアップしたデータの検証について

■

仮想テープライブラリから物理テープデバイスにデータを直接コピーする方法

■

仮想テープライブラリから物理テープデバイスへのデータのコピー

■

すべてのスケジュール済みバックアップジョブのカレンダーでの表示

■

バックアップカレンダーを使用したスケジュールからの日付の除外

最初のバックアップの準備について
データをバックアップする前に、バックアップ方式、バックアップの間隔、データ保持方式
など、システムの使用環境に適合するバックアップ戦略を決定しておく必要があります。
場合によっては、組織内の各部門について異なる戦略を立てます。
p.516 の 「バックアップ戦略について」 を参照してください。
バックアップジョブを実行するための適切なユーザー権限があることを確認してください。
p.151 の 「バックアップジョブで必要なユーザー権限」 を参照してください。
バックアップジョブを作成する前にストレージを設定する必要があります。Backup Exec
は、特定のストレージデバイスやストレージプールのようなデバイスの論理グループを使
うように設定できます。
p.141 の 「［ストレージを設定］ウィザードについて」 を参照してください。
また、次のタスクを実行し、ストレージ用のハードウェアとメディアを効率的に管理すること
ができます。
■

Backup Exec が自動的にバックアップデータの保持を管理できるようにディスクスト
レージを作成する。
p.299 の 「ディスクベースのストレージについて」 を参照してください。

■

ジョブの負荷分散用のストレージデバイスプールを設定する。
p.393 の 「ストレージデバイスプールについて」 を参照してください。

■

テープまたはディスクカートリッジメディアのデータ保持を管理するメディアセットを作
成する。
p.358 の 「メディアセットについて」 を参照してください。

■

ストレージおよびネットワークの帯域幅を最適化する重複排除用ディスクストレージを
作成する。
p.740 の 「Deduplication Option について」 を参照してください。

■

Archiving Option のボルトストアを設定する。
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p.1219 の 「Archiving Option でのボルトストアについて」 を参照してください。

データのバックアップについて
データをバックアップするときは、バックアップ定義と呼ばれるコンテナを作成します。
バックアップ定義には、バックアップ選択項目、バックアップジョブ、およびステージが含
まれます。
表 5-1

バックアップ定義の内容

項目

説明

バックアップ選択項目

バックアップ選択項目には、バックアップ対象として選択したサー
バー、ボリューム、またはデータが含まれます。
p.172 の 「バックアップするデータの選択について 」 を参照してく
ださい。

バックアップジョブと設定

バックアップ定義には、完全バックアップ方式を使用する 1 つの
バックアップジョブが常に含まれます。定期ジョブに増分バック
アップジョブまたは差分バックアップジョブを含めることもできま
す。バックアップジョブの設定には、暗号化、スケジュールオプ
ション、通知などが含まれます。
p.518 の 「バックアップ方式について」 を参照してください。
p.179 の 「バックアップジョブの設定について」 を参照してくださ
い。

ステージ

ステージは、バックアップジョブの際に実行できる省略可能なタス
クです。バックアップ定義には 1 つ以上のステージを含めること
ができます。バックアップデータを複製する、バックアップデータ
を含む仮想マシンを作成する、またはバックアップデータをアー
カイブするステージを作成できます。
p.177 の 「ステージについて」 を参照してください。
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図 5-1

バックアップ定義 (バックアップ選択リスト、完全バックアップと増分
バックアップのジョブ、複製ステージ)

Backup Exec では、データを保護するためのバックアップジョブを作成するときに、次の
ような多数の選択を行えます。
■

単一サーバーのコンテンツを完全または部分的にバックアップする
p.156 の 「データのバックアップ」 を参照してください。

■

複数のサーバーを同時にバックアップする
p.156 の 「データのバックアップ」 を参照してください。

■

バックアップジョブの繰り返しをスケジュール設定する
p.156 の 「データのバックアップ」 を参照してください。

■

一度のみ実行されるバックアップジョブを作成する
p.158 の 「1 回限りのバックアップの作成」 を参照してください。

■

既存のバックアップ定義の設定を使用して新しいバックアップ定義を作成する
p.160 の 「既存のバックアップからの新しいバックアップの作成」 を参照してください。

■

既存のバックアップ定義を編集して、スケジュール、バックアップの選択項目、または
その他の設定を変更する
p.164 の 「バックアップの編集」 を参照してください。

■

類似するコンピュータからサーバーグループを作成し、一度にグループ全体をバック
アップする
p.162 の 「サーバーグループのバックアップ」 を参照してください。

リモートコンピュータを保護するには、リモートコンピュータに Agent for Windows をイン
ストールする必要があります。Agent for Windows は、Windows サーバーやワークス
テーション上で実行されるシステムサービスです。通常バックアップ技術ではネットワーク
との頻繁なやり取りが求められる処理がローカルに実行されるため、バックアップ処理を
効率的に行えます。
p.79 の 「Agent for Windows のインストールについて」 を参照してください。
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バックアップジョブで必要なユーザー権限
バックアップ操作を実行するには、次の Windows ユーザー権限がサービスアカウントと
Backup Exec のログオンアカウントに必要です:
■

オペレーティング システムの一部として機能.

■

トークン オブジェクトの作成

■

ファイルとディレクトリのバックアップ

■

ファイルとディレクトリの復元

■

監査ログおよびセキュリティログを管理する。

■

バッチ ジョブとしてログオン (Windows Vista 以降の場合のみ)。

Windows のオペレーティングシステムのユーザー権限について詳しくは、Microsoft 製
品のマニュアルを参照してください。
p.503 の 「Backup Exec サービスアカウントについて」 を参照してください。
p.488 の 「ログオンアカウントについて」 を参照してください。

サーバーリストについて
［バックアップとリストア］タブで、サーバーリストを表示できます。リストに表示されるサー
バーには、Backup Exec に手動で追加したすべてのサーバーと、カタログ操作中に
Backup Exec が検出したすべてのサーバーが含まれます。バックアップジョブでサーバー
を選択するには、リストにサーバーが追加されている必要があります。
Windows サーバーをサーバーリストに追加する前に、Windows サーバーには Agent
for Windows をインストールしておく必要があります。Backup Exec に Windows サー
バーを追加するときは、それらのサーバーにリモートから Agent for Windows をインス
トールするオプションが提示されます。
p.152 の 「サーバーリストへのサーバーの追加」 を参照してください。
また、サーバーリストからサーバーのアクティビティとジョブ状態を監視することもできます。
デフォルトでは、Backup Exec にはサーバーのアラート、バックアップ状態、バックアップ
ジョブの過去 7 日間のカレンダーが表示されます。また、スケジュール設定された過去の
バックアップと今後のバックアップの日時も表示されます。このリストの列をカスタマイズし
て追加情報を表示できます。
各サーバーに関する次の詳細をリストに表示するように選択できます。
■

サーバー

■

アクティブアラート

■

状態
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■

過去 7 日間のバックアップジョブ

■

直前のバックアップ

■

次のバックアップ

■

サーバーの種類

■

サーバーのバージョン

■

Backup Exec のバージョン

■

データソースの種類

■

バックアップ選択項目

■

進捗率

■

経過時間

■

バイト数

■

平均スループット

Backup Exec を使った監視やバックアップが必要なくなったサーバーは、サーバーリスト
から削除できます。
p.153 の 「サーバーリストからのサーバーの削除」 を参照してください。

サーバーリストへのサーバーの追加
バックアップ定義を作成する前に、保護対象とするサーバーをサーバーリストに追加する
必要があります。
p.151 の 「サーバーリストについて」 を参照してください。
サーバーをサーバーリストに追加する方法

1

［サーバー］グループの［バックアップとリストア］タブで、［追加］をクリックします。

2

サーバーリストに 1 つ以上のサーバーを追加して手順を完了します。
メモ: Backup Exec で［バックアップするデータを検出］オプションを使用した場合、
検出されたサーバーは［サーバーに Agent for Windows がインストールされてい
ません］という見出しの［参照］ダイアログボックスに表示されます。
p.527 の 「バックアップするデータの検出について」 を参照してください。
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サーバーリストからのサーバーの削除
Backup Exec を使った監視やバックアップが必要なくなったサーバーは、サーバーリスト
から削除できます。
p.151 の 「サーバーリストについて」 を参照してください。
メモ: ジョブが保留中のスケジュールが設定されたサーバーをリストから削除した場合、
ジョブは削除されます。ジョブはスケジュールどおりに実行されません。サーバーをバック
アップする場合は、ジョブのリストからサーバーを削除しないでください。
サーバーをサーバーリストから削除する方法

1

［バックアップとリストア］タブで、サーバーリストから削除するサーバーを右クリックし
ます。

2

［リムーブ］をクリックします。

3

［はい］をクリックして、選択したサーバーをサーバーリストから削除することを確認し
ます。

サーバーグループについて
サーバーグループを使用すると、サーバーリストのサーバー情報を整理して表示できま
す。任意の条件に基づいてサーバーグループを作成できます。特定の場所に存在する
特定の種類のデータまたはサーバーを使用してサーバーをグループ化できます。次に
サーバーグループを表示するときには、選択したサーバーグループのみがサーバーリス
トに表示されます。サーバーグループを表示すると、グループのすべてのサーバーの状
態をすばやくを一目で監視できます。また、サーバーグループ全体をバックアップするこ
ともできます。
サーバーグループをダブルクリックして、サーバーグループのジョブ、ジョブ履歴、アクティ
ブアラートに関するより詳細な情報を表示できます。
Backup Exec には、［すべてのサーバー］という事前に設定された 1 つのサーバーグルー
プが用意されています。［すべてのサーバー］サーバーグループには、Backup Exec サー
バーのサーバーリストにあるすべてのサーバーが含まれています。［すべてのサーバー］
サーバーグループは削除または編集できません。
p.154 の 「サーバーグループの表示」 を参照してください。
p.154 の 「サーバーグループの作成」 を参照してください。
p.154 の 「サーバーグループの編集」 を参照してください。
p.156 の 「サーバーグループの削除」 を参照してください。
p.162 の 「サーバーグループのバックアップ」 を参照してください。
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サーバーグループの表示
サーバーグループを作成して、サーバーリストのサーバー情報を整理して表示できます。
サーバーグループを表示するには、［グループ］ペインを有効にする必要があります。
p.153 の 「サーバーグループについて」 を参照してください。
サーバーグループを表示する方法

1

［バックアップとリストア］タブの［表示］グループで、［グループ］をクリックします。

2

［有効にする］を選択します。
［有効にする］オプションでは、サーバーリストの左側に［グループ］ペインを表示した
り、これを非表示にしたりできます。

サーバーグループの作成
サーバーグループを使用すると、サーバーリストのサーバー情報を整理して表示できま
す。サーバーグループに追加するサーバーを選択します。たとえば、特定の場所に存在
する特定の種類のデータまたはサーバーを使用してサーバーをグループ化できます。
p.153 の 「サーバーグループについて」 を参照してください。
サーバーグループを作成する方法

1

［バックアップとリストア］タブの［表示］グループで、［グループ］をクリックします。

2

［追加］を選択します。

3

必要なオプションを設定します。
p.155 の 「［サーバーグループ］オプション」 を参照してください。

4

［OK］をクリックします。

サーバーグループの編集
サーバーグループを使用すると、サーバーリストのサーバー情報を整理して表示できま
す。既存のサーバーグループを編集できます。
p.153 の 「サーバーグループについて」 を参照してください。
次の操作を行うことができます。
■

サーバーをサーバーグループに追加する。

■

サーバーグループからサーバーを削除する。

■

サーバーグループの名前を変更する。

■

サーバーグループの説明を変更する。

第 5 章 バックアップ
サーバーグループについて

サーバーグループの表示や編集を行うには、［グループ］ペインを有効にする必要があり
ます。
p.154 の 「サーバーグループの表示」 を参照してください。
サーバーグループを編集する方法

1

［バックアップとリストア］タブの［グループ］ペインで、編集するグループを右クリック
します。

2

［編集］を選択します。

3

必要なオプションを設定します。
p.155 の 「［サーバーグループ］オプション」 を参照してください。

4

［OK］をクリックします。

［サーバーグループ］オプション
サーバーグループを作成して、サーバーリストのサーバー情報を整理して表示できます。
既存のサーバーグループを編集できます。
次の操作を行うことができます。
■

サーバーをサーバーグループに追加する。

■

サーバーグループからサーバーを削除する。

■

サーバーグループの名前を変更する。

■

サーバーグループの説明を変更する。

p.154 の 「サーバーグループの作成」 を参照してください。
p.154 の 「サーバーグループの編集」 を参照してください。
表 5-2

［サーバーグループ］オプション

項目

説明

グループ名:

サーバーグループの名前を指定します。
サーバーグループの名前は、［グループ］ペインに表示されます。
後でサーバーグループを簡単に識別できるように一意の名前を
選択する必要があります。

説明

サーバーグループの一意の説明を入力します。
このフィールドに入力した説明は、サーバーグループの名前とと
もに［グループ］ペインに表示されます。後で簡単にサーバーグ
ループを識別できるようにこのフィールドに一意の説明を入力で
きます。説明は省略可能です。
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項目

説明

名前に含まれる内容

選択結果のフィルタに使用するサーバー名の一部または全部を
入力できます。

サーバーの種類

選択結果のフィルタに使用するサーバーの種類を選択できます。

データソース

選択結果のフィルタに使用するサーバーのデータソースを選択
できます。
データソースには、特定の種類のアプリケーションデータ、ファイ
ル、フォルダが含まれます。

名前

サーバーグループに追加できるサーバーの名前が表示されま
す。

サーバーの種類

サーバーの種類を表示します。

バージョン

各サーバーのオペレーティングシステムが表示されます。

サーバーグループの削除
サーバーグループを使用すると、サーバーリストの特定のサーバーのみを表示できます。
不要になったサーバーグループは削除できます。サーバーグループを削除してもサー
バーは Backup Exec から削除されません。サーバーグループを削除してもこのグルー
プに属するサーバーのバックアップや監視を行うことができます。
p.153 の 「サーバーグループについて」 を参照してください。
サーバーグループの表示や削除を行うには、［グループ］ペインを有効にする必要があり
ます。
p.154 の 「サーバーグループの表示」 を参照してください。
サーバーグループを削除する方法

1

［バックアップとリストア］タブの［グループ］ペインで、削除するグループを右クリック
します。

2

［削除］を選択します。

3

サーバーグループを削除することを確認します。

データのバックアップ
バックアップ定義は、データを選択し、必要なプロパティを設定することで作成できます。
p.149 の 「データのバックアップについて」 を参照してください。
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バックアップ定義を作成する前に、ストレージを設定し、サーバーのリストにサーバーを追
加してください。
p.141 の 「［ストレージを設定］ウィザードについて」 を参照してください。
p.151 の 「サーバーリストについて」 を参照してください。
データをバックアップする方法

1

2

［バックアップとリストア］タブで、次のいずれかを実行します。
■

単一のサーバーをバックアップするには、サーバー名を右クリックしてください。

■

複数のサーバーをバックアップするには、Shift キーまたは Ctrl キーを押しなが
らサーバー名をクリックし、選択したいずれかのサーバーを右クリックします。

［バックアップ］メニューで、使用するバックアップオプションを選択します。
p.165 の 「バックアップメニューオプション」 を参照してください。

3

［名前］フィールドで、バックアップ定義の一意の名前を入力してください。
メモ: 複数のサーバーからデータをバックアップする場合、Backup Exec は［名前］
フィールドに入力したテキストにサーバー名を追記します。Backup Exec は、ユー
ザーが入力したサーバー名とテキストを使用して、バックアップ定義ごとに固有の名
前を作成します。
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4

次のいずれかを実行します。
バックアップ選択項目にアクセスするのに
［Selections］のボックスで、［クレデンシャル
Backup Exec が使用するクレデンシャルを編 のテストと編集］をクリックしてください。
集またはテストするには
p.169 の 「ジョブのクレデンシャルのテストや編
集について」 を参照してください。
バックアップの選択項目を変更する方法

［Selections］のボックスで、［編集］をクリック
してください。
p.172 の 「バックアップするデータの選択につ
いて 」 を参照してください。

ステージをバックアップ定義に追加する方法 ［バックアップ］ボックスで［段階を追加］をクリッ
クします。
p.177 の 「ステージについて」 を参照してくだ
さい。
ジョブ設定を変更するには

［バックアップ］のボックスで、［編集］をクリック
してください。
p.179 の 「バックアップジョブの設定について」
を参照してください。

5

バックアップ定義の設定が終わったら、［バックアッププロパティ］ダイアログボックス
で［OK］をクリックします。

1 回限りのバックアップの作成
1 回限りのバックアップジョブは、1 回の実行のみで、定期的なインスタンスをともなわな
いジョブです。サーバーをアップグレードしたり、新しいソフトウェアをインストールしたりす
る前のサーバーのベースライン構築時に、1 回限りのバックアップジョブを作成できます。
1 回限りのバックアップジョブは、定期実行ジョブとともに保存されることなく、Backup Exec
での実行後に削除されます。1 回限りのバックアップジョブが完了した後にジョブの情報
を確認する場合は、ジョブ履歴を表示します。
p.149 の 「データのバックアップについて」 を参照してください。
p.255 の 「ジョブ履歴について」 を参照してください。
1 回限りのバックアップジョブは、すでにスケジュールされているジョブには影響を与えま
せん。
メモ: 1 回限りのバックアップにはステージを追加できません。
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バックアップ定義を作成する前に、ストレージを設定し、サーバーのリストにサーバーを追
加してください。
p.141 の 「［ストレージを設定］ウィザードについて」 を参照してください。
p.151 の 「サーバーリストについて」 を参照してください。
1 回限りのバックアップを作成する方法

1

［バックアップとリストア］タブで、次のいずれかを実行します。
■

単一のサーバーをバックアップするには、サーバー名を選択してください。

■

複数のサーバーをバックアップするには、Shift キーを押しながらサーバー名を
クリック、または Ctrl キーを押しながらサーバー名をクリックします。

2

［バックアップ］グループで［1 回限りのバックアップ］をクリックします。

3

使用する 1 回限りのバックアップ方式を選択します。

4

［名前］フィールドで、バックアップ定義の一意の名前を入力してください。
メモ: 複数のサーバーからデータをバックアップする場合、Backup Exec は［名前］
フィールドに入力したテキストにサーバー名を追記します。Backup Exec は、ユー
ザーが入力したサーバー名とテキストを使用して、バックアップ定義ごとに固有の名
前を作成します。

5

次のいずれかを実行します。
バックアップ選択項目にアクセスするのに
［Selections］のボックスで、［クレデンシャル
Backup Exec が使用するクレデンシャルを編 のテストと編集］をクリックしてください。
集またはテストするには
p.169 の 「ジョブのクレデンシャルのテストや編
集について」 を参照してください。
バックアップの選択項目を変更する方法

［Selections］のボックスで、［編集］をクリック
してください。
p.172 の 「バックアップするデータの選択につ
いて 」 を参照してください。

ジョブ設定を変更するには

［バックアップ］のボックスで、［編集］をクリック
してください。
p.179 の 「バックアップジョブの設定について」
を参照してください。

6

バックアップ定義の設定が終わったら、［バックアッププロパティ］ダイアログボックス
で［OK］をクリックします。
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既存のバックアップからの新しいバックアップの作成
既存のバックアップ定義に類似しているバックアップ定義を作成する場合は、既存の定
義の設定を新しい定義に適用できます。バックアップ方式、ジョブの設定、ステージは、
バックアップするために選択したサーバーの新しいバックアップ定義にコピーされます。
必要な操作はバックアップ対象の選択のみです。必要に応じて、任意のジョブ設定を変
更できます。
p.149 の 「データのバックアップについて」 を参照してください。
既存のバックアップから新しいバックアップを作成する方法

1

［バックアップとリストア］タブで、次のいずれかを実行します。
■

単一のサーバーをバックアップするには、サーバー名を右クリックしてください。

■

複数のサーバーをバックアップするには、Shift キーまたは Ctrl キーを押しなが
らサーバー名をクリックし、選択したいずれかのサーバーを右クリックします。

2

［バックアップ］メニューで、［既存のバックアップの設定を使用して新しいバックアッ
プを作成］を選択してください。

3

新しい定義に適用する設定を含む既存のバックアップ定義を選択し、［OK］をクリッ
クします。
p.161 の 「バックアップジョブ選択オプション」 を参照してください。

4

［名前］フィールドで、新しいバックアップ定義の一意の名前を入力します。
メモ: 複数のサーバーからデータをバックアップする場合、Backup Exec は［名前］
フィールドに入力したテキストにサーバー名を追記します。Backup Exec は、ユー
ザーが入力したサーバー名とテキストを使用して、バックアップ定義ごとに固有の名
前を作成します。
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5

次のいずれかを実行します。
バックアップ選択項目にアクセスするのに
［Selections］のボックスで、［クレデンシャル
Backup Exec が使用するクレデンシャルを編 のテストと編集］をクリックしてください。
集またはテストするには
p.169 の 「ジョブのクレデンシャルのテストや編
集について」 を参照してください。
バックアップの選択項目を変更する方法

［Selections］のボックスで、［編集］をクリック
してください。
p.172 の 「バックアップするデータの選択につ
いて 」 を参照してください。

ステージをバックアップ定義に追加する方法 ［バックアップ］ボックスで［段階を追加］をクリッ
クします。
p.177 の 「ステージについて」 を参照してくだ
さい。
ジョブ設定を変更するには

［バックアップ］のボックスで、［編集］をクリック
してください。
p.179 の 「バックアップジョブの設定について」
を参照してください。

6

バックアップ定義の設定が終わったら、［バックアッププロパティ］ダイアログボックス
で［OK］をクリックします。

バックアップジョブ選択オプション
バックアップ定義を選択して編集するか、その設定をコピーして新しいバックアップ定義
を作成できます。
p.164 の 「バックアップの編集」 を参照してください。
p.160 の 「既存のバックアップからの新しいバックアップの作成」 を参照してください。
表 5-3

バックアップジョブ選択オプション

項目

説明

名前に含まれる内容

バックアップ定義名の一部または全部を入力して、選択結果を
フィルタできます。

名前

選択したサーバーのバックアップ定義名を表示します。

サーバー

バックアップしたサーバーの名前を表示します。

選択項目

バックアップするように選択されたデータを表示します。
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サーバーグループのバックアップ
サーバーグループの作成は、ネットワーク上のサーバーの管理と監視に役立ちます。ま
た、サーバーグループ全体を一度にバックアップすることもできます。
p.153 の 「サーバーグループについて」 を参照してください。
p.149 の 「データのバックアップについて」 を参照してください。
バックアップ定義を作成する前に、ストレージを設定し、サーバーのリストにサーバーを追
加してください。
p.141 の 「［ストレージを設定］ウィザードについて」 を参照してください。
p.151 の 「サーバーリストについて」 を参照してください。
サーバーグループをバックアップする方法

1

［バックアップとリストア］タブの［表示］グループで、［グループ］をクリックします。

2

［有効にする］をクリックします。

3

［グループ］ペインで、バックアップするサーバーグループを右クリックしてください。

4

［バックアップ］メニューで、使用するバックアップオプションを選択してください。
p.165 の 「バックアップメニューオプション」 を参照してください。

5

［名前］フィールドで、バックアップ定義の一意の名前を入力してください。
メモ: 複数のサーバーからのデータをバックアップするとき、Backup Exec は［名前］
フィールドで入力したテキストにサーバー名を追記します。 Backup Exec は、ユー
ザーが入力したサーバー名とテキストを使用して、バックアップ定義ごとに固有の名
前を作成します。
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6

次のいずれかを実行します。
バックアップ選択項目にアクセスするのに
［Selections］のボックスで、［クレデンシャル
Backup Exec が使用するクレデンシャルを編 のテストと編集］をクリックしてください。
集またはテストするには
p.169 の 「ジョブのクレデンシャルのテストや編
集について」 を参照してください。
バックアップの選択項目を変更する方法

［Selections］のボックスで、［編集］をクリック
してください。
p.172 の 「バックアップするデータの選択につ
いて 」 を参照してください。

ステージをバックアップ定義に追加する方法 ［バックアップ］ボックスで［段階を追加］をクリッ
クします。
p.177 の 「ステージについて」 を参照してくだ
さい。
ジョブ設定を変更するには

［バックアップ］のボックスで、［編集］をクリック
してください。
p.179 の 「バックアップジョブの設定について」
を参照してください。

7

バックアップ定義の設定が終わったら、［バックアッププロパティ］ダイアログボックス
で［OK］をクリックします。

次にスケジュール設定されたバックアップジョブの実行
バックアップ定義で次にスケジュール設定されたバックアップジョブをいつでも実行でき
ます。スケジュール設定されたバックアップジョブを早い段階で実行することで、重要な
データを確実にバックアップし、スケジュール設定されたジョブを正常に完了することがで
きます。スケジュール設定されたバックアップジョブを早い段階で実行しても通常のスケ
ジュールに影響が及ぼされることはありません。この場合でも、ジョブはスケジュールどお
りに正常に実行されます。
p.149 の 「データのバックアップについて」 を参照してください。
次にスケジュール設定されたバックアップジョブを実行する方法

1

Backup and Restoreタブで、次のいずれかを実行します。
■

単一サーバーのバックアップジョブの次にスケジュール設定されたバックアップ
を実行するには、サーバー名を右クリックします。
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■

複数のサーバーのバックアップジョブの次にスケジュール設定されたバックアッ
プを実行するには、Shift キーまたは Ctrl キーを押しながら複数のサーバー名
をクリックし、選択したサーバーのうち 1 つを右クリックします。

2

［次のバックアップを今すぐに実行］をクリックします。

3

ジョブを今すぐ実行することを確認して、［はい］をクリックします。

バックアップの編集
既存のバックアップ定義を編集できます。
p.149 の 「データのバックアップについて」 を参照してください。
メモ: バックアップ定義に含まれるバックアップジョブの 1 つを実行している間、そのバッ
クアップ定義は編集できません。
バックアップを編集する方法

1

［バックアップとリストア］タブで、次のいずれかを実行します。
■

単一サーバーのバックアップを編集するには、サーバー名を右クリックします。

■

複数のサーバーのバックアップを編集するには、Shift キーを押しながらサー
バー名をクリック、または Ctrl キーを押しながらサーバー名をクリックして、選択
したサーバーの 1 つを右クリックします。

2

Edit Backupsをクリックしてください。

3

選択したサーバーに複数のバックアップ定義がある場合、［バックアップジョブ選択］
ダイアログボックスで編集する定義を選択します。次に、［OK］をクリックします。
p.161 の 「バックアップジョブ選択オプション」 を参照してください。
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4

次のいずれかを実行します。
バックアップ選択項目にアクセスするのに
［Selections］のボックスで、［クレデンシャル
Backup Exec が使用するクレデンシャルを編 のテストと編集］をクリックしてください。
集またはテストするには
p.169 の 「ジョブのクレデンシャルのテストや編
集について」 を参照してください。
バックアップの選択項目を変更する方法

［Selections］のボックスで、［編集］をクリック
してください。
p.172 の 「バックアップするデータの選択につ
いて 」 を参照してください。

ステージをバックアップ定義に追加する方法 ［バックアップ］ボックスで［段階を追加］をクリッ
クします。
p.177 の 「ステージについて」 を参照してくだ
さい。
ジョブ設定を変更するには

［バックアップ］のボックスで、［編集］をクリック
してください。
p.179 の 「バックアップジョブの設定について」
を参照してください。

メモ: 複数のバックアップ定義を今すぐ編集することを選択した場合、定義に共通の
プロパティのみを編集できます。たとえば、2 つのバックアップ定義を今すぐ編集す
ることを選択し、2 つの定義が異なるバックアップ選択項目を使用する場合、選択項
目は編集できません。 編集する設定が表示されない場合は、この手順を繰り返しま
す。ただし編集する定義は一度に 1 つのみ選択してください。

5

バックアップ定義の編集が終了したら、［バックアップジョブのプロパティ］ダイアログ
ボックスで［OK］をクリックします。

バックアップメニューオプション
バックアップ定義を作成するとき、バックアップセットを送信するストレージの種類を選択
する必要があります。
p.141 の 「［ストレージを設定］ウィザードについて」 を参照してください。
バックアップジョブに加えて、追加の操作または手順としてステージを選択することもでき
ます。
p.177 の 「ステージについて」 を参照してください。
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Backup Exec には、異なる種類のストレージとステージを組み合わせた事前設定済みの
バックアップメニューオプションが用意されています。バックアップ定義を作成するとき、
最初にこれらのバックアップメニューオプションのいずれかを選択します。バックアップメ
ニューオプションにステージを追加して、さらにジョブをカスタマイズすることができます。
メモ: バックアップメニューオプションは、システムがバックアップメニューオプションをサ
ポートするように設定されている場合にのみ表示されます。たとえば、テープストレージデ
バイスがない場合、バックアップメニューオプションのリストにテープへのバックアップオプ
ションは表示されません。
次のバックアップメニューオプションから選択できます。
表 5-4

バックアップメニューオプション

バックアップメニューオプション

説明

重複排除用ディスクストレージにバックアップす 重複排除用ストレージデバイスにバックアップ
る
データを送信します。
p.748 の 「重複排除用ディスクストレージについ
て」 を参照してください。
重複排除用ディスクストレージにバックアップし バックアップデータを重複排除用ストレージデバ
てから重複排除用ディスクストレージに複製する イスに送り、次に重複排除用ストレージデバイス
用にバックアップセットの複製コピーを作成しま
す。
p.748 の 「重複排除用ディスクストレージについ
て」 を参照してください。
p.212 の 「バックアップしたデータの複製につい
て」 を参照してください。
重複排除用ディスクストレージにバックアップし
てからテープに複製する

バックアップデータを重複排除用ストレージデバ
イスに送り、次にテープストレージ用にバックアッ
プセットの複製コピーを作成します。
p.748 の 「重複排除用ディスクストレージについ
て」 を参照してください。
p.212 の 「バックアップしたデータの複製につい
て」 を参照してください。
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バックアップメニューオプション

説明

重複排除用ディスクストレージにバックアップし
てから仮想マシンに変換する

バックアップデータを重複排除用ストレージデバ
イスに送り、次にバックアップセットの複製コピー
を仮想マシンに変換します。
p.748 の 「重複排除用ディスクストレージについ
て」 を参照してください。
p.429 の 「仮想マシンへの変換について」 を参照
してください。

重複排除用ディスクストレージにバックアップす バックアップデータを重複排除用ストレージデバ
るのと同時に仮想マシンに変換する
イスに送ると同時に、バックアップセットの複製コ
ピーを仮想マシンに変換します。
p.748 の 「重複排除用ディスクストレージについ
て」 を参照してください。
p.429 の 「仮想マシンへの変換について」 を参照
してください。
重複排除用ディスクストレージにバックアップし
てからアーカイブする

バックアップデータを重複排除用ストレージデバ
イスに送り、次にアーカイブストレージ用にバック
アップセットの複製コピーを作成します。
p.748 の 「重複排除用ディスクストレージについ
て」 を参照してください。
p.1182 の 「Archiving Option について」 を参照
してください。

ディスクにバックアップする

ディスクストレージデバイスにバックアップデータ
を送信します。
p.299 の 「ディスクベースのストレージについて」
を参照してください。

ディスクにバックアップしてからテープに複製

バックアップデータをディスクに送信し、次にテー
プストレージ用にバックアップセットの複製コピー
を作成します。
p.299 の 「ディスクベースのストレージについて」
を参照してください。
p.212 の 「バックアップしたデータの複製につい
て」 を参照してください。
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バックアップメニューオプション

説明

ディスクにバックアップしてから仮想マシンに変
換

バックアップデータをディスクストレージデバイス
に送り、次にバックアップセットの複製コピーを仮
想マシンに変換します。
p.429 の 「仮想マシンへの変換について」 を参照
してください。

ディスクにバックアップするのと同時に仮想マシ バックアップデータをディスクストレージデバイス
ンに変換
に送ると同時に、バックアップセットの複製コピー
を仮想マシンに変換します。
p.429 の 「仮想マシンへの変換について」 を参照
してください。
ディスクにバックアップしてからアーカイブする

バックアップデータをディスクに送信し、次にアー
カイブストレージ用にバックアップセットの複製コ
ピーを作成します。
p.299 の 「ディスクベースのストレージについて」
を参照してください。
p.1182 の 「Archiving Option について」 を参照
してください。

テープにバックアップ

テープストレージにバックアップデータを送信し
ます。
p.328 の 「テープドライブおよびロボットライブラリ
について」 を参照してください。

テープにバックアップしてからアーカイブする

バックアップデータをテープに送信し、次にアー
カイブストレージ用にバックアップセットの複製コ
ピーを作成します。
p.328 の 「テープドライブおよびロボットライブラリ
について」 を参照してください。
p.1182 の 「Archiving Option について」 を参照
してください。

合成バックアップを作成

完全バックアップと後続の増分バックアップから
のデータを結合して合成バックアップを作成しま
す。
p.1034 の 「合成バックアップ機能について」 を参
照してください。
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バックアップメニューオプション

説明

ディスクにバックアップしてからクラウドに複製す バックアップデータをディスクに送信し、次にクラ
る
ウドストレージ用にバックアップセットの複製コ
ピーを作成します。
p.299 の 「ディスクベースのストレージについて」
を参照してください。
p.212 の 「バックアップしたデータの複製につい
て」 を参照してください。
既存のバックアップの設定を使用して新しいバッ 既存のバックアップ定義を選択し、その設定を新
クアップを作成
しいバックアップ定義に適用します。
p.160 の 「既存のバックアップからの新しいバック
アップの作成」 を参照してください。

ジョブのクレデンシャルのテストや編集について
バックアップするコンテンツへのアクセス用にクレデンシャルが適切に設定されているか
どうかを確認するには、テストを実行します。コンテンツへのアクセス用に正しいクレデン
シャルが設定されていないと、バックアップジョブは失敗します。バックアップ定義を作成
するときにクレデンシャルをテストできます。 コンピュータまたはコンピュータのコンテンツ
のクレデンシャルを変更する必要がある場合は、バックアップの作成時または編集時に
［クレデンシャルのテストと編集］ダイアログボックスから変更します。
メモ: 仮想マシンのクレデンシャルはテストできませんが、正しいクレデンシャルを指定す
ればジョブは実行されます。 ジョブが失敗した場合、別のクレデンシャルでジョブを再試
行する必要がある場合があります。
p.149 の 「データのバックアップについて」 を参照してください。
p.169 の 「クレデンシャルのテストと編集のオプション」 を参照してください。
コンピュータまたはコンピュータのコンテンツのクレデンシャルは、［クレデンシャル］ペイ
ンの［バックアップとリストア］タブからも変更できます。
p.170 の 「コンピュータまたはコンピュータのコンテンツに対するクレデンシャルの表示ま
たは変更」 を参照してください。
p.171 の 「クレデンシャルのプロパティ」 を参照してください。

クレデンシャルのテストと編集のオプション
ジョブを実行する前に、コンピュータやコンテンツのクレデンシャルをテストしたり編集した
りできます。
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p.169 の 「ジョブのクレデンシャルのテストや編集について」 を参照してください。
表 5-5

クレデンシャルのテストと編集のオプション

項目

説明

名前

各コンピュータの名前やバックアップジョブに含まれるコンテンツ
を一覧表示します。

ログオンアカウント

コンピュータまたはコンテンツにアクセスするために Backup Exec
で使用されるログオンアカウントを一覧表示します。
クレデンシャルテストが失敗した場合や、コンピュータやコンテン
ツのアカウントを変更する場合は、新しいログオンアカウントを選
択します。 新しいログオンアカウントは［<新しいログオンアカウン
ト>］オプションを使って入力できます。
p.499 の 「［ログオンクレデンシャルの追加］オプション」 を参照し
てください。

クレデンシャルの状態

クレデンシャルを使ってコンピュータやコンテンツに正常にアクセ
スできたかどうかを示します。

最終試行日

クレデンシャルのテストが最後に実行された時間を示します。

すべてをテスト

すべてのクレデンシャルをテストして、バックアップジョブでコン
ピュータやコンテンツにアクセスできることを確認します。

選択項目をテスト

コンピュータやコンテンツにアクセスできることを確認するために、
選択したクレデンシャルのみをテストします。

テストのキャンセル

実行中のテストをキャンセルします。

コンピュータまたはコンピュータのコンテンツに対するク
レデンシャルの表示または変更
Backup Exec を使用して保護するコンピュータ、またはコンピュータのコンテンツに対す
るクレデンシャルを表示または編集できます。コンテンツへのアクセスに必要なクレデン
シャルが Backup Exec に設定されていない場合、ジョブは失敗します。バックアップ定
義を作成するときにクレデンシャルをテストできます。
p.169 の 「ジョブのクレデンシャルのテストや編集について」 を参照してください。
Backup Exec がアクセスできるように、コンテンツのクレデンシャルを変更する必要が生
じる場合があります。クレデンシャルテストが失敗したり、コンテンツのクレデンシャルが変
更されたりした場合、そのコンテンツの新しいクレデンシャルを入力できます。
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コンピュータまたはコンピュータのコンテンツに対するクレデンシャルの表示または変更

1

［バックアップとリストア］タブで、プロパティを表示するサーバーをダブルクリックしま
す。

2

左側のペインで、［クレデンシャル］をクリックします。

3

表示される情報を確認または編集します。
p.171 の 「クレデンシャルのプロパティ」 を参照してください。

クレデンシャルのプロパティ
コンピュータまたはコンピュータのコンテンツのクレデンシャルを表示または編集できま
す。
p.170 の 「コンピュータまたはコンピュータのコンテンツに対するクレデンシャルの表示ま
たは変更」 を参照してください。
表 5-6

クレデンシャルのプロパティ

項目

説明

バックアップのソース

コンピュータの名前、およびコンピュータのコンテンツをリストしま
す。

バックアップ選択

このコンピュータに対するバックアップの選択が［すべて］、［一
部］、または［なし］のいずれであるかを示します。

バックアップ状態

コンテンツごとの現在のバックアップ状態をリストします。

ログオンアカウント

コンピュータまたはコンテンツにアクセスするために Backup Exec
で使用されるログオンアカウントを一覧表示します。
クレデンシャルテストが失敗した場合や、コンピュータやコンテン
ツのアカウントを変更する場合は、新しいログオンアカウントを選
択します。新しいログオンアカウントは［<新しいログオンアカウン
ト>］オプションを使って入力できます。
p.499 の 「［ログオンクレデンシャルの追加］オプション」 を参照し
てください。

クレデンシャルの状態

クレデンシャルを使ってコンピュータやコンテンツに正常にアクセ
スできたかどうかを示します。クレデンシャルをテストしなかった場
合、Backup Exec によって［不明、テスト］と表示されます。

最終試行日

クレデンシャルのテストが最後に実行された時間を示します。
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バックアップするデータの選択について
サーバーをバックアップするときに、Backup Exec はデフォルトでバックアップの選択項
目にサーバー上のすべてのデータを含めます。バックアップの選択項目を変更する場合
は、［バックアップジョブのプロパティ］ダイアログボックスの［選択］ボックスから変更できま
す。
p.156 の 「データのバックアップ」 を参照してください。
サーバー上のすべてのデータをバックアップするのではなく、ドライバ、フォルダ、ファイ
ル、システム状態、ネットワーク共有、またはデータベースを［参照］タブで選択できます。
項目の表示を展開または折りたたむには、対象項目の左側にある矢印をクリックするか、
項目名をダブルクリックします。項目の内容を表示するには、その項目のアイコンをダブ
ルクリックします。項目の内容が［バックアップ選択］ビューの右側の表示領域に表示され
ます。どちら側のウィンドウからでも、表示されているフォルダまたはサブフォルダをクリッ
クし、表示する階層を変更することができます。
このジョブ用に選択されたスケジュールオプションで、$s より遅く開始することはできませ
ん。そのジョブは未処理および再スケジュール対象であるとみなされます。スケジュール
オプションを調べて、ジョブの実行を完了するのに十分な時間が設定されているかを確
認します。
リモート選択項目を表示するときにコンピュータの内容を展開するには、有効なログオン
アカウントが必要です。デフォルトのログオンアカウントでリモート選択項目にアクセスでき
ない場合は、既存の別のログオンアカウントを選択するためのダイアログボックスが表示
されます。選択項目へのアクセスが可能な新しいログオンアカウントを作成することもでき
ます。
バックアップにデータを含めるには、バックアップするドライブまたはディレクトリの横にあ
るチェックボックスを選択します。
図 5-2

単一サーバーのデータの選択
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［選択の詳細］タブを使用して、特定のファイルや特定のファイルタイプを含めたり、除外
したりすることができます。
p.174 の 「バックアップジョブのファイルの選択または除外について」 を参照してください。
複数のサーバーのデータをバックアップする場合には、選択項目は 1 つのダイアログボッ
クスにまとめて表示されます。同じようなタイプの内容は 1 つにまとめられます。バックアッ
プの選択項目を編集できますが、バックアップの選択項目はバックアップする各サーバー
に適用されます。たとえば、2 つのサーバーをバックアップする場合、両方のシステム状
態を選択、または選択解除できます。しかし、1 つのサーバーのシステム状態をバックアッ
プして、もう 1 つのサーバーのシステム状態をバックアップしないように選択することはで
きません。同時に複数のサーバーをバックアップする場合、個々のファイルおよびフォル
ダを選択することはできません。複数のサーバー全体をバックアップする場合、複数の
サーバーを選択するのが効率的です。各サーバーに対してより詳細な選択を行ってバッ
クアップする場合、それらを別個に選択して、新しいバックアップジョブを作成する必要が
あります。
図 5-3

複数サーバーのデータの選択

重要なシステムコンポーネントがすべてバックアップジョブの選択対象に含まれている場
合は、選択を実行するペインの［Simplified Disaster Recovery］のインジケータが［オ
ン］になります。重要なシステムコンポーネントのファイルのうち 1 つ以上を選択解除する
と、インジケータは［オフ］に変わります。
p.529 の 「重要なシステムコンポーネントのバックアップについて 」 を参照してください。
重要なシステムコンポーネントを選択解除する場合、バックアップデータを不適格とみな
して、特定のタイプのリストアシナリオにバックアップデータが使用されないようにすること
ができます。
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次のリストアシナリオのいずれかを使用する場合は、重要なすべてのシステムコンポーネ
ントをバックアップ選択項目に含める必要があります。
■

Simplified Disaster Recovery

■

物理から仮想へ

■

バックアップセットから仮想へ

■

オンラインディザスタリカバリ

バックアップジョブのファイルの選択または除外について
バックアップ定義のバックアップ選択項目を変更する場合、［バックアップジョブのプロパ
ティ］ダイアログボックスの［選択］ボックスから変更できます。［選択の詳細］タブでは、ファ
イル属性を選択してバックアップ用のファイルを簡単に選択したり、除外したりできます。
除外は増分バックアップジョブおよび差分バックアップジョブに追加できますが、完全バッ
クアップジョブには追加できません。
次のいずれかを実行できます。
■

サブディレクトリを含めたり、除外できます。たとえば、親フォルダをその下位にあるフォ
ルダを除外してバックアップできます。

■

修正したファイルのみを含めることができます。たとえば、前回のバックアップジョブ以
降に変更されたファイルのみをバックアップできます。

■

読み取り専用ファイルのみを含めることができます。

■

ファイル名属性を指定し、その属性のファイルをバックアップの対象に含めたり、バッ
クアップの対象から除外したりすることができます。たとえば、拡張子 .txt のファイル
のみをバックアップしたり、拡張子 .exe のファイルをバックアップから除外することが
できます。存在しない属性を使用してファイルを除外すると、その種類のすべてのファ
イルが除外されます。たとえば、SQL データベースの日付に基づいて除外した場合、
SQL データベースには日付属性がないため、グローバル SQL エクスクルードが実行
されます。

■

日付の範囲を指定し、該当するファイルのみを選択できます。たとえば、12 月に作成
または修正したファイルをバックアップの対象として選択できます。

■

期間 (日数) を指定し、その期間アクセスされていないファイルをバックアップの対象
として選択することができます。たとえば、My Documents フォルダ内に存在する過
去 30 日間アクセスされなかったファイルを選択できます。その後、ファイルをバック
アップして削除する方式を選択した完全バックアップジョブを実行します。
Backup Exec Archiving Option はデータアーカイブに対してさらに機能を提供しま
す。
p.1182 の 「Archiving Option について」 を参照してください。
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グローバルな除外を設定することもできます。グローバルな除外は、作成するすべての
バックアップジョブに適用されます。
p.452 の 「すべてのバックアップからの選択項目の除外」 を参照してください。

［インクルード/エクスクルード］オプション
［ファイル選択の詳細設定］では、ファイル属性を指定して迅速にファイルをバックアップ
に含めたり、バックアップから除外したりできます。
p.174 の 「バックアップジョブのファイルの選択または除外について」 を参照してください。
表 5-7

［インクルード/エクスクルード］オプション

項目

説明

インクルード

指定した条件に一致するすべてのファイルを含
めることができます。

エクスクルード

指定した条件に一致するすべてのファイルを除
外できます。

リソース名

［バックアップ選択］で以前に選択したドライブと
は異なるドライブのバックアップにファイルを含め
るか、そのバックアップからファイルを除外できま
す。
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項目

説明

パス

含めるか除外する特定のファイルを含んでいる
フォルダやサブフォルダの名前を指定します。
ファイルの指定には、ワイルドカードを使用する
ことができます。 疑問符 (?) を 1 文字の代わりに
使用することができます。2 つのアスタリスク (**)
を任意の個数の文字の代わりに使用することが
できます。
たとえば、Work Files サブフォルダが含まれて
いる My Documents フォルダが C: ドライブに存
在するとします。Work Files サブフォルダには、
さらに、2010、2011、2012 の 3 つのサブフォル
ダがあるものとします。さらに、これらのサブフォ
ルダには Personnel サブフォルダが存在すると
します。
今、パスとして ¥My Documents¥**¥Personnel
と入力したとすると、次のサブフォルダが含めら
れるかまたは除外されます。
C:¥My Documents¥Work Files¥2010
Personnel
■ C:¥My Documents¥Work Files¥2011
Personnel
■ C:¥My Documents¥Work Files¥2012
Personnel
■

また、ワイルドカード ** の下位のすべてのサブ
フォルダが含められるかまたは除外されます。
ただし、含めたり除外したりされるサブフォルダ
の、［名前］フィールドに入力したファイル名と一
致するファイルのみが含められるかまたは除外
されます。
したがって、前の例では、C:¥My Documents の
すべてのサブフォルダがバックアップに含められ
るかまたはバックアップから除外されます。［名
前］フィールドの名前と一致するファイルのみが
含められるかまたは除外されます。
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項目

説明

名前

バックアップに含めるかバックアップから除外す
るファイルの名前を指定します。
ワイルドカード文字を使用できます。疑問符 (?)
を 1 文字の代わりに使用できます。2 つのアスタ
リスク (**) を任意の個数の文字の代わりに使用
することができます。
たとえば、拡張子が .exe のファイルをすべて選
択するには、**.exe と入力します。

サブディレクトリへも適用する

選択したディレクトリ内のすべてのサブフォルダ
の内容を含めます。

修正されたファイルのみ

指定したパスの修正されたファイルを含めるか除
外します。

読み取り専用ファイルのみ

修正できないファイルを含めるか除外します。

ファイルの修正日

特定の期間に作成または修正されたファイルを
含めるか除外します。期間の始まりと終わりの日
を選択してください。

X 日間アクセスされていないファイル

期間 (日数) を指定し、その期間アクセスされて
いないファイルを含めるか除外します。このオプ
ションは、システムから古いファイルを移動する
場合に便利です。

ステージについて
ステージは、バックアップ定義の一部としてバックアップジョブで実行できる追加のタスク
です。 ステージの追加を選択して、バックアップ定義をカスタマイズすることができます。
バックアップ定義を作成するときに仮想化、複製、アーカイブの目的で 1 つ以上のステー
ジを追加できます。既存のバックアップ定義にステージを追加することもできます。
p.149 の 「データのバックアップについて」 を参照してください。
たとえば、オフサイトに送信する必要がある重要なデータを含むバックアップジョブを作
成できます。作成したジョブを含むバックアップ定義に複製ステージを追加できます。 複
製ステージは、バックアップジョブが完了するとテープストレージに自動的にバックアップ
データを送信します。 その後、データの安全性を確保するためにテープをオフサイトに
移動できます。
p.156 の 「データのバックアップ」 を参照してください。
p.178 の 「ステージの編集」 を参照してください。
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表 5-8

ステージの種類

ステージ

説明

ディスクに複製する

バックアップの複製コピーを作成し、ディスクスト
レージに送信します。
p.212 の 「バックアップしたデータの複製につい
て」 を参照してください。

テープに複製する

バックアップの複製コピーを作成し、テープスト
レージに送信します。
p.212 の 「バックアップしたデータの複製につい
て」 を参照してください。

バックアップ後に仮想マシンに変換する

バックアップジョブの完了後にバックアップセット
から仮想マシンを作成します。
p.429 の 「仮想マシンへの変換について」 を参照
してください。

バックアップと同時に仮想マシンに変換する

バックアップジョブの実行中にバックアップセット
からの仮想マシンを作成します。
p.429 の 「仮想マシンへの変換について」 を参照
してください。

アーカイブ

選択したファイルシステム共有およびフォルダと
Exchange メールボックスをボルトストアにアーカ
イブするアーカイブジョブを作成します。
p.1182 の 「Archiving Option について」 を参照
してください。

ステージの編集
バックアップ定義の一部であるステージを編集できます。
p.177 の 「ステージについて」 を参照してください。
ステージを編集する方法

1

［バックアップとリストア］タブで、編集するバックアップ定義を含むサーバーを選択し
ます。

2

［バックアップ］グループで、［バックアップを編集］をクリックします。

3

サーバーに複数のバックアップ定義が存在する場合、編集するステージを含む定
義を選択し、［OK］をクリックします。

4

編集するステージを含む四角い領域で［編集］をクリックします。
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5

必要に応じて変更します。

6

ステージの変更が終了したら、［バックアップジョブのプロパティ］ダイアログボックス
の［OK］をクリックします。

バックアップジョブの設定について
Backup Exec はバックアップジョブのデフォルトオプションを使用して事前に設定されま
す。 特定のバックアップジョブのデフォルトオプションを変更する場合は、バックアップジョ
ブの作成時に修正できます。新しいバックアップジョブを作成すると、ユーザーが設定し
たデフォルト設定が継承されます。
p.446 の 「ジョブのデフォルト設定について」 を参照してください。
p.149 の 「データのバックアップについて」 を参照してください。
メモ: バックアップジョブの一部の設定は、ネットワークがそれらの設定をサポートするよう
に設定され、適切な Symantec Backup Exec エージェントがインストールされている場
合にのみ Backup Exec に表示されます。
表 5-9

バックアップジョブの設定

設定

説明

スケジュール

バックアップジョブを実行する時刻と頻度を設定できます。
また、増分バックアップジョブ、差分バックアップジョブ、完全バッ
クアップジョブをバックアップ定義に追加できます。

メモ: 増分ジョブと差分ジョブを同じバックアップ定義に追加する
ことはできません。差分ジョブを追加するには、事前にデフォルト
の増分ジョブを削除する必要があります。
p.182 の 「スケジュールオプション」 を参照してください。
ストレージ

バックアップジョブに使用するストレージデバイスを指定できます。
バックアップジョブごとに異なるストレージデバイスを設定できま
す。たとえば、同じバックアップ定義で完全バックアップ用にディ
スクストレージを選択し、増分バックアップにストレージプールを
選択できます。また、圧縮、暗号化、バックアップセットの保存期
間を設定できます。
p.183 の 「ストレージオプション」 を参照してください。

ネットワーク

リモートコンピュータにアクセスするために Backup Exec が使用
するネットワークインターフェースを指定できます。
p.189 の 「［ネットワーク］のオプション」 を参照してください。
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設定

説明

通知

指定された受信側にバックアップジョブの完了時に通知を送るよ
うに、Backup Exec を設定できます。
各バックアップジョブおよびステージに異なる通知の受信者を設
定できます。Backup Exec では、電子メールまたはテキストメッ
セージによる通知が可能です。
p.293 の 「ジョブの通知オプション」 を参照してください。

テスト実行

ストレージ容量、クレデンシャル、メディアの整合性をテストするテ
ストジョブを設定できます。
テストジョブは、バックアップジョブの正常な完了を妨げる可能性
のある問題があるかを判定するために役立ちます。
p.190 の 「［テスト実行］のオプション」 を参照してください。

検証

すべてのデータが正常にバックアップされたかどうかをジョブの
完了時に検証するジョブを作成できます。
検証ジョブでは、使用するメディアに欠陥があるかどうかの確認
も行えます。
p.191 の 「検証オプション」 を参照してください。

Advanced Open File

Backup Exec がバックアップジョブの処理に使用するスナップ
ショットを設定できます。
さらに、中断されたバックアップジョブの再開を可能にする「チェッ
クポイント再開」機能を有効化できます。
p.193 の 「Advanced Open File Option」 を参照してください。

Advanced Disk-based Backup バックアップジョブのオフホストバックアップを設定できます。
オフホストバックアップにより、パフォーマンスが向上する場合が
あります。
p.1041 の 「Advanced Disk-based Backup Option」 を参照してく
ださい。
セキュリティ

バックアップジョブの暗号化を設定できます。
バックアップセットを暗号化すると、重要なデータを保護できます。
p.195 の 「セキュリティオプション」 を参照してください。

プリ/ポストコマンド

バックアップジョブの開始前または完了後のいずれかに実行す
るコマンドがある場合は設定できます。
p.196 の 「［プリ/ポストコマンド］オプション」 を参照してください。
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設定

説明

ファイルとフォルダ

接合点やシンボリックリンクのようなファイルシステムの属性を
Backup Exec がどのように処理するかを設定できます。
p.198 の 「ファイルとフォルダのオプション」 を参照してください。

Linux と Macintosh

バックアップジョブに含まれている Linux または Macintosh コン
ピュータのオプションを設定できます。
p.1076 の 「Linux バックアップオプション」 を参照してください。
p.1111 の 「Macintosh システムのバックアップジョブのデフォルト
オプション」 を参照してください。

Lotus Domino

バックアップジョブに含まれている Lotus Domino データのオプ
ションを設定できます。
p.956 の 「Lotus Domino Agent のバックアップオプション」 を参
照してください。

Microsoft Active Directory

バックアップジョブに含まれている Microsoft Active Directory
データのオプションを設定できます。
p.976 の 「Microsoft Active Directory のバックアップジョブオプ
ション」 を参照してください。

Microsoft Exchange

バックアップジョブに含まれている Microsoft Exchange データ
のオプションを設定できます。
p.842 の 「Microsoft Exchange のバックアップオプション」 を参
照してください。

仮想マシン

バックアップジョブに含まれている仮想マシンのオプションを設定
できます。
p.771 の 「仮想マシンのバックアップオプション」 を参照してくださ
い。
p.788 の 「Microsoft Hyper-V バックアップオプション」 を参照し
てください。

Microsoft SharePoint

バックアップジョブに含まれている Microsoft SharePoint デー
タのオプションを設定できます。
p.860 の 「Microsoft SharePoint のバックアップオプション」 を参
照してください。

Microsoft SQL

バックアップジョブに含まれている Microsoft SQL データのオプ
ションを設定できます。
p.803 の 「SQL のバックアップオプション」 を参照してください。
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設定

説明

NDMP

バックアップジョブに含まれている NDMP データのオプションを
設定できます。
p.1050 の 「NDMP のバックアップオプション」 を参照してください。

Oracle

バックアップジョブに含まれている Oracle データのオプションを
設定できます。
p.891 の 「Oracle のバックアップオプション 」 を参照してください。

エクスクルード

バックアップジョブから除外する特定のファイルまたはファイルの
種類を設定できます。
p.203 の 「［エクスクルード］のオプション」 を参照してください。

スケジュールオプション
次の表に、ジョブをスケジュールするために選択できるオプションを示します。スケジュー
ルにデフォルトオプションを設定できます。バックアップジョブを作成すると、それらのオプ
ションは継承されます。または、バックアップジョブを作成するときに、デフォルトのスケ
ジュール設定を変更することもできます。
p.446 の 「バックアップジョブのデフォルト設定」 を参照してください。
p.149 の 「データのバックアップについて」 を参照してください。
メモ: スケジュールオプションの設定方法によっては、オプションの一部が表示されない
場合があります。たとえば、グローバルスケジュールオプションと、単一のバックアップジョ
ブ用のスケジュールオプションは異なります。
表 5-10

スケジュールオプション

項目

説明

スケジュール

ジョブを定期的なパターンで実行するか、1 回のみ即時に実行
するかを指定します。

繰り返し

ジョブが定期的に実行されるスケジュールを作成できます。

繰り返しパターン

ジョブが定期的に実行されるようにスケジュール設定する場合、
その繰り返し頻度を設定できます。
ジョブは、時間単位、週単位、月単位、または年単位で実行する
ように選択できます。

開始

スケジュールが有効になる日付を指定します。
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項目

説明

カレンダー

スケジュール設定されたカレンダー上のすべてのジョブを表示
し、競合するスケジュールがないかどうかを確認できます。

スケジュール済みジョブの保持 スケジュール設定された開始時間から最大何時間経過したらジョ
設定: x 時間保持後に再スケ
ブが無効とみなされ、再スケジュールされるかを指定します。
ジュール
スケジュールされた開始時刻 X スケジュール設定された開始時間から何時間実行中の状態が続
時間後もジョブが実行している いたらジョブをキャンセルするかを指定します。
場合は、ジョブをキャンセルす
る
選択したスケジュールに加え
て、初回の完全バックアップを
今すぐ実行する

ジョブが作成されたらすぐに初回の完全バックアップを実行しま
す。以降のジョブのスケジュールには影響しません。

Run now with no recurring
schedule

今すぐジョブを実行し、今後それ以上のインスタンスはスケジュー
ルしません。

保留にする

ジョブを保留状態でサブミットできます。
ジョブのサブミットのみを行い、実行は後で行う場合にこのオプ
ションを選択してください。ジョブは、後でジョブの保留状態が変
更されると実行されます。

※方式ごとのバックアップジョブ 完全バックアップ、増分バックアップ、または差分バックアップを
の追加※
バックアップ定義に追加できます。

メモ: 増分ジョブと差分ジョブを同じバックアップ定義に追加する
ことはできません。差分ジョブを追加するには、事前にデフォルト
の増分ジョブを削除する必要があります。

ストレージオプション
ストレージオプションを使用して、バックアップジョブを実行するストレージとメディアセット
を選択できます。バックアップジョブごとに異なるストレージデバイスを設定できます。たと
えば、同じバックアップ定義で完全バックアップ用にディスクストレージを選択し、増分バッ
クアップにストレージプールを選択できます。ストレージにデフォルトオプションを設定で
きます。バックアップジョブを作成すると、それらのオプションは継承されます。または、
バックアップジョブを作成するときに、デフォルトのストレージ設定を変更することもできま
す。
p.446 の 「バックアップジョブのデフォルト設定」 を参照してください。
p.149 の 「データのバックアップについて」 を参照してください。
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メモ: これらのオプションの一部は、CASO（Central Admin Server Option）環境でしか
表示されません。
表 5-11

ストレージオプション

項目

説明

Backup Exec サーバーまたは 特定の管理対象 Backup Exec サーバー上のデバイス、または
Backup Exec サーバープール 管理対象 Backup Exec サーバーのグループ上のデバイスでジョ
ブを実行するかどうかを指定します。
このオプションは、Central Admin Server Option をインストー
ルしている場合にのみ表示されます。このオプションを追加フィ
ルタとして使用し、特定のジョブの委任先を限定できます。たとえ
ば、常に、Exchange Backups という名前のプールにある管理対
象 Backup Exec に接続されているデバイスでのみ Exchange
データベースのバックアップが実行されるようにするには、このオ
プションを使用します。次に、Exchange Backups Backup Exec
サーバープールを選択します。
ストレージ

バックアップデータを送るストレージデバイスを指定します。
p.393 の 「ストレージデバイスプールについて」 を参照してくださ
い。
p.1155 の 「Storage Provisioning Option の［仮想ディスクストレー
ジ］デバイスプールについて」 を参照してください。
p.1116 の 「Remote Media Agent for Linux について 」 を参照し
てください。
p.299 の 「ディスクベースのストレージについて」 を参照してくださ
い。

サポートされている場合は、リ
モートコンピュータがストレージ
デバイスに直接アクセスして、ク
ライアント側の重複排除を実行
できるようにします。

デバイスでサポートされている場合は、リモートコンピュータが
OpenStorage デバイスまたは重複排除ディスクストレージデバイ
スにデータを直接送信し、クライアント側の重複排除を行えるよう
にします。Backup Exec サーバーはバイパスされるため、Backup
Exec サーバーは他の操作を自由に実行できるようになります。
クライアント側の重複排除を実行できない場合、Backup Exec
サーバーの重複排除または装置の重複排除のいずれかが実行
されます。
このオプションは、Deduplication Option がインストールされ、
OpenStorae デバイスまたは重複排除ディスクストレージデバイ
スが［ストレージ］フィールドで選択されている場合に表示されま
す。
p.759 の 「クライアント側の重複排除について」 を参照してくださ
い。
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項目

説明

サポートされている場合は、リ
モートコンピュータが Backup
Exec サーバーを介してストレー
ジデバイスにアクセスし、
Backup Exec サーバー側の重
複排除を実行できるようにしま
す。

サポートされている場合には、リモートコンピュータが Backup
Exec サーバーを介して OpenStorage デバイスまたは重複排除
ディスクストレージデバイスにデータを送信し、Backup Exec サー
バー側の重複排除を行えるようにします。Backup Exec サーバー
で重複排除がサポートされていない場合、データは Symantec
PureDisk またはサードパーティのベンダーのデバイスのようなイ
ンテリジェントディスクデバイスで重複排除されます。
このオプションは、Deduplication Option がインストールされ、
OpenStorae デバイスまたは重複排除ディスクストレージデバイ
スが［ストレージ］フィールドで選択されている場合に表示されま
す。
p.740 の 「Deduplication Option について」 を参照してください。

保持期間

バックアップセットまたはジョブ履歴を保持する期間を指定しま
す。

メディアセット

バックアップジョブに使用するメディアセットを示します。メディア
セットは、上書き禁止期間と、メディア上のバックアップデータの
追加期間を指定します。
このバックアップジョブ用の新しいメディアを作成するには、メディ
アセットのドロップダウンメニューの右にあるアイコンをクリックしま
す。
このオプションは、［ストレージ］フィールドでテープデバイスを選
択した場合にのみ使用できます。
p.358 の 「メディアセットについて」 を参照してください。
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項目

説明

メディアに上書きする

バックアップジョブが上書き可能なメディアにあることを示します。
選択するストレージデバイスに適切なメディアがあることを確認し
てください。
上書きジョブに適したメディアは、次のとおりです。
■

スクラッチメディア

■

上書き禁止期間が期限切れになったメディア

設定されているメディアの上書き禁止レベルによっては、割り当
て済みメディアまたはインポートメディアに上書きすることもできま
す。
設定に応じて、スクラッチメディアまたは再利用可能メディアから
上書き可能なメディアが選択されます。
ストレージデバイス内に上書き可能なメディアがない場合は、上
書き可能なメディアの追加を求めるアラートが表示されます。
このオプションは、［ストレージ］フィールドでテープデバイスを選
択した場合にのみ使用できます。
p.357 の 「テープとディスクカートリッジメディアについて」 を参照
してください。
p.368 の 「テープとディスクカートリッジメディアのためのメディアの
上書き禁止レベルについて」 を参照してください。
p.369 の 「Backup Exec でのテープドライブとディスクカートリッジ
内部の上書き可能メディアの検索順序」 を参照してください。
メディアに追記する (追記可能 追記可能なメディアが利用可能な場合は、指定したメディアセッ
なメディアがない場合は上書き トにこのバックアップジョブを追記します。そうしないと、上書き可
する)
能なメディアが検索され、それがメディアセットに追加されます。
追記でメディアがいっぱいになると、バックアップジョブは上書き
可能なメディアで続行します。ストレージデバイス内に上書き可
能なメディアがない場合は、上書き可能なメディアの追加を求め
るアラートが表示されます。
このオプションは、［ストレージ］フィールドでテープデバイスを選
択した場合にのみ使用できます。
メディアに追記する (追記可能 追記可能なメディアが利用可能な場合は、指定したメディアセッ
なメディアがない場合はジョブ トにこのバックアップジョブを追記します。そうでない場合、Backup
を終了する)
Exec はジョブを終了します。
このオプションは、［ストレージ］フィールドでテープデバイスを選
択した場合にのみ使用できます。
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項目

説明

ジョブの完了後にメディアを取
り出す

操作が完了したら、ドライブまたはスロットからメディアを取り出し
ます。メディアを取り出すジョブをスケジュールすることもできま
す。
このオプションは、［ストレージ］フィールドでテープデバイスを選
択した場合にのみ使用できます。
p.419 の 「ディスクカートリッジまたはテープドライブからのメディア
の取り出し」 を参照してください。

ジョブの完了後にメディアをリテ ドライブのテープを最初から最後まで早送りして巻き取りなおしま
ンションする
す。リテンションすることでテープがヘッドを滑らかに通過するよう
にします。このオプションは、リテンションをサポートしているテー
プデバイスを選択した場合にのみ使用できます。
WORM (Write Once Read
Many) メディアを使用する

このバックアップジョブに WORM (Write Once Read Many) メ
ディアの使用を指定します。バックアップ先デバイスが WORM と
互換性があるドライブである (またはバックアップ先デバイスに
WORM と互換性があるドライブが含まれている) こと、およびその
ドライブで WORM メディアが利用可能であることが、Backup
Exec によって確認されます。WORM メディアまたは WORM と
互換性があるドライブが存在しない場合は、アラートが送信され
ます。
p.376 の 「WORM メディアについて」 を参照してください。

ジョブの完了後にメディアをボ
ルトにエクスポート

メディアをロボットライブラリから指定したメディアボルトに論理的
に移動します。
この操作は、メディアをロボットライブラリスロットからポータルに移
動します。アラートにより、ポータルまたはスロットからメディアを削
除するよう通知されます。ジョブで複数のメディアが必要な場合、
メディアのエクスポート操作は、各メディアがいっぱいになった後
ではなく、バックアップジョブの完了後に開始されます。
このオプションは、［ストレージ］フィールドでテープデバイスを選
択した場合にのみ使用できます。
p.376 の 「メディアボルトについて」 を参照してください。
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項目

説明

圧縮

次の圧縮オプションを提供します。
なし
データを元の形式 (圧縮されていない状態) でメディアにコ
ピーします。ただし、データ圧縮を使用した方が、バックアッ
プを迅速化し、ストレージ容量を節約できます。
ハードウェアによるデータ圧縮は、ハードウェア圧縮機能をサ
ポートしているストレージデバイスとハードウェア圧縮機能を
サポートしていないデバイスが混在する環境では使用できま
せん。この場合、ハードウェア圧縮は自動的に無効になりま
す。ハードウェア圧縮をサポートしているドライブの圧縮機能
を手動でオンに設定することもできますが、このような操作は、
メディアに格納されるデータの一貫性に問題が発生する原因
になります。また、ハードウェア圧縮をサポートしているドライ
ブに障害が発生した場合は、圧縮したメディアを非圧縮ドラ
イブでリストアすることはできません。
■ ソフトウェア
STAC ソフトウェアデータ圧縮方式で圧縮したデータをスト
レージデバイスに格納します。
■ ハードウェア (無効な場合、なし)
ストレージデバイスがハードウェア圧縮をサポートしている場
合にハードウェアによるデータ圧縮を使用します。ドライブに
データ圧縮機能がない場合は、データは圧縮なしでバック
アップされます。
■ ハードウェア (無効な場合、ソフトウェア)
ストレージデバイスがハードウェア圧縮をサポートしている場
合にハードウェアによるデータ圧縮を使用します。ドライブが
データ圧縮機能をサポートしていない場合は、STAC ソフト
ウェア圧縮方式が使用されます。
■

暗号化の種類

使用する暗号化の種類を指定します (使用する場合)。
p.540 の 「暗号化について」 を参照してください。

暗号化キー

暗号化の使用を選択した場合に、使用する暗号化キーを指定し
ます。
p.542 の 「暗号化キー」 を参照してください。

キーの管理

暗号化キーの管理を許可します。
既存の暗号化キーは、削除または置換できます。新しい暗号化
キーを作成することもできます。
このオプションは、暗号化の種類を選択する場合にのみ使用で
きます。
p.467 の 「暗号化キーの管理について」 を参照してください。
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［ネットワーク］のオプション
次の表に、ネットワークに対して選択できるオプションを示します。ネットワークにデフォル
トオプションを設定できます。バックアップジョブを作成すると、それらのオプションは継承
されます。または、バックアップジョブを作成するときに、デフォルトのネットワーク設定を
変更することもできます。
p.446 の 「バックアップジョブのデフォルト設定」 を参照してください。
p.149 の 「データのバックアップについて」 を参照してください。
メモ: これらのオプションの一部は、CASO（Central Admin Server Option）環境では表
示されません。
表 5-12

［ネットワーク］のオプション

項目

説明

ネットワークインターフェース

このバックアップジョブに使用するネットワークに Backup Exec
サーバーを接続する、ネットワークインターフェースカードの名前
を指定します。リストには、Backup Exec サーバーで利用可能な
ネットワークインターフェースがすべて表示されます。

プロトコル

このバックアップジョブに使用するプロトコルを指定します。
オプションは次のとおりです。
■

利用可能なプロトコルを使用する

■

IPv4

■

IPv6

サブネット

ネットワークインターフェースカードが所属しているサブネットを識
別する 32 ビットの数値が表示されます。

このネットワークインターフェー
ス、サブネットまたはプロトコル
をバインドできない Backup
Exec Agent には利用可能な任
意のネットワークインターフェー
ス、サブネットまたはプロトコル
を使用する

バックアップまたはリストア用に選択したリモートシステムが指定し
たバックアップネットワークに含まれていない場合、Backup Exec
で利用可能なネットワークが使用されるようにします。

インターフェースの詳細

バックアップネットワークとして選択したインターフェースのメディ
アアクセス制御 (MAC) アドレス、アダプタの種類、説明、IP アド
レス、サブネット接頭辞が表示されます。

指定したバックアップネットワークにリモートシステムが含まれてい
ない場合にこのオプションを選択していなければ、ジョブは失敗
します。Backup Exec はリモートシステムからデータにアクセスで
きません。
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項目

説明

管理対象 Backup Exec サー
バーによる Backup Exec Agent
へのアクセスですべてのネット
ワークインターフェースを使用
することを許可する

選択したネットワークインターフェースを使用できない場合に、ジョ
ブが Backup Exec Agent にアクセスするときにすべてのネット
ワークインターフェースを使用できるようにします。このオプション
を有効にすると、管理対象 Backup Exec サーバーで代替ネット
ワークインターフェースが使用され、重要なバックアップジョブが
失敗することを回避できます。
このオプションは、Central Admin Server Option （CASO）がイ
ンストールされている場合にのみ使用できます。
p.982 の 「Central Admin Server Option について」 を参照して
ください。

［テスト実行］のオプション
次の項目を確認するようにテスト実行ジョブを設定できます。
■

クレデンシャルに必要な権限があるかどうか

■

メディア上に十分な容量があるかどうか

■

メディアがオンラインになっていて、上書き可能かどうか

p.215 の 「テスト実行ジョブについて」 を参照してください。
テスト実行ジョブにデフォルトオプションを設定できます。バックアップジョブを作成する
と、それらのオプションは継承されます。または、バックアップジョブを作成するときに、デ
フォルトのテスト実行ジョブ設定を変更することもできます。
p.446 の 「バックアップジョブのデフォルト設定」 を参照してください。
p.149 の 「データのバックアップについて」 を参照してください。
表 5-13

［テスト実行］のオプション

項目

説明

テスト実行を有効にする

テスト実行の処理を有効にします。
このオプションを選択すると、バックアップジョブを作成するときに
テスト実行ジョブを設定できます。

スケジュール

テスト実行ジョブを実行するタイミングと頻度をスケジュールでき
ます。
p.182 の 「スケジュールオプション」 を参照してください。

ログオンアカウントのクレデン
シャルを確認する

Backup Exec ログオンアカウントが、バックアップ対象データに適
していることを確認します。
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項目

説明

ストレージ容量が十分かどうか
を確認する

メディア上にジョブの完了に必要な容量があるかどうかをチェック
します。
テスト実行ジョブの実行中、キューにあるスケジュール済みジョブ
の数は確認されません。テスト実行の前にスケジュール設定され
たジョブで、テスト実行の実行時に利用可能だったメディアを使
用することは可能です。

メディアが利用可能かどうかを
確認する

メディアがオンラインになっていて、上書き可能かどうかをテストし
ます。

ジョブ履歴を使用する

ジョブ履歴を使用し、メディア上にスケジュール済みバックアップ
ジョブの実行に必要な容量があるかどうかを調べます。
ジョブ履歴を使用してチェックを行う方が、プリスキャンを実行す
るよりも高速です。

プリスキャンを実行する

スキャンによってメディア上にスケジュール済みバックアップジョ
ブの実行に必要な容量があるかどうかを調べます。
プリスキャンはメディアの容量を最も正確に判断できる方法です。
既存のジョブ履歴がない場合はこのオプションを選択する必要が
あります。

エラーが発生した場合は、スケ テスト実行でエラーが発生した場合にスケジュール済みジョブを
ジュール済みバックアップジョブ 保留にします。
を保留にする

検証オプション
データコレクションとそれが保存されているメディアの整合性を確認するため、バックアッ
プセットを検証できます。デフォルトでは、Backup Exec はバックアップジョブの完了時に
検証操作を自動的に実行します。ただし、他のタイミングで検証操作を実行するようにス
ケジュールしたり、すべて無効にすることも可能です。
p.216 の 「バックアップしたデータの検証について」 を参照してください。
検証操作オプションは、バックアップジョブの作成時に継承されるデフォルトを設定できま
す。検証のデフォルト設定は、バックアップジョブを作成するときに変更できます。
p.446 の 「バックアップジョブのデフォルト設定」 を参照してください。
p.149 の 「データのバックアップについて」 を参照してください。
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表 5-14

検証オプション

項目

説明

At the end of the job

バックアップジョブの完了時に検証操作が自動的に実行されま
す。

After job finishes, as a
separate job

検証操作を作成し、バックアップジョブが完了してから別のジョブ
として実行されるようにスケジュールします。
［編集］オプションを使って個別の検証ジョブのオプションを設定
します。
p.192 の 「スケジュールオプションの検証」 を参照してください。
p.293 の 「ジョブの通知オプション」 を参照してください。

As a separate scheduled job

検証操作を作成し、別のジョブとして後で実行されるようにスケ
ジュールします。
［新規］オプションを使って新しいジョブを作成します。
［編集］オプションで検証ジョブのオプションを設定します。
p.192 の 「スケジュールオプションの検証」 を参照してください。
p.293 の 「ジョブの通知オプション」 を参照してください。

Do not verify data for this job バックアップジョブの検証操作を無効にします。

スケジュールオプションの検証
スケジュールオプションの検証操作を設定できます。また、検証操作を Backup Exec サー
バーでローカルに実行するか、または Backup Exec エージェントでリモート実行するか
も設定できます。
p.216 の 「バックアップしたデータの検証について」 を参照してください。
メモ: 検証操作をバックアップジョブの直後に実行するか、または別のスケジュール済み
ジョブとして後で実行するかによって、表示されないオプションもあります。
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表 5-15

スケジュールオプションの検証

項目

説明

デバイスでサポートされている
場合、クライアント (Remote
Agent) のデータを検証します。
サポートされていない場合、
データは Backup Exec サー
バーまたはアプライアンスの検
証のためにデバイスに直接送
信されます。

Backup Exec エージェントでサポートされている場合、検証操作
をリモートで実行できます。エージェントがバックアップセットを検
証できない場合、Backup Exec サーバーまたはアプライアンスが
検証操作を完了します。
リモートで検証操作を実行することで、Backup Exec サーバーが
追加のバックアップまたはリストアジョブを実行するために必要な
システムリソースを解放できます。

メモ: このオプションは、バックアップの完了後に別のジョブとして
検証操作を実行することを選択した場合にのみ利用可能です。

スケジュール

個別のスケジュール済み検証ジョブを実行する日時を指定しま
す。

ダイレクトアクセスを有効にする リモート Backup Exec エージェントで検証操作を実行できるよう
にします。このオプションを選択しない場合、Backup Exec サー
バーで検証操作が実行されます。

メモ: このオプションは、バックアップの完了後に別のスケジュー
ル済みジョブとして検証操作を実行することを選択した場合にの
み利用可能です。

Advanced Open File Option
Backup Exec では、バックアップを実行するときに開かれているファイルを取得するスナッ
プショットテクノロジを使用できます。バックアップジョブを作成するときに継承される、オー
プンファイルのデフォルトオプションを設定できます。または、バックアップジョブを作成す
るときにデフォルトのオープンファイル設定を上書きできます。
p.446 の 「バックアップジョブのデフォルト設定」 を参照してください。
p.149 の 「データのバックアップについて」 を参照してください。
表 5-16
項目

Advanced Open File Option
説明

スナップショットテクノロジを使用 バックアップジョブにスナップショットテクノロジを使用できるように
する
します。
スナップショットテクノロジを自動 バックアップするデータの種類に最も適しているスナップショット
的に選択する
の作成方法を Backup Exec で自動的に選択します。
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項目

説明

Microsoft ボリュームシャドウコ Microsoft 社のテクノロジを使用するスナップショットアドインを、
ピーサービス (Windows 2003 他社のハードウェアおよびソフトウェア販売元が提供できます。
以上)
Microsoft 社やサードパーティのソフトウェアベンダーから、VSS
と連携して動作するソフトウェアが販売されています。これらのコ
ンポーネントは「ライター」と呼ばれます。ライターは、コンピュー
タのメモリ内に存在するアプリケーションデータまたはオープン
ファイルのデータをフラッシュします。データは、Microsoft ボ
リュームシャドウコピーサービスによってボリュームのスナップショッ
トがバックアップされる前にフラッシュされます。
ソフトウェアベンダーによって提供される可能性のある VSS ライ
ターについて詳しくはソフトウェアのマニュアルを参照してくださ
い。
Active Directory を無効にした場合、Microsoft ボリュームシャ
ドウコピーサービス (VSS) は利用できません。 VSS を必要とする
ジョブは失敗します。
スナップショットプロバイダ

ジョブに次のいずれかのスナップショットプロバイダを選択できま
す。
自動 - VSS によってスナップショットプロバイダを自動で選択
する
選択したボリュームに最適なプロバイダを VSS で選択できる
ようにするには、このオプションを選択します。 スナップショッ
トプロバイダは、ハードウェアプロバイダ、システムプロバイダ
の順に選択されます。
■ システム - Microsoft Software Shadow Copy Provider を
使用
■ ハードウェア - ハードウェアメーカーが提供するテクノロジを
使用
■

スナップショットプロバイダに［ハードウェア］を選択する場合、次
の条件が適用されます。
複数のボリュームを選択した場合、同じ種類のプロバイダで
すべてのボリュームのスナップショットを作成できる必要があ
ります。
■ ハードウェアプロバイダは、1 つのジョブで複数のボリューム
のスナップショットを作成するために使用することはできませ
ん。別のジョブを作成するか、［バックアップの論理ボリューム
を 1 つずつ処理する］オプションを選択する必要があります。
■
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項目

説明

バックアップの論理ボリュームを 1 つのジョブで複数のボリュームをバックアップし、一度に 1 つだ
1 つずつ処理する
けの論理ボリュームのスナップショットを作成する場合に選択しま
す。データベースの整合性を確保する場合、またはボリュームに
マウントポイントが含まれる場合は、一度に複数のボリュームのス
ナップショットを作成する必要がある場合があります。他のボリュー
ムへのマウントポイントが存在するボリュームは、スナップショット
では、論理ボリュームとみなされます。 そのため、ボリュームおよ
びマウントポイントボリュームのスナップショットはすべて同時に作
成されます。
1 つの論理ボリュームのスナップショットが作成およびバックアッ
プされ、検出された後で、次の論理ボリュームのスナップショット
が作成されます。このオプションを選択すると、スナップショットの
作成に必要な最小静止時間をより確実に達成することができま
す。
複数の物理ボリュームを 1 つの論理ボリュームに構成することが
できます。 1 つの論理ボリュームに、データベースが存在するす
べてのボリュームを含めることができます。
このオプションを選択しないバックアップジョブでは、すべてのボ
リュームのスナップショットが同時に作成されます。 すべてのボ
リュームが最小静止時間を達成する必要があります。
このオプションは、Symantec Volume Snapshot Provider (VSP)
および Microsoft ボリュームシャドウコピーサービス (VSS) での
ローカルボリュームに対するジョブのみで利用可能です。
シャドウコピーコンポーネントのスナップショットは VSS を使用し
て作成され、ジョブログに記録されます。
チェックポイント再開を有効にす 「チェックポイント再開」オプションを有効にします。「チェックポイ
る
ント再開」機能を使うと、中断されたジョブを再開できます。最初
からやり直す代わりに、中断された時点からジョブが再開されま
す。ジョブの再開時に、すでにバックアップされているファイルは
スキップされ、未処理のファイルのみがバックアップされます。
p.528 の 「「チェックポイントから再開」の使用について」 を参照し
てください。

セキュリティオプション
次の表に、バックアップジョブに対して選択できるセキュリティオプションを示します。セ
キュリティオプションは、バックアップジョブの作成時に継承されるデフォルトを設定できま
す。セキュリティのデフォルト設定は、バックアップジョブを作成するときに変更できます。
p.446 の 「バックアップジョブのデフォルト設定」 を参照してください。
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p.149 の 「データのバックアップについて」 を参照してください。
表 5-17

セキュリティオプション

項目

説明

Symantec ThreatCon レベル Symantec ThreatCon が［Symantec ThreatCon レベル］フィー
が次の値に達したらただちに ルドで指定したレベルに達した場合に自動バックアップを実行し
バックアップを実行する
ます。この機能を使用するには、Backup Exec と同じコンピュー
タに Symantec Endpoint Protection 11.0 以上がインストール
されている必要があります。
バックアップジョブ

Symantec ThreatCon のレベルが上昇した場合に実行するバッ
クアップジョブの種類を選択します。

Symantec ThreatCon レベル 自動バックアップを実行する ThreatCon レベルを指定します。
次の URL で Symantec ThreatCon レベルに関する詳しい情報
を参照できます。
http://www.symantec.com

［プリ/ポストコマンド］オプション
プリコマンドとポストコマンドを使用して、バックアップジョブの実行前または実行後にコマ
ンドを実行できます。
p.532 の 「プリコマンドとポストコマンドについて」 を参照してください。
プリコマンドとポストコマンドにデフォルトオプションを設定できます。バックアップジョブを
作成すると、それらのオプションは継承されます。または、バックアップジョブを作成する
ときに、デフォルトのプリコマンドおよびポストコマンド設定を変更することもできます。
p.446 の 「バックアップジョブのデフォルト設定」 を参照してください。
p.149 の 「データのバックアップについて」 を参照してください。
このダイアログボックスには次のオプションが含まれています。
表 5-18

［プリ/ポストコマンド］オプション

項目

説明

バックアップ前に実行するコマ
ンドを入力

バックアップジョブを実行する前に、指定したサーバー上でコマ
ンドを実行します。各サーバー上に存在する正しいローカルパス
を使用してください。
プロンプトなど、ユーザーの入力が必要なコマンドはサポートされ
ません。
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項目

説明

プリコマンドが正しく実行された プリコマンドが正しく実行された場合にのみバックアップジョブを
場合にのみジョブを実行する
実行します。プリコマンドの実行に失敗した場合は、ジョブは実行
されず、失敗したものとして記録されます。
プリコマンドでエラーが発生したらジョブが実行されないようにす
る場合は、［コマンドが正常に完了したかどうかを判断するため
に、Backup Exec でコマンドの終了コードを確認する］を選択し
ます。ゼロ以外のコードが返される場合は、Backup Exec ではプ
リコマンドの実行に失敗したものとして処理されます。ジョブは実
行されず、ジョブ状態には［失敗］と表示されます。
バックアップ後に実行するコマ
ンドを入力

バックアップジョブを実行した後に、指定したサーバー上でコマ
ンドを実行します。各サーバー上に存在する正しいローカルパス
を使用してください。
プロンプトなど、ユーザーの入力が必要なコマンドはサポートされ
ません。

ジョブの検証完了後にポストコ
マンドを実行する

バックアップの［一般］プロパティダイアログボックスの［バックアッ
プ後に検証する］オプションを選択した場合、検証が完了した後
にポストコマンドを実行します。

プリコマンドが正しく実行された プリコマンドが正しく実行された場合にのみポストコマンドを実行
場合にのみポストコマンドを実 します。
行する
プリコマンドでエラーが発生したらポストコマンドが実行されない
ようにする場合は、［コマンドが正常に完了したかどうかを判断す
るために、Backup Exec でコマンドの終了コードを確認する］を
選択します。プリコマンドの戻りコードがゼロ以外の場合は、プリ
コマンドの実行に失敗したものとして処理されます。ポストコマン
ドは実行されません。
また、［プリコマンドが正しく実行された場合にのみジョブを実行
する］を選択し、プリコマンドとジョブの両方が正しく実行されたの
にポストコマンドがゼロでないコードを返した場合は、ジョブとポス
トコマンドの両方の実行に失敗したものとしてジョブログに記録さ
れます。
ジョブが失敗した場合でもポス ジョブの実行に成功したかどうかに関係なくポストコマンドを実行
トコマンドを実行する
します。
また、［コマンドが正常に完了したかどうかを判断するために、
Backup Exec でコマンドの終了コードを確認する］を選択して、
ポストコマンドがゼロ以外のコードを返した場合は、ポストコマンド
は失敗としてジョブログに記録されます。
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項目

説明

コマンドが正常に完了したかど Backup Exec で、プリコマンドとポストコマンドの戻りコードを確認
うかを判断するために、Backup し、コマンドが正しく完了したかどうかを調べることができます。
Exec でコマンドの終了コードを
Backup Exec では、プリコマンドまたはポストコマンドのいずれか
確認する
から終了コードとしてゼロが返された場合は、コマンドが正しく完
了したものとして処理されます。Backup Exec では、ゼロ以外の
コードが返された場合は、コマンドの実行時にエラーが発生した
ものとして処理されます。
Backup Exec によって戻りコードが確認されると、指定したプリコ
マンドとポストコマンドの実行に関する設定に基づいて処理が続
行されます。
このオプションを選択しなかった場合は、プリコマンドとポストコマ
ンドの実行に成功したかどうかについて、戻りコードに基づく判定
は行われません。
On this Backup Exec server

プリコマンドとポストコマンドを、この Backup Exec サーバー上で
のみ実行します。

バックアップ先の各サーバー

プリコマンドとポストコマンドを、バックアップするサーバーごとに
1 回実行します。
プリコマンドとポストコマンドに関する設定内容は、各サーバーに
個別に適用されます。このオプションを選択した場合は、Backup
Exec で選択した次のサーバーでの処理が開始される前に、各
サーバーでプリコマンドとポストコマンドが実行されます。

コマンドが完了しない場合にコ 完了しなかったプリコマンドまたはポストコマンドをキャンセルする
マンドをキャンセルする時間: コ まで Backup Exec が待機する分数を指定します。デフォルトの
マンド実行後 x 分
タイムアウトは 30 分です。

ファイルとフォルダのオプション
次の表に、ファイルとフォルダ対して選択できるオプションを示します。ファイルとフォルダ
のオプションは、バックアップジョブの作成時に継承されるデフォルトを設定できます。ファ
イルとフォルダのデフォルト設定は、バックアップジョブを作成するときに変更できます。
p.446 の 「バックアップジョブのデフォルト設定」 を参照してください。
p.149 の 「データのバックアップについて」 を参照してください。
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表 5-19

ファイルとフォルダのオプション

項目

説明

ファイルのバックアップ方式

次のバックアップ方式のいずれかを指定します。
修正時刻別
Backup Exec は Windows 変更ジャーナルを使用して、ファ
イルが前回のバックアップ以降に変更されたかどうかを判断
します。変更ジャーナルが利用不可の場合は、修正時刻が
使用されます。
■ アーカイブビットを使用
Backup Exec は ファイルシステムのアーカイブビットを使用
して、ファイルが前回のバックアップ以降に変更されたかどう
かを判断します。
■ カタログを使用
Backup Exec は Windows 変更ジャーナルを使用して、ファ
イルが前回のバックアップ以降に変更されたかどうかを判断
します。パス名、修正時刻、削除されたファイルとフォルダ、
名前が変更されたファイルとフォルダ、その他の属性が
Backup Exec で比較されます。変更ジャーナルが利用不可
の場合は、ファイル情報が以前のカタログと比較され、ファイ
ルが変更されたかどうかが判断されます。合成バックアップと
TIR (True Image Restore) では、この方式を使う必要があり
ます。最も完全度が高いのはこの方法ですが、実行に時間が
かかります。
■

単一インスタンスストアを使用し NTFS ボリュームに同一のファイルがないかどうかが Backup Exec
て NTFS ボリュームをバックアッ で確認されるようにします。ファイルのコピーが複数検出された場
プする
合は、そのファイルのインスタンス 1 つのみがバックアップされま
す。
このオプションが表示されるのは、Microsoft Windows の単一
インスタンスストア (SIS) 機能を使用している場合のみです。
単一インスタンスバックアップを使用すると、バックアップに必要
なストレージスペースを大幅に削減できます。多くのアプリケー
ションで同じ内容のファイルが複数、自動的に生成されます。実
際に節約できる容量は、ボリュームの重複ファイルの数によって
異なります。

警告: バックアップジョブが完了しなかった場合は、バックアップ
セットにファイルデータが含まれていない可能性があります。バッ
クアップジョブが正しく完了するまでバックアップジョブを再実行
してください。増分バックアップの場合は、ジョブを再実行しても
同じファイルはバックアップされません。すべてのファイルを完全
にバックアップするには、完全バックアップジョブまたは複製バッ
クアップジョブを実行する必要があります。
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項目

説明

次の接合点とマウントポイントで 接合点の情報とリンク先のファイルおよびディレクトリをバックアッ
ファイルとディレクトリをバック
プします。このチェックボックスをオフにした場合は、接合点の情
アップする
報のみがバックアップされます。リンク先のファイルおよびディレ
クトリはバックアップされません。
データが再帰的にバックアップされる可能性があるため、Backup
Exec は、Microsoft Windows Vista または Windows Server
2008 によって自動的に作成された接合点をたどりません。
詳しくは次のシマンテック社のナレッジベースの記事を参照して
ください。
http://entsupport.symantec.com/umi/V-269-9
ドライブ文字が割り当てられていないマウント済みドライブは選択
できません。このオプションを選択したかどうかに関係なく、接合
点のリンク先ファイルおよびディレクトリはバックアップされます。
接合点のリンク先ファイルおよびディレクトリをバックアップ対象に
選択した場合、ファイルとディレクトリが 2 度バックアップされます。
完全なファイルおよびディレクトリのバックアップでバックアップさ
れて、接合点のバックアップで再度バックアップされます。

警告: 接合点のリンク先が接合点を含む上位の場所の場合は、
再帰 (データのバックアップが繰り返し行われる状況) が発生しま
す。再帰が発生すると、エラーが発生してジョブは失敗します。た
とえば、c:¥junctionpoint のリンク先が c:¥ の場合、
c:¥junctionpoint をバックアップしようとすると再帰が発生し、バッ
クアップジョブは失敗します。
シンボリックリンク以下のファイ シンボリックリンクの情報とリンク先のファイルおよびディレクトリを
ルとディレクトリをバックアップす バックアップします。
る
このオプションを選択しない場合は、シンボリックリンクの情報の
みがバックアップされます。リンク先のファイルおよびディレクトリ
はバックアップされません。
シンボリックリンクがリモートコンピュータ上のファイルおよびディ
レクトリをポイントする場合、リモートコンピュータ上のファイルおよ
びディレクトリはバックアップされません。
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項目

説明

リモート記憶域内のデータを
バックアップする

プライマリストレージからセカンダリストレージに移動したデータを
バックアップします。データを元の場所に戻さずに、直接バック
アップメディアにバックアップします。
このオプションを選択した場合は、システム全体のバックアップを
実行しないでください。セカンダリストレージに移動したデータを
ロードする必要があるため、所要時間が延びます。
このチェックボックスをオフにすると、データそのものではなく、セ
カンダリストレージ上のデータの場所を格納したプレースホルダ
のみがバックアップされます。
ドライブが 1 つしかないデバイスをセカンダリストレージおよびバッ
クアップ用に使用している場合は、このオプションを選択しないで
ください。ドライブが 1 つしかないと、リモート記憶域と Backup
Exec でドライブの使用に競合が発生するためです。

201

202

第 5 章 バックアップ
バックアップジョブの設定について

項目

説明

オープンファイルをバックアップ オープンファイルがある場合に、Backup Exec がバックアップジョ
ブでそれらのファイルを処理する方法を決定します。
オプションは次のとおりです。
バックアップしない
Backup Exec はバックアップジョブ中に検出したオープンファ
イルをスキップします。スキップされたすべてのファイルのリス
トがジョブログに表示されます。
■ ファイルがクローズするのを待つ(待ち時間 x 秒)
Backup Exec は、ここで指定された時間が経過するまでファ
イルが閉じるのを待機してから、そのファイルをスキップして
バックアップジョブを続行します。
指定した時間内にファイルが閉じない場合は、そのファイル
のバックアップはスキップされます。スキップされたファイルの
リストがジョブログに表示されます。
複数のファイルが開いている場合は、指定した時間の間隔で
各ファイルについて待機します。開いているファイルの数に
よっては、待機時間のためにバックアップの所要時間が大幅
に増加する可能性があります。
■ ファイルをロックしてバックアップする
Backup Exec は、使用中のファイルを開こうと試みます。ファ
イルを開くことができた場合、そのファイルはバックアップ中
ロックされます。ファイルをロックすることで、他のプロセスから
のそのファイルへの書き込みを防ぎます。
ただし、オープンファイルのバックアップは、ファイルを開いて
いるアプリケーションを終了してファイルを閉じ、一貫性のと
れた状態でバックアップすることに比べ効果的ではありませ
ん。
■ ファイルをロックしないでバックアップする
Backup Exec は、使用中のファイルを開こうと試みます。ファ
イルを開くことができた場合、そのファイルはバックアップ中
ロックされません。したがって、バックアップ処理中に他のの
アプリケーションからデータが書き込まれることがあります。
■

警告: このオプションを使うと一部のファイルに一貫性のない
データが含まれることになり、破損データがバックアップされ
る可能性があります。
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項目

説明

選択したファイルおよびフォル バックアップが正常に完了した後、選択したファイルおよびフォル
ダをバックアップ後に削除する ダを削除します。
Backup Exec では、選択したデータをバックアップし、バックアッ
プセットの検証を行った後、サーバーからデータを削除します。
ジョブの実行に使うログオンアカウントクレデンシャルには、ファイ
ルを削除する権限も必要です。権限がない場合は、データはバッ
クアップされますが、削除されません。
p.525 の 「ファイルのバックアップおよび削除について」 を参照し
てください。
バックアップ時と削除時にツリー 完全バックアップジョブでバックアップするファイルについて、ファ
構造を保持する
イルシステムのディレクトリ構造を保持します。このオプションは、
［選択したファイルおよびフォルダをバックアップ後に削除する］
オプションを選択するときにのみ利用できます。

［エクスクルード］のオプション
特定のファイルまたは特定のファイルの種類を、バックアップから除外するように Backup
Exec を設定できます。除外は増分バックアップジョブおよび差分バックアップジョブに追
加できますが、完全バックアップジョブには追加できません。
p.174 の 「バックアップジョブのファイルの選択または除外について」 を参照してください。
エクスクルードのオプションは、バックアップジョブの作成時に継承されるデフォルトを設
定できます。エクスクルードのデフォルト設定は、バックアップジョブを作成するときに変
更できます。
p.446 の 「バックアップジョブのデフォルト設定」 を参照してください。
p.149 の 「データのバックアップについて」 を参照してください。
表 5-20

［エクスクルード］のオプション

項目

説明

挿入

バックアップからファイル、ファイルの種類、フォルダを除外する
ために Backup Exec が使用するパラメータのセットを作成できま
す。
p.204 の 「除外ファイルとフォルダオプション」 を参照してください。

削除

バックアップジョブから除外するファイル、ファイルの種類、フォル
ダを指定するパラメータのセットを削除します。
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項目

説明

修正

バックアップからファイル、ファイルの種類、フォルダを除外する
ために Backup Exec が使用するパラメータのセットを編集できま
す。
p.204 の 「除外ファイルとフォルダオプション」 を参照してください。

除外ファイルとフォルダオプション
次のオプションでは、Backup Exec でバックアップからファイル、ファイルの種類、フォル
ダを除外するために使用するパラメータセットを作成できます。
p.174 の 「バックアップジョブのファイルの選択または除外について」 を参照してください。
表 5-21

除外ファイルとフォルダオプション

項目

説明

リソース名

バックアップ選択項目で以前選択したドライブとは異なるドライブ
のバックアップからファイルを除外できます。

パス

除外する特定のファイルを含んでいるフォルダやサブフォルダの
名前を指定します。
ファイルの指定には、ワイルドカードを使用することができます。
疑問符 (?) を 1 文字の代わりに使用することができます。2 つの
アスタリスク (**) を任意の個数の文字の代わりに使用することが
できます。
たとえば、Work Files サブフォルダが含まれている My
Documents フォルダが C: ドライブに存在するとします。Work
Files サブフォルダには、さらに、2010、2011、2012 の 3 つのサ
ブフォルダがあるものとします。さらに、これらのサブフォルダには
Personnel サブフォルダが存在するとします。
今、パスとして ¥My Documents¥**¥Personnel と入力したとす
ると、次のサブフォルダが除外されます。
■

C:¥My Documents¥Work Files¥2010¥Personnel

■

C:¥My Documents¥Work Files¥2011¥Personnel

■

C:¥My Documents¥Work Files¥2012¥Personnel

また、ワイルドカード ** の下位のすべてのサブフォルダが除外さ
れます。ただし、除外されるサブフォルダの、［名前］フィールドに
入力したファイル名と一致するファイルのみが除外されます。
したがって、この例では、C:¥My Documents のすべてのサブ
フォルダがバックアップから除外されます。［名前］フィールドの名
前と一致するファイルのみが除外されます。
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項目

説明

名前

バックアップの対象から除外するファイル名を指定します。
ワイルドカード文字を使用できます。疑問符 (?) を 1 文字の代わ
りに使用できます。2 つのアスタリスク (**) を任意の個数の文字
の代わりに使用することができます。
たとえば、拡張子が .exe のファイルをすべて選択するには、**.exe
と入力します。

サブディレクトリへも適用する

選択したディレクトリ内のすべてのサブフォルダの内容を除外し
ます。

修正されたファイルのみ

指定したパスの修正されたファイルを除外します。

読み取り専用ファイルのみ

修正できないファイルを除外します。

ファイルの修正日

指定した期間に作成または修正されたファイルを除外します。期
間の始まりと終わりの日を選択してください。

X 日間アクセスされていないファ 期間 (日数) を指定し、その期間アクセスされていないファイル除
イル
外します。このオプションは、システムから古いファイルを移動す
る場合に便利です。

バックアップセットについて
バックアップセットは、単一のコンテンツソースからバックアップするデータの集まりです。
この単一のコンテンツソースには Microsoft Exchange データセットなどがあります。コン
テンツソースを複数選択すると、Backup Exec では、複数のバックアップセットが作成さ
れます。バックアップジョブの実行時に、Backup Exec がバックアップセットを作成してそ
れをストレージに書き込みます。データをリストアするには、リストアするデータを含むバッ
クアップセットを選択します。
バックアップ済みデータを扱うとき、実際にはバックアップセットを扱っています。Backup
Exec には、バックアップセットに含まれているデータを管理するための多数のオプション
が用意されています。
バックアップセットで次を実行できます。
■

バックアップセットの保存期間を設定して、この期間を過ぎるとディスク容量が再利用
されるようにする。
p.206 の 「バックアップセットの保持について」 を参照してください。

■

不要なバックアップセットを削除する。
p.207 の 「バックアップセットの削除」 を参照してください。

■

重要なバックアップセットや時間に依存するバックアップセットを無期限に保持する。
p.208 の 「バックアップセットの保持」 を参照してください。
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■

保持されたバックアップセットを解放して自動的に期限切れにする。
p.209 の 「保存されているバックアップセットの除去」 を参照してください。

■

バックアップセットに含まれるデータの表示とリストアするファイルの検索を可能にする
ため、バックアップセットをカタログ登録する。
p.210 の 「バックアップセットのカタログ登録」 を参照してください。

■

バックアップセットの内容を表示して、含まれたバックアップ済みデータを参照する。
p.210 の 「バックアップセットの内容の表示」 を参照してください。

■

バックアップセットのシステムとジョブのプロパティを表示する。
p.211 の 「バックアップセットのプロパティの表示」 を参照してください。

■

1 台の Backup Exec サーバーから別の Backup Exec サーバーにバックアップセット
をコピーする。
p.213 の 「バックアップセットの複製」 を参照してください。

■

バックアップセット内のデータを検証して Backup Exec で読み込めることを確認する。
p.216 の 「バックアップセットの検証」 を参照してください。

バックアップセットの保持について
Backup Exec は、バックアップジョブのプロパティで指定された期間に渡って、ディスクま
たはクラウドストレージに格納されるバックアップセットを保持します。デフォルトでは、バッ
クアップセットがディスクに格納される期間は、バックアップジョブの種類とスケジュールに
基づいて決まります。
たとえば、完全バックアップからのバックアップセットを 2 週間保持するように指定したとし
ます。2 週間後、バックアップセットの保持期間は終了し、Backup Exec ではディスク領
域を再利用できるようになります。後で増分バックアップを作成する場合、Backup Exec
は完全バックアップセットを 2 週間保持し、さらに増分バックアップセットを保持する期間
をそれに追加します。つまり、増分バックアップセットを 4 週間保持する場合、Backup
Exec は完全バックアップセットを 6 週間保持します。関連付けられた増分バックアップの
データが保持される限り、完全バックアップのデータも保持されます。Backup Exec では、
関連付けられたすべてのジョブでデータ保持期間が終了するまで、別のジョブに基づく
ジョブのバックアップセットの保持期間を終了しません。
バックアップセットを保持することで、ディスク上のバックアップセットが自動的に期限切れ
になることを防ぎます。その後、Backup Exec は関連するすべてのバックアップセットも保
持します。
p.208 の 「バックアップセットの保持」 を参照してください。
Backup Exec では、データをバックアップするストレージの種類に応じて、バックアップ
セットの保持を個別の方法で管理します。
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表 5-22

ストレージの種類とバックアップセットの保持

ストレージの種類

バックアップデータの保持

ディスクストレージとクラウドスト Backup Exec ではデータライフサイクル管理を使用して、バック
レージ
アップジョブで指定した保持期間が終了したらバックアップセット
も自動的に終了するようにします。バックアップセットが他のバッ
クアップセットに依存する場合、Backup Exec ではすべての保持
期間が終了するまでデータを期限切れにしません。
指定した日数の後で Backup Exec サーバーに再接続するディ
スクベースのストレージに対して、Backup Exec がそのディスク領
域を再利用しないようにできます。グローバル設定は、指定した
日数接続が切断された場合、ディスクベースのストレージ上での
Backup Exec の操作を読み取り専用に制限します。また、デバ
イスプロパティで設定を有効にすることにより、ディスクストレージ
デバイスごとに Backup Exec の操作を読み取り専用に制限する
こともできます。
p.405 の 「ストレージのためのグローバル設定」 を参照してくださ
い。
p.304 の 「ディスクストレージのプロパティ」 を参照してください。
p.302 の 「再接続されたディスクベースのストレージデバイスから
のデータのリストアについて」 を参照してください。
テープとディスクカートリッジメ
ディア

Backup Exec は ADAMM (Advanced Device and Media
Management) 機能を使用して、テープカートリッジメディアとディ
スクカートリッジメディアのデータ保持期間を管理します。ADAMM
により、メディアに適用されたルールセットに従って、メディアに格
納されたバックアップセットを期限切れにします。テープカートリッ
ジメディアとディスクカートリッジメディアを管理するルールのセッ
トは、メディアセットと呼ばれます。追加期間、上書き禁止期間、
ボルト移動の周期を指定するメディアセットを作成できます。
p.358 の 「メディアセットについて」 を参照してください。

バックアップセットの削除
ストレージ容量を節約するために、不要になったバックアップセットを削除できます。
p.205 の 「バックアップセットについて」 を参照してください。
バックアップセットを削除する方法

1

［バックアップとリストア］タブまたは［ストレージ］タブで、削除するバックアップセット
に関連するサーバーまたはストレージデバイスをダブルクリックします。

2

左側のペインで、［バックアップセット］をクリックします。

3

次のいずれかを実行します。
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■

単一のバックアップセットを削除するには、対象のバックアップセットを右クリック
します。

■

複数のバックアップセットを削除するには、Shift キーまたは Ctrl キーを押しな
がらバックアップセットをクリックし、選択したバックアップセットのいずれかを右ク
リックします。

4

［削除］をクリックします。

5

バックアップセットを削除する旨のメッセージを確認して、［はい］をクリックします。

バックアップセットの保持
バックアップセットの期限が自動的に切れないように、バックアップセットを保持できます。
Backup Exec では、依存関係のあるバックアップセットもすべて保持されます。たとえば、
増分バックアップセットの保持を選択した場合、Backup Exec は前回の完全バックアップ
を含め、それ以降のすべてのバックアップセットを保持します。データの保存に関する法
律の順守など、法的な目的でバックアップセットの保持が必要となる場合があります。
p.205 の 「バックアップセットについて」 を参照してください。
バックアップセットを保持すると、バックアップセットの期限が切れないままになります。バッ
クアップセットの保持が必要なくなった場合は、保持を解除して自動的に期限が切れるよ
うにします。
p.209 の 「保存されているバックアップセットの除去」 を参照してください。
バックアップセットを保持する方法

1

［バックアップとリストア］タブまたは［ストレージ］タブで、保持するバックアップセット
に関連するサーバーまたはストレージデバイスをダブルクリックします。

2

左側のペインで、［バックアップセット］をクリックします。

3

次のいずれかを実行します。
■

単一のバックアップセットを保持するには、対象のバックアップセットを右クリック
します。

■

複数のバックアップセットを保持するには、Shift キーまたは Ctrl キーを押しな
がらバックアップセットをクリックし、選択したいずれかのバックアップセットを右ク
リックします。

4

［保持］をクリックします。

5

必要なオプションを設定します。
p.209 の 「［バックアップセットを保持］オプション」 を参照してください。

6

［OK］をクリックします。
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［バックアップセットを保持］オプション
バックアップセットの期限が自動的に切れないように、バックアップセットを保持できます。
p.208 の 「バックアップセットの保持」 を参照してください。
［バックアップセットを保持］オプション

表 5-23
項目

説明

法務

バックアップセットを保存する理由が法的なものであることを指定
します。データ保存ポリシーに準拠するために、バックアップセッ
トを保存する必要が生じることがあります。

ユーザー定義

バックアップセットを保存する理由がユーザー定義であることを指
定します。

説明

バックアップセットを保存した理由に関する追加情報を詳述しま
す。このフィールドに説明を入力すると、バックアップセットを保存
した理由、またはそれらを保存しなければならない期間を思い出
すのに役立ちます。

保存されているバックアップセットの除去
バックアップセットを手動で保存することで、バックアップセットの保存期間を変更できま
す。バックアップセットを保存するように選択すると、Backup Exec はバックアップセットの
保存期限が経過したときにそれらが自動的に期限切れにならないようにします。バックアッ
プセットは無期限に手動で保存できます。
p.208 の 「バックアップセットの保持」 を参照してください。
保存されているバックアップセットが不要になれば、それらを期限切れにすることができま
す。最初に、バックアップセットの保存状況を削除する必要があります。その後、バックアッ
プセットのストレージ設定に従って、Backup Exec によって自動的にバックアップセットが
期限切れになります。
p.183 の 「ストレージオプション」 を参照してください。
保存されているバックアップセットを除去する方法

1

［バックアップとリストア］タブまたは［ストレージ］タブで、除去するバックアップセット
に関連するサーバーまたはストレージデバイスをダブルクリックします。

2

左側のペインで、［バックアップセット］をクリックします。

3

次のいずれかを実行します。
■

単一のバックアップセットを除去するには、保存されているバックアップセットを右
クリックします。
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■

4

複数のバックアップセットを除去するには、Shift キーまたは Ctrl キーを押しな
がら保存されているバックアップセットをクリックし、選択したバックアップセットの
いずれかを右クリックします。

［保存する］チェックボックスをオフにします。

バックアップセットのカタログ登録
データをリストアまたは検証するには、そのデータをカタログ登録する必要があります。
p.236 の 「カタログについて 」 を参照してください。
バックアップセットをカタログ登録できます。
p.205 の 「バックアップセットについて」 を参照してください。
バックアップセットをカタログ登録する方法

1

［バックアップとリストア］タブまたは［ストレージ］タブで、カタログ登録するバックアッ
プセットに関連するサーバーまたはストレージデバイスをダブルクリックします。

2

左側のペインで、［バックアップセット］をクリックします。

3

次のいずれかを実行します。

4

■

単一のバックアップセットをカタログ登録するには、対象のバックアップセットを右
クリックします。

■

複数のバックアップセットをカタログ登録するには、Shift キーまたは Ctrl キーを
押しながらバックアップセットをクリックし、選択したバックアップセットのいずれか
を右クリックします。

［カタログ］をクリックします。

バックアップセットの内容の表示
バックアップジョブが完了したら、作成されたバックアップセットに含まれるデータを表示
できます。バックアップセットの内容を表示して、バックアップされたデータを確認できま
す。リストアジョブを実行する前にバックアップセットの内容を表示して、バックアップセッ
トに含まれるデータを確認することもできます。
p.205 の 「バックアップセットについて」 を参照してください。
バックアップセットの内容を表示する方法

1

［バックアップとリストア］または［ストレージ］タブで、表示するバックアップセットに関
連するサーバーまたはストレージデバイスをダブルクリックします。

2

左側のペインで、［バックアップセット］をクリックします。
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3

表示するバックアップセットをダブルクリックします。
メモ: ［バックアップとリストア］タブで、バックアップソースを展開し、バックアップセット
を確認する必要があります。

4

左側のペインで、［内容］をクリックします。
ツリービューの左側のペインにバックアップセットの内容が表示されます。右側のペ
インでフォルダやドライブを展開し、これらの内容を表示できます。

バックアップセットのプロパティの表示
バックアップジョブが完了したら、作成されたバックアップセットのプロパティを表示できま
す。
p.205 の 「バックアップセットについて」 を参照してください。
バックアップセットの次のプロパティを表示できます。
■

バックアップのソース

■

バックアップ日

■

有効期限

■

バックアップ方式

■

サイズ

■

場所

■

バックアップセットの説明

■

データの暗号化

■

True Image

■

サーバー名

■

カタログファイル名

■

スナップショット

バックアップセットのプロパティを表示する方法

1

［バックアップとリストア］または［ストレージ］タブで、表示するバックアップセットに関
連するサーバーまたはストレージデバイスをダブルクリックします。

2

左側のペインで、［バックアップセット］をクリックします。
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3

表示するバックアップセットをダブルクリックします。
メモ: ［バックアップとリストア］タブで、バックアップソースを展開し、バックアップセット
を確認する必要があります。

4

左ペインで、［プロパティ］をクリックします。

バックアップしたデータの複製について
バックアップデータは、バックアップ定義に複製ステージを追加することによって自動的
に複製できます。複製するバックアップセットを 1 つ以上選択することで、バックアップデー
タを完了したジョブから手動で複製することもできます。
複製ステージを使用してバックアップデータを複製するとき、複製ステージでは、バック
アップ定義内の関連するバックアップジョブまたはリンクされたバックアップジョブが複製
元として使用されます。複製ステージには、ストレージ、通知、確認オプションを設定でき
ます。複製ジョブは、指定した時刻に実行されるようにスケジュール設定したり、バックアッ
プジョブの完了後すぐに実行されるようにスケジュール設定できます。複製ステージは繰
り返しジョブとして実行されるようにスケジュール設定するため、バックアップデータは、リ
ンクされたバックアップジョブが実行されるたびに複製されます。
p.149 の 「データのバックアップについて」 を参照してください。
p.177 の 「ステージについて」 を参照してください。
完了したジョブからバックアップデータを複製するときは、［バックアップとリストア］タブで、
複製するバックアップセットを選択します。選択したバックアップセットは複製元から読み
込まれ、ドライブ、ドライブプール、またはバックアップフォルダなどの選択された宛先に
書き込まれます。複製されたバックアップセットは暗号化できます。この種類のジョブを実
行するタイミングはスケジュール設定できますが、実行されるのは 1 回のみです。
個々のバックアップセットを 1 つ以上複製することも、ジョブ履歴全体を複製することもで
きます。ジョブ履歴には、バックアップ定義の依存関係のあるバックアップセットがすべて
含まれています。たとえば、増分バックアップの複製を選択した場合、Backup Exec は、
前回の完全バックアップ以降のすべての増分バックアップを自動的に複製します。
p.213 の 「バックアップセットの複製」 を参照してください。
p.213 の 「ジョブ履歴の複製」 を参照してください。
仮想デバイスから物理デバイスにデータを直接コピーするバックアップ複製ジョブを使う
ことができます。 仮想デバイスから物理デバイスにデータを直接コピーする場合、バック
アップ複製ジョブにはソフトウェア暗号化を適用できません。 ダイレクトコピーを無効にす
るか、またはジョブを暗号化しないようにする必要があります。
p.218 の 「仮想テープライブラリから物理テープデバイスにデータを直接コピーする方法」
を参照してください。
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複数のデータストリームで作成された Oracle バックアップセットを複製する場合は、次の
事項に注意する必要があります。
■

複製ジョブ中に複数のデータストリームは連続したデータストリームに変換されます。

■

複製したコピーのリストアジョブは、元のメディアのリストアジョブよりもパフォーマンス
が低下することがあります。

バックアップセットの複製
バックアップジョブの完了後は、バックアップセットを複製できます。特定のバックアップ
ジョブインスタンスでバックアップしたデータのみを複製する場合は、バックアップセットを
複製できます。ジョブと、そのジョブに依存しているすべてのバックアップセットを複製す
る場合は、ジョブ履歴を複製できます。
p.212 の 「バックアップしたデータの複製について」 を参照してください。
p.205 の 「バックアップセットについて」 を参照してください。
p.213 の 「ジョブ履歴の複製」 を参照してください。
バックアップセットを複製する方法

1

［バックアップとリストア］タブまたは［ストレージ］タブで、複製するバックアップセット
に関連するサーバーまたはストレージデバイスをダブルクリックします。

2

左側のペインで、［バックアップセット］をクリックします。

3

次のいずれかを実行します。
■

単一のバックアップセットを複製するには、対象のバックアップセットを右クリック
します。

■

複数のバックアップセットを複製するには、Shift キーまたは Ctrl キーを押しな
がらバックアップセットをクリックし、選択したいずれかのジョブ履歴を右クリックし
ます。

4

［複製］を選択します。

5

［ジョブを複製する］ダイアログボックスでオプションを指定します。
p.214 の 「複製ジョブのオプション」 を参照してください。

6

［ジョブを複製する］ダイアログボックスで［OK］をクリックします。

ジョブ履歴の複製
ジョブ履歴の複製では、ジョブが依存するすべてのバックアップセットを含むジョブ履歴
全体を複製できます。たとえば、バックアップ定義で増分バックアップが使用された場合、
Backup Exec は前回の完全バックアップ以降のすべての増分バックアップを複製します。
特定のバックアップジョブインスタンスでバックアップしたデータのみを複製する場合は、
バックアップセットを複製します。
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p.212 の 「バックアップしたデータの複製について」 を参照してください。
p.255 の 「ジョブ履歴について」 を参照してください。
p.213 の 「バックアップセットの複製」 を参照してください。
ジョブ履歴を複製する方法

1

［バックアップとリストア］タブまたは［ストレージ］タブで、複製するジョブ履歴に関連
するサーバーまたはストレージデバイスをダブルクリックします。

2

左側のペインで［ジョブ履歴］をクリックします。

3

次のいずれかを実行します。
■

単一のジョブ履歴を複製する場合は、対象のジョブ履歴を右クリックします。

■

複数のジョブ履歴を複製するには、Shift キーまたは Ctrl キーを押しながらジョ
ブ履歴をクリックし、選択したいずれかのジョブ履歴を右クリックします。

4

［複製］をクリックします。

5

複製する各ジョブ履歴について、［ジョブを複製する］ダイアログボックスのオプショ
ンを指定します。
p.214 の 「複製ジョブのオプション」 を参照してください。

6

作成する各複製ジョブについて、［ジョブを複製する］ダイアログボックスの［OK］をク
リックします。

複製ジョブのオプション
バックアップジョブの完了後に、バックアップセットまたはジョブ履歴全体の複製コピーを
作成できます。
p.213 の 「バックアップセットの複製」 を参照してください。
p.213 の 「ジョブ履歴の複製」 を参照してください。
表 5-24

複製ジョブのオプション

項目

説明

ストレージ

バックアップセットまたはジョブ履歴のコピー先になるストレージを
指定します。

保持期間

バックアップセットまたはジョブ履歴を保持する期間を指定しま
す。指定した期間中、メディアは上書きできないように保護されま
す。

スケジュール

Backup Exec で複製ジョブを実行する日時をスケジュールでき
ます。日時を選択することも、ジョブをただちに実行することも選
択できます。
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項目

説明

暗号化の種類

使用する暗号化の種類を指定します (使用する場合)。

暗号化キー

暗号化の種類を選択した場合は、使用する暗号化キーを指定し
ます。

キーの管理

新しい暗号化キーの作成または既存の暗号化キーの削除を行う
ことができます。
このオプションは、暗号化の種類を選択する場合にのみ使用で
きます。

複製されているバックアップセッ 複製の対象に選択したバックアップセットについての情報を表示
ト
します。

テスト実行ジョブについて
テスト実行ジョブは、スケジュール設定されたバックアップを実行した場合に、それが失敗
する可能性があるかを判別します。テストジョブを実行しても、データはバックアップされ
ません。その代わり、Backup Exec は潜在的なエラーを発見するためにストレージの容
量、クレデンシャル、およびメディアをチェックします。エラーがあると、完了するまでジョ
ブの処理が続行されます。エラーはジョブログに表示されます。指定した受信者に通知
が送信されるように Backup Exec を設定することもできます。
スケジュール設定されたバックアップジョブの前にテスト実行ジョブが自動的に実行され
るように設定できます。または、［バックアップとリストア］タブの［ジョブ］ペインからいつで
もテスト実行ジョブを実行できます。
テスト実行ジョブにより、ジョブが失敗する原因となる可能性のある次の事柄を確認できま
す。
■

ログオンクレデンシャルに必要な権限がない。

■

ストレージ容量が不十分である。

■

テープまたはディスクカートリッジメディアを使用できない。

■

上書きジョブ用の上書き可能なメディアを使用できない。

■

追記ジョブ用の追記可能なメディアを使用できない。

テスト実行ジョブにより、選択したジョブに使用可能なメディアの容量がチェックされます。
また、複数のテスト実行ジョブに必要なメディアの容量が十分にあるかどうかを、テスト実
行結果レポートでチェックできます。
p.611 の 「［テスト実行の結果］レポート」 を参照してください。
テスト実行ジョブを実行する前に、使用しているストレージデバイスに対してバックアップ
ジョブを実行することをお勧めします。Backup Exec は、実際のバックアップジョブによっ
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てデータがデバイスに送信されるまで、ストレージデバイスの容量を認識しません。その
ため、いかなるジョブも実行せずにテスト実行ジョブを作成した場合、Backup Exec は、
デバイスにバックアップを実行するのに十分な容量があるかどうかを確認できません。少
なくとも 1 回のバックアップジョブでデバイスにデータが送信されていれば、Backup Exec
は容量を確認できます。
p.254 の 「ジョブリストからのテストジョブの実行」 を参照してください。
p.190 の 「［テスト実行］のオプション」 を参照してください。

バックアップしたデータの検証について
バックアップが完了したら、メディアが読み取り可能かどうかを確認するために Backup
Exec で検証操作を実行できます。 すべてのバックアップで検証を行うことをお勧めしま
す。 デフォルトでは、Backup Exec はジョブの最後に自動的にバックアップを検証しま
す。 ただし、スケジュール設定して後で検証操作を実行したり、検証操作を完全に無効
にすることもできます。デフォルトのバックアップ設定に含まれる Backup Exe の検証オプ
ションや個々のバックアップジョブの Backup Exe の検証オプションを変更できます。
また、バックアップセットやジョブ履歴をいつでも検証できます。
p.191 の 「検証オプション」 を参照してください。
p.216 の 「バックアップセットの検証」 を参照してください。
p.217 の 「ジョブ履歴の検証」 を参照してください。

バックアップセットの検証
データコレクションとそれが保存されているメディアの整合性を確認するため、バックアッ
プセットを検証できます。特定のバックアップジョブインスタンスでバックアップしたデータ
のみを検証する場合は、バックアップセットを検証します。ジョブと、そのジョブに依存す
るすべてのバックアップセットを検証する場合は、ジョブ履歴を検証します。
p.205 の 「バックアップセットについて」 を参照してください。
p.216 の 「バックアップしたデータの検証について」 を参照してください。
p.217 の 「ジョブ履歴の検証」 を参照してください。
バックアップセットを検証する方法

1

［バックアップとリストア］タブまたは［ストレージ］タブで、検証する 1 つ以上のバック
アップセットに関連するサーバーまたはストレージデバイスをダブルクリックします。

2

左側のペインで、［バックアップセット］をクリックします。

3

次のいずれかを実行します。
■

単一のバックアップセットを検証するには、対象のバックアップセットを右クリック
します。
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■

複数のバックアップセットを検証するには、Shift キーまたは Ctrl キーを押しな
がらバックアップセットをクリックし、選択したバックアップセットのいずれかを右ク
リックします。

4

［検証］をクリックします。

5

［ジョブの検証］ダイアログボックスのオプションを指定します。
p.218 の 「ジョブの検証オプション」 を参照してください。

6

［OK］をクリックします。

ジョブ履歴の検証
データコレクションとそれが保存されているメディアの整合性を確認するため、バックアッ
プセットを検証できます。ジョブが依存するすべてのバックアップセットを含むジョブ履歴
全体を検証できます。たとえば、バックアップ定義で増分バックアップが使用された場合、
Backup Exec は前回の完全バックアップ以降のすべての増分バックアップを検証します。
特定のバックアップジョブインスタンスでバックアップしたデータのみを検証する場合は、
バックアップセットを検証できます。
p.205 の 「バックアップセットについて」 を参照してください。
p.216 の 「バックアップしたデータの検証について」 を参照してください。
p.216 の 「バックアップセットの検証」 を参照してください。
バックアップを検証する方法

1

［バックアップとリストア］タブまたは［ストレージ］タブで、検証するジョブ履歴に関連
するサーバーまたはストレージデバイスをダブルクリックします。

2

左側のペインで［ジョブ履歴］をクリックします。

3

次のいずれかを実行します。
■

単一のジョブ履歴を検証するには、対象のバックアップセットを右クリックします。

■

複数のジョブ履歴を検証するには、Shift キーまたは Ctrl キーを押しながらジョ
ブ履歴をクリックし、選択したいずれかのジョブ履歴を右クリックします。

4

［検証］をクリックします。

5

検証する各ジョブ履歴について、［ジョブの検証］ダイアログボックスのオプションを
指定します。
p.218 の 「ジョブの検証オプション」 を参照してください。

6

検証する各ジョブ履歴について、［ジョブの検証］ダイアログボックスの［OK］をクリッ
クします。
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ジョブの検証オプション
データコレクションとそれが保存されているメディアの整合性を確認するため、バックアッ
プセットを検証できます。
p.216 の 「バックアップセットの検証」 を参照してください。
p.217 の 「ジョブ履歴の検証」 を参照してください。
表 5-25

ジョブの検証オプション

項目

説明

スケジュール

いつ検証操作を実行するかを指定します。 操作をスケジュール
設定したり、すぐに実行することもできます。

検証中のバックアップセット

検証用に選択されているバックアップセットについての情報を表
示します。

仮想テープライブラリから物理テープデバイスにデータ
を直接コピーする方法
Backup Exec の［テープへのダイレクトコピー］オプションでは、バックアップ複製ジョブの
間に物理テープデバイスに仮想テープライブラリから直接データをコピーできます。Backup
Exec サーバーは複製の調整は行いますが、データのコピーは行いません。その代わり、
仮想テープライブラリは物理デバイスに仮想テープのイメージを直接コピーします。Backup
Exec サーバーはデータについての情報をカタログに記録します。コピーされたデータに
ついての情報がカタログにあるので、仮想テープライブラリまたは物理デバイスのいずれ
かからデータをリストアできます。バックアップ複製ジョブのジョブログに［テープへのダイ
レクトコピー］が有効であることが示されます。
p.219 の 「仮想テープライブラリから物理テープデバイスへのデータのコピー 」 を参照し
てください。
［テープへのダイレクトコピー］を使用するには、ソースデバイスと宛先デバイスの両方が
NDMP に対応している必要があります。デバイスが NDMP に対応していない場合、
Backup Exec は通常バックアップ複製ジョブを実行します。
メモ: ［テープへのダイレクトコピー］を有効にして、複製ジョブの宛先デバイスとしてディス
クストレージを選択した場合、Backup Exec は通常の複製ジョブを実行します。
［テープへのダイレクトコピー］では、ハードウェア暗号化とソフトウェア暗号化の両方がサ
ポートされます。ソフトウェア暗号化の場合、ソースバックアップセットと宛先バックアップ
セットの両方がソフトウェア暗号化を使わなければなりません。
p.473 の 「DBA 開始ジョブテンプレートについて」 を参照してください。
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仮想テープライブラリから物理テープデバイスへのデー
タのコピー
仮想テープライブラリから物理テープデバイスにデータを直接コピーするバックアップ複
製ジョブを作成できます。
メモ: ソースデバイスと宛先デバイスの両方が NDMP に対応していなければなりません。
デバイスが NDMP に対応していない場合、Backup Exec は通常バックアップ複製ジョブ
を実行します。
p.218 の 「仮想テープライブラリから物理テープデバイスにデータを直接コピーする方法」
を参照してください。
表 5-26

ダイレクトコピーを使って仮想テープライブラリから物理デバイスに
データをコピーする方法

手順

説明

参照先

通常バックアップのジョブ
を作成します。

ストレージの宛先として仮想テー
プライブラリを選択します。

p.156 の 「データのバックアップ」
を参照してください。
p.183 の 「ストレージオプション」 を
参照してください。

バックアップ複製ジョブを
作成します。

DBA 開始ジョブの設定で、次を行 p.476 の 「DBA 開始ジョブのスト
います。
レージオプション」 を参照してくだ
さい。
■ 宛先として物理テープデバイ
スを選択します。
p.484 の 「DBA 開始ジョブの複製
■ ［テープへのダイレクトコピー ジョブの設定」 を参照してくださ
を有効にする］を選択します。 い。

すべてのスケジュール済みバックアップジョブのカレン
ダーでの表示
カレンダーでは、月単位、週単位、または日単位で、すべてのスケジュール済みバック
アップジョブを表示できます。スケジュール設定の競合がないことを確認するために、カ
レンダー形式でバックアップジョブを表示することは役立つことがあります。新しいジョブ
を作成する前にカレンダーを確認することもできます。
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すべてのスケジュール済みバックアップジョブをカレンダーに表示する方法

1

［バックアップ］グループの［バックアップとリストア］タブで、［バックアップカレンダー］
をクリックします。
p.220 の 「バックアップカレンダーオプション」 を参照してください。

2

カレンダーの確認が終わったら、［閉じる］をクリックします。

バックアップカレンダーを使用したスケジュールからの日
付の除外
バックアップカレンダーを使用してバックアップスケジュールから日付を除外できます。
バックアップスケジュールから、休日や祝日などの特定の日付を除外できます。Backup
Exec は、除外された日付に対してスケジュール設定されているすべてのバックアップを
スキップします。リストに含まれている日にバックアップジョブをスケジュール設定するとき
は、後でリストからその日付を削除できます。
p.448 の 「バックアップスケジュールからの日付の除外について」 を参照してください。
バックアップカレンダーを使用してスケジュールから日付を除外する方法

1

［バックアップ］グループの［バックアップとリストア］タブで、［バックアップカレンダー］
をクリックします。
p.220 の 「バックアップカレンダーオプション」 を参照してください。

2

バックアップスケジュールから除外する日付を右クリックします。

3

［日付の除外］をクリックします。
メモ: 除外した日付を含めるには、日付を右クリックして、［日付の設定］をクリックしま
す。

バックアップカレンダーオプション
カレンダーでスケジュール済みバックアップを表示できます。 スケジュール設定の競合が
ないことを確認するために、カレンダー形式でバックアップジョブを表示することは役立つ
ことがあります。
p.219 の 「すべてのスケジュール済みバックアップジョブのカレンダーでの表示」 を参照し
てください。
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表 5-27

バックアップカレンダーオプション

項目

説明

日

1 日のすべてのスケジュール済みバックアップジョブを表示しま
す。

週

1 週間のすべてのスケジュール済みバックアップジョブを表示し
ます。

月

1 カ月間のすべてのスケジュール済みバックアップジョブを表示
します。
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6
リストア
この章では以下の項目について説明しています。
■

データの検索とリストアついて

■

リストアジョブのデフォルト設定

■

暗号化されたデータのリストアについて

■

Microsoft Windows コンピュータの完全なオンラインリストアの実行について

■

［システム状態］のリストアについて

■

ドメインコントローラへのシステム状態のリストア

■

Backup Exec のシャドウコピーコンポーネントのリストアについて

■

ユーティリティパーティションと UEFI システムパーティションのリストアについて

■

リストア先変更機能を使った既存ドメインへの新しい Windows Server ドメインコント
ローラのインストール

■

別のバックアップソフトウェアで作成したメディアを使用したリストアについて

■

リストアジョブのキャンセルについて

■

カタログについて

データの検索とリストアついて
Backup Exec は、バックアップデータの検索とリストアを支援するため、案内付きの［検
索］と［リストア］手段を備えています。Archiving Option がインストール済みの場合は、
アーカイブされたデータを検索またはリストアすることもできます。
［検索］または［リストア］で、次のことを行えます。
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■

データをバックアップ元の場所にリストアすることも、別の場所にリストア先を変更する
こともできます。

■

ただちにリストアジョブを実行するか、実行するスケジュールを設定できます。

また、すべてのリストアジョブのデフォルトのネットワークとして使うネットワークを指定する
こともできます。
p.225 の 「リストアジョブのデフォルト設定」 を参照してください。
表 6-1

データのリストアと検索のための案内方法

方式

説明

検索

バックアップセットを検索する複数のサーバーを選択できま
す。次に、データのリストアを選択するか、検索基準と検索結
果をクリップボードにコピーして保存できます。結果の保存後
は、リストアを要求したユーザーに電子メールで送り、リストア
前に適切なデータを見つけたことを確認できます。
Backup Exec はデータのリストア先の各サーバーのための個
別のリストアジョブを作成します。
検索では、次の種類のデータのみがサポートされます。
■

ファイルとフォルダ

Granular Recovery Technology が有効になっている
Exchange と SharePoint のバックアップセット
■ アーカイブされたファイルシステムデータとアーカイブされ
た Exchange のメールボックスデータ
■

［検索］オプションを［バックアップとリストア］タブで実行すると、
検索ウィザードが起動します。
リストア

単一のサーバーからのバックアップセットを参照できます。参
照後はデータをリストアできます。
コンピュータがバックアップのために全面的に選択されている
場合、Windows コンピュータの完全なオンラインリストアを実
行することもできます。デフォルトでは、完全なリストアに必要
なすべてのコンポーネントがバックアップジョブに含まれます。
［リストア］オプションを［バックアップとリストア］タブで実行する
と、リストアウィザードが起動します。

第 6 章 リストア
リストアジョブのデフォルト設定

方式

説明

Simplified Disaster Recovery

ハードディスクドライブのエラー後に、Windows コンピュータ
をリカバリできます。Simplified Disaster Recovery ウィザー
ドの画面の案内に従って操作を進めれば、ディザスタリカバリ
の準備に必要な操作や、ローカルコンピュータまたはリモート
コンピュータの故障発生前の状態へのリカバリを行うことがで
きます。
p.692 の 「Simplified Disaster Recoveryについて」 を参照し
てください。

p.845 の 「Exchange データのリストアについて」 を参照してください。
p.813 の 「SQL データベースのリストアについて」 を参照してください。
p.892 の 「Oracle リソースのリストアについて」 を参照してください。
p.777 の 「VMware リソースのリストアについて」 を参照してください。
p.764 の 「重複排除データのリストアについて」 を参照してください。
p.1242 の 「アーカイブからの項目のリストアについて」 を参照してください。
p.1249 の 「Archiving Option コンポーネントのリストアについて」 を参照してください。
p.860 の 「Microsoft SharePoint データのリストアについて」 を参照してください。
p.917 の 「Enterprise Vault のリストアについて」 を参照してください。
p.1080 の 「Linux コンピュータへのデータのリストアについて」 を参照してください。
p.959 の 「Lotus Domino データベースのリストアについて」 を参照してください。

リストアジョブのデフォルト設定
すべてのリストアジョブに使うデフォルトのネットワークを指定できます。
p.538 の 「バックアップネットワークの指定について」 を参照してください。
リストアジョブのデフォルトを設定する方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックし、［構成と設定］、［ジョブのデフォルト設定］、［リス
トア］の順に選択します。

2

必要に応じてオプションを編集します。
p.226 の 「リストアジョブのデフォルト設定」 を参照してください。

3

［OK］をクリックします。
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リストアジョブのデフォルト設定
すべてのリストアジョブのデフォルト設定を指定できます。
p.225 の 「リストアジョブのデフォルト設定」 を参照してください。
表 6-2

リストアジョブのデフォルト設定

項目

説明

ネットワークインターフェース

リストアジョブに使用するネットワークに Backup
Exec サーバーを接続する、ネットワークインター
フェースカードの名前を指定します。リストには、
Backup Exec サーバーで利用可能なネットワー
クインターフェースカードがすべて表示されます。
Central Admin Server Option (CASO) がイン
ストールされたら、オプションの［管理対象
Backup Exec サーバーに対してデフォルトのネッ
トワークインターフェースを使用する］を選択して
ください。このオプションは、管理対象 Backup
Exec サーバーのデフォルトとして設定されるネッ
トワークインターフェースカードを使用して、委託
リストアジョブの処理を可能にします。

プロトコル

ネットワークプロトコルを指定します。
利用可能なオプションは次のとおりです。
■

利用可能なプロトコルを使用する

■

IPv4

■

IPv6

p.539 の 「Backup Exec での IPv4 および IPv6
の使用について」 を参照してください。
サブネット

ネットワークインターフェースカードが所属してい
るサブネットを識別する 32 ビットの数値が表示
されます。
このオプションは、ネットワークインターフェース
がローカルエリア接続に設定されている場合に
のみ表示されます。
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項目

説明

このネットワークインターフェース、サブネットまた
はプロトコルをバインドできない Backup Exec
Agent には利用可能な任意のネットワークイン
ターフェース、サブネットまたはプロトコルを使用
する

Backup Exec Agent がインストールされるリモー
トコンピュータからのデータが、利用可能な任意
のネットワークにリストアされることを確認します。
リストアのために選択したリモートコンピュータは、
既に指定済みのリストアネットワークの一部であ
ることはできません。
このオプションのチェックマークが外され、リモー
トコンピュータが指定済みのリストアネットワーク
の一部でない場合は、ジョブは失敗します。
Backup Exec はリモートコンピュータにデータを
リストアできません。
このオプションは、ネットワークインターフェース
がローカルエリア接続に設定されている場合に
のみ選択できます。

インターフェースの詳細

リストアネットワークとして選択したネットワークイ
ンターフェースのメディアアクセス制御 (MAC) ア
ドレス、アダプタの種類、説明、IP アドレス、サブ
ネット接頭辞を表示します。

暗号化されたデータのリストアについて
暗号化されたバックアップセットは、リストア選択リストにロック付きのアイコンで示されま
す。暗号化されたデータを選択してリストアする場合、Backup Exec では、そのデータの
暗号化キーの有効性が自動的に確認されます。データのバックアップに使用した暗号化
キーが Backup Exec データベースに存在する場合は、その暗号化キーが自動的に選
択されます。ただし、暗号化キーが見つからなかった場合は、データのバックアップに使
用した暗号化キーのパスフレーズの入力を求めるメッセージが表示されます。正しいパス
フレーズを入力すると、キーが再作成されます。
所有者専用暗号化キーをデータのバックアップに使用する場合、キーの所有者以外の
ユーザーがデータをリストアするには、パスフレーズを入力する必要があります。
p.543 の 「パスフレーズの暗号化について」 を参照してください。
p.467 の 「暗号化キーの管理について」 を参照してください。
p.470 の 「暗号化キーの置換」 を参照してください。
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Microsoft Windows コンピュータの完全なオンラインリ
ストアの実行について
コンピュータがバックアップのために全面的に選択された場合、Microsoft Windows コ
ンピュータの完全なオンラインリストアを実行できます。コンピュータをリカバリする時点を
示すバックアップセット時刻を選択します。必要なバックアップセットは、すべて自動的に
選択されます。必要に応じて、追加のバックアップセットを選択してリストアできます。コン
ピュータのリストア先は変更できません。
p.529 の 「重要なシステムコンポーネントのバックアップについて 」 を参照してください。
p.223 の 「データの検索とリストアついて」 を参照してください。

［システム状態］のリストアについて
Microsoft Windows のバージョン、Service Pack のレベル、インストールされている機
能によって、次の［システム状態］データをリストアできます。
■

Active Directory

■

自動システム回復

■

Background Intelligent Transfer Service

■

COM+ クラス登録データベース

■

動的ホスト構成プロトコル

■

イベントログ

■

ファイルサーバーのリソース管理

■

Internet Information Service (IIS)

■

Microsoft Search Service

■

ネットワークポリシーサーバー

■

レジストリ

■

リモート記憶域

■

リムーバブル記憶域マネージャ

■

シャドウコピーの最適化ライター

■

システムファイル

■

ターミナルサーバーのライセンス

■

ターミナルサービスゲートウェイ

■

Windows 展開サービス
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■

Windows Management Instrumentation

サーバーが認証サーバーの場合、［システム状態］には認証サービスデータベースが含
まれます。
サーバーがドメインコントローラである場合、［システム状態］には Active Directory サー
ビスデータベースと SYSVOL ディレクトリが含まれます。
p.972 の 「Agent for Microsoft Active Directory について」 を参照してください。
コンピュータは、［システム状態］データのリストア後に再起動する必要があります。
メモ: ［システム状態］のリストアジョブを途中でキャンセルしないでください。 このジョブを
途中でキャンセルすると、サーバーが使用できなくなることがあります。
p.529 の 「重要なシステムコンポーネントのバックアップについて 」 を参照してください。
p.228 の 「Microsoft Windows コンピュータの完全なオンラインリストアの実行について」
を参照してください。

ドメインコントローラへのシステム状態のリストア
ドメインコントローラであるコンピュータに［システム状態］をリストアするには、コンピュータ
をセーフモードで起動する必要があります。その後、［ディレクトリサービス復元モード］を
使用してリストアを実行します。
ドメイン内部に存在する他のドメインコントローラに Active Directory を複製するには、
Active Directory の［権限のある復元］を実行する必要があります。［権限のある復元］を
実行すると、リストアしたデータがすべてのサーバーに正しく複製されます。 ［権限のある
復元］の実行には、Backup Exec での［システム状態］のリストア後、そのサーバーを再起
動する前に、Microsoft の Ntdsutil ユーティリティを実行することが含まれます。［権限
のある復元］と Ntdsutil ユーティリティについて詳しくは Microsoft のマニュアルを参照
してください。
p.228 の 「［システム状態］のリストアについて 」 を参照してください。
ドメインコントローラにシステム状態をリストアする方法

1

宛先サーバーを起動し、起動オプション指定画面で F8 キーを押して［ディレクトリ
サービス復元モード］オプションを選択します。

2

次のいずれかを実行します。
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Windows 2003 のサービスを起動する

Windows 2008 のサービスを起動する

次に示す順序で操作を実行します。
■

［マイ コンピュータ］を右クリックします。

■

［管理］をクリックします。

■

［サービスとアプリケーション］を展開しま
す。

次に示す順序で操作を実行します。
■

［マイ コンピュータ］を右クリックします。

■

［管理］をクリックします。

■

［構成］を展開します。

3

［サービス］をクリックします。

4

表示される各 Backup Exec サービスに対して、次に示す順序で操作を実行します。

5

■

［プロパティ］をクリックします。

■

［ログオン］タブをクリックし、［アカウント］をクリックしてローカル管理者権限のあ
るユーザーアカウントを入力して［OK］をクリックします。

■

サービスを右クリックし、［開始］をクリックします。

Backup Exec サービスの起動後、リストアウィザードを起動して［システム状態］をリ
ストアします。
p.223 の 「データの検索とリストアついて」 を参照してください。

6

リストアウィザードで、［システム状態の SYSVOL のリストア時に、このサーバーを複
製用のプライマリ判別子としてマークする］オプションを有効にします。

7

その他のデータをリストアする前に、サーバーを再起動します。

Backup Exec のシャドウコピーコンポーネントのリストア
について
Backup Exec のシャドウコピーコンポーネントファイルシステムでは、Microsoft のボリュー
ムシャドウコピーサービスを使用して、Windows コンピュータ内部のサードパーティ製ア
プリケーションとユーザーのデータを保護します。Backup Exec のシャドウコピーコンポー
ネントの項目は、個別に、または一緒にリストアできます。
Backup Exec のシャドウコピーコンポーネントに含まれる項目は次のとおりです。
■

Backup Exec 重複排除用ディスクストレージ

■

分散ファイルシステムレプリケーション (DFSR)

■

OSISoft PI サーバー
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p.223 の 「データの検索とリストアついて」 を参照してください。
p.228 の 「［システム状態］のリストアについて 」 を参照してください。

ユーティリティパーティションと UEFI システムパーティショ
ンのリストアについて
リストアのためのユーティリティパーティションを選択できます。ユーティリティパーティショ
ンは、Dell、Hewlett-Packard、IBM などの OEM ベンダーのディスクにインストールされ
ている小さいパーティションです。これらのパーティションには、システム診断ユーティリ
ティやシステム設定ユーティリティが格納されています。オペレーティングシステムが作成
する小さいパーティションである Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) をリス
トアできます。UEFI システムパーティションには、bootmgr ファイルや BOOT¥BCD ファ
イルのような重要なシステムファイルが格納されています。
ユーティリティパーティションをリストアするための必要条件は、次のとおりです。
■

データをリストアする前に、ユーティリティパーティションを作成し直す必要があります。

■

管理者権限がある必要があります。

■

ユーティリティパーティションのリストア先を別のコンピュータに変更することはできま
せん。

■

同一のベンダーに属するユーティリティパーティションのみをリストアできます。たとえ
ば、Dell のユーティリティパーティションを Compaq のユーティリティパーティションに
リストアすることはできません。

■

データのリストア先のユーティリティパーティションのサイズは、バックアップしたユー
ティリティパーティションのサイズ以上である必要があります。

p.223 の 「データの検索とリストアついて」 を参照してください。

リストア先変更機能を使った既存ドメインへの新しい
Windows Server ドメインコントローラのインストール
既存のドメインに新しい Windows Server ドメインコントローラをインストールするには、
Active Directory と SYSVOL データが新しいドメインコントローラに複製されている必要
があります。複製するデータが大量に存在する場合、またはドメインコントローラ間の接続
が低速である場合は、複製に要する時間が長くなります。また、複製するデータの量や接
続速度も Active Directory Application Mode での複製時間に影響します。［メディア
からのインストール］と呼ばれる Microsoft Windows の機能を使用して、Active Directory
と Active Directory Application Mode の複製に要する時間を短縮できます。
Active Directory では、［メディアからのインストール］機能を使用します。新しいドメイン
コントローラを追加するドメインで、既存のドメインコントローラのシステム状態のバックアッ
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プセットをリストアします。次に、リストア先を宛先ドメインコントローラに変更して、システム
状態のバックアップセットをリストアします。
Active Directory Application Mode の場合は、ADAM ライターを使用してデータを
バックアップすることができます。続いて、バックアップした ADAM データのリストア先コ
ンピュータを変更してリストアします。
p.972 の 「Agent for Microsoft Active Directory について」 を参照してください。
詳しくは Microsoft のマニュアルを参照してください。
表 6-3

リストア先変更機能を使用して、既存のドメインに新しい Windows
Server ドメインコントローラをインストールする方法

手順

説明

手順 1

ターゲットドメインにあるアクティブな Windows
Server ドメインコントローラの、システム状態の
データをバックアップします。データは、ディスク
カートリッジデバイスやテープのなどのリムーバ
ブルストレージにバックアップする必要がありま
す。
p.156 の 「データのバックアップ」 を参照してくだ
さい。

手順 2

目的のドメインにインストールするコンピュータ
に、システム状態データを格納しているストレー
ジを接続します。

メモ: ストレージは暗号化することをお勧めしま
す。目的のドメインにメディアを移動するときは、
十分に注意して行ってください。
手順 3

ストレージに対してインベントリを実行し、カタロ
グ登録します。
p.414 の 「ストレージデバイスのカタログ登録」 を
参照してください。

手順 4

目的のコンピュータ上のボリュームまたはディレ
クトリの一時的な場所にリストア先を変更して、シ
ステム状態のバックアップセットをリストアします。
p.223 の 「データの検索とリストアついて」 を参照
してください。
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手順

説明

手順 5

次に示す順序で操作を実行して、ドメインコント
ローラのインストールを開始します。
■

■

■

■

■

■

目的のコンピュータで、［スタート］、［ファイル
名を指定して実行］の順にクリックします。
dcpromo /adv と入力して［OK］をクリック
します。
Active Directory インストールウィザードが
表示されたら、［次へ］をクリックします。
［既存のドメインの追加ドメインコントローラ］
を選択して［次へ］をクリックします。
［復元されたバックアップファイルから］を選
択し、システム状態のデータのリストア先とし
て指定した一時的な場所を入力してから［次
へ］をクリックします。
画面の指示に従って、Active Directory イ
ンストールウィザードでの操作を進めます。

手順 6

ドメインコントローラのインストールを完了します。

手順 7

新しいドメインコントローラをインストールしたシス
テムを再起動します。

手順 8

リストア先を一時的な場所に変更したシステム状
態のバックアップセットが残っている場合は削除
します。

別のバックアップソフトウェアで作成したメディアを使用し
たリストアについて
Backup Exec では NetWare SMS ボリュームバックアップの非 SMS ボリュームへのリス
トアがサポートされています。たとえば、Backup Exec for NetWare Servers または Novell
の SBackup を使用してバックアップしたデータを、Backup Exec サーバーや別のネット
ワーク共有にリストアできます。
互換性があるオペレーティングシステム、プラットフォーム、アプリケーションのリストは、次
の URL で参照できます。
http://entsupport.symantec.com/umi/V-269-1

ARCserve テープからのデータのリストアについて
ARCserve テープからデータをリストアできます。
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次の種類のデータは、ARCserve テープからリストアすることはできません。
■

データベース (Microsoft SQL Server、Exchange Server、NetWare ディレクトリサー
ビスなど)

■

Windows レジストリ

■

インターリーブファイル

■

圧縮ファイル

■

暗号化ファイル

■

OS/2 ファイルのロングファイルネームと拡張属性

■

Macintosh ファイルのロングファイルネームとリソースフォーク

ARCserve バックアップを格納しているストレージは上書きできます。ただし、バックアップ
の追記ジョブはサポートされません。Backup Exec ストレージのユーティリティジョブは、
すべて ARCserve メディア上で実行できます。
メモ: ARCserve バックアップが複数のテープにまたがっている場合は、その ARCserve
バックアップに含まれているすべてのテープを用意する必要があります。ARCserve バッ
クアップで作成した最初のテープからカタログ登録ジョブとリストアジョブの両方を開始し
ます。
p.234 の 「ARCserve メディアからのデータのリストア」 を参照してください。
p.412 の 「ストレージデバイスのインベントリ実行について」 を参照してください。
p.414 の 「ストレージデバイスのカタログ登録」 を参照してください。

ARCserve メディアからのデータのリストア
ARCserve テープからデータをリストアできます。
p.233 の 「ARCserve テープからのデータのリストアについて」 を参照してください。
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表 6-4

ARCserve メディアからのデータのリストア

手順

処理

手順 1

ARCserve バックアップに含まれているすべての
ストレージをカタログ登録してインベントリ登録し
ます。
p.412 の 「ストレージデバイスのインベントリ実行
について」 を参照してください。
カタログ登録時に、読み取ることのできたファイ
ルフォーマットが表示されます。読み取ることの
できなかったファイルは、カタログには表示され
ません。Backup Exec のカタログに表示される
［メディアの説明］は、ARCserve によって使用さ
れるセッション記述から取得されます。
ストレージベースのカタログは、他社のバックアッ
プ製品で作成したストレージではサポートされま
せん。そのため、ARCserve ストレージのカタロ
グ登録は、Backup Exec ストレージのカタログ登
録よりも大幅に時間がかかります。

手順 2

選択したデータをコンピュータにリストアします。
p.223 の 「データの検索とリストアついて」 を参照
してください。
ARCserve が一部のコンピュータで使用してい
る命名規則のために、データのリストア先を別の
コンピュータに変更することが必要になる場合が
あります。

リストアジョブのキャンセルについて
リストアジョブを途中で中止した場合は、リストア先に使用できないデータが生成され、ディ
スクも使用できない状態になることがあります。 リストアジョブの中止を避けるには、予備
の宛先にリストア先を変更します。 リストアが正常に完了したら、そのデータを最終リスト
ア先にコピーします。
［システム状態］のリストアジョブを途中でキャンセルしないでください。 このジョブを途中
でキャンセルすると、システムが使用できなくなることがあります。
p.246 の 「実行中のジョブのキャンセル」 を参照してください。
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カタログについて
データをバックアップしている間、Backup Exec はバックアップセットと、バックアップセッ
トが格納されるストレージデバイスについての情報を含むカタログを作成します。リストア
するためのデータを選択するとき、Backup Exec は、リストアの選択内容と、それらが存
在するストレージデバイスを見つけるためにカタログ情報を使います。
ストレージデバイスが全面的にカタログ登録されるときに、次を実行できます。
■

各バックアップセットに格納されている、すべてのディレクトリとファイルに関する情報
を表示する。

■

リストアに必要なファイルを検索する。

Backup Exec は全面的に各バックアップジョブをカタログ登録します。ただし、カタログが
切り捨てられているメディアの場合は、バックアップセットの情報のみがリストに表示されま
す。ファイルまたはファイル属性を表示できません。カタログの情報量は、一定の時間の
経過後にカタログを切り捨てることを選択するかどうかで判断されます。
カタログは、Backup Exec サーバーと、バックアップジョブの送信先のストレージデバイス
に存在します。
Backup Exec の別のインストールがバックアップしたデータをリストアするには、まずロー
カル Backup Exec サーバーのストレージデバイスのカタログ操作を実行する必要があり
ます。Backup Exec の 1 つのインストールで実行したバックアップジョブのためのカタロ
グは、Backup Exec の別のインストールにはありません。
p.236 の 「カタログのグローバルオプションの編集」 を参照してください。
p.414 の 「ストレージデバイスのカタログ登録」 を参照してください。
p.383 の 「暗号化されたバックアップセットを含むメディアのカタログ登録について」 を参
照してください。

カタログのグローバルオプションの編集
環境に最も適しているデフォルトを指定するために、カタログのグローバルオプションを編
集できます。
p.236 の 「カタログについて 」 を参照してください。
カタログのグローバルオプションを編集する方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックし、［構成と設定］、［Backup Exec の設定］の順に選
択します。

2

左側のペインで、［カタログ］をクリックします。
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3

適切なオプションを選択します。
p.237 の 「カタログのためのグローバルオプション」 を参照してください。

4

［OK］をクリックします。

カタログのためのグローバルオプション
すべてのカタログに適用するグローバルなデフォルトを変更できます。
p.236 の 「カタログのグローバルオプションの編集」 を参照してください。
表 6-5
オプション

カタログのためのグローバルオプション
説明

すべてのメディアに対してカタログ操作を順番に テープファミリーで最も小さい既知のテープ番号
要求する
から、テープドライブとディスクカートリッジ内部
のメディアのカタログ登録を開始します。たとえ
ば、最初のテープがない場合は、カタログジョブ
は 2 番目のテープから開始されます。このオプ
ションのチェックマークを外すと、カタログジョブ
は指定したテープから開始されます。
［すべてのメディアに対してカタログ操作を順番
に要求する］のチェックマークをはずした場合は、
［ストレージベースのカタログを使用する］オプ
ションにチェックマークを付けることはできませ
ん。
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オプション

説明

ストレージベースのカタログを使用する

Backup Exec がストレージデバイスからカタログ
情報を読み取るようにします。
ストレージベースのカタログを使用すると、
Backup Exec サーバーベースのカタログに含ま
れていないバックアップセットのカタログ登録を
短時間で行えます。たとえば、Backup Exec の
別のインストールが作成するバックアップセットを
カタログ登録する場合です。
ストレージベースのカタログを使用すると、従来
のファイル単位でのカタログ登録では数時間を
要するバックアップセットのカタログ作成を、数分
で終了できます。
Backup Exec が各ファイルブロックを読み取っ
て新規にカタログを登録する場合は、このチェッ
クボックスをはずします。通常のカタログ登録方
法に問題が発生する場合にのみ、このオプショ
ンをはずしてください。
［すべてのメディアに対してカタログ操作を順番
に要求する］のチェックマークをはずした場合は、
［ストレージベースのカタログを使用する］オプ
ションは使用できません。

警告: ディザスタリカバリ対策の一部として
Simplified Disaster Recovery を使用する際に
は、このオプションを有効にする必要があります。
このオプションを無効にすると、SDR に使用する
ために作成したバックアップセットを SDR のリカ
バリ操作の間にリストアすることができません。結
果として、SDR は障害が発生したコンピュータを
リカバリできません。
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オプション

説明

経過後にカタログを切り捨てる

指定した時間の経過後に、ヘッダー情報のみを
残して、ファイルやディレクトリのすべての詳細情
報を削除します。このオプションを選択すると、
カタログのサイズを大幅に削減することができま
す。カタログを切り捨てた場合は、ストレージのカ
タログを再登録しないかぎり、ファイルやディレク
トリをリストアすることはできません。
p.414 の 「ストレージデバイスのカタログ登録」 を
参照してください。
カタログを切り捨てた場合、最終アクセス日はリ
セットされません。
切り捨てたカタログからバックアップセットの完全
リストアを実行できます。
このオプションは、合成バックアップジョブには適
用されません。

現在のパス

カタログを格納するパスを指定します。このパス
は、インストールパスと同じであり、デフォルトで
は ¥Program Files¥Symantec¥Backup
Exec¥Catalogs です。

カタログを保存するドライブ

Backup Exec サーバーのディスク容量が限られ
る場合、カタログファイルを格納するボリュームを
指定します。

カタログを保存するパス

ボリューム上のカタログファイル格納先のパスを
指定します。指定したパスが存在しない場合は、
そのパスを作成するかどうかの確認が行われま
す。
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7
ジョブの管理と監視
この章では以下の項目について説明しています。
■

実行中のジョブとスケジュール済みジョブの管理と監視

■

ジョブ履歴について

■

失敗ジョブまたはキャンセルジョブをリカバリするためのエラー処理方法について

■

ジョブ状態とリカバリについて

実行中のジョブとスケジュール済みジョブの管理と監視
Backup Exec は、バックアップジョブ、リストアジョブ、ストレージ操作ジョブの管理を可能
にする機能を備えています。［バックアップとリストア］タブでサーバーを選択すると、バッ
クアップとリストアに関する実行中のジョブとスケジュール済みジョブが［ジョブ］リストに表
示されます。［ストレージ］タブでストレージデバイスの詳細を選択すると、ストレージデバ
イスのストレージ操作ジョブが［ジョブ］リストに表示されます。ジョブの種類、ジョブの状態
とステータス、スケジュール、その他の詳細を示す［ジョブ］リストにある実行中のジョブや
スケジュール済みジョブは監視することができます。
［ジョブ］リストのジョブは、次のように管理できます。
■

スケジュール済みジョブを編集する。

■

実行中のジョブのジョブアクティビティの詳細を表示する。

■

スケジュール済みジョブを削除する。

■

実行中のジョブをキャンセルする。

■

スケジュール済みジョブの優先度を変更する。

■

スケジュール済みジョブをただちに実行する。

■

ジョブまたはジョブキューを保留状態にする。

■

バックアップジョブのテストを実行する。
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p.245 の 「単一のスケジュール済みジョブの編集」 を参照してください。
p.245 の 「複数のスケジュール済みジョブの編集」 を参照してください。
p.242 の 「実行中のジョブに関するジョブアクティビティの詳細の表示」 を参照してくださ
い。
p.254 の 「スケジュール済みジョブの削除」 を参照してください。
p.246 の 「実行中のジョブのキャンセル」 を参照してください。
p.253 の 「スケジュール済みジョブの優先度の変更」 を参照してください。
p.253 の 「スケジュール済みジョブの即実行」 を参照してください。
p.246 の 「ジョブの保留」 を参照してください。
p.247 の 「ジョブキューを保留に変更」 を参照してください。
p.254 の 「ジョブリストからのテストジョブの実行」 を参照してください。

実行中のジョブに関するジョブアクティビティの詳細の表示
ジョブの実行中、進捗率、スループット、バイト数などのジョブの詳細を表示できます。
実行中のジョブに関する詳細を表示する方法

1

［バックアップとリストア］タブまたは［ストレージ］タブで、ジョブが実行されているサー
バーまたはストレージデバイスをダブルクリックします。

2

左側のペインで［ジョブ］をクリックします。

3

ジョブを右クリックし、［ジョブのアクティビティを表示］をクリックします。
p.242 の 「［ジョブのアクティビティ］オプション」 を参照してください。

［ジョブのアクティビティ］オプション
ジョブの実行中、進捗率、スループット、バイト数などのジョブの詳細を表示できます。
p.242 の 「実行中のジョブに関するジョブアクティビティの詳細の表示」 を参照してくださ
い。
表 7-1

［ジョブのアクティビティ］オプション

項目

説明

ジョブ名

ジョブ名を表示します。

ジョブの種類

処理のためにサブミットされたジョブの種類を表示します。
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項目

説明

ジョブログ

ジョブログのファイル名を表示します。ジョブログは、ジョブが完了するまで表
示することはできません。ジョブログは、Program
Files&#165;Symantec&#165;Backup Exec&#165;Data に格納されてい
ます。

状態

操作の状態を表示します。
p.248 の 「実行中のジョブの状態」 を参照してください。

現在の操作

現在実行中の操作の種類 (バックアップ、カタログ、リストア、検証など) を表
示します。

作成元

ジョブが、集中管理サーバーと管理対象 Backup Exec サーバーのどちらで
作成されたかを示します。このオプションは、Central Admin Server Option
(CASO) がインストールされている場合にのみ表示されます。

サーバー名

ジョブを処理している Backup Exec サーバーの名前を表示します。

デバイス名

ジョブを処理しているストレージデバイスの名前を表示します。
マルチストリームジョブの場合は、最初のストリームのデータのみが表示され
ます。

ソース

処理されているメディアまたは共有の名前を表示します。
フィールド名の左側のアイコンフィールドには、次のいずれかが表示されま
す。
■

ディスクドライブアイコン: 実行中のジョブがバックアップジョブの場合。

■

テープドライブアイコン: 実行中のジョブがリストアジョブまたは検証ジョブ
の場合。

マルチストリームジョブの場合は、最初のストリームのデータのみが表示され
ます。
宛先

データが書き込まれる場所を表示します。
フィールド名の左側のアイコンフィールドには、次のいずれかが表示されま
す。
■

テープデバイスアイコン: 実行中のジョブがバックアップジョブの場合。

■

ディスクドライブアイコン: 実行中のジョブがリストアジョブの場合。

マルチストリームジョブの場合は、最初のストリームのデータのみが表示され
ます。
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項目

説明

現在処理中のディレ 現在処理中のディレクトリ名を表示します。
クトリ
フィールドの左側のアイコンフィールドには、次のいずれかが表示されます。
フォルダ: 実行中のジョブがバックアップジョブまたはリストアジョブの場
合。
■ なし: 実行中のジョブがバックアップジョブやリストアジョブでなく、消去ジョ
ブまたはフォーマットジョブの場合。
■

マルチストリームジョブの場合は、最初のストリームのデータのみが表示され
ます。
現在処理中のファイ 現在処理中のファイルの名前を表示します。
ル
フィールド名の左側のアイコンフィールドには、次のいずれかが表示されま
す。
■

ページ: 実行中のジョブがバックアップジョブまたはリストアジョブの場合。

■

なし: 実行中のジョブがバックアップジョブやリストアジョブでなく、消去ジョ
ブまたはフォーマットジョブの場合。

マルチストリームジョブの場合は、最初のストリームのデータのみが表示され
ます。
委任状態

集中管理サーバーから管理対象 Backup Exec サーバーに委託されている
ジョブの現在の状態を示します。このオプションは、Central Admin Server
Option がインストールされている場合にのみ表示されます。
次の状態が表示されます。<x> は、管理対象 Backup Exec サーバーの名
前に置き換えられます。
■

ジョブを <x> に委任する準備をしています

■

ジョブを <x> に委任しています

■

ジョブが <x> に委任されました

■

ジョブが <x> に受信されました

■

ジョブが <x> でアクティブに実行されています

■

ジョブが <x> で完了しました

■

ジョブの委任エラー...ジョブを <x> に再度サブミットしています

ディレクトリ

処理したディレクトリの数を示します。

ファイル

処理したファイルの数を示します。

スキップファイル数

操作の間にスキップされたファイルの数を示します。

破損ファイル数

操作の間に見つけられた破損ファイルの数を示します。

使用中ファイル数

操作時に使用中のファイルの数を示します。

スループット

1 分あたりに処理された MB 数を示します。
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項目

説明

バイト数

処理したバイト数を示します。

開始時刻

操作が開始された時間を示します。

経過時間

操作を開始してから経過した時間を示します。

進捗率

ジョブの完了度をパーセント値で表示します。このオプションは［バックアッ
プジョブの完了パーセンテージと残り時間を表示する］が優先設定として選
択されるときのみ表示されます。

総バイト数 (概算)

プリスキャンでバックアップジョブに対して計算された総バイト数を表示しま
す。このオプションは［バックアップジョブの完了パーセンテージと残り時間
を表示する］が優先設定として選択されるときのみ表示されます。

残り時間 (概算)

ジョブが完了するまでの時間 (概算) を表示します。このオプションは［バック
アップジョブの完了パーセンテージと残り時間を表示する］が優先設定とし
て選択されるときのみ表示されます。

注意

ジョブの概算を表示するオプションが選択されていないことを示します。この
オプションは［バックアップジョブの完了パーセンテージと残り時間を表示す
る］が優先設定として選択されるときのみ表示されます。

p.455 の 「デフォルトのユーザー設定の変更」 を参照してください。

単一のスケジュール済みジョブの編集
単一のスケジュール済みジョブのプロパティを編集できます。
単一のスケジュール済みジョブを編集する方法

1

［バックアップとリストア］タブまたは［ストレージ］タブで、ジョブがスケジュール設定さ
れているサーバーまたはストレージデバイスをダブルクリックします。

2

左側のペインで［ジョブ］をクリックします。

3

ジョブを右クリックし、［編集］をクリックします。

4

該当する設定を変更し、［OK］をクリックします。

p.245 の 「複数のスケジュール済みジョブの編集」 を参照してください。

複数のスケジュール済みジョブの編集
複数のスケジュール済みジョブを編集するとき、変更は選択されたジョブすべてに適用さ
れます。
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複数のスケジュール済みジョブを編集する方法

1

**Backup and Restore**タブか［ストレージ］タブで、ジョブがスケジュールされるサー
バーまたはストレージデバイスをダブルクリックしてください。

2

左ペインで、［ジョブ］をクリックします。

3

編集するジョブを Ctrl キーを押しながらクリックします。

4

強調表示されたジョブの 1 つを右クリックします。

5

Edit Backupsをクリックしてください。

6

**Backup Job Selection**のダイアログボックスで、編集するジョブのチェックボック
スをオンにして、［OK］をクリックしてください。

7

次のいずれかまたは両方を実行します。

8

■

設定を変更するには、［編集］をクリックし、必要な設定を変更してください。

■

ステージを追加するには、段階を追加をクリックして、追加するステージの種類
を選択して、次に［編集］を選択して、そのステージの設定を編集します。

［OK］をクリックします。

p.245 の 「単一のスケジュール済みジョブの編集」 を参照してください。

実行中のジョブのキャンセル
進行中のジョブをキャンセルできます。 スケジュール済みジョブの場合は、スケジュール
が設定されている次の時刻に実行されます。
ジョブのキャンセルには数分かかる場合があります。 Backup Exec でジョブをキャンセル
中の場合は、［ジョブ状態］列に［キャンセルの保留］の状態が表示されます。
実行中のジョブをキャンセルする方法

1

［バックアップとリストア］タブまたは［ストレージ］タブで、ジョブを実行しているサー
バーまたはストレージデバイスをダブルクリックします。

2

左側のペインで［ジョブ］をクリックします。

3

キャンセルする実行中のジョブを右クリックし、［キャンセル］をクリックします。

4

［はい］をクリックして、ジョブのキャンセルを確認します。

ジョブの保留
実行中のジョブとスケジュール済みのジョブは保留にできます。実行中のジョブを保留に
しても、ジョブの実行は完了するまで継続されます。ただし、そのジョブの次のスケジュー
ルでは保留になります。
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ジョブを保留にする方法

1

［バックアップとリストア］タブまたは［ストレージ］タブで、ジョブが実行中かスケジュー
ル設定されているサーバーまたはストレージデバイスをダブルクリックします。

2

左側のペインで［ジョブ］をクリックします。
一度に複数のジョブを選択するには、Ctrl または Shift キーを押しながら選択する
他のジョブをクリックしてください。 ジョブの状態が同じであれば、この方法を使用し
て一度に複数のジョブを保留にすることができます。

3

保留するジョブを右クリックし、［保留］をクリックします。
p.247 の 「ジョブの保留の解除」 を参照してください。

ジョブの保留の解除
スケジュール済みジョブの保留をいつでも解除できます。
スケジュール済みジョブの保留を解除する方法

1

［バックアップとリストア］タブまたは［ストレージ］タブで、ジョブが保留中のサーバー
またはストレージデバイスをダブルクリックします。

2

左側のペインで［ジョブ］をクリックします。

3

保留を解除するジョブを右クリックし、［保留］をクリックします。

p.246 の 「ジョブの保留」 を参照してください。

ジョブキューを保留に変更
ジョブキュー全体を保留にして、環境を変更できます。サーバーはジョブキューを保留に
するために一時停止されます。ジョブキューが保留中の場合、キャンセルしない限りアク
ティブジョブのみが実行し続けます。ジョブキューが保留を解除されるまで他のジョブは
実行できません。
ジョブキューを保留にする方法

1

［バックアップとリストア］タブまたは［ストレージ］タブで、ジョブが実行中またはジョブ
の実行がスケジュールされているサーバーまたはストレージデバイスをダブルクリッ
クします。

2

左ペインで、［ジョブ］をクリックします。

3

［ジョブ］グループで［保留］をクリックし、次に［ジョブキューを保留］をクリックしてくだ
さい。

4

［はい］をクリックします。

5

アクティブなジョブを実行中の場合、キャンセルするアクティブなジョブ選択し、次に
［OK］をクリックしてください。
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p.248 の 「ジョブキューの保留の解除」 を参照してください。

ジョブキューの保留の解除
ジョブキューの保留を解除すると、サーバーが再開され、ジョブはスケジュールに従って
動作します。
ジョブキューの保留を解除する方法

1

［バックアップとリストア］タブまたは［ストレージ］タブで、ジョブキューが保留中である
サーバーまたはストレージデバイスをダブルクリックします。

2

左ペインで、［ジョブ］をクリックします。

3

［ジョブ］グループで［保留］をクリックし、次に［ジョブキューを保留］をクリックしてくだ
さい。

p.247 の 「ジョブキューを保留に変更」 を参照してください。

実行中のジョブの状態
実行中のジョブの状態は、次のいずれかです。
表 7-2

実行中のジョブの状態

項目

説明

実行中

ジョブはすでに開始されています。

キューに格納

ジョブは開始されていますが、適切なドライブやメディアの検索中
であることを示しています。

キャンセルの保留

Backup Exec では、キャンセル要求をただちに処理することがで
きません。この状態は、ジョブが実際にキャンセルされるまで表示
されます。キャンセルされたジョブのジョブ履歴には、状態として
［キャンセル］が表示されます。

メディアをロード中

ターゲットデバイス上へのメディアのロードと所定の位置への配
置中であることを示しています。
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項目

説明

前処理中

次のいずれかまたはすべての状態であることを示しています。
Backup Exec の設定の［ユーザー設定］セクションで［バック
アップジョブの完了パーセンテージと残り時間を表示する］オ
プションが選択されている場合、Backup Exec はバックアップ
するデータ量を計算中です。
p.455 の 「デフォルトのユーザー設定の変更」 を参照してくだ
さい。
■ プリコマンドまたはポストコマンドの完了待ちです。
■

■

セットマップの取得中で、ジョブを追記するテープの追記ポイ
ントの場所を配置中です。

スナップショット処理

スナップショット操作を処理中です。

デバイス一時停止

ターゲットデバイスが一時停止しています。
p.415 の 「ストレージデバイスの一時停止および一時停止解除」
を参照してください。

サーバー一時停止

Backup Exec サーバーは一時停止されます。
p.1023 の 「管理対象 Backup Exec サーバーの一時停止」 を参照
してください。

通信中断

Backup Exec サービスからの応答がなくなりました。
p.272 の 「［ジョブ状態とリカバリ］のオプションの設定」 を参照して
ください。

メディア要求

ジョブを続行するには、メディアを挿入する必要があります。

通信中断

管理対象 Backup Exec サーバーと集中管理サーバー間の通信
が、設定された時間のしきい値内に発生しませんでした。
p.1011 の 「管理対象 Backup Exec サーバーと集中管理サーバー
間の通信の有効化」 を参照してください。

通信途絶

管理対象 Backup Exec サーバーからのジョブに関する通信が、
集中管理サーバーで受信されていません。設定された時間のし
きい値に達しています。
p.1011 の 「管理対象 Backup Exec サーバーと集中管理サーバー
間の通信の有効化」 を参照してください。

一貫性チェック

バックアップ前にデータベースの一貫性チェックを実行中です。

カタログの更新中

カタログ情報を更新中です。

p.250 の 「スケジュール済みジョブの状態」 を参照してください。
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p.258 の 「完了ジョブの状態」 を参照してください。

スケジュール済みジョブの状態
スケジュール済みジョブの状態を次の表に示します。
表 7-3

スケジュール済みジョブの状態

スケジュール済みジョブの状 説明
態
スケジュールが無効

スケジュール済みジョブはスケジュールの問題のために実行さ
れません。
p.447 の 「グローバルスケジュールオプションの設定」 を参照し
てください。

開始時間帯にない

ジョブを処理するための送信準備は完了していますが、この
ジョブの開始時間帯が終了しています。
p.447 の 「グローバルスケジュールオプションの設定」 を参照し
てください。

保留

ジョブは保留されています。

キューに格納

Backup Exec は、ジョブの再試行のためのエラー処理方法を
適用しています。これは一時的な状態です。
p.270 の 「カスタマイズしたエラー処理方法の「リカバリされたジョ
ブ」」 を参照してください。
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スケジュール済みジョブの状 説明
態
準備完了
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スケジュール済みジョブの状 説明
態
ジョブの実行準備は完了していますが、次のいずれかの理由
で実行できません。
内部エラー:利用可能なデバイスがありませんが、原因は不
明です。
■ ジョブが無効です:ジョブの種類が不明です。内部エラーが
発生しているか、またはデータベースが破損している可能
性があります。
■ ターゲットが無効です:この種類のストレージデバイスはもう
存在しません。
■ Backup Exec サーバーを使用できません。
■

オプション名のライセンスがありません:ライセンスを購入し
て、Backup Exec サーバーにインストールする必要があり
ます。
■ 利用可能な Backup Exec サーバーが存在しません。
■

Backup Exec サーバープール内に利用可能な Backup
Exec サーバーが存在しません。
■ 指定した宛先ストレージデバイスプールは空です。
■

■

指定した宛先デバイスが Backup Exec サーバープール内
に存在しません。
指定した宛先デバイスがローカル Backup Exec サーバー
上に存在しません。
ローカル Backup Exec サーバー上の指定した宛先ストレー
ジデバイスプールは空です。
ストレージプールは宛先ストレージデバイスとして指定でき
ません。
Backup Exec サーバーを宛先ストレージデバイスとして指
定できません。
システムで別のジョブが実行されているため、このジョブを
実行できません。このジョブは、別のジョブの完了後に実行
されます。
入力が無効です

■

互換性のない再開

■

サーバーライセンスがありません

■

複数サーバーのライセンスがありません

■

Windows のライセンスがありません

■

Windows サーバーが存在しません

■

ローカル Backup Exec サーバーが必要です。

■

■

■

■

■

■

ローカルサーバーは Backup Exec サーバーではありませ
ん。
■ 利用可能なアイドルストレージデバイスが存在しません。
■
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スケジュール済みジョブの状 説明
態
ストレージプール内に利用可能なストレージデバイスが存
在しません。
■ 実行中の、リンクされたバックアップセット複製ジョブにブロッ
クされました。
■

スケジュール済み

このジョブの実行はスケジュール済みです。別のジョブにリンク
されているスケジュール済みジョブ (バックアップセットの複製
ジョブなど) の場合、この状態は表示されません。

サーバー一時停止

ジョブの準備は完了していますが、 サーバーが一時停止して
います。Backup Exec サーバーが一時停止している間、ジョブ
は送信されません。
p.1023 の 「管理対象 Backup Exec サーバーの一時停止」 を参
照してください。

スケジュール未設定

スケジュール済みジョブが処理のために送信される間の移行
状態です。

p.248 の 「実行中のジョブの状態」 を参照してください。
p.258 の 「完了ジョブの状態」 を参照してください。

スケジュール済みジョブの即実行
スケジュール済みジョブをただちに実行できます。 このジョブは次の予定日時にも実行さ
れます。
スケジュール済みジョブをただちに実行する方法

1

［バックアップとリストア］タブまたは［ストレージ］タブで、ジョブの実行がスケジュール
設定されているサーバーまたはストレージデバイスをダブルクリックします。

2

左側のペインで［ジョブ］をクリックします。

3

実行するスケジュール済みのジョブを右クリックし、［今すぐに実行］をクリックします。

スケジュール済みジョブの優先度の変更
優先度は、ジョブの実行順序を決定するためのプロパティです。 2 つのジョブが同じ時
間に実行されるようにスケジュールされている場合は、優先度によって、どちらを先に実
行するかが決定されます。 スケジュール済みジョブの場合は、すべての処理について優
先度が変更されます。
ジョブの優先度は［ジョブ］リストの［優先度］列に表示されます。
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スケジュール済みジョブの優先度を変更する方法

1

［バックアップとリストア］タブまたは［ストレージ］タブで、ジョブの実行がスケジュール
設定されているサーバーまたはストレージデバイスをダブルクリックします。

2

左側のペインで［ジョブ］をクリックします。

3

スケジュール済みのジョブを右クリックし、［優先度を変更］をクリックします。

4

新しい優先度を選択します。

スケジュール済みジョブの削除
スケジュール済みのジョブを削除すると、スケジュール設定されたすべてのジョブが削除
されます。特定の日付の定時ジョブの発生のみ削除するには、その日付を削除するよう
にスケジュールを編集できます。
メモ: バックアップ定義に複数のジョブの種類が含まれている場合、定義内の個々のジョ
ブではなくバックアップ定義を削除する必要があります。
スケジュール済みジョブを削除する方法

1

［バックアップとリストア］タブまたは［ストレージ］タブで、ジョブの実行がスケジュール
設定されているサーバーまたはストレージデバイスをダブルクリックします。

2

左側のペインで［ジョブ］をクリックします。

3

スケジュール済みのジョブを右クリックし、［削除］をクリックします。

4

［はい］をクリックします。

ジョブリストからのテストジョブの実行
テスト実行を試行することで、ジョブの実行時にそのジョブが失敗する可能性があるかど
うかを確認します。テストジョブを実行しても、データはバックアップされません。その代わ
り、Backup Exec は潜在的なエラーを発見するためにストレージの容量、クレデンシャル、
およびメディアをチェックします。
メモ: バックアップ定義に複数のジョブの種類が含まれる場合、バックアップ定義内の個々
のジョブを実行する代わりにバックアップ定義のテスト実行ジョブを実行する必要がありま
す。
ジョブリストからテストジョブを実行する方法

1

テストするジョブを含むサーバーを［バックアップとリストア］タブでダブルクリックしま
す。

2

左ペインで、［ジョブ］をクリックします。
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3

テストするジョブを右クリックし、［テスト実行］をクリックします。

4

今すぐテストジョブを実行する旨のメッセージを確認して、［はい］をクリックします。

p.215 の 「テスト実行ジョブについて」 を参照してください。

ジョブ履歴について
ジョブ履歴は、完了および失敗したバックアップ、リストア、ストレージ操作ジョブのリストを
表示します。ジョブ履歴はBackup and Restoreタブのサーバーを選択するとき、および
［ストレージ］タブのストレージデバイスを選択するときに表示されます。
ジョブ履歴から、次のいずれかのことを行えます。
■

ジョブログを表示します。

■

ジョブを削除します。

■

ジョブを再実行します。

■

完了したバックアップジョブからのデータを複製します。

■

バックアップジョブを検証します。

■

失敗したジョブのエラー処理方法を有効にします。

p.257 の 「ジョブ履歴からのジョブの実行」 を参照してください。
p.259 の 「ジョブログの表示」 を参照してください。
p.257 の 「ジョブ履歴からのジョブの削除」 を参照してください。
p.269 の 「失敗ジョブのエラー処理方法の有効化」 を参照してください。
p.213 の 「ジョブ履歴の複製」 を参照してください。
p.217 の 「ジョブ履歴の検証」 を参照してください。

ジョブ履歴の表示
ジョブ履歴には、すべての実行済みジョブの統計情報が表示されます。
ジョブ履歴を表示する方法

1

［バックアップとリストア］タブまたは［ストレージ］タブで、ジョブを実行するサーバーま
たはストレージデバイスをダブルクリックします。

2

左側のペインで［ジョブ］または［ジョブ履歴］を選択します。

3

履歴を表示するジョブを選択します。

4

［ジョブ履歴］グループで、［ジョブ履歴を表示］をクリックします。
p.256 の 「ジョブ履歴オプション」 を参照してください。
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ジョブ履歴オプション
ジョブ履歴には、すべての実行済みジョブの統計情報が表示されます。
p.255 の 「ジョブ履歴の表示」 を参照してください。
表 7-4

ジョブ履歴オプション

項目

説明

名前

ジョブの名前を表示します。

デバイス

ジョブが実行されたストレージデバイスの名前を
表示します。

ジョブの種類

ジョブの種類を表示します。

ジョブ状態

［成功］や［失敗］などのジョブの状態を示します。

進捗率

ジョブの完了度を示します。

開始時刻

ジョブの開始日時を示します。

終了時刻

ジョブの終了日時を示します。

成功

エラーが発生することなく完了したジョブの数を
示します。

成功 (例外処理あり)

完了したが例外のあるジョブの数を示します。
ジョブ中にスキップしたファイル、破損したファイ
ル、使用中のファイルがあった場合などがこれに
該当します。

失敗

実行されたが 1 つ以上の重大なエラーが発生
したジョブの数を示します。ジョブログにエラーの
原因が記録されています。

キャンセル

管理者がキャンセルしたジョブの数を示します。

未処理

スケジュールされた開始時間帯に実行されな
かったジョブの数を示します。

リカバリ

実行中に、管理対象 Backup Exec サーバーの
状態が［通信中断］から［通信途絶］に変更され
たジョブの数を示します。そのジョブには、カスタ
マイズしたエラー処理方法の「リカバリされたジョ
ブ」が適用されました。

再開

クラスタ環境内のあるのコンピュータで実行され
ていたが、別のコンピュータで再開したジョブの
数を示します。
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項目

説明

合計経過時間

すべてのジョブを処理するのに要した合計時間
を示します。

平均経過時間

すべてのジョブを処理するのに要した平均時間
を示します。

最短経過時間

最も短いジョブの処理時間を示します。

最長経過時間

最も長いジョブの処理時間を示します。

ジョブ履歴からのジョブの削除
ジョブ履歴からジョブを削除したり、Backup Exec で［データベースの保守］を使用して
ジョブ履歴を自動的に削除できます。
削除したジョブは、コンピュータから削除され、元に戻すことはできません。
ジョブ履歴からジョブを削除する方法

1

［バックアップとリストア］タブまたは［ストレージ］タブで、ジョブを実行するサーバーま
たはストレージデバイスをダブルクリックします。

2

左側のペインで［ジョブ履歴］をクリックします。

3

削除するジョブを右クリックし、［削除］をクリックします。
複数のジョブを選択するには、1 つのジョブを選択した状態で Ctrl キーまたは Shift
キーを押しながら他のジョブをクリックします。同じ種類のジョブであれば、この方法
を使用して一度に複数のジョブに対し、「削除」などのタスクを実行することができま
す。
最大 2500 個のジョブを［ジョブ履歴］から削除できます。 削除しようとしているジョブ
の数が 2500 個を超えている場合、削除を続行するかどうかを確認するメッセージ
が表示されます。

4

［はい］をクリックします。

p.255 の 「ジョブ履歴について」 を参照してください。

ジョブ履歴からのジョブの実行
ジョブの実行後、そのジョブはジョブ履歴に移動します。 ジョブ履歴から完了したジョブを
再度実行できます。
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ジョブ履歴からジョブを実行する方法

1

［バックアップとリストア］タブまたは［ストレージ］タブで、ジョブを実行するサーバーま
たはストレージデバイスをダブルクリックします。

2

左ペインで、［ジョブ履歴］をクリックします。

3

実行するジョブを右クリックし、［今すぐに実行］をクリックします。

p.255 の 「ジョブ履歴について」 を参照してください。

完了ジョブの状態
完了したジョブについて表示される可能性があるジョブの完了状態は、次のいずれかで
す。
表 7-5

ジョブの完了状態

状態

説明

成功

エラーが発生することなくジョブが完了しました。

成功 (例外処理あり)

ジョブが完了しましたが、一部のファイルが使用中、スキップ、破損のい
ずれかです。

フェールオーバー

クラスタ環境でジョブを実行中に、ジョブを実行中のコンピュータがフェー
ルオーバーを行ったため、クラスタ内の別のコンピュータでジョブが再
実行されました。 ジョブがフェールオーバーされると、ジョブ履歴には 2
つの個別のセットが記録されます。最初のジョブ履歴にはフェールオー
バーの状態、2 つ目のジョブ履歴には完了の状態が記録されます。

再開

状態はフェールオーバーの状態と同じですが、［チェックポイント再開を
有効にする］オプションが選択されています。

キャンセル

管理者が、実行中のジョブを停止しました。

タイムアウトのためキャン ［実行頻度］の［スケジュール］プロパティの[実行後の経過時間に応じ
セル
てジョブをキャンセル: x 時間がスケジュール済み開始時間後に経過]
機能が有効になっており、ジョブは指定された時間内に完了しませんで
した。
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状態

説明

失敗

処理は実行されましたが、1 つ以上の重大なエラーが発生しました。
ジョブログにエラーの原因が記録されているため、ジョブを再実行する
かどうかの判断に役立ちます。 たとえば、ジョブの実行中に接続が切断
されたことが原因でエラーが発生した場合は、接続をリカバリした後で
ジョブを再度サブミットすることができます。
バックアップ処理中にドライブの電源が切れた場合は、別のテープを使
用してバックアップジョブをやりなおす必要があります。 電源が切れた
時点までにテープに書き込まれたデータをリストアに使用することはで
きますが、そのテープを使用してバックアップ処理を続行することはでき
ません。
失敗したジョブは、ジョブログの［エラー］セクションにエラーメッセージが
表示されており、そのリンクを使用してシマンテック社テクニカルサポー
ト Web サイトに移動できます。
次の理由でジョブが失敗する場合があります。
ジョブで選択したストレージデバイスは、ジョブが実行されたときに利
用可能でなかった。
■ バックアップジョブで使用されたログオンアカウント情報が正しくな
かった。バックアップするリソースに対するログオンアカウント情報が
有効であることを確認します。
■ ジョブの実行時にストレージデバイスで問題が発生した。
■

■

バックアップ対象のコンピュータがバックアップジョブの実行前また
は実行中にシャットダウンされた。

リカバリ

ジョブの実行中に、管理対象 Backup Exec サーバーの状態が通信中
断から通信途絶に変更されました。そのジョブには、カスタマイズしたエ
ラー処理方法の「リカバリされたジョブ」が適用されました。

未処理

スケジュールされた開始時間帯にジョブが実行されませんでした。 設定
した開始時間帯に基づいてジョブの実行スケジュールが再設定されま
す。

ジョブログの表示
完了した各ジョブについて、プロパティの詳細を表示することができます。 ジョブログのコ
ピーを好きな場所に保存したり、ジョブログを印刷することができます。
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ジョブログを表示する方法

1

［バックアップとリストア］タブまたは［ストレージ］タブで、ジョブを実行するサーバーま
たはストレージデバイスをダブルクリックします。

2

左側のペインで［ジョブ履歴］をクリックします。

3

ジョブを右クリックし、［ジョブログを表示］を選択します。
p.260 の 「完了ジョブのジョブログのプロパティ」 を参照してください。

完了ジョブのジョブログのプロパティ
［ジョブログ］には、ジョブとファイルの統計情報が表示されます。ほとんどのジョブログは
HTML の形式で表示されます。 ただし、一部のログはテキストで表示されることがありま
す。
p.259 の 「ジョブログの表示」 を参照してください。
表 7-6

完了ジョブのジョブログのプロパティ

項目

説明

ジョブの情報

ジョブサーバー、ジョブ名、ジョブの開始日時、ジョブの種類およびジョ
ブログ名が表示されます。

デバイスとメディアの情報 ドライブ名、メディアラベル、上書き禁止期間および追加期間、ジョブが
割り当てられていたメディアセットが表示されます。
ストレージ操作ジョブの
情報

スロット、バーコード、メディアラベル、状態、ストレージ操作ジョブが処
理されたデバイスについての情報が表示されます。

ジョブ

バックアップ操作や検証操作などのジョブ操作の種類についての情報
を表示します。ジョブのバックアップセットについての情報も表示します。

ジョブの完了状態

ジョブの終了時刻、完了状態、エラーコード、エラーの説明およびエラー
カテゴリが表示されます。 ジョブ状態により、ジョブの完了セクションは
緑、オレンジまたは赤で表示されます。
p.258 の 「完了ジョブの状態」 を参照してください。

エラー

ジョブの処理中に発生したエラーの詳細が表示されます。 エラーは、
セットごとにグループ分けされ、ラベルが付けられます。 ラベルには、該
当のセットのジョブ名およびリソース名が含まれます。 ジョブログのエラー
セクションは赤で表示されます。
［バックアップ - セットの情報 - セットの詳細］でエラーの発生場所を検
索するには、エラーテキストをクリックします。 エラーの詳細が参照でき
る場合は、下線付きのエラーコード番号をクリックして、シマンテック社テ
クニカルサポート Web サイトにアクセスします。
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項目

説明

例外

ジョブの処理中に発生した軽度のエラーの詳細が表示されます。 ジョ
ブログの例外処理はオレンジで表示されます。

NDMP のログ

操作のために選択された NDMP の環境変数について、および NDMP
の重複したセットについての詳細を提供します。

ジョブログからシマンテック社テクニカルサポート Web サイトへの
リンク
ジョブログで報告される各エラーには、Unique Message Identifier (UMI) と呼ばれる一
意のコードが含まれています。 これらのコードには、シマンテック社テクニカルサポート
Web サイトにクリックしてアクセスできるハイパーリンクが含まれています。 この Web サイ
トから、特定のメッセージに関連する技術情報やトラブルシューティングのヒントにアクセ
スできます。 UMI コードによって、すべてのシマンテック社製品にわたる固有のメッセー
ジコードが体系化されています。
一部のアラートにも UMI が含まれています。 たとえば、ジョブが失敗して警告アラートが
表示される場合、このアラートに UMI コードが含まれます。
エラーに対するエラー処理方法を作成または有効にすることができます。 この方法では、
エラーが発生した場合にジョブを再試行または停止するためのオプションを設定できま
す。
p.265 の 「失敗ジョブまたはキャンセルジョブをリカバリするためのエラー処理方法につい
て」 を参照してください。
ジョブログからシマンテック社テクニカルサポート Web サイトへリンクする方法

1

［バックアップとリストア］タブまたは［ストレージ］タブで、ジョブを実行するサーバーま
たはストレージデバイスをダブルクリックします。

2

左側のペインで［ジョブ履歴］をクリックします。

3

ジョブを右クリックし、［ジョブログを表示］を選択します。

4

［ジョブの完了状態］セクションが表示されるまでスクロールします。

5

青字のハイパーリンクとして表示されている UMI コードをクリックします。

垂直アプリケーションによるジョブログの使用について
Backup Exec 管理コンソールには、ジョブログを HTML 形式で表示する機能が備えられ
ています。 必要に応じて、ジョブログをテキスト形式に変換し、垂直アプリケーションで使
用することができます。
ジョブログファイルをテキスト形式に変換するには、Backup Exec 管理コマンドラインイン
ターフェースをロードし、コマンドプロンプトで次の行を入力します。
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Get-BEJobLog "パス名¥ジョブログファイル名"
たとえば、ジョブログ C:¥Program Files¥Symantec¥Backup Exec¥Data¥bex00001.xml
をテキスト形式でコマンドプロンプトに表示するには次の行を入力します。
Get-BEJobLog "C:¥program files¥Symantec¥Backup Exec¥Data¥bex00001.xml"
ジョブログの出力先を変更するには、次のいずれかを入力します。
Get-BEJobLog "C:¥program files¥Symantec¥Backup Exec¥Data¥bex00001.xml"
> bex00001.txt
p.259 の 「ジョブログの表示」 を参照してください。

ジョブログ内のテキストの検索
ジョブログ内で特定のテキストを検索できます。
ジョブログ内でテキストを検索する方法

1

［バックアップとリストア］タブまたは［ストレージ］タブで、ジョブが実行されたサーバー
またはストレージデバイスをダブルクリックします。

2

左側のペインで［ジョブ履歴］をクリックします。

3

ジョブを右クリックし、［ジョブログを表示］をクリックします。

4

［検索］をクリックします。

5

検索するテキストを入力します。
p.262 の 「［検索］オプション」 を参照してください。

6

次のテキストを検索するには［次へ］をクリックします。

［検索］オプション
ジョブ履歴またはジョブのプロパティのログで特定のテキストを検索できます。
p.262 の 「ジョブログ内のテキストの検索」 を参照してください。
表 7-7

［検索］オプション

項目

説明

検索

検索するテキストを示します。
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項目

説明

単語単位で検索する

入力した単語全体を検索することを示します。
このオプションを選択しなければ、Backup Exec
は単語の部分を含んでいるテキストを検索しま
す。 たとえば、単語「file」を検索してこのオプショ
ンを選択しなければ、Backup Exec は「file」、
「files」、「filed」と、「file」を含んでいる単語のす
べてを検索します。 このオプションを選択する場
合は、Backup Exec は「file」のみ検索します。

大文字と小文字を区別する

入力した単語に対して厳密な大文字の使い分
けを使用することを示します。 たとえば、単語
「File」を検索してこのオプションを選択すれば、
Backup Exec は「File」をすべて検索しますが、
「file」は検索しません。

見つかったすべての項目を強調表示する

検索基準と一致するテキストをハイライトします。

ジョブログのデフォルトオプションの設定
ジョブログのデフォルトオプションを設定することにより、ジョブログにどの程度詳しく情報
を記録するかを指定することができます。 サイズの大きいジョブログを作成するジョブの
場合、ジョブログの詳細の程度を減らす場合があります。ジョブログのファイルサイズは、
詳細の程度に比例して増大します。
ジョブログのデフォルトオプションを設定する方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックし、［構成と設定］、［Backup Exec の設定］の順に選
択します。

2

左側のペインで、［ジョブログ］をクリックします。

3

適切なオプションを選択します。
p.263 の 「ジョブログのデフォルトオプション」 を参照してください。

ジョブログのデフォルトオプション
ジョブログのデフォルトオプションを設定することにより、ジョブログにどの程度詳しく情報
を記録するかを指定することができます。
p.263 の 「ジョブログのデフォルトオプションの設定」 を参照してください。
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表 7-8

ジョブログのデフォルトオプション

項目

説明

概略

次の情報がジョブログに含まれます。
■

ジョブ名

■

ジョブの種類

■

ジョブログ名

■

Backup Exec のサーバー名

■

ストレージデバイス

■

開始日時

■

発生したエラー

■

終了日時

■

完了ジョブの統計情報

スキップファイル名、メディアセット名、バックアップの種類および
検証操作の結果 (実行した場合) も含まれます。
概略、ディレクトリ

概略情報、処理されたすべてのサブディレクトリのリストがジョブ
ログに含まれます。

概略、ディレクトリ、ファイル

概略情報、処理されたサブディレクトリ、処理されたすべてのファ
イルの名前のリストがジョブログに含まれます。

概略、ディレクトリ、ファイル、
ファイルの詳細

概略情報、処理されたサブディレクトリ、すべてのファイル名とそ
の属性のリストがジョブログに含まれます。
このオプションを選択すると、ジョブログのサイズが大幅に増加し
ます。

ジョブのログファイル名の接頭
辞

処理されるジョブログに追加する接頭辞を示します。 デフォルト
の接頭辞は、BEX です。
ジョブログのファイル名は、Prefix_ServerName_Count で構成
されます。ここで、Prefix はこのフィールドに入力するラベル、
ServerName はジョブを実行した Backup Exec サーバー名、
Count はこのジョブによって生成されたジョブログの数です。

ジョブログを HTML ファイルとし 電子メール通知の送信時に、ジョブログを HTML 形式で添付し
て添付
ます。
ジョブログをテキストファイルとし 電子メール通知の送信時に、ジョブログをテキスト形式で添付し
て添付
ます。
ジョブログパス

ジョブログの現在の場所を表示します。 パスを変更するには、
BEUtility を使用します。
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失敗ジョブまたはキャンセルジョブをリカバリするための
エラー処理方法について
デフォルトの処理方法を有効にするか、またはカスタマイズした処理方法を作成して、失
敗したジョブまたはキャンセルされたジョブに対して再試行オプションやジョブの最終処
理を設定することができます。 再試行オプションでは、ジョブ失敗時に再試行を行う頻度
や間隔を指定できます。 ジョブの最終処理では、エラーを修復するまでジョブを保留に
するか、またはジョブを次回スケジュール時に実行するようにスケジュールを再設定する
ことができます。
各デフォルトのエラー処理方法は、1 つのエラーカテゴリ (ネットワークエラーやセキュリ
ティエラーなど) に適用されます。 デフォルトのエラー処理方法は、デフォルトでは無効
になります。そのため、処理方法を編集し、使用する処理方法を有効にする必要がありま
す。デフォルトのエラー処理方法を削除したり、カテゴリに特定のエラーコードを追加す
る、または新しいエラーカテゴリを追加することはできません。エラー処理方法を適用す
るには、処理方法に関連付けられているエラーカテゴリに最終エラーコードが含まれてい
る必要があり、処理方法が有効になっている必要があります。
エラーカテゴリ内の特定のエラーコードに対してエラー処理方法を適用するには、カスタ
マイズしたエラー処理方法を作成します。 カスタマイズしたエラー処理方法は、最大 28
個のエラーカテゴリ内のエラーコードを選択して適用することができます。 また、既存の
カスタマイズしたエラー処理方法にエラーコードを追加することもできます。
「リカバリされたジョブ」という名前のカスタマイズしたエラー処理方法が Backup Exec の
インストール時に作成され、デフォルトで有効になっています。この処理方法では、再度
実行するスケジュールが設定されていない失敗ジョブに対して再試行オプションおよび
ジョブの最終処理が適用されます。
p.265 の 「カスタマイズしたエラー処理方法の作成」 を参照してください。
カスタマイズしたエラー処理方法およびデフォルトのエラー処理方法の両方が失敗ジョ
ブに適用される場合、ジョブにはカスタマイズしたエラー処理方法の設定が適用されま
す。
メモ: Backup Exec がインストールされているサーバーがクラスタ環境に存在する場合、
クラスタフェールオーバー時の処理方法がエラー処理方法のリストに表示されます。 この
処理方法は、デフォルトで有効になっています。
p.271 の 「クラスタフェールオーバー時のエラー処理方法について」 を参照してください。

カスタマイズしたエラー処理方法の作成
カスタマイズした処理方法を作成して、失敗したジョブまたはキャンセルされたジョブに対
して再試行オプションやジョブの最終処理を設定することができます。
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p.265 の 「失敗ジョブまたはキャンセルジョブをリカバリするためのエラー処理方法につい
て」 を参照してください。
カスタマイズしたエラー処理方法を作成する方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックし、［構成と設定］、［エラー処理方法］の順に選択し
ます。

2

［新規］をクリックします。

3

［エラー処理方法の設定］ダイアログボックスで項目を設定し、［OK］をクリックします。
p.268 の 「」 を参照してください。
p.266 の 「［エラー処理方法の設定］オプション」 を参照してください。
p.270 の 「カスタマイズしたエラー処理方法の「リカバリされたジョブ」」 を参照してくだ
さい。
p.271 の 「クラスタフェールオーバー時のエラー処理方法について」 を参照してくだ
さい。

［エラー処理方法の設定］オプション
カスタマイズした処理方法を作成して、失敗したジョブまたはキャンセルされたジョブに対
して再試行オプションやジョブの最終処理を設定することができます。 また既存の方法を
編集できます。
p.265 の 「カスタマイズしたエラー処理方法の作成」 を参照してください。
表 7-9

［エラー処理方法の設定］オプション

項目

説明

エラー処理方法を有効にする

エラー処理方法の有効と無効を切り替えます。 再試行オプショ
ンおよびジョブの最終処理オプションを設定するには、このチェッ
クボックスをオンにする必要があります。

名前

このエラー処理方法の名前を示します。 カスタマイズしたエラー
処理方法を追加または更新する場合は、処理方法の名前を入
力する必要があります。

ジョブの最終状態

この方法を適用するジョブの状態を示します。 状態は表示専用
で、変更することはできません。
次の状態を設定できます。
■

エラー

■

キャンセル

■

失敗
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項目

説明

エラーカテゴリ

この方法が適用されるエラーカテゴリを示します。
デフォルトのエラー処理方法またはカスタマイズしたエラー処理
方法を編集する場合、エラーカテゴリは表示専用で、変更するこ
とはできません。
カスタマイズしたエラー処理方法を作成する場合、この処理方法
が適用されるエラーを含むエラーカテゴリを選択する必要があり
ます。
利用可能なエラーカテゴリは次のとおりです。

設定可能なエラー

■

その他

■

ネットワーク

■

サーバー

■

リソース

■

セキュリティ

■

バックアップデバイス

■

バックアップメディア

■

ジョブ

■

システム

■

ディスパッチ

カスタマイズしたエラー処理方法に関連付けられていないエラー
コードを表示します。 このフィールドは、デフォルトのエラー処理
方法を編集する場合は表示されません。
カスタマイズしたエラー処理方法を作成または編集する場合、こ
の処理方法を適用するエラーコードのチェックボックスをオンに
する必要があります。 最大 28 個のエラーコードを選択できます。
設定可能なエラーのリストを変更するには、別のエラーカテゴリを
選択します。

ジョブを再試行する

Backup Exec がジョブを再試行することを許可します。

最大再試行回数

ジョブを再試行する回数を示します。 最大値は 99 です。

再試行間隔

ジョブを再試行する間隔を分単位で示します。 最大値は 1440
分です。

エラー状態が手動で解除される エラーを手動で削除するまでジョブを保留にします。 エラー状態
までジョブを保留する
を解除した後、ジョブを保留状態から解除する必要があります。
ジョブを次回スケジュール時に スケジュールされた次のタイミングでジョブを実行します。
実行する
注意

このエラー処理方法についてのその他の情報を表示します。
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デフォルトの処理方法を有効にするか、またはカスタマイズした処理方法を作成して、失
敗したジョブまたはキャンセルされたジョブに対して再試行オプションやジョブの最終処
理を設定することができます。
表 7-10

［エラー処理方法］オプション

項目

説明

名前

このエラー処理方法の名前を示します。

種類

処理方法の種類 (デフォルトかカスタム) を示し
ます。
デフォルトの処理方法はエラーカテゴリに対する
事前定義済みのデフォルトのエラー処理方法で
す。 デフォルトの処理方法は、削除したり、カテ
ゴリに特定のエラーコードを含めるように変更す
ることはできません。
カスタマイズした処理方法はエラーカテゴリの特
定のエラーコードに対して作成できるエラー処
理方法です。

ジョブ状態

処理方法を適用するジョブの状態を示します。
状態には、［エラー］、［キャンセル］、［失敗］があ
ります。

エラーカテゴリ

処理方法が適用されるエラーコードのカテゴリを
示します。

有効

処理方法が有効であるか無効であるかを示しま
す。

新規

新しいエラー処理方法を作成することを可能に
します。

編集

既存のエラー処理方法を編集することを可能に
します。

削除

エラー処理方法を削除することを可能にします。

p.265 の 「カスタマイズしたエラー処理方法の作成」 を参照してください。

エラー処理方法の有効化または無効化
特定のエラー処理方法を有効化または無効化するには、次の手順を実行します。
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エラー処理方法を有効化する方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックして［構成と設定］を選択し、次に［エラー処理方法］
を選択します。

2

有効にする処理方法を選択して、［編集］をクリックします。

3

次のいずれかを実行します。
■

処理方法を有効にするには、［Enable error-handling rule］にチェックマーク
を付けます。

■

処理方法を無効にするには、［Enable error-handlng rule］チェックボックスの
チェックマークを外します。

［OK］をクリックします。
p.265 の 「失敗ジョブまたはキャンセルジョブをリカバリするためのエラー処理方法につい
て」 を参照してください。

カスタマイズしたエラー処理方法の削除
カスタムのエラー処理方法はいつでも削除できます。 デフォルトのエラー処理方法は削
除できません。
カスタマイズしたエラー処理方法を削除する方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックして［構成と設定］を選択し、次に［エラー処理方法］
を選択します。

2

削除するカスタムの処理方法を選択して、［削除］をクリックします。

3

この処理方法を削除する旨のメッセージを確認して、［はい］をクリックします。

p.265 の 「失敗ジョブまたはキャンセルジョブをリカバリするためのエラー処理方法につい
て」 を参照してください。

失敗ジョブのエラー処理方法の有効化
カスタマイズした処理方法を作成して、失敗したジョブに対して再試行オプションやジョブ
の最終処理を設定することができます。
失敗ジョブのエラー処理方法の有効化

1

左の［バックアップとリストア］タブまたは［ストレージ］タブで ［ジョブ履歴］を選択しま
す。

2

失敗ジョブを右クリックし、［エラー処理］を選択します。

3

［Enable error-handling rule］のチェックボックスにチェックマークを付けます。

4

この処理方法の残りのオプションを設定します。
p.266 の 「［エラー処理方法の設定］オプション」 を参照してください。
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カスタマイズしたエラー処理方法の「リカバリされたジョブ」
Backup Exec には、特定のエラーが原因で失敗したジョブをリカバリするための、「リカバ
リされたジョブ」と呼ばれるカスタマイズしたエラー処理方法があります。この処理方法は、
Backup Exec のインストール時に作成され、デフォルトで有効になっています。
この処理方法の再試行オプションでは、ジョブの再試行回数は 2 回、再試行間隔は 5
分です。 ジョブの最終処理では、エラー状態を手動で解除するまでジョブが保留されま
す。
カスタマイズしたエラー処理方法の「リカバリされたジョブ」に対して、デフォルトで選択さ
れているエラーコードを次の表に示します。
表 7-11

カスタマイズしたエラー処理方法［リカバリされたジョブ］のエラーコー
ド

エラーコード

説明

0xE00081D9 E_JOB_ENGINE_DEAD

表示されるエラーメッセージは、次のとおりです。
Backup Exec Job Engine システムサービスが
応答しません。

0xE0008820 E_JOB_LOCAL

表示されるエラーメッセージは、次のとおりです。

RECOVERNORMAL

ローカルジョブがリカバリしました。 ユーザーの操作
は不要です。

0xE000881F E_JOB_REMOTE

表示されるエラーメッセージは、次のとおりです。

RECOVERNORMAL

リモートジョブがリカバリしました。 ユーザーの操作
は不要です。

0xE0008821 E_JOB_STARTUP

表示されるエラーメッセージは、次のとおりです。

RECOVERY

Backup Exec の RPC サービスが起動したため、
ジョブがリカバリしました。 ユーザーの操作は不要で
す。

メモ: Central Admin Server Option をインストールしている場合は、さらに多くのエラー
コードが選択されています。
p.265 の 「失敗ジョブまたはキャンセルジョブをリカバリするためのエラー処理方法につい
て」 を参照してください。
p.271 の 「クラスタフェールオーバー時のエラー処理方法について」 を参照してください。
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クラスタフェールオーバー時のエラー処理方法について
Backup Exec がインストールされているサーバーがクラスタ環境に存在する場合、クラス
タフェールオーバー時の処理方法がエラー処理方法のリストに表示されます。 この処理
方法は、デフォルトで有効になっています。
この処理方法のオプションを設定することはできません。 クラスタフェールオーバー時の
処理方法は、有効にするか、無効にするかのみを設定することができます。
クラスタフェールオーバー時のエラー処理方法と、［Advanced Open File Option］バッ
クアップオプションの［チェックポイント再開を有効にする］オプションを併用すると、フェー
ルオーバーの時点からジョブを再開できます。［チェックポイント再開を有効にする］オプ
ションはクラスタフェールオーバー時のエラー処理方法に依存しているため、この処理方
法を無効にしている場合は、処理方法の設定と一致するように、このオプションも自動的
に無効になります。
p.265 の 「失敗ジョブまたはキャンセルジョブをリカバリするためのエラー処理方法につい
て」 を参照してください。

ジョブ状態とリカバリについて
Backup Exec サービスの応答がないか、またはジョブが長期間実行されない場合に、
Backup Exec が実行中のジョブの状態を停止に変更するしきい値を設定できます。 ま
た、Backup Exec が停止ジョブを失敗と認識してリカバリするしきい値を設定することもで
きます。
Backup Exec がジョブの状態を停止に変更するまでのしきい値の時間をより少なく設定
すると、ジョブの停止についての通知をより早く受信できます。また、停止のしきい値およ
びリカバリのしきい値の時間の間隔を短くして、より早く Backup Exec が停止ジョブを失
敗と認識してリカバリするようにできます。 ただし、しきい値の値を小さくしすぎると、必要
のないときにジョブのリカバリが強制的に行われる可能性があります。
Backup Exec は、「リカバリされたジョブ」という名前のカスタマイズしたエラー処理方法を
使用してジョブをリカバリします。 このカスタマイズしたエラー処理方法は、Backup Exec
のインストール時に作成されて、有効になります。また、停止ジョブ、失敗ジョブ、リカバリ
されたジョブの再試行が 5 分間隔で 2 回行われるように指定されます。
Backup Exec サービスから応答がなくなったために Backup Exec によって停止、失敗、
リカバリされたジョブと、日常のアクティビティでエラーが原因で失敗したジョブでは、Backup
Exec での表示方法が異なります。停止ジョブ、失敗ジョブおよびリカバリジョブは、その
他の失敗ジョブとは異なり、ジョブ履歴に赤字で表示されません。 これらのジョブは、グ
レーで表示され、ジョブの状態として［リカバリ］が表示されます。
ジョブ履歴では、エラーカテゴリに［ジョブエラー］が示されます。 ジョブ履歴には、発生し
た内部通信エラーの種類およびジョブがリカバリされたことが示されます。 発生したエラー
の種類に基づいて、リカバリされたジョブに関連付けられたログファイルが存在する場合
と存在しない場合があります。
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p.272 の 「［ジョブ状態とリカバリ］のオプションの設定」 を参照してください。
p.265 の 「失敗ジョブまたはキャンセルジョブをリカバリするためのエラー処理方法につい
て」 を参照してください。

［ジョブ状態とリカバリ］のオプションの設定
Backup Exec サービスの応答がないか、またはジョブが長期間実行されない場合に、
Backup Exec が実行中のジョブの状態を停止に変更するしきい値を設定できます。 ま
た、Backup Exec が停止ジョブを失敗と認識してリカバリするしきい値を設定することもで
きます。
p.271 の 「ジョブ状態とリカバリについて」 を参照してください。
［ジョブ状態とリカバリ］のオプションを設定する方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックし、［構成と設定］、［Backup Exec の設定］の順に選
択します。

2

左側のペインで［ジョブ状態とリカバリ］をクリックします。

3

停止されたジョブとリカバリされたジョブのしきい値を設定し、［OK］をクリックします。
p.272 の 「［ジョブ状態とリカバリ］のオプション 」 を参照してください。

［ジョブ状態とリカバリ］のオプション
Backup Exec サービスの応答がないか、またはジョブが長期間実行されない場合に、
Backup Exec が実行中のジョブの状態を停止に変更するしきい値を設定できます。 ま
た、Backup Exec が停止ジョブを失敗と認識してリカバリするしきい値を設定することもで
きます。
p.272 の 「［ジョブ状態とリカバリ］のオプションの設定」 を参照してください。
表 7-12

［ジョブ状態とリカバリ］のオプション

項目

説明

通信中断

Backup Exec が応答しないジョブの状態を［停止］に変更
する前に、待機する時間を指定します。

リカバリ

Backup Exec が停止したジョブに失敗し、それらをリカバ
リする前に、待機する時間を指定します。リカバリジョブに
は、「リカバリされたジョブ」というカスタマイズしたエラー処
理方法が適用されます。 この処理方法が無効な場合、リ
カバリジョブには、有効になっているエラー処理方法が適
用されます。 ジョブに適用されるエラー処理方法が存在し
ない場合は、そのジョブは失敗します。

8
アラートと通知
この章では以下の項目について説明しています。
■

アラートについて

■

［ホーム］タブでのアクティブアラートやアラート履歴の表示

■

サーバーまたはストレージデバイスのアラート履歴の表示

■

アラートのフィルタ処理

■

アラートのジョブログの表示

■

アクティブアラートへの応答

■

すべての情報アラートの手動での消去

■

アラートカテゴリの設定

■

アラートの通知について

■

アラート通知の受信者の管理について

■

ジョブが完了したときの通知の送信

■

SNMP 通知について

アラートについて
アラートとは、ユーザーに通知する必要のある、またはユーザーの応答を必要とする
Backup Exec のイベントまたは条件のことです。Backup Exec には、多くのアラートのカ
テゴリと、4 種類のアラートが組み込まれています。アラートカテゴリとは、アラートの原因
となるイベントまたは条件のことです。アラートカテゴリには、システム、ジョブ、メディアま
たはストレージのソースに影響を与えるさまざまな状況や問題が含まれます。どのアラー
トカテゴリにも、アラートを生成するイベントが 1 つ以上存在します。 たとえば、［ジョブ失
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敗］エラーが発生する原因はさまざまです。アラートの種類は、即時に注意する必要があ
るアラートや、応答を必要とするアラートがどれかを判断するために役立ちます。
Backup Exec で使われるアラートには、次の種類があります。
表 8-1

アラートの種類

項目

説明

要注意

ジョブまたは操作の続行前に応答が必要な問題を示し
ます。

エラー

ジョブの処理またはバックアップの整合性に影響を与え
る問題を示します。これらのアラートは無効できず、自動
的に消去されるように設定することもできません。手動で
応答する必要があります。

警告

ジョブが失敗する原因になる可能性がある条件を示しま
す。その条件を監視して、解決するための処理を行って
ください。

情報

確認が必要な条件に対する状態メッセージを表示しま
す。

デフォルトでは、ほとんどの警告が有効になっており、これらは［アクティブアラート］ペイ
ンに表示されます。アラートカテゴリのプロパティを編集することで、要注意アラート、警告
アラート、情報アラートを無効にできます。ただし、エラーアラートは無効にできません。
特定の種類のアラートのみが表示されるように、アラートをフィルタ処理できます。
p.281 の 「アラートカテゴリの設定」 を参照してください。
［ホーム］タブでは、すべてのアクティブアラートを表示するか、特定の種類のアラートの
み、または特定の日付に発生したアラートのみを表示するようにフィルタ処理できます。
［バックアップとリストア］タブでサーバーをダブルクリックすると、そのサーバーのアクティ
ブアラートのみを表示できます。同様に、［ストレージ］タブでストレージをダブルクリックす
ると、そのストレージデバイスのアクティブアラートのみを表示できます。
アラートは、応答があるまで［アクティブアラート］ペインに保持されます。アラートには、手
動で応答することも、Backup Exec を設定して一定期間経過後に自動的に応答すること
もできます。アラートの種類によっては、応答が必要ない場合もあります (情報アラートな
ど)。 アラートに応答すると、アラートは Backup Exec によってアラート履歴に移動します。
アラート履歴は、［ホーム］タブ、［バックアップとリストア］タブ、［ストレージ］タブにありま
す。また、［アラート履歴］レポートは［レポート］タブにあります。
p.583 の 「［アラート履歴］レポート」 を参照してください。
p.279 の 「アクティブアラートへの応答」 を参照してください。
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通知を設定して、アラートの発生時に受信者に通知できます。たとえば、致命的アラート
が発生した場合、電子メールまたは携帯電話のテキストメッセージを使用してバックアッ
プ管理者に通知できます。
p.283 の 「アラートの通知の設定」 を参照してください。
ハードウェアのトラブルシューティングを支援するため、Backup Exec では SCSI イベント
ID 9 (ストレージのタイムアウト)、ID 11 (コントローラのエラー)、ID 15 (ストレージの準備
未完了) に対するアラートが表示されます。

［ホーム］タブでのアクティブアラートやアラート履歴の表
示
［アクティブアラート］ペインは、デフォルトで［ホーム］タブに表示されます。表示されない
場合、アラートの詳細を表示するための次の手順に従います。必要に応じて、サーバー
のすべてのアラートの履歴を［ホーム］タブに表示することもできます。
アクティブアラートやアラート履歴を［ホーム］タブに表示する方法
◆

［ホーム］タブの［システムの健全性］グループで、次のいずれかを行います。
■

アクティブアラートのリストを表示するには、［アクティブアラート］チェックボックス
にチェックマークを付けます。

■

サーバーで発生したすべてのアラートのリストを表示するには、［アラート履歴］
チェックボックスにチェックマークを付けます。

p.275 の 「アクティブアラートのプロパティ」 を参照してください。

アクティブアラートのプロパティ
アクティブアラートのプロパティは、［ホーム］タブか、バックアップジョブ、リストアジョブ、ス
トレージの種類の詳細に表示できます。
p.275 の 「［ホーム］タブでのアクティブアラートやアラート履歴の表示」 を参照してくださ
い。
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表 8-2

アクティブアラートのプロパティ

項目

説明

種類

アラートの重大度を示します。 迅速に応答する必要があるかどうかを判
断するのに役立ちます。
次のアラートの種類が表示されることがあります:
■

エラー

■

警告

■

情報

■

要注意

カテゴリ

アラートの原因となった条件を示します。 カテゴリには、［データベース
の保守］、［一般情報］、［デバイスエラー］、［ジョブが失敗しました］が含
まれます。

メッセージ

エラーメッセージのテキストを示します。

日付と時刻

このアラートを受信した日時を表示します。

ジョブ名

アラートをトリガにしたジョブの名前を示します。 この列は、一般情報ア
ラートの場合などのようにアラートがジョブによってトリガされなかった場
合は空白になります。

ストレージ

このアラートが発生したストレージデバイスの名前を表示します。

サーバー

このアラートが発生したサーバーの名前を表示します。

ソース

アラートの原因を示します。
アラートの発生元は、次のいずれかです。
■

システム

■

ジョブ

■

ストレージ

■

メディア

サーバーまたはストレージデバイスのアラート履歴の表
示
アラートに応答すると、アラートは Backup Exec によってアラート履歴に移動します。
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サーバーまたはストレージデバイスのアラート履歴を表示する方法

1

［バックアップとリストア］タブまたは［ストレージ］タブで、アラート履歴を表示する項目
をダブルクリックします。

2

左側のペインで、［アクティブアラート］をクリックします。

3

［アラート］グループで、［アラート履歴を表示］を選択します。
p.277 の 「アラート履歴オプション」 を参照してください。

アラート履歴オプション
アラートに応答すると、アラートは Backup Exec によってアラート履歴に移動します。
p.276 の 「サーバーまたはストレージデバイスのアラート履歴の表示」 を参照してください。
表 8-3

アラート履歴オプション

項目

説明

種類

アラートの重大度を示します。 アラートの種類に
は、［エラー］、［警告］、［情報］、［要注意］があり
ます。

カテゴリ

アラートの原因となった条件を示します。 カテゴ
リには、［データベースの保守］、［一般情報］、
［デバイスエラー］、［ジョブのキャンセル］、［ジョ
ブが失敗しました］が含まれます。

メッセージ

エラーメッセージのテキストを示します。

日付と時刻

エラーが発生した日時を表示します。

応答したコンピュータ

アラートの応答の送信元サーバーの名前を表示
します。

応答時刻

アラートの応答が送信された日時を表示します。

応答したユーザー

アラートの応答を送信したユーザーの名前を表
示します。

ジョブ名

アラートをトリガにしたジョブの名前を示します。
この列は、一般情報アラートの場合などのように
アラートがジョブによってトリガされなかった場合
は空白になります。

ストレージ

このアラートが発生したストレージデバイスの名
前を表示します。
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項目

説明

サーバー

このアラートが発生したサーバーの名前を表示
します。

ソース

アラートの原因を示します。
アラートの発生元は、次のいずれかです。
■

システム

■

ジョブ

■

ストレージ

■

メディア

アラートのフィルタ処理
［ホーム］タブの［アクティブアラート］ペインに表示されるアラートをフィルタ処理できます。
フィルタは、アラートの数が多く、特定の種類のアラートのみを表示する場合に便利です。
アラートはアラートのカテゴリ、時刻、アラートの種類別にフィルタ処理できます。たとえば、
ジョブのための過去 12 時間に発生したエラーアラートのみを表示するように選択できま
す。
アラートをフィルタにかける方法

1

［ホーム］タブで、［アクティブアラート］を指定します。
［アクティブアラート］ペインが表示されない場合、アラートの詳細を有効にする必要
があります。
p.275 の 「［ホーム］タブでのアクティブアラートやアラート履歴の表示」 を参照してく
ださい。

2

次のオプションを任意に組み合わせて、アラートリストにフィルタをかけます。
■

［ソース］フィールドで、表示するアラートのソースを選択します。

■

［時刻］フィールドで、表示するアラートの時間帯を選択します。

■

［重大度］フィールドで、［エラー］や［警告］など、表示するアラートの種類を選択
します。

アラートのジョブログの表示
ジョブログには、詳しいジョブ情報、ストレージとメディアの情報、ジョブオプション、ファイ
ルの統計情報、完了ジョブのジョブ完了状態が記録されます。ジョブのために生成された
アラートからジョブログにアクセスできます。
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アラートからジョブログを表示する方法

1

［アクティブアラート］ペインに［ホーム］タブ、［バックアップとリストア］タブ、［ストレー
ジ］タブでアクセスします。

2

ジョブログを表示するアラートを右クリックし、［ジョブログを表示］を選択します。

3

次のいずれかを実行します。
■

特定の文字列を検索するには、［検索］をクリックします。 検索する文字列を入
力して、［次へ］をクリックします。
ジョブログのすべてのセクションを展開していることを確認してください。 検索機
能では、ジョブログの展開されたセクションのみが検索されます。

■

ジョブログを印刷するには、［印刷］をクリックします。 ログを印刷するには、プリン
タがシステムに接続され、設定されている必要があります。

■

ジョブログを .html ファイルまたは .txt ファイルとして保存するには、［名前を付
けて保存］をクリックして、ファイル名、ファイルの場所、ファイルの種類を選択し
ます。

p.260 の 「完了ジョブのジョブログのプロパティ」 を参照してください。

アクティブアラートへの応答
アラートに応答し、アラート条件の内容によって操作を続行またはキャンセルできます。
Backup Exec のデフォルトでは、有効なアラートおよび応答が必要なアラートがすべて
表示されます。 フィルタを設定した場合は、応答が必要なすべてのアラートの他に、指定
したアラートのみが表示されます。
アラートの応答ダイアログボックスで［閉じる］をクリックすると、ダイアログボックスは閉じま
すが、アラートはアクティブな状態を保持します。アラートを消去するには、［OK］、［は
い］、［いいえ］、［キャンセル］などの応答を選択する必要があります。アラートカテゴリに
は自動応答を設定できます。
p.281 の 「アラートカテゴリの設定」 を参照してください。
一部のアラートには、Unique Message Identifier (UMI) コードが表示されます。 この
コードは、シマンテック社テクニカルサポート Web サイトへのハイパーリンクです。 アラー
トに関連する技術情報にアクセスできます。
アクティブアラートへ応答する方法

1

［アクティブアラート］ペインに［ホーム］タブ、［バックアップとリストア］タブ、［ストレー
ジ］タブでアクセスします。

2

応答するアラートを右クリックし、［応答］または［［OK］を応答］をクリックします。

3

［OK］をクリックし、このアラートへ応答します。
p.280 の 「アラートの応答オプション」 を参照してください。
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アラートの応答オプション
アクティブアラートに応答し、アラート条件の内容によってジョブを続行またはキャンセル
することができます。
p.279 の 「アクティブアラートへの応答」 を参照してください。
表 8-4

アラートの応答オプション

項目

説明

サーバー

このアラートが発生したコンピュータの名前を表示します。

ストレージ

このアラートが発生したストレージデバイスの名前を表示します。

ジョブ名

このアラートと関連のあるジョブの名前を表示します。

日付と時刻

このアラートが発生した日時を表示します。

メッセージ

アラートの詳細情報を表示します。

詳しくはここをクリック エラーに関連付けられた TechNote がある場合に表示されます。アルファ
してください:
ベットの V で始まる Unique Message Identifier (UMI) をクリックします。こ
V-XXX-XXXXX
れは青字のハイパーリンクとして表示されています。 シマンテック社テクニカ
ルサポート Web サイトにアクセスする新しいブラウザウィンドウが開きます。
コンピュータがインターネットにアクセスできない場合、別のコンピュータのブ
ラウザウィンドウに次の URL を入力することができます。
http://entsupport.symantec.com/umi/<UMI コード>
ジョブログを表示

アラートをトリガしたジョブのジョブログを表示することを許可します。

［OK］を応答

アラティブアラートリストからアラートを消去できます。

応答

アラートへの応答を選択できます。

閉じる

ダイアログボックスが閉じますが、アラートは消去されません。アラートはアク
ティブアラートリストに残ります。アラート警告を消去するには、応答を選択す
る必要があります。

すべての情報アラートの手動での消去
アラートカテゴリを個々に設定し、一定期間後に自動的に消去されるようにできます。情
報アラートは頻繁に生成されることがあるため、システムがそれらを自動的に移動する前
に、すべての情報アラートを手動で消去する場合があります。
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すべての情報アラートを手動で消去する方法

1

［アクティブアラート］ペインに［ホーム］タブ、［バックアップとリストア］タブ、［ストレー
ジ］タブでアクセスします。

2

情報アラートを右クリックし、［すべての情報アラートをクリア］を選択します。

p.281 の 「アラートカテゴリの設定」 を参照してください。

アラートカテゴリの設定
アラートカテゴリを設定して、アラートの有効と無効を切り替えたり、アラートが発生したと
きに実行する処理を指定することができます。
多くのアラートはデフォルトで有効になっています。ただし、次のアラートカテゴリは最初
は無効になっています。
■

バックアップジョブにデータが存在しない

■

ジョブの開始

■

ジョブ成功

アラートの設定を変更すると、変更した内容が監査ログに常に記録されます。 いつでも
監査ログを表示して、アラートカテゴリの変更内容を確認できます。
アラートカテゴリのプロパティを設定する方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックし、［構成と設定］を選択します。

2

［アラートと通知］、［アラートカテゴリ］の順に選択します。

3

［アラートカテゴリ］で、設定するアラートを選択します。

4

［カテゴリのプロパティ］で、必要なオプションを選択します。
p.281 の 「［アラートカテゴリの設定］のオプション」 を参照してください。

5

さらにアラートカテゴリを設定するには、手順 2 から手順 4 を繰り返します。

6

［OK］をクリックして、選択したプロパティを保存します。

［アラートカテゴリの設定］のオプション
アラートカテゴリを設定して、アラートの有効と無効を切り替えたり、アラートが発生したと
きに実行する処理を指定することができます。
p.281 の 「アラートカテゴリの設定」 を参照してください。
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表 8-5

［アラートカテゴリの設定］のオプション

項目

説明

アラートカテゴリ

利用可能なカテゴリを一覧表示します。

状態

アラートカテゴリが有効であるか無効であるかを示します。

<アラートカテゴリ> アラートの有効と無効を切り替えます。エラーおよび要注意アラートを無効
のアラートを有効に にすることはできません。
する
電子メール通知に
ジョブログを含める

通知が設定されている受信者にジョブログを送信します。

Windows のイベン Windows のイベントビューアにアラートを表示します。 このアラートのプロ
トログにイベントを記 パティ情報がすべて、Windows のイベントログに表示されます。
録する
Windows のイベントログにリンクが表示された場合は、シマンテック社テク
ニカルサポートの Web サイトからイベント ID の情報を検索することができま
す。
SNMP 通知を送信
する

このアラートの SNMP 通知を送信するかどうかを指定します。 このオプショ
ンを使用するには、SNMP をインストールする必要があります。

自動クリア x 日/時
間/分 後

アクティブな状態を保持する時間を指定できます。指定した時間が経過す
ると、このアラートは消去されます。

自動応答の内容

アラートが消去されるときに、Backup Exec で自動的に送信する応答を指
定します。このオプションは、［メディアの上書き］と［メディアの挿入］アラート
カテゴリに対してのみ、［自動的にクリアするまでの期間 x 日 / 時間 / 分］オ
プションのチェックマークが付いている場合にのみ使用できます。［キャンセ
ル］、［いいえ］、［はい］または［OK］から選択できます。

次の受信者に通知
を送信する

この種類のアラートが発生したときに通知する受信者の名前を選択できま
す。このオプションを使用するには、受信者を設定する必要があります。

受信者を管理

受信者の情報を編集できます。

アラートの通知について
Backup Exec では、アラートの発生時に電子メールまたはテキストメッセージを使用して
通知することができます。通知するアラートカテゴリと通知の受信者を選択できます。

第 8 章 アラートと通知
アラートの通知について

表 8-6

電子メールおよびテキストメッセージの通知の詳細

項目

説明

電子メール通知

Backup Exec は 電子メール通知に SMTP を使
用し、認証とトランスポート層セキュリティ (TLS)
をサポートしています。通知の電子メールメッセー
ジは、Microsoft Outlook、Lotus Notes、Gmail
や Yahoo メールなどの Web ベースの電子メー
ルアプリケーションに送信できます。

テキストメッセージ通知

テキストメッセージの通知で Backup Exec は、
テキストメッセージプロトコルの制限を満たすた
め、メッセージが 144 文字より少なくなるようにし
ます。通知メッセージを 144 文字より少なくする
ことで、複数のメッセージに分割されずに 1 つの
テキストメッセージで送信される可能性が高くな
ります。ただし、通知メッセージの配信方法は、
メッセージサービスのプロバイダにより決定され
ます。
テキストメッセージの通知は、次の形式で送信さ
れます。
ジョブ関連の通知: Backup Exec: <Server
Name> : <Job Name> : <Status>
■ アラート関連の通知: Backup Exec: <サー
バー名> : <アラートの種類>
■

電子メールまたはテキスト通知を設定した後に、設定を削除して通知を無効にすることは
できません。ただし、個々の受信者の通知を無効にすることはできます。
p.292 の 「受信者に対するアラート通知の停止」 を参照してください。
p.284 の 「アラートのための電子メール通知の設定」 を参照してください。
p.285 の 「アラートのためのテキストメッセージ通知の設定」 を参照してください。

アラートの通知の設定
アラートの発生時に受信者に通知するように Backup Exec を設定することができます。
通知は電子メールまたはテキストメッセージによって送信できます。
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表 8-7

アラートの通知を設定する方法

手順

処理

手順 1

受信者への通知に使用する方式を設定します。通知方法はテキストメッセージ
または電子メールです。
p.284 の 「アラートのための電子メール通知の設定」 を参照してください。
p.285 の 「アラートのためのテキストメッセージ通知の設定」 を参照してください。

手順 2

受信者を、個人またはグループで設定します。
p.287 の 「アラート通知のための個人の受信者の設定」 を参照してください。
p.289 の 「アラート通知のためのグループ受信者の設定」 を参照してください。

手順 3

通知するアラートカテゴリまたはジョブに受信者を割り当てます。
p.281 の 「アラートカテゴリの設定」 を参照してください。
p.292 の 「ジョブが完了したときの通知の送信」 を参照してください。

アラートのための電子メール通知の設定
アラートが発生するときに、指定した受信者に電子メールを送るように Backup Exec を設
定できます。電子メール通知には、送信者として使われる電子メールアカウントが必要で
す。たとえば、バックアップ管理者や IT 管理者の電子メールアカウントを使う必要がある
場合があります。電子メール通知を設定するには、送信者のメールサーバーの名前、サー
バーが使用するポート番号、送信者の名前と電子メールアドレスを入力します。また、ア
ラートのために送信される電子メールを認証するように Backup Exec を設定できます。
送信者の電子メールの情報の入力後は、受信者に関する情報を設定できます。
メモ: POP3 メールサーバーのような SMTP 対応電子メールシステムが電子メール通知
のために必要です。

メモ: 電子メール通知を設定したら、設定を削除して通知を無効にすることはできません。
ただし、個々の受信者の通知を無効にすることはできます。
アラートのための電子メール通知を設定する方法

1

［Symantec Backup Exec］ボタンをクリックし、［構成と設定］を選択します。

2

［アラートと通知］、［電子メールとテキストの通知］の順に選択します。

3

［電子メール設定］で、メールサーバーの名前、ポート番号、送信者の名前と電子
メールアドレスを入力します。
p.285 の 「［電子メールとテキストメッセージの設定］オプション」 を参照してください。
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4

送信される電子メールに認証を提供する場合、［電子メール認証］のフィールドに入
力します。

5

［OK］をクリックします。

p.285 の 「アラートのためのテキストメッセージ通知の設定」 を参照してください。

アラートのためのテキストメッセージ通知の設定
アラートが発生するときに、指定した受信者にテキストメッセージを送るように Backup Exec
を設定できます。テキストメッセージ通知には、送信者のテキストメッセージのサービスプ
ロバイダの完全修飾ドメイン名が必要です。さらに、メールサーバーの名前や送信者の
電子メールアドレスなどの送信者の電子メールアカウントについての情報が、送信者のテ
キストメッセージの情報を入力する前に入力されている必要があります。
メモ: テキストの通知を設定したら、設定を削除して通知を無効にすることはできません。
ただし、個々の受信者の通知を無効にすることはできます。
アラートのためのテキストメッセージ通知を設定する方法

1

［Symantec Backup Exec］ボタンをクリックし、［構成と設定］を選択します。

2

［アラートと通知］、［電子メールとテキストの通知］の順に選択します。

3

［電子メール設定］で、メールサーバーの名前、ポート番号、送信者の名前と電子
メールアドレスを入力します。
p.285 の 「［電子メールとテキストメッセージの設定］オプション」 を参照してください。

4

［テキストメッセージのサービスプロバイダのアドレス］で、送信者のテキストメッセー
ジのサービスプロバイダの完全修飾ドメイン名を入力します。

5

［OK］をクリックします。

p.284 の 「アラートのための電子メール通知の設定」 を参照してください。

［電子メールとテキストメッセージの設定］オプション
電子メール通知を有効にするには、送信者のメールサーバーの名前、使用するポート番
号、送信者の名前と電子メールアドレスを入力します。また、アラート通知のために送信
される電子メールを認証するように Backup Exec を設定できます。テキストメッセージの
通知は、テキストメッセージのサービスプロバイダが提供する電子メールアドレスに SMTP
メールとして送信されます。テキストメッセージでの通知を有効にするには、デフォルトの
テキストメッセージサービスプロバイダの完全修飾ドメイン名を入力する必要があります。
たとえば、「MyPhone」という会社がテキストメッセージサービスを提供する場合、［テキス
トメッセージのサービスプロバイダのアドレス］フィールドに「MyPhone.com」と入力しま
す。このプロバイダを使わない個人のために、このデフォルトのアドレスを上書きできます。
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メモ: SMTP 対応電子メールシステムが電子メール通知のために必要です。
p.284 の 「アラートのための電子メール通知の設定」 を参照してください。
p.285 の 「アラートのためのテキストメッセージ通知の設定」 を参照してください。
表 8-8

［電子メールとテキストメッセージの設定］オプション

項目

説明

電子メールサーバー

有効なユーザーアカウントを持つ SMTP メールサーバーの名前を
示します。

ポート番号

メールサーバーに使用される SMTP のポート番号を示します。
適切なポート番号は、使用している電子メールサービスのプロバイ
ダから入手できます。

差出人名

通知の送信者として表示される名前を示します。

差出人アドレス

通知の送信元の電子メールアドレスを示します。

電子メール認証を有効にする アラート通知のために送信される電子メールを認証するため、
Backup Exec を有効にします。
送信者のユーザー名

送信者の電子メールアカウントのユーザー名を示します。

差出人パスワード

送信者の電子メールアカウントのパスワードを示します。

テキストメッセージのサービス すべてのテキストメッセージ受信者の完全修飾ドメイン名を示しま
プロバイダのアドレス
す。このアドレスは、すべての受信者のためのデフォルトとして使わ
れます。ただし、個々の受信者を設定するときに、その受信者用の
別のアドレスを入力することで、デフォルトよりも優先させることがで
きます。

アラート通知の受信者の管理について
Backup Exec でアラートが発生する場合に通知を受信する個人またはグループを設定
できます。個々の受信者を設定するときに、その受信者がどうやって通知を受信するか
(電子メール、テキストメッセージ、あるいはその両方) を指定します。グループ受信者に
は、ユーザが選択した個々の受信者が含まれています。グループ内の個々の受信者は、
個人用に指定された方式で通知を受信 (電子メール、テキストメッセージ、あるいはその
両方) します。
p.287 の 「アラート通知のための個人の受信者の設定」 を参照してください。
p.289 の 「アラート通知のためのグループ受信者の設定」 を参照してください。
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［受信者を管理］ダイアログボックスから、個々の受信者やグループ受信者を追加または
削除したり、受信者用に設定を編集したりできます。
p.287 の 「アラート通知のための個人の受信者の設定」 を参照してください。
p.289 の 「アラート通知のためのグループ受信者の設定」 を参照してください。
表 8-9

［受信者を管理］オプション

項目

説明

名前

個々の受信者およびグループ受信者の名前を
示します。

種類

個々の受信者には［受信者］、グループ受信者
には［グループ］を示します。

受信者の追加

個々の受信者を追加できます。

Add a group

グループ受信者を追加できます。

編集

選択した個々の受信者またはグループ受信者
の設定を変更できます。

削除

選択した個々の受信者またはグループ受信者
を削除できます。

アラート通知のための個人の受信者の設定
アラートが発生するときに、受信者に電子メールまたはテキストメッセージを送るように
Backup Exec を設定できます。
メモ: 通知の送信者についての情報は、受信者が設定できる前に、設定しておく必要が
あります。
p.284 の 「アラートのための電子メール通知の設定」 を参照してください。
p.285 の 「アラートのためのテキストメッセージ通知の設定」 を参照してください。
アラート通知のための個人の受信者を設定する方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックし、［構成と設定］を選択します。

2

［アラートと通知］、［通知の受信者］の順に選択します。

3

［受信者を管理］ダイアログボックスで、［受信者を追加］をクリックします。
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4

受信者の名前を入力し、電子メールまたはテキストメッセージのオプションを設定し
ます。
p.288 の 「［個々の受信者の追加］/［個別の受信者の編集］オプション」 を参照してく
ださい。

5

［OK］をクリックします。

［個々の受信者の追加］/［個別の受信者の編集］オプション
アラートが発生するときに、受信者に電子メールまたはテキストメッセージ通知を送るよう
に次のオプションを設定します。
p.287 の 「アラート通知のための個人の受信者の設定」 を参照してください。
p.291 の 「受信者の通知プロパティの編集」 を参照してください。
表 8-10

［個々の受信者の追加］/［個別の受信者の編集］オプション

項目

説明

名前

通知の受信者の名前を示します。

通知を電子メールで送信

この受信者が、電子メールで通知を受信する必
要があることを示します。

受信者の電子メールアドレス

通知の受信者の電子メールアドレスを示します。

テスト電子メールを送信

電子メールアドレスに間違いがないことを確認す
るため、Backup Exec からテスト電子メールが送
信されるようにします。受信者は、電子メールが
受信されたことを検証するため、自分の電子メー
ルアカウントを確認する必要があります。Backup
Exec では、配信の確認はされません。

送信制限: 上限x通のメールを次の時間内に送 この受信者に送信する通知電子メールの頻度を
信x 分
指定できます。999 分間に最大 999 件の電子
メールメッセージを送信できます。
通知をテキストメッセージで送信

この受信者が、テキストメッセージで通知を受信
する必要があることを示します。
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項目

説明

受信者の携帯電話の番号

通知の受信者の携帯電話の番号を示します。国
コードが必要な場合はそのコードを含めます。
電話番号には次のスペースと次の文字を使用で
きます。

テストメッセージを送信

■

開始引用符と閉じ引用符

■

期間

■

プラス記号 (+)

■

ハイフン

■

開始カッコと閉じカッコ

■

スラッシュ

電話番号が正しいこと検証するため、Backup
Exec がテストテキストメッセージを送信できるよ
うにします。受信者は、メッセージが受信された
ことを検証するため、自分のテキストメッセージを
確認する必要があります。Backup Exec では、
配信の確認はされません。

テキストメッセージのサービスプロバイダのアドレ 通知の受信者のテキストメッセージのサービスプ
ス
ロバイダ名を示します。
デフォルトのアドレスが［電子メールとテキストメッ
セージの設定］ダイアログボックスに入力されて
いる場合、そのアドレスがここに表示されます。
この受信者がデフォルトのテキストメッセージの
サービスプロバイダを使わない場合、デフォルト
のアドレスに優先させる適切なアドレスを入力し
ます。
送信制限: 上限x 通のテキストメッセージを次の この受信者に送信するテキストメッセージの頻度
時間内に送信 x 分
を指定できます。999 分間に最大 999 件のテキ
ストメッセージを送信できます。

アラート通知のためのグループ受信者の設定
受信者をグループのメンバーとして追加することによってグループを構成できます。 グ
ループには 1 つ (人) 以上の受信者が含まれ、グループ内のすべての受信者に通知メッ
セージが送信されます。 グループには、個人のみを含めることができます。グループに
他のグループを含めることはできません。
アラート通知のためのグループ受信者を設定する方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックし、［構成と設定］を選択します。

2

［アラートと通知］、［通知の受信者］の順に選択します。
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3

［受信者を管理］ダイアログボックスで、［グループを追加］をクリックします。

4

［名前］フィールドに、この通知グループの固有の名前を入力します。

5

グループにメンバーを追加するには、追加する受信者を［すべての受信者］リストか
ら選択し、［追加］をクリックしてその受信者を［選択した受信者］リストに移動します。
グループからメンバーを削除するには、削除する受信者を［グループメンバー］リスト
から選択し、［リムーブ］をクリックしてその受信者を［すべての受信者］リストに移動し
ます。

6

グループの作成が終了したら、［OK］をクリックします。
グループは［受信者を管理］ダイアログボックスの受信者リストに追加されます。

p.290 の 「［受信者グループの追加］/［受信者グループの編集］オプション」 を参照してく
ださい。
p.287 の 「アラート通知のための個人の受信者の設定」 を参照してください。

［受信者グループの追加］/［受信者グループの編集］オプション
個々の受信者をグループのメンバーとして追加することによってグループを構成できま
す。
p.289 の 「アラート通知のためのグループ受信者の設定」 を参照してください。
p.291 の 「受信者の通知プロパティの編集」 を参照してください。
表 8-11

［受信者グループの追加］/［受信者グループの編集］オプション

項目

説明

名前

この受信者グループの名前を示します。

すべての受信者

このグループに追加できる受信者をすべて一覧
表示します。

選択した受信者

このグループに含まれている受信者を一覧表示
します。

すべてを追加

［すべての受信者］フィールドで選択したすべて
の受信者を［選択した受信者］フィールドに追加
します。

追加

［すべての受信者］フィールドで選択したすべて
の個人の受信者を［選択した受信者］フィールド
に追加します。

リムーブ

［選択した受信者］フィールドで選択したすべて
の個人の受信者を削除します。
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項目

説明

すべてを削除

［選択した受信者］フィールドで選択したすべて
の受信者を削除します。

グループからの受信者の削除
グループから受信者を削除すると、その受信者は、グループで受信するように設定され
ている通知を受け取ることができなくなります。個々の受信者として通知を受け取るように
設定されている場合は、その受信者は引き続き通知を受信します。
グループから受信者を削除する方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックし、［構成と設定］を選択します

2

［アラートと通知］を選択し、［通知の受信者］を選択します。

3

［受信者を管理］ダイアログボックスで、受信者を含むグループをダブルクリックしま
す。

4

［選択した受信者］の下で削除する受信者を選択し、［リムーブ］をクリックします。

p.286 の 「アラート通知の受信者の管理について」 を参照してください。

受信者の通知プロパティの編集
いつでも受信者の通知プロパティを編集して、電子メールアドレスや携帯電話番号など
の受信者情報を変更できます。グループの場合、グループに受信者を追加するか、グ
ループから受信者を削除できます。
受信者の通知プロパティを編集する方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックし、［構成と設定］を選択します。

2

［アラートと通知］、［通知の受信者］の順に選択します。

3

［受信者を管理］ダイアログボックスで、編集する受信者を選択します。

4

［編集］をクリックします。

5

選択した受信者のプロパティを編集します。
p.288 の 「［個々の受信者の追加］/［個別の受信者の編集］オプション」 を参照してく
ださい。
p.290 の 「［受信者グループの追加］/［受信者グループの編集］オプション」 を参照
してください。

6

［OK］をクリックします。
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受信者の削除
通知メッセージを受信させないように、受信者を削除することができます。ただし、削除す
ると、その受信者のデータは永久に失われます。
受信者を削除する方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックし、［構成と設定］を選択します。

2

［アラートと通知］、［通知の受信者］の順に選択します。

3

［受信者を管理］ダイアログボックスで、削除する受信者を選択します。

4

［削除］をクリックします。

5

この受信者を削除する旨のメッセージを確認して、［はい］をクリックします。

6

［OK］をクリックします。

p.286 の 「アラート通知の受信者の管理について」 を参照してください。

受信者に対するアラート通知の停止
受信者がもはやアラートカテゴリの通知を受信する必要がないときに、通知を停止できま
す。
受信者に対するアラート通知を停止する方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックし、［構成と設定］を選択します。

2

［アラートと通知］、［アラートカテゴリ］の順に選択します。

3

［アラートカテゴリ］で、受信者が通知を受信する必要がなくなったカテゴリを選択し
ます。

4

［次の受信者に通知を送信する］で、通知を停止する受信者の横にあるチェックボッ
クスのチェックマークをはずします。

5

［OK］をクリックします。

p.286 の 「アラート通知の受信者の管理について」 を参照してください。

ジョブが完了したときの通知の送信
ジョブが完了したときに通知される受信者を割り当てることができます。 受信者は、通知
を設定する前に設定する必要があります。
ジョブが完了したときに通知を送信する方法

1

新しいジョブを作成するか、または既存のジョブを編集します。

2

［バックアップオプション］ダイアログボックスの左側のペインで、［通知］をクリックしま
す。
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3

各種類のジョブが完了したときに通知する各受信者のチェックボックスにチェックマー
クを付けます。

4

電子メールアドレスに通知とともにジョブログを送信するには、［ジョブログを含めて
電子メールへ通知する］にチェックマークを付けます。
p.293 の 「ジョブの通知オプション」 を参照してください。

5

［オプション］ダイアログボックスでその他のオプションの選択を続けるか、［OK］をク
リックするかを選択できます。

ジョブの通知オプション
ジョブを設定するか、または編集するとき、そのジョブが完了するときに通知を受信する受
信者を選択できます。
p.292 の 「ジョブが完了したときの通知の送信」 を参照してください。
表 8-12

ジョブの通知オプション

項目

説明

受信者名

個人およびグループの受信者の名前を示しま
す。

受信者の種類

［受信者］は個々の受信者、［グループ］はグルー
プの受信者を示します。

ジョブログを含めて電子メールまたはプリンタ受 Backup Exec で通知にジョブログのコピーを添
信者へ通知する
付できます。 このオプションは電子メール受信
者のみに適用されます。添付ファイルの最大サ
イズはメールサーバーの設定によって決まりま
す。
受信者を管理

受信者の追加、編集、削除に使用できます。

プロパティ

選択した受信者のプロパティを表示または変更
することを許可します。

SNMP 通知について
SNMP (簡易ネットワーク管理プロトコル) を使用して、ネットワークを中央から監視するこ
とができます。 SNMP の使用可能なネットワークアプリケーション (Backup Exec など)
は、SNMP コンソール (管理用ワークステーション) へのレポートを行います。コンソール
は、状態とエラー条件についての SNMP メッセージ (トラップ) を Backup Exec から受信
します。 MIB は Backup Exec インストールメディアの WINNT¥SNMP¥language ディレ
クトリに格納されており、SNMP コンソールにロードすることができます。
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Symantec のオブジェクト ID の接頭辞を次に示します。
1.3.6.1.4.1.1302
Backup Exec SNMP トラップ (メッセージ) は一意のオブジェクト ID を持ち、最大 4 つの
文字列で構成されています。
次のトラップの種類がサポートされています。
表 8-13

SNMP トラップ

トラップの種類

オブジェクト ID

文字列 1

文字列 2

文字列 3

文字列 4

プロダクト開始

1302.3.1.1.9.1

Backup Exec: アプ コンピュータ名
リケーションの初期
化

製品、バージョン、
リビジョン

プロダクト停止

1302.3.1.1.9.2

Backup Exec: アプ コンピュータ名
リケーションの強制
終了

製品、バージョン、
リビジョン

ジョブがキャンセルさ 1302.3.1.2.8.2
れました

Backup Exec: オペ コンピュータ名
レータによりジョブ
がキャンセルされま
した

ジョブ名

ローカルまたはリ
モートのオペレータ
名

ジョブが失敗しまし
た

1302.3.1.2.8.1

Backup Exec: ジョ コンピュータ名
ブが失敗しました。

ジョブ名

詳細メッセージ

ストレージデバイス
の手動操作が必要
です。

1302.3.2.5.3.3

Backup Exec: バッ コンピュータ名
クアップデバイスの
確認が必要です

ジョブ名

詳細メッセージ

Robotic ライブラリの 1302.3.2.4.3.3
手動操作が必要で
す。

Backup Exec: ロ
コンピュータ名
ボットライブラリの確
認が必要です。

ジョブ名

詳細メッセージ

Simplified Disaster 1302.3.1.4.2.1.1
Recovery Message

SDR のコピーが失 コンピュータ名
敗しました

ジョブ名

詳細メッセージ

Simplified Disaster 1302.3.1.4.2.1.2
Recovery Message

SDR の完全バック コンピュータ名
アップが成功しまし
た

ジョブ名

詳細メッセージ

Backup Exec
system error

1302.3.1.1.9.3

アプリケーションに コンピュータ名
エラーが発生しまし
た。

ジョブ名

詳細メッセージ

Backup Exec 一般
情報

1302.3.1.1.9.4

通常のイベント情報 コンピュータ名

ジョブ名

詳細メッセージ
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トラップの種類

オブジェクト ID

文字列 1

ジョブ成功

1302.3.1.2.8.3

ジョブ成功 (例外処
理あり)

文字列 2

文字列 3

文字列 4

ジョブが成功しまし コンピュータ名
た

ジョブ名

詳細メッセージ

1302.3.1.2.8.4

ジョブは成功しまし コンピュータ名
たが、問題が発生し
ました。

ジョブ名

詳細メッセージ

ジョブが開始されま
した

1302.3.1.2.8.5

ジョブが開始しまし コンピュータ名
た。

ジョブ名

詳細メッセージ

ジョブ完了 (データ
なし)

1302.3.1.2.8.6

ジョブは成功しまし コンピュータ名
たが、データが存在
しませんでした。

ジョブ名

詳細メッセージ

ジョブ警告

1302.3.1.2.8.7

ジョブに警告が発
生しました。

コンピュータ名

ジョブ名

詳細メッセージ

PVL Device Error

1302.3.1.5.1.1.1

デバイスでエラーが コンピュータ名
発生しました。

ジョブ名

詳細メッセージ

PVL Device
Warning

1302.3.1.5.1.1.2

デバイスで警告が
発生しました。

コンピュータ名

ジョブ名

詳細メッセージ

PVL Device
Information

1302.3.1.5.1.1.3

通常のデバイス情
報

コンピュータ名

ジョブ名

詳細メッセージ

PVL Device
Intervention

1302.3.1.5.1.1.4

デバイスのチェック コンピュータ名
が必要です。

ジョブ名

詳細メッセージ

PVL Media Error

1302.3.1.5.2.1.1

メディアにエラーが コンピュータ名
存在します。

ジョブ名

詳細メッセージ

PVL Media
Warning

1302.3.1.5.2.1.2

メディアに問題があ コンピュータ名
る可能性がありま
す。

ジョブ名

詳細メッセージ

PVL Media
Information

1302.3.1.5.2.1.3

通常のメディア情報 コンピュータ名

ジョブ名

詳細メッセージ

PVL Media
Intervention

1302.3.1.5.2.1.4

メディアのチェック
が必要です。

コンピュータ名

ジョブ名

詳細メッセージ

カタログエラー

1302.3.1.5.3.1.1

カタログにエラーが コンピュータ名
存在します。

ジョブ名

詳細メッセージ

テープアラートエ
ラー

1302.3.1.5.4.1.1

TapeAlert エラー
が存在します。

ジョブ名

詳細メッセージ

コンピュータ名
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トラップの種類

オブジェクト ID

文字列 1

文字列 2

文字列 3

文字列 4

テープアラート警告 1302.3.1.5.4.1.2

TapeAlert 警告が コンピュータ名
存在します。

ジョブ名

詳細メッセージ

テープアラート情報 1302.3.1.5.4.1.3

通常の TapeAlert コンピュータ名
情報

ジョブ名

詳細メッセージ

Database
1302.3.1.5.5.1.1
Maintenance Error

データベース保守
エラーが存在しま
す。

コンピュータ名

ジョブ名

詳細メッセージ

データベース保守情 1302.3.1.5.5.1.2
報

通常のデータベー コンピュータ名
ス保守情報

ジョブ名

詳細メッセージ

LiveUpdate エラー 1302.3.1.5.6.1.1

ソフトウェア更新エ
ラーが発生しまし
た。

コンピュータ名

ジョブ名

詳細メッセージ

LiveUpdate 警告

1302.3.1.5.6.1.2

ソフトウェア更新警 コンピュータ名
告が発生しました。

ジョブ名

詳細メッセージ

LiveUpdate 情報

1302.3.1.5.6.1.3

通常のソフトウェア
更新情報

コンピュータ名

ジョブ名

詳細メッセージ

更新警告をインス
トール

1302.3.1.5.7.1.1

インストール警告が コンピュータ名
発生しました。

ジョブ名

詳細メッセージ

更新情報をインス
トール

1302.3.1.5.7.1.2

通常のインストール コンピュータ名
情報

ジョブ名

詳細メッセージ

p.296 の 「SNMP サービスのインストールおよび設定」 を参照してください。

SNMP サービスのインストールおよび設定
SNMP クライアントで Backup Exec トラップを受信するには、SNMP サービスのプロパ
ティを使用してトラップ送信先を設定する必要があります。
SNMP は、インストール後に自動的に開始されます。 この手順を実行するには、
Administrator または Administrators グループのメンバーとしてログオンしている必要
があります。コンピュータがネットワークに接続されている場合は、ネットワークポリシーの
設定によって、この手順を実行できないことがあります。
Windows Server 2003 に SNMP サービスをインストールして設定し、SNMP クライアン
トにトラップを送信する方法

1

Windows の［コントロール パネル］で、［プログラムの追加と削除］を選択します。

2

［Windows コンポーネントの追加と削除］を選択します。
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3

［Windows コンポーネントの追加と削除］から［管理とモニタツール］を選択し、［詳
細］をクリックします。
コンポーネントの選択時に、チェックボックスのオンまたはオフ設定を変えないでくだ
さい。

4

［簡易ネットワーク管理プロトコル (SNMP)］を選択して［OK］をクリックします。

5

［次へ］をクリックします。

Windows Management Instrumentation パフォーマンスカウンタプロバ
イダのインストール
Windows Management Instrumentation (WMI) は、システムリソースの監視と制御を
行うためのインフラストラクチャです。 Backup Exec には、手動でインストールし WMI と
併用することのできるパフォーマンスカウンタと SNMP プロバイダが用意されています。
WMI パフォーマンスカウンタプロバイダをインストールする方法

1

Backup Exec インストールメディアを挿入します。

2

コマンドプロンプトに次の行を入力します。
mofcomp <CD Drive Letter>:¥winnt¥wmi¥backupexecperfmon.mof

Windows Management Instrumentation SNMP プロバイダのインストー
ル
Windows Management Instrumentation (WMI) は、システムリソースの監視と制御を
行うためのインフラストラクチャです。 Backup Exec には、手動でインストールし WMI と
併用することのできるパフォーマンスカウンタと SNMP プロバイダが用意されています。
WMI SNMP プロバイダを使用するには、SNMP 通知を設定する必要があります。
WMI SNMP プロバイダをインストールする方法

1

Backup Exec に含まれている SNMP プロバイダをインストールする前に、Microsoft
SNMP プロバイダをシステムにインストールする必要があります。
詳しくは Microsoft のマニュアルを参照してください。

2

Backup Exec インストールメディアを挿入します。

3

コマンドプロンプトに次の行を入力します。
mofcomp <CD Drive Letter>:¥winnt¥wmi¥snmp¥eng¥bkupexecmib.mof
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Windows Management Instrumentation パフォーマンスカウンタプロバ
イダのアンインストール
Windows Management Instrumentation (WMI) パフォーマンスカウンタプロバイダお
よび WMI SNMP プロバイダを個別にアンインストールする必要があります。
WMI パフォーマンスカウンタプロバイダをアンインストールする方法
◆

コマンドラインに次の行を入力します。
mofcomp <CD Drive
Letter>:¥winnt¥wmi¥deletebackupexecperfmon.mof

Windows Management Instrumentation SNMP プロバイダのアンインス
トール
Windows Management Instrumentation (WMI) パフォーマンスカウンタプロバイダお
よび WMI SNMP プロバイダを個別にアンインストールする必要があります。
WMI SNMP プロバイダをアンインストールする方法
◆

コマンドラインに次の行を入力します。
Smi2smir /d Backup_Exec_MIB

9
ディスクベースのストレージ
この章では以下の項目について説明しています。
■

ディスクベースのストレージについて

■

ディスクストレージと仮想ディスクのストレージの傾向分析について

■

ディスクストレージについて

■

ディスクカートリッジストレージについて

ディスクベースのストレージについて
ディスクベースのストレージには次の機能があります。
■

ローカルでアクセス可能なディスクボリュームの自動検出。

■

ディスクの空き領域の監視。設定したディスクの空き領域のしきい値に達したときのア
ラート送信。

■

ディスクストレージと仮想ディスクのディスク容量不足の予測を可能にするストレージ
の傾向分析。

ディスクベースのストレージには次の種類があります。
■

ディスクストレージ
p.301 の 「ディスクストレージについて」 を参照してください。

■

ディスクカートリッジデバイス
p.310 の 「ディスクカートリッジストレージについて」 を参照してください。

■

重複排除用ストレージ
p.740 の 「Deduplication Option について」 を参照してください。

■

ストレージアレイおよび仮想ディスク
p.1144 の 「Storage Provisioning Option オプションについて」 を参照してください。

■

ボルトストア
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p.1219 の 「Archiving Option でのボルトストアについて」 を参照してください。
p.300 の 「ディスクストレージと仮想ディスクのストレージの傾向分析について」 を参照して
ください。
p.412 の 「ストレージデバイスのジョブ、ジョブ履歴、バックアップセットおよびアクティブア
ラートの表示」 を参照してください。

ディスクストレージと仮想ディスクのストレージの傾向分
析について
Backup Exec はディスクストレージと仮想ディスクについて、ディスクの使用率の情報を
集めます。その後、Backup Exec は使用ディスク容量と空きディスク容量の統計分析を
実行します。この分析では、ディスクストレージや仮想ディスクがいっぱいになるまでに残
されている日数を推定できます。
アラートは現在のディスク領域リソースが十分であるかどうかの情報を提供し、ディスク領
域をいつ拡大するか計画する場合に役立ちます。
表 9-1

ストレージの傾向分析の状態

ストレージの傾向分析の状態

説明

残りのストレージ: x 日

現在のディスク領域の使用状況に基づいた、ス
トレージ容量の残りの日数の推定。

History of used space is still being gathered この状態は、次のいずれかが原因で発生するこ
とがあります。
統計情報の推定を行うにはディスクストレー
ジデバイスが設定されている期間が短すぎ
る。
■ このストレージが、現在ローリングアップグレー
ド中の管理対象 Backup Exec サーバーに
ある可能性がある。
■

現在のストレージは十分な空き容量があります

この環境には、今後 30 日間のストレージ必要条
件を満たす十分なディスク空き容量があります。

No estimate due to an inconclusive history
of used space

ストレージの傾向を取得できません。この状態
は、過去 30 日間に空きディスク領域で異常な
増加または減少が発生したために起こります。

利用可能な統計情報が不十分です

Backup Exec で統計分析のために十分なサン
プルデータが収集されていません。

p.301 の 「ディスクストレージについて」 を参照してください。
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p.1144 の 「Storage Provisioning Option オプションについて」 を参照してください。

ディスクストレージについて
ディスクストレージとはローカルに接続された内部ハードディスクドライブ、USB デバイス、
FireWire デバイス、またはネットワーク接続ストレージデバイスの場所で、そこにデータ
をバックアップできます。ディスクストレージにバックアップデータを保持するときに、メディ
アを管理する必要はありません。バックアップジョブを作成するときにディスクストレージに
バックアップするデータを保持する期間を指定します。Backup Exec は、バックアップデー
タの保持期間が終了するとディスク領域を自動的に再利用します。バックアップジョブを
作成したときに指定した期間よりも長くバックアップデータを保持する場合は、バックアッ
プ複製ジョブを作成する必要があります。バックアップ複製ジョブは元のストレージデバイ
スからテープまたはディスクカートリッジにバックアップデータをコピーします。これは、長
期保存用またはオフサイトストレージ用に送信できます。
ディスクストレージを作成するには［ストレージを設定］ウィザードを使用する必要がありま
す。［ストレージを設定］ウィザードで、Backup Exec はディスクストレージを作成できるディ
スクのリストを提供します。ディスクは、ドライブ文字のアルファベット順に一覧表示されま
せん。代わりに、リストの先頭のディスクは最も大きいディスク領域を持っています。どの
ディスクでも選択できますが、Backup Exec で使用を勧めるディスクはリストの先頭に表
示されます。システムドライブとして使用するディスクは、常にリストの最後に表示されま
す。シマンテック社は、システムドライブのディスクストレージを設定することを推奨しませ
ん。
ディスクストレージとしての設定を可能にするには、ディスクに少なくとも 1 GB のディスク
容量があり、重複排除用ディスクストレージとして設定できない状態である必要がありま
す。ディスクストレージと重複排除用ディスクストレージを同じディスク上に設定できる場合
でも、できるだけ避けてください。
ネットワークに接続されているディスク上にディスクストレージを作成するときに、既存の共
有へのパスを指定する必要があります。Backup Exec サービスアカウントには、ネットワー
ク共有が存在するリモートコンピュータへの読み込み権限と書き込み権限が必要です。
メモ: ネットワーク共有のディスクストレージを作成する前に、Backup Exec サービスアカ
ウントに読み込み権限と書き込み権限を付与する必要があります。Backup Exec サービ
スアカウントは、ネットワーク共有にアクセスする Backup Exec サーバー上にあります。
ディスクストレージを作成するときに、Backup Exec ではローカルディスク上の次の場所
のいずれかを指定できます。
■

ドライブ文字が割り当てられているボリュームまたは割り当てられていないボリューム。
ボリュームには 1 つのディスクストレージのみを作成できます。

■

フォーマット済みでないパーティション。
Backup Exec では、必要に応じてドライブをフォーマットしてパーティション化します。
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■

パーティション化されていないドライブ。

Backup Exec ボリュームのルートに BEControl という名前のフォルダを作成します。
BEControl フォルダの内容を削除したり編集したりしないでください。また、他のボリュー
ムやドライブ文字にコピーしないでください。
Windows エクスプローラでは、ディスクストレージデバイスに含まれるバックアップファイ
ルは .bkf ファイル拡張子で表示されます。各ディスクストレージデバイスには、バックアッ
プファイルについての情報を記録した changer.cfg ファイルと folder.cfg ファイルも格納
されます。changer.cfg や folder.cfg ファイルを削除または編集しないように注意してく
ださい。
名前に IMG という接頭辞が付くサブフォルダが、ディスクストレージデバイスに表示され
る場合があります。Granular Recovery Technology (GRT) を有効にするオプションが
選択されているか、またはバックアップデータのストレージとしてディスクストレージデバイ
スを選択した場合にこのサブフォルダが表示されます。
p.740 の 「Deduplication Option について」 を参照してください。
p.141 の 「［ストレージを設定］ウィザードについて」 を参照してください。
p.303 の 「ディスクストレージデバイスの場所の変更」 を参照してください。
p.303 の 「ディスクストレージのプロパティの編集」 を参照してください。
p.206 の 「バックアップセットの保持について」 を参照してください。
p.533 の 「Granular Recovery Technology を使って個々の項目をリストアする方法」 を
参照してください。
p.302 の 「再接続されたディスクベースのストレージデバイスからのデータのリストアにつ
いて」 を参照してください。

再接続されたディスクベースのストレージデバイスからのデータのリスト
アについて
デバイスが切断されている間、ディスクベースのストレージデバイス上のバックアップセッ
トが期限切れになれば、それらのバックアップセットのカタログは削除されます。 バックアッ
プセットからリストアするには、デバイスを再接続するとき、デバイスでインベントリ操作お
よびカタログ操作を実行する必要があります。 インベントリ操作およびカタログ操作を実
行するとき、Backup Exec はバックアップセットの元の保持設定を使用して、現在の日付
から計算される新しい有効期限日を各バックアップセットに設定します。 有効期限日は、
現在の日付の 7 日以内に期限切れになるストレージデバイスのバックアップセットに対し
てもリセットされます。
バックアップセットを期限切れにする場合は、ストレージデバイスの［Backup Exec を読み
取り専用操作に制限する］プロパティを無効にすることができます。 インベントリ操作およ
びカタログ操作を実行しないでください。 Backup Exec はデータライフサイクル管理の間

第 9 章 ディスクベースのストレージ
ディスクストレージについて

にそのストレージデバイスのディスク領域を再利用します。 バックアップセットを削除する
こともできます。
p.413 の 「ストレージデバイスのインベントリとカタログ登録」 を参照してください。
p.304 の 「ディスクストレージのプロパティ」 を参照してください。
p.206 の 「バックアップセットの保持について」 を参照してください。
p.207 の 「バックアップセットの削除」 を参照してください。

ディスクストレージデバイスの場所の変更
既存のディスクストレージデバイスの場所を変更できます。
p.301 の 「ディスクストレージについて」 を参照してください。
メモ: 元のディスクストレージデバイスのファイルを新しい場所にコピーする場合、.cfg ファ
イルはコピーしないでください。
ディスクストレージデバイスの場所を変更する方法

1

ストレージの設定ウィザードを使用して、元のディスクストレージデバイスとは名前と
ドライブ文字が異なる新しいディスクストレージデバイスを作成します。
p.141 の 「［ストレージを設定］ウィザードについて」 を参照してください。

2

Windows エクスプローラで、元のディスクストレージデバイスの ¥BEData フォルダ
から次のファイルをコピーして新しい場所にある ¥BEData フォルダに貼り付けます。
■

.Bkf ファイル

■

名前に IMG の接頭辞を含むサブフォルダ

3

Windows エクスプローラで、元のディスクストレージデバイスからすべてのファイル
を削除します。

4

元のディスクストレージデバイスを削除します。
p.411 の 「ストレージデバイスの削除」 を参照してください。

5

新しいディスクストレージデバイスの名前を元のディスクストレージデバイスの名前に
変更します。

6

Backup Exec 管理コンソールで、新しいディスクストレージデバイスを右クリックし、
［インベントリとカタログ］をクリックします。
p.413 の 「ストレージデバイスのインベントリとカタログ登録」 を参照してください。

ディスクストレージのプロパティの編集
ディスクストレージデバイスのディスクの空き領域の管理設定を編集できます。
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p.301 の 「ディスクストレージについて」 を参照してください。
ディスクの空き領域のプロパティを編集する方法

1

［ストレージ］タブで、プロパティを編集するストレージをダブルクリックします。

2

左側のペインで［プロパティ］をクリックします。

3

適切なオプションを編集します。
p.304 の 「ディスクストレージのプロパティ」 を参照してください。

4

［適用］をクリックします。

ディスクストレージのプロパティ
ディスクストレージのプロパティによって、次の処理を行うことが可能になります。
■

ディスクの空き領域の管理設定の変更。

■

使用状況およびエラーの統計情報の表示。

p.303 の 「ディスクストレージのプロパティの編集」 を参照してください。
表 9-2

ディスクストレージのプロパティ

項目

説明

名前

ディスクストレージの名前を表示します。この
フィールドは編集できます。

説明

ディスクストレージの説明を表示します。この
フィールドは編集できます。

状態

ディスクストレージデバイスの状態を示します。
p.424 の 「Backup Exec のサーバーおよびスト
レージデバイスの状態」 を参照してください。
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項目

説明

Backup Exec を読み取り専用操作に制限する

Backup Exec で USB ドライブなどのディスクベー
スのストレージからディスク領域を再利用するか
どうかを示します。 Backup Exec にストレージデ
バイスを再接続したときに、いずれかのデータの
有効期限が切れていると、Backup Exec はディ
スクの空き領域を再利用しようとします。これを回
避するには、Backup Exec の操作を読み取り専
用に制限して、既存のデータを上書きしなくても
このストレージデバイスからデータをリストアでき
るようにします。
このオプションを有効にすると、このオプションが
有効化されるまでストレージデバイスと Backup
Exec の接続を切断する必要がある日数を指定
するグローバル設定を変更できます。ただし、切
断されたディスクストレージデバイスに指定した
日数が経過すると、Backup Exec は自動的にこ
のデバイスへの操作を読み取り専用に制限しま
す。
デフォルト値は［いいえ］です。
p.405 の 「ストレージのためのグローバル設定」
を参照してください。
p.206 の 「バックアップセットの保持について」 を
参照してください。
p.302 の 「再接続されたディスクベースのストレー
ジデバイスからのデータのリストアについて」 を
参照してください。

最大ファイルサイズ

ディスクストレージの最大ファイルサイズを表示
します。バックアップジョブのデータは、ディスク
上のファイルに含まれます。
デフォルト値は 50 GB またはディスクストレージ
の容量です。
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項目

説明

ファイルの最大サイズまでディスク容量を事前に バックアップジョブが開始したら、［事前割り当て
徐々に割当てる
の増分］で設定した増分値に従って、容量を徐々
に事前割り当てしてファイルを作成します。ジョ
ブでディスク領域が使用されるのに応じて、ディ
スク領域が徐々に最大ファイルサイズまで事前
に割当てられていきます。 ジョブが完了すると、
ジョブで実際に使用されたディスク領域分だけ
ファイルサイズが小さくなります。
たとえば、事前割当てを有効にし、事前割当て
の増分を 4 GB に設定した場合、4 GB のディス
ク領域がジョブの開始時に事前に割り当てられ
ます。 ジョブで 4 GB が使われた後、Backup
Exec はさらに 4 GB を割り当てます。 ジョブが完
了するまでディスク領域が 4 GB ずつ事前に割
当てられます。 ジョブに割り当てられた 16 GB
のうち 13 GB だけが使用された場合、ファイル
サイズは 13 GB に減少します。
デフォルト値は［無効］です。
事前割り当ての増分

ファイルサイズを増大する際の増分ディスク領域
を表示します。 ジョブに必要なディスク領域に応
じて、最大ファイルサイズに達するまでこの増分
ずつファイルサイズが増大します。
デフォルト値は 1 GB です。

ブロックサイズとバッファサイズを自動検出

ディスクストレージのブロックサイズとバッファサ
イズに適した設定を自動的に検出するかどうか
を示します。
デフォルト値は［有効］です。
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項目

説明

ブロックサイズ

［ブロックサイズとバッファサイズを自動検出］オ
プションが無効の場合、このディスクストレージデ
バイス内の新しいメディアに書き込まれるデータ
のブロックサイズが表示されます。デフォルトは
適切なブロックサイズです。
使用するストレージデバイスによっては、ブロック
サイズを大きくするとパフォーマンスが向上する
ことがあります。適切なブロックサイズは 512 バ
イトから 64 KB ですが、さらに大きな値も使用で
きます。 より大きなブロックサイズをサポートする
ストレージデバイスを使用する場合は、ブロック
サイズを変更することができます。ただし、ブロッ
クサイズを変更するオプションが利用できない場
合は、より大きなサイズを使用するデバイスを設
定する必要があります。
デバイスの設定については、製造元のマニュア
ルを参照してください。
Backup Exec では、指定したブロックサイズがそ
のストレージデバイスでサポートされているかど
うかのチェックは行われません。指定したブロッ
クサイズがサポートされていない場合は、デフォ
ルトの標準のブロックサイズが使用されます。
ブロックサイズの設定をサポートしていないデバ
イスの場合は、このオプションは利用できません。

バッファサイズ

［ブロックサイズとバッファサイズを自動検出］オ
プションが無効の場合、読み取りまたは書き込み
の各要求でディスクストレージデバイスに送信さ
れるデータ量が表示されます。このバッファサイ
ズはブロックサイズの偶数倍にしてください。
システムに搭載されているメモリの量によっては、
この値を大きくするとストレージのパフォーマンス
が向上することがあります。スループットを最大
限にするバッファサイズはストレージデバイスの
種類によって異なります。
適切なブロックサイズが 64 KB を超える場合、デ
フォルトのバッファサイズはデフォルトのブロック
サイズと同一になります。適切なブロックサイズ
が 64 KB より少ない場合、デフォルトのバッファ
サイズは 64 KB になります。
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項目

説明

ディスク容量不足 - 重要

Backup Exec がアラートを送信するディスクの空
き領域の危険低しきい値を表示します。 Backup
Exec は、空きディスク領域が低しきい値を下回っ
たときと、警告しきい値を下回ったときにアラート
を送信します。 空きディスク領域には Backup
Exec 以外の操作のために予約されたディスク領
域は含まれません。
しきい値は変更できます。また、ディスク領域の
量の単位を MB か GB に変更できます。このし
きい値は、警告しきい値よりも低い必要がありま
す。
デフォルト値は 5%. です。

ディスク容量不足 - 警告

Backup Exec がアラートを送信する ディスクの
空き領域の低しきい値を表示します。空きディス
ク領域が警告しきい値を下回り、危険しきい値に
達すると、もう一度アラートが送信されます。 空
きディスク領域には Backup Exec 以外の操作の
ために予約されたディスク領域は含まれません。
しきい値は変更できます。また、ディスク領域の
量の単位を MB か GB に変更できます。このし
きい値は、ディスクの空き領域の低しきい値より
も低い必要があります。
デフォルト値は 15%. です。

ディスク容量不足

Backup Exec がアラートを送信する ディスクの
空き領域の低しきい値を表示します。空きディス
ク領域がこのしきい値を下回り、警告しきい値の
設定値に達すると、もう一度アラートが送信され
ます。 空きディスク領域が警告しきい値を下回
り、危険しきい値に達すると、もう一度アラートが
送信されます。 ディスク領域には Backup Exec
以外の操作のために予約されたディスク領域は
含まれません。
しきい値は変更できます。また、ディスク領域の
量の単位を MB か GB に変更できます。
デフォルト値は 25% です。

Backup Exec 以外の操作用に予約するディスク Backup Exec 以外のアプリケーション用に空け
容量
てあるディスク領域を表示します。
デフォルト値は 10 MB です。
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項目

説明

総容量

ディスクストレージが存在するボリュームのサイズ
を表示します。

バックアップストレージの総数

［総容量］と Backup Exec 以外のアプリケーショ
ンの操作用に予約してあるディスク領域の差異
を表示します。

使用領域

Backup Exec と他のアプリケーションで使用され
るボリュームの容量を表示します。

書き込まれたデータの量

ディスクストレージデバイス上にあるバックアップ
データの総量を表示します。

空き領域

［バックアップストレージの総数］と［使用領域］の
差異を表示します。

圧縮率

［書き込まれたデータの量］の［使用領域］への
比率を表示します。［圧縮率］は、データ圧縮と
メディアの欠陥部が、格納されるデータの量に
与える総合的な効率を表します。

パス

Backup Exec サーバー上にあるディスクストレー
ジデバイスの場所を表示します。

接続の種類

ディスクストレージが、Backup Exec サーバーの
ローカルにあるディスク、またはリモートディスク
のどちらにあるかを示します。

Backup Exec サービスの再起動が必要

このデバイスに対する変更を適用するために
Backup Exec サービスを再起動する必要がある
かどうかを示します。
p.502 の 「Backup Exec サービスの起動および
停止」 を参照してください。

自動検出設定

ディスクストレージの読み取りバッファおよび書き
込みバッファに適した設定を自動的に検出する
かどうかを示します。

読み取りバッファを使用

設定が有効な場合、次を示します。
このディスクストレージデバイスの設定を自動
的に検出しない場合
■ 大きなデータブロックを読み取るバッファ読
み取りをこのディスクストレージでサポートす
る場合
■

バッファ読み取りを有効にすると、パフォーマン
スが向上する場合があります。
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項目

説明

書き込みバッファを使用

設定が有効な場合、次を示します。
このディスクストレージデバイスの設定を自動
的に検出しない場合
■ 大きなデータブロックを書き込むバッファ書
き込みをこのディスクストレージでサポートす
る場合
■

書き込みの同時並行処理

このディスクストレージデバイスに許可する同時
並行書き込み処理の数を表示します。

ディスクカートリッジストレージについて
ディスクカートリッジはストレージの 1 つの種類で、RDX などのメディアを削除する間、通
常 Backup Exec サーバーに接続されたままです。 ストレージがリムーバブルメディアを
持つかどうか不明な場合は、Windows コンピュータ上のコンピュータ フォルダを開きま
す。 リムーバブルメディアを持つデバイスが、リストに表示されます。
ディスクカートリッジメディアとメディアセットを関連付けることによって、ディスクカートリッ
ジメディアに保存されているデータを Backup Exec に保持する期間を管理できます。 追
加期間、上書き禁止期間、ボルト移動の周期を指定するメディアセットを作成できます。
ディスクカートリッジデバイスを設定し、新しいメディアセットを作成するには、ストレージを
設定ウィザードを使用する必要があります。 Backup Exec のインストール時に、デフォル
トでシステム定義された媒体セットが作成されます。
p.365 の 「テープとディスクカートリッジメディアのためのメディアセットの作成」 を参照して
ください。
p.141 の 「［ストレージを設定］ウィザードについて」 を参照してください。
p.310 の 「ディスクカートリッジのプロパティの編集」 を参照してください。
p.412 の 「ストレージデバイスのジョブ、ジョブ履歴、バックアップセットおよびアクティブア
ラートの表示」 を参照してください。

ディスクカートリッジのプロパティの編集
ディスクの空き領域の管理設定と、ストレージが接続された Backup Exec サーバーの設
定を編集できます。
p.310 の 「ディスクカートリッジストレージについて」 を参照してください。

第 9 章 ディスクベースのストレージ
ディスクカートリッジストレージについて

ディスクカートリッジのプロパティを編集する方法

1

［ストレージ］タブで、プロパティを編集するディスクカートリッジをダブルクリックしま
す。

2

左ペインで、［プロパティ］をクリックします。

3

適切なオプションを編集します。
p.311 の 「ディスクカートリッジのプロパティ」 を参照してください。

4

［適用］をクリックします。

ディスクカートリッジのプロパティ
プロパティはディスクカートリッジ、および接続されている Backup Exec サーバーの情報
を提供します。
p.310 の 「ディスクカートリッジのプロパティの編集」 を参照してください。
表 9-3

ディスクカートリッジのプロパティ

項目

説明

名前

ディスクカートリッジの名前を表示します。ディス
クカートリッジの名前は 128 文字を超過できませ
ん。
ディスクカートリッジの名前は変更できます。

説明

ディスクカートリッジの説明を表示します。

状態

ディスクカートリッジの状態を示します。

最大ファイルサイズ

ディスクカートリッジの最大ファイルサイズを表示
します。ジョブのデータは、ディスクカートリッジ
上のファイルに含まれます。
デフォルト値は 50 GB またはディスクカートリッ
ジメディアの容量です。
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項目

説明

ファイルの最大サイズまでディスク容量を事前に ジョブが開始したら、［事前割り当ての増分］で設
徐々に割当てる
定した増分値に従って、容量を徐々に事前割り
当てしてファイルを作成します。ジョブでディスク
領域が使用されるのに応じて、ディスク領域が
徐々に最大ファイルサイズまで事前に割当てら
れていきます。 ジョブが完了すると、ファイルサ
イズはジョブによって使用されたディスク容量ま
で減少します。
たとえば、事前割当てを有効にし、事前割当て
の増分を 4 GB に設定した場合、4 GB のディス
ク領域がジョブの開始時に事前に割り当てられ
ます。 ジョブで 4 GB が使われた後、Backup
Exec はさらに 4 GB を割り当てます。 ジョブが完
了するまでディスク領域が 4 GB ずつ事前に割
当てられます。 ジョブに割り当てられた 16 GB
のうち 13 GB だけが使用された場合、ファイル
サイズは 13 GB に減少します。
デフォルト値は［無効］です。
事前割り当ての増分

ファイルサイズを増大する際の増分ディスク領域
を表示します。 ファイルサイズは、ジョブでディス
ク領域が必要になるに伴い、最大ファイルサイズ
までこの増分で増加します。
デフォルト値は 1 GB です。

ブロックサイズとバッファサイズを自動検出

ディスクストレージのブロックサイズとバッファサ
イズに適した設定を自動的に検出するかどうか
を示します。
デフォルト値は［有効］です。
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項目

説明

ブロックサイズ

［ブロックサイズとバッファサイズを自動検出］オ
プションが無効の場合、このディスクカートリッジ
の新しいメディアに書き込まれるデータのブロッ
クサイズが表示されます。デフォルトは適切なブ
ロックサイズです。
使用するストレージによっては、ブロックサイズを
大きくするとパフォーマンスが向上することがあ
ります。適切なブロックサイズは 512 バイトから
64 KB ですが、さらに大きな値も使用できます。
より大きなブロックサイズをサポートするストレー
ジを使用する場合は、ブロックサイズを変更する
ことができます。ただし、ブロックサイズを変更す
るオプションが利用できない場合は、より大きな
サイズを使用するデバイスを設定する必要があ
ります。
ストレージの設定については、製造元のマニュ
アルを参照してください。
Backup Exec では、指定したブロックサイズがそ
のストレージでサポートされているかどうかの
チェックは行われません。指定したブロックサイ
ズがサポートされていない場合は、デフォルトの
標準のブロックサイズが使用されます。
ブロックサイズの設定をサポートしていないスト
レージの場合は、このオプションは利用できませ
ん。

バッファサイズ

［ブロックサイズとバッファサイズを自動検出］オ
プションが無効の場合、読み取りまたは書き込み
の各要求でディスクカートリッジに送信されるデー
タ量が表示されます。このバッファサイズはブロッ
クサイズの偶数倍にしてください。
システムに搭載されているメモリの量によっては、
この値を大きくするとストレージのパフォーマンス
が向上することがあります。スループットを最大
限にするバッファサイズはストレージの種類に
よって異なります。
適切なブロックサイズが 64 KB を超える場合、デ
フォルトのバッファサイズはデフォルトのブロック
サイズと同一になります。適切なブロックサイズ
が 64 KB より少ない場合、デフォルトのバッファ
サイズは 64 KB になります。
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項目

説明

総容量

ディスクカートリッジが存在するボリュームのサイ
ズを表示します。

バックアップストレージの総数

［総容量］と Backup Exec 以外のアプリケーショ
ンの操作用に予約してあるディスク領域の差異
を表示します。

使用領域

Backup Exec と他のアプリケーションで使用され
るボリュームの容量を表示します。

書き込まれたデータの量

ディスクカートリッジにあるバックアップデータの
総量を表示します。

空き領域

［バックアップストレージの総数］と［使用領域］の
差異を表示します。

圧縮率

［書き込まれたデータの量］の［使用領域］への
比率を表示します。［圧縮率］は、データ圧縮と
メディアの欠陥部が、ディスクカートリッジメディ
アに格納するデータの量に与える総合的な効率
を表します。

パス

Backup Exec サーバー上にあるディスクカート
リッジの場所を表示します。

接続の種類

ディスクカートリッジが、Backup Exec サーバー
のローカルにあるディスク、またはリモートディス
クのどちらにあるかを示します。

Backup Exec サービスの再起動が必要

このデバイスに対する変更を適用するために
Backup Exec サービスを再起動する必要がある
かどうかを示します。
p.502 の 「Backup Exec サービスの起動および
停止」 を参照してください。

自動検出設定

ディスクカートリッジの読み取りバッファおよび書
き込みバッファに適した設定を自動的に検出す
るかどうかを示します。
デフォルト値は［有効］です。
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項目

説明

読み取りバッファを使用

設定が有効な場合、次を示します。
このディスクカートリッジの設定を自動的に検
出しない場合
■ 大きなデータブロックを読み取るバッファ読
み取りをこのディスクカートリッジでサポート
する場合
■

バッファ読み取り操作を有効にすると、パフォー
マンスが向上する場合があります。
デフォルト値は［有効］です。［自動検出設定］を
無効にすると、この設定も［使用不可］になりま
す。
書き込みバッファを使用

設定が有効な場合、次を示します。
このディスクカートリッジの設定を自動的に検
出しない場合
■ 大きなデータブロックを書き込むバッファ書
き込みをこのディスクカートリッジでサポート
する場合
■

デフォルト値は［有効］です。［自動検出設定］を
無効にすると、この設定も［使用不可］になりま
す。
書き込みの同時並行処理

このディスクカートリッジに許可する同時並行書
き込み処理の数を表示します。
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10
ネットワーク型ストレージ
この章では以下の項目について説明しています。
■

ネットワークベースのストレージについて

■

クラウドストレージデバイスについて

ネットワークベースのストレージについて
ネットワークベースのストレージには NDMP サーバー、OpenStorage デバイス、クラウド
ストレージ、および Remote Media Agent for Linux があります。
p.317 の 「クラウドストレージデバイスについて」 を参照してください。
p.1048 の 「NDMP Option について」 を参照してください。
p.745 の 「OpenStorage デバイスについて」 を参照してください。
p.1116 の 「Remote Media Agent for Linux について 」 を参照してください。

クラウドストレージデバイスについて
クラウドストレージデバイスにバックアップデータを送信できます。クラウドストレージデバ
イスを使うためには、パブリッククラウドストレージデバイスの製造元からのアカウントを持
つ必要があります。 また、このデバイスのための関連付けされた OST プラグインをダウン
ロードし、Backup Exec サーバーにインストールする必要があります。 Backup Exec OST
Cloud Storage プラグインは、シマンテック社のデータ保護アプリケーションがクラウドスト
レージソリューションにアクセスすることを可能にします。 ストレージの製造元かシマンテッ
ク社のいずれかがソフトウェアプラグインを提供します。そのソフトウェアプラグインをクラ
ウドソリューションに接続された各 Backup Exec サーバーにインストールします。
OpenStorage セクションの次の URL で、互換性のあるクラウドストレージの種類のリスト、
利用可能なプラグインへのダイレクトリンクを見つけることができます。
http://entsupport.symantec.com/umi/V-269-2
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クラウドストレージデバイスはストレージを設定ウィザードで追加できます。クラウドストレー
ジを追加すると、クラウドストレージデバイスが［ストレージ］タブに表示されます。クラウド
ストレージデバイスはどのストレージプールにも属することができません。この制限により、
クラウドストレージデバイスがビジー状態の場合に、ストレージプール内の非重複排除デ
バイスに重複排除ジョブが送信されることはありません。
Backup Exec Central Admin Server Option を使用する場合、クラウドストレージデバ
イスを複数の Backup Exec サーバーで共有できます。クラウドストレージデバイスを追加
すると、共有できるようになります。新しい Backup Exec サーバーを選択して、クラウドス
トレージデバイスを共有できます。Backup Exec サーバーの共有機能はいつでも削除で
きます。
p.141 の 「［ストレージを設定］ウィザードについて」 を参照してください。

クラウドストレージデバイスのプロパティの編集
クラウドストレージデバイスのすべてのプロパティを表示できます。一部のプロパティは変
更できます。
p.317 の 「ネットワークベースのストレージについて」 を参照してください。
クラウドストレージデバイスのプロパティを編集する方法

1

［ストレージ］タブで、クラウドストレージデバイスの名前をダブルクリックします

2

左ペインで、［プロパティ］を選択します。

3

必要に応じてプロパティを変更します
p.318 の 「クラウドストレージデバイスのプロパティ」 を参照してください。

4

［適用］をクリックして変更を保存します

クラウドストレージデバイスのプロパティ
クラウドストレージデバイスのすべてのプロパティを表示できます。一部のプロパティは変
更できます。
p.318 の 「クラウドストレージデバイスのプロパティの編集」 を参照してください。
表 10-1

クラウドストレージデバイスのプロパティ

項目

説明

名前

このクラウドストレージデバイスのユーザー定義
の名前を示します。

説明

このクラウドストレージデバイスのユーザー定義
の説明を示します。
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項目

説明

状態

デバイスの現在の状態を示します。このプロパ
ティを変更できません。

Host サーバ

デバイスがあるサーバーの完全修飾名を示しま
す。

サーバーの場所

デバイスがあるサーバーの場所を示します。

サーバーの種類

クラウドストレージデバイスの種類を示します。

データ格納場所

クラウドストレージデバイス上のストレージの場所
の名前を示します。

ログオンアカウント

デバイスにアクセスするために必要なログオンア
カウントの名前を示します。

同時並行処理

このデバイスで同時に実行したいジョブの最大
数を示します。

データストリームを分割

Backup Exec が新しいイメージにスパンするサ
イズを示します。デフォルトサイズは 50 GB で
す。

データストリームサイズ

Backup Exec が行う単一書き込み操作のサイズ
を示します。デフォルトのサイズは、使用するデ
バイスの種類によって異なります。

ストリームハンドラ

ストリームハンドラが使われるかどうかを示しま
す。サーバーの種類を選択すると、Backup Exec
はこのオプションを自動的に設定します。デバイ
スの種類によっては、このオプションは全く表示
されないことがあります。Backup Exec がこのオ
プションを設定しなければ、推奨設定について
デバイスの製造元に連絡してください。

クライアント側重複排除

クライアント側の重複排除がこのクラウドストレー
ジデバイスで有効かどうかを示します。
クライアント側の重複排除を使用すると、リモート
コンピュータはクラウドストレージデバイスにデー
タを直接送ることができます。クライアント側の重
複排除では Backup Exec サーバーがバイパス
されるため、Backup Exec サーバーは他の操作
を自由に実行できるようになります。

Backup Exec 以外の操作用に予約するディスク Backup Exec 以外のアプリケーション用に空け
容量
てあるディスク領域を表示します。デフォルトの
サイズは 5% です。
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項目

説明

総容量

このデバイスで利用可能な総ストレージ容量を
表示します。

使用領域

このデバイスで使用される総ストレージ容量を表
示します。

重複排除率

このデバイスに対して重複排除はサポートされ
ていません。

接続の種類

Backup Exec サーバーとクラウドストレージデバ
イス間の接続の種類を示します。接続の種類は
ネットワークです。

Backup Exec サービスの再起動が必要

このデバイスに対する変更を適用するために
Backup Exec サービスを再起動する必要がある
かどうかを示します。

11
以前のディスクへのバック
アップフォルダ
この章では以下の項目について説明しています。
■

以前のディスクへのバックアップフォルダについて

以前のディスクへのバックアップフォルダについて
旧バージョンの Backup Exec では、ディスクへのバックアップ機能を使用して、ハードディ
スク上のフォルダにデータをバックアップすることができます。これらの以前のディスクへ
のバックアップフォルダは、現在は読み取り専用です。ディスクへのバックアップフォルダ
からは引き続きデータをインベントリ、カタログ登録、リストアできます。リモートの Simplified
Disaster Recovery を使用して、ディスクへのバックアップフォルダからディザスタリカバ
リを実行できます。
ディスクへのバックアップフォルダにバックアップデータを送信することはできません。シ
マンテック社は、ディスクにデータをバックアップするためにディスクストレージを使用する
ことを推奨します。
p.299 の 「ディスクベースのストレージについて」 を参照してください。
Windows エクスプローラでは、ディスクへのバックアップフォルダは、フォルダの作成時
に指定したパスに表示されます。ディスクへのバックアップファイルは、拡張子 .bkf のファ
イルとして表示されます。各ディスクへのバックアップフォルダには、ディスクへのバック
アップファイルについての情報を記録した changer.cfg ファイルと folder.cfg ファイルも
格納されます。
メモ: changer.cfg や folder.cfg ファイルを削除または編集しないように注意してくださ
い。
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名前に IMG という接頭辞が付くサブフォルダが、ディスクへのバックアップフォルダの下
に表示される場合があります。
旧バージョンの Backup Exec では、このサブフォルダは、バックアップジョブで次の条件
が満たされている場合に Backup Exec によって作成されていました。
■

Granular Recovery Technology (GRT) を有効にするオプションが選択されていた。

■

ディスクへのバックアップフォルダがバックアップデータのストレージとして選択されて
いた。

p.322 の 「以前のディスクへのバックアップフォルダのインポート」 を参照してください。
p.322 の 「ディスクへのバックアップフォルダのプロパティの編集」 を参照してください。
p.324 の 「以前のディスクへのバックアップフォルダの場所の変更」 を参照してください。
p.325 の 「以前のディスクへのバックアップフォルダとその内容の再利用」 を参照してくだ
さい。

以前のディスクへのバックアップフォルダのインポート
既存のディスクへのバックアップフォルダを Backup Exec 2012 にインポートしてデータ
をリストアする必要があります。 ディスクへのバックアップフォルダをインポートするときに、
パスとしてボリュームのルートまたは管理共有 UNC を使うことはできません。 管理共有と
は、ADMIN$ や IPC$ と、ローカルディスクドライブ文字ごとの C$ や D$ などです。
たとえば、D:¥ や ¥ ¥ OtherServer ¥ C$ ¥ B2D7 を使うことはできませんが、D:¥B2D は
使うことができます。 OtherServer 上に B2DOnMyDriveC という共有を作成する場合、
¥¥OtherServer¥B2DOnMyDriveC や ¥¥OtherServer¥B2DOnMyDriveC¥Dir1 を使
うことができます。
以前のディスクへのバックアップフォルダをインポートするには、[ストレージを設定]ウィ
ザードを使います。
p.141 の 「［ストレージを設定］ウィザードについて」 を参照してください。
p.321 の 「以前のディスクへのバックアップフォルダについて 」 を参照してください。

ディスクへのバックアップフォルダのプロパティの編集
ディスクへのバックアップフォルダの名前と説明を編集できます。バッファ読み込みや書
き込みの設定を変更することもできます。
p.321 の 「以前のディスクへのバックアップフォルダについて 」 を参照してください。
ディスクへのバックアップフォルダのプロパティの編集

1

［ストレージ］タブで、編集するプロパティがある、ディスクへのバックアップフォルダ
をダブルクリックします。

2

左側のペインで［プロパティ］をクリックします。
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3

適切なオプションを編集します。
p.323 の 「ディスクへのバックアップフォルダのプロパティ 」 を参照してください。

4

［適用］をクリックします。

ディスクへのバックアップフォルダのプロパティ
以前のディスクへのバックアップフォルダのプロパティはフォルダについての情報を提供
します。
p.322 の 「ディスクへのバックアップフォルダのプロパティの編集」 を参照してください。
表 11-1

ディスクへのバックアップフォルダのプロパティ

項目

説明

名前

ディスクへのバックアップフォルダの名前を表示します。 ディ
スクへのバックアップフォルダ名の最大文字数は 128 です。
このフィールドは編集できます。
p.411 の 「ストレージデバイスの名前変更」 を参照してくださ
い。

説明

ディスクへのバックアップフォルダの説明を表示します。 こ
のフィールドは編集できます。

状態

ディスクへのバックアップフォルダの状態を示します。
フォルダがオフラインの場合、オンラインに復帰するまで、こ
のフォルダでの操作を行うことはできません。
次の場合に、フォルダがオフラインと表示されます。
ディスクへのバックアップフォルダはリモートコンピュータ
にあり、接続は利用できません。
■ フォルダまたはリモートコンピュータへのアクセス権は正
しくありません。
■

p.415 の 「ストレージデバイスの状態のオンラインへの変更」
を参照してください。
p.424 の 「Backup Exec のサーバーおよびストレージデバイ
スの状態」 を参照してください。
パス

Backup Exec サーバー上にあるディスクへのバックアップ
フォルダの場所を表示します。

接続の種類

ディスクへのバックアップフォルダが、Backup Exec サー
バーのローカルにあるディスク、またはリモートディスクのど
ちらにあるかを示します。
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項目

説明

Restart needed

このディスクへのバックアップフォルダに対する変更を適用
するために Backup Exec サービスを再起動する必要があ
るかどうかを示します。
p.502 の 「Backup Exec サービスの起動および停止」 を参
照してください。

Auto detect buffers

ディスクへのバックアップフォルダの読み取りバッファに適し
た設定を自動的に検出するかどうかを示します。

読み取りバッファを使用

設定が有効な場合、次を示します。
このディスクへのバックアップフォルダの設定を自動的
に検出しない場合
■ 大きなデータブロックを読み取るバッファ読み取りをこの
ディスクへのバックアップフォルダでサポートする場合
■

バッファ読み取りの設定を有効にすると、パフォーマンスが
向上する場合があります。

以前のディスクへのバックアップフォルダの場所の変更
以前のディスクへのバックアップフォルダの場所を変更できます。
p.321 の 「以前のディスクへのバックアップフォルダについて 」 を参照してください。
以前のディスクへのバックアップフォルダの場所を変更する方法

1

Backup Exec から以前のディスクへのバックアップフォルダを削除します。
p.411 の 「ストレージデバイスの削除」 を参照してください。

2

以前のディスクへのバックアップフォルダとは名前と場所が異なるフォルダを作成し
ます。

3

Windows エクスプローラで、次のファイルとフォルダをすべてコピーして新しいフォ
ルダに貼り付けます。
■

.Bkf ファイル

■

.Cfg ファイル

■

名前に IMG の接頭辞を含むサブフォルダ

4

Windows エクスプローラで、元のディスクへのバックアップフォルダからすべての
ファイルを削除します。

5

Backup Exec 管理コンソールで［設定］操作グループの［ストレージ］タブで［ストレー
ジを設定］をクリックします。
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6

新しい場所から以前のディスクへのバックアップフォルダをインポートするには、プロ
ンプトに従います。

7

ディスクへのバックアップフォルダを右クリックし、［インベントリとカタログ］をクリックし
ます。
p.413 の 「ストレージデバイスのインベントリとカタログ登録」 を参照してください。

以前のディスクへのバックアップフォルダとその内容の再利用
Backup Exec で削除したディスクへのバックアップフォルダは、ディスク上から削除してい
ない限り、そのフォルダとフォルダ内のファイルを再利用することができます。取得するに
は、元のディスクへのバックアップフォルダの名前とパスが必要です。ディスクへのバック
アップフォルダをディスク上から削除した場合は、そのフォルダを再利用することはできま
せん。
p.321 の 「以前のディスクへのバックアップフォルダについて 」 を参照してください。
以前のディスクへのバックアップフォルダとその内容を再利用する方法

1

［ストレージ］タブの［設定］操作グループで［ストレージを設定］をクリックします。

2

再利用したい以前のディスクへのバックアップフォルダをインポートするには、プロン
プトに従います。

3

ディスクへのバックアップフォルダを右クリックし、［インベントリとカタログ］をクリックし
ます。
p.413 の 「ストレージデバイスのインベントリとカタログ登録」 を参照してください。
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12
テープドライブとロボットライ
ブラリ
この章では以下の項目について説明しています。
■

テープドライブおよびロボットライブラリについて

■

Virtual Tape Library Unlimited Drive Option について

■

Library Expansion Option について

■

ホットスワップ対応デバイスウィザードを使用したデバイスの追加または置換について

■

Symantec テープデバイスドライバのインストールについて

■

テープドライブのプロパティの編集

■

テープドライブのハードウェア圧縮の有効化または無効化

■

テープドライブのブロックサイズ、バッファサイズ、バッファ数、データ送信開始バッファ
数の変更

■

テープドライブ用に 1 ブロックずつデータを読み取る/書き込む設定の変更

■

テープドライブ用に SCSI パススルーモードでデータを読み取る/書き込む設定の変
更

■

テープドライブ統計情報の表示

■

Backup Exec のロボットライブラリについて

■

ロボットライブラリのパーティションについて
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テープドライブおよびロボットライブラリについて
Backup Exec のインストール時には、Backup Exec サーバーに接続されているすべての
テープストレージが自動的に認識されます。テープストレージには、テープドライブ、ロ
ボットライブラリ、仮想テープライブラリ、およびシミュレートテープライブラリが含まれます。
Backup Exec をインストールするとき、以下の項目のサポートが含まれています:
■

ロボットライブラリごとの最初のロボットライブラリドライブ。

■

すべてのシングルドライブ仮想テープライブラリ。

追加ドライブのサポートは Library Expansion Option と Virtual Tape Library Unlimited
Drive Option で利用可能です。
［ストレージを設定］ウィザードを使用すると、テープストレージに対する次の処理を実行
できます。
■

ロボットライブラリスロットをパーティション分割する。

■

シマンテック社のテープデバイスドライバをインストールする。

■

サーバーを再起動せずに、Backup Exec サーバー上でホットスワップ対応ストレージ
を置換または追加する。

■

メディアセットを作成して、テープ上のバックアップデータを管理する。

p.141 の 「［ストレージを設定］ウィザードについて」 を参照してください。
p.328 の 「Virtual Tape Library Unlimited Drive Option について 」 を参照してくださ
い。
p.329 の 「Library Expansion Option について 」 を参照してください。
p.358 の 「メディアセットについて」 を参照してください。
p.412 の 「ストレージデバイスのジョブ、ジョブ履歴、バックアップセットおよびアクティブア
ラートの表示」 を参照してください。

Virtual Tape Library Unlimited Drive Option について
Backup Exec をインストールするとき、すべてのシングルドライブ仮想テープライブラリの
サポートが含まれています。 Virtual Tape Library Unlimited Drive Option は、各仮
想テープライブラリのすべての追加ドライブのサポートを有効にします。Virtual Tape
Library Unlimited Drive Option をインストールするには、ライセンスを追加してくださ
い。
互換性のあるストレージのリストは、次の URL で参照できます。
http://entsupport.symantec.com/umi/v-269-2
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次の URL で Virtual Tape Library Unlimited Drive Option のライセンス情報を見つ
けることができます:
http://entsupport.symantec.com/umi/V-269-21
p.71 の 「ローカル Backup Exec サーバーへの Backup Exec 追加オプションのインス
トール」 を参照してください。

Library Expansion Option について
Backup Exec をインストールするとき、すべてのロボットライブラリで最初のドライブのサ
ポートが含まれます。 Library Expansion Option はロボットライブラリの各追加ドライブ
のサポートを有効にします。
互換性のあるストレージのリストは、次の URL で参照できます。
http://entsupport.symantec.com/umi/v-269-2
次の URL で Library Expansion Option のライセンス情報を見つけることができます:
http://entsupport.symantec.com/umi/V-269-21
Library Expansion Option をインストールするには、ライセンスを追加してください。
p.71 の 「ローカル Backup Exec サーバーへの Backup Exec 追加オプションのインス
トール」 を参照してください。

ホットスワップ対応デバイスウィザードを使用したデバイ
スの追加または置換について
ホットスワップ対応デバイスウィザードを使用すると、サーバーを再起動することなく、
Backup Exec サーバーのホットスワップ対応ストレージを交換または追加できます。
ユニバーサルシリアルバス (USB) テープデバイスを取り外して USB ポートに再接続する
場合は、ホットスワップ対応デバイスウィザードを実行し、Backup Exec でデバイスを再び
検出する必要があります。
iSCSI 接続デバイスの場合、iSCSI コントロールパネルアプレットでデバイスを永続的な
ターゲットとして指定し、次にホットスワップ対応デバイスウィザードを実行する必要があり
ます。デバイスを永続的なターゲットとして指定すると、Backup Exec サーバーが再起動
されるたびにデバイスが再検出されます。
ホットスワップ対応デバイスウィザードを起動すると、Backup Exec 管理コンソールを閉じ
るように求められます。ホットスワップ対応デバイスウィザードは、処理中のジョブが完了
するまで待機します。そして、Backup Exec サーバーを一時停止し、Backup Exec サー
ビスを停止します。ここで、ストレージデバイスの追加や交換を行うことができます。 追加
または交換したデバイスはウィザードによって検出され、検出したデバイスの情報は
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Backup Exec データベースに追加されます。これでウィザードが終了し、Backup Exec
管理コンソールを再び開くことができます。
新しいストレージは［ストレージ］タブに表示され、このストレージの使用に関する統計情
報の記録が開始されます。ストレージデバイスプールの新しいストレージを有効にできま
す。
交換されたストレージは、［すべてのストレージ］ビューの［ストレージ］タブに、［オフライン］
の状態として表示されます。
p.330 の 「ホットスワップ対応デバイスウィザードを使用したデバイスの追加または置換」
を参照してください。

ホットスワップ対応デバイスウィザードを使用したデバイスの追加または
置換
ホットスワップ対応デバイスウィザードを使用すると、Backup Exec サーバーのホットスワッ
プ対応ストレージを追加または置換できます。サーバーを再起動する必要はありません。
p.329 の 「ホットスワップ対応デバイスウィザードを使用したデバイスの追加または置換に
ついて」 を参照してください。
メモ: Symantec ホットスワップ対応デバイスウィザードは、ストレージを追加または交換す
る前に起動してください。
ホットスワップ対応デバイスウィザードを使用したデバイスの追加または置換

1

次のいずれかを実行します。
iSCSI 接続ストレージの場合:

iSCSI コントロールパネルアプレットで、
［Persistent Targets］リストにストレージを追
加します。
次の手順に進みます。

その他のホットスワップ対応ストレージの場合: 次の手順に進みます。

2

［設定］グループの［ストレージ］タブで、［ストレージを設定］をクリックします。

3

設定するストレージの種類を尋ねられたら、［テープストレージ］を選択し、［次へ］を
クリックします。

4

［ホットスワップ対応デバイスウィザードを実行］を選択し、［次へ］をクリックして画面
の指示に従います。
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Symantec テープデバイスドライバのインストールについ
て
Symantec デバイスドライバインストールウィザードを使用すると、Symantec テープデバ
イスドライバをインストールできます。
Symantec テープデバイスドライバをインストールする前に、次を実行します。
■

Backup Exec でテープデバイスがサポートされていることを確認します。
互換性のあるストレージのリストは、次の URL で参照できます。
http://entsupport.symantec.com/umi/V-269-2

■

Windows のデバイスマネージャを実行して、テープデバイスが表示されることを確認
します。

p.331 の 「tapeinst.exe の実行による Symantec テープデバイスドライバのインストール」
を参照してください。
p.332 の 「Symantec デバイスドライバインストールウィザードを使用したテープデバイスド
ライバのインストール」 を参照してください。

tapeinst.exe の実行による Symantec テープデバイスドライバのインス
トール
Symantec テープデバイスドライバは、Backup Exec のインストールディレクトリにある
tapeinst.exe を実行してインストールできます。tapeinst.exe の更新は、デバイスドライ
バインストーラパッケージから取得できます。
デバイスドライバインストーラパッケージは、次の URL からダウンロードできます。
http://go.symantec.com/support/BEWS-downloads-drivers
p.331 の 「Symantec テープデバイスドライバのインストールについて 」 を参照してくださ
い。
メモ: tapeinst.exe は、テープデバイスドライバをインストールする Backup Exec サーバー
で、ローカルで実行する必要があります。tapeinst.exe を使用して、リモートの Backup
Exec サーバーにテープデバイスドライバをプッシュインストールすることはできません。
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tapeinst.exe を実行して Symantec テープデバイスドライバをインストールする方法

1

Backup Exec のインストールディレクトリで、tapeinst.exe ファイルをダブルクリックし
ます。
デフォルトのインストールディレクトリは、C:¥Program Files¥Symantec¥Backup
Exec です。

2

Symantec デバイスドライバインストールウィザードで、画面の案内に従って作業を
進めます。

Symantec デバイスドライバインストールウィザードを使用したテープデ
バイスドライバのインストール
Symantec デバイスドライバインストールウィザードを使用して Symantec テープデバイ
スドライバをインストールできます。
p.331 の 「Symantec テープデバイスドライバのインストールについて 」 を参照してくださ
い。
Symantec デバイスドライバインストールウィザードを使用してテープデバイスドライバを
インストールする方法

1

［設定］グループの［ストレージ］タブで、［ストレージを設定］をクリックします。

2

ウィザードパネルで［テープストレージ］、［次へ］の順に選択します。

3

［テープデバイスドライバをインストールする］を選択し、［次へ］をクリックします。

4

Symantec デバイスドライバインストールウィザードで、画面の案内に従って作業を
進めます。

テープドライブのプロパティの編集
次のテープドライブのプロパティを編集できます。
■

ドライブで圧縮がサポートされる場合はハードウェア圧縮。

■

適切なブロックサイズ、バッファサイズ、バッファ数、データ送信開始バッファ数。

■

1 ブロックずつデータを読み取る/書き込む設定。

■

SCSI パススルーモードでデータを読み取る/書き込む設定。

p.328 の 「テープドライブおよびロボットライブラリについて」 を参照してください。
テープドライブのプロパティを表示する方法

1

プロパティを表示するテープドライブを［ストレージ］タブでダブルクリックします。

2

左ペインで、［プロパティ］をクリックします。
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3

必要に応じて変更します。
p.333 の 「テープドライブのプロパティ」 を参照してください。

4

［適用］をクリックします。

テープドライブのプロパティ
プロパティはテープドライブについての詳しい情報を提供します。
注意: ［ブロックとバッファの設定］の設定は、バックアップ処理およびリストア処理のパ
フォーマンスを調整するために使用されます。通常は［ブロックとバッファの設定］の設定
を変更する必要はありません。この設定を変更すると、バックアップやシステムのパフォー
マンスが低下する場合があります。この設定を変更した場合は、完全なテストを行い、シ
ステムのパフォーマンスが低下していないことを確認する必要があります。
p.332 の 「テープドライブのプロパティの編集」 を参照してください。
表 12-1

テープドライブのプロパティ

項目

説明

名前

テープドライブの名前を表示します。このフィールドは編
集できます。

説明

テープドライブの説明を表示します。このフィールドは編
集できます。

状態

テープドライブの状態を示します。
p.424 の 「Backup Exec のサーバーおよびストレージデ
バイスの状態」 を参照してください。

プロバイダ

ユーザーモードドライバやカーネルモードドライバなどの
テープドライブに使用するドライバの種類を示します。

予約済み

テープドライブを使用している Backup Exec サーバーの
名前を示します。

製造元

テープドライブの製造元の名前を表示します。

製品 ID

SCSI 照会文字列から取得した製品 ID を表示します。

ファームウェアのバージョン

テープドライブで使用されているファームウェアのバージョ
ンを表示します。

ドライブの種類

検出されたドライブの種類を表示します。

メディアの種類

このテープドライブのメディアの種類を表示します。
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項目

説明

使用開始日

Backup Exec のこのインストールによってこのテープドラ
イブが検出された日付を表示します。

シリアル番号

テープドライブのシリアル番号を表示します。

プライマリ照会文字列

テープドライブのファームウェアから読み込まれる情報を
表示します。

圧縮

ハードウェア圧縮が有効かどうかを示します。
このドライブにハードウェア圧縮機能が搭載されている場
合は、このオプションを使用できます。
ハードウェア圧縮を使用するようにジョブを設定していて
も、ハードウェア圧縮がデバイスで無効になっている場
合、ハードウェア圧縮は利用できず、使用されません。

ブロックサイズ

このテープドライブ内の新しいメディアに書き込まれるデー
タのブロックサイズが表示されます。デフォルトは適切な
ブロックサイズです。
使用するデバイスによっては、ブロックサイズを大きくす
るとパフォーマンスが向上することがあります (LTO デバ
イスなど)。適切なブロックサイズは 512 バイトから 64 KB
ですが、さらに大きな値も使用できます。 より大きいブロッ
クサイズをサポートするテープドライブを使えば、テープ
ドライブのブロックサイズを変更できます。ただし、テープ
ドライブが必要な大きさのブロックサイズに対応できない
場合は、ホストバスアダプタまたはテープドライブを再設
定します。ハードウェアを再設定して、Backup Exec サー
ビスを再び開始したら、必要な大きさのブロックサイズが
利用可能かどうかを調べてください。
デバイスの設定については、テープドライブの製造元の
マニュアルを参照してください。
Backup Exec では、指定したブロックサイズがそのテー
プドライブでサポートされているかどうかのチェックは行わ
れません。事前にテープドライブの仕様を調べ、サポー
トされているブロックサイズを確認しておく必要がありま
す。指定したブロックサイズがテープドライブでサポートさ
れていない場合は、デフォルトの標準のブロックサイズが
使用されます。
ブロックサイズの設定をサポートしていないテープドライ
ブの場合は、このオプションは利用できません。
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項目

説明

バッファサイズ

読み込み要求または書き込み要求でテープドライブに送
信されるデータ量を表示します。バッファサイズは、ブロッ
クサイズと同一か、ブロックサイズの偶数倍である必要が
あります。
システムに搭載されているメモリの量によっては、この値
を大きくするとテープドライブのパフォーマンスが向上す
ることがあります。スループットを最大限にするバッファサ
イズはテープドライブの種類によって異なります。

バッファ数

このテープドライブに割り当てられているバッファ数を表
示します。
システムに搭載されているメモリの量によっては、この値
を大きくするとデバイスのパフォーマンスが向上すること
があります。スループットを最大限にするバッファ数はテー
プドライブの種類によって異なります。
バッファ数を変更すると、データ送信開始バッファ数の変
更も必要になる場合があります。

データ送信開始バッファ数

テープドライブへのデータの送信開始時や、テープドラ
イブアンダーラン時に満たす必要のあるバッファ数を表
示します。
バッファ数より大きなデータ送信開始バッファ数を指定す
ることはできません。0 を指定した場合は、データ送信開
始バッファ数ロジックは使用されず、各バッファが一杯に
なるたびにデバイスに送信されます。
通常は、デフォルト値で十分なパフォーマンスが得られ
ます。構成によっては、このフィールドのデフォルト値を
変更するとパフォーマンスが向上することがあります。バッ
ファ数を変更した場合は、データ送信開始バッファ数も
変更する必要があります。テープドライブのデータ送信
開始バッファ数のデフォルトが 0 の場合は、0 のままにし
ておきます。

デフォルト設定

すべての構成設定をデフォルトに戻します。

1 ブロックずつデータを読み取る

このテープドライブが、バッファブロックのサイズに関係な
く、一度に 1 ブロックのデータのみを読み取るかどうかを
示します。
デフォルトでは、このオプションは無効です。
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項目

説明

1 ブロックずつデータを書き込む

このテープドライブで一度に 1 ブロックのデータのみを書
き込むかどうかを示します。このオプションを使用すると、
データ書き込みエラー処理を細かく制御することができ
ます。
シマンテック社は、テープドライブが共有されている場合
にこのオプションを選択することをお勧めします。
デフォルトで、このオプションが選択されています。

SCSI パススルーモードでデータを読み このテープドライブで Microsoft 社のテープデバイス API
取る
を使用せずにデータを読み込むかどうかを示します。こ
のオプションを使用すると、データはテープドライブを通
じて直接渡されるため、デバイスエラーが発生した場合
に、より詳細な情報を入手することができます。
デフォルトでは、このオプションは無効です。
SCSI パススルーモードでデータを書き このテープドライブで Microsoft 社のテープデバイス API
込む
を使用せずにデータを書き込むかどうかを示します。この
オプションを使用すると、データはデバイスドライバを通
じて直接渡されるため、デバイスエラーが発生した場合
に、より詳細な情報を入手することができます。
シマンテック社は、テープドライブが共有されている場合
にこのオプションを選択することをお勧めします。
デフォルトで、このオプションが選択されています。
接続の種類

テープドライブが Backup Exec サーバーにローカルに
接続されているか、またはリモートサーバーにあるかを示
します。
接続の種類が SCSI であっても、パラレル SCSI インター
フェースが使用中であることを意味するわけではありませ
ん。［接続の種類］は、SCSI プロトコルを示します。イン
ターフェースは、SCSI、SAS、FC などの場合があります。

Restart needed

このテープドライブに対して加えられた変更を適用する
ため、Backup Exec サービスの再起動が必要であること
を示します。
p.502 の 「Backup Exec サービスの起動および停止」 を
参照してください。

ポート

このテープドライブが接続されているサーバーのポート番
号を表示します。

バス

このテープドライブが接続されているバスの番号を表示
します。
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項目

説明

ターゲット ID

固有の SCSI ID 番号 (物理ユニット番号) を表示します。

LUN

このテープドライブの論理ユニット番号を表示します。

テープドライブのハードウェア圧縮の有効化または無効
化
ドライブが圧縮をサポートしている場合、テープドライブのハードウェア圧縮の有効と無効
を切り替えることができます。
p.333 の 「テープドライブのプロパティ」 を参照してください。
テープドライブのハードウェア圧縮を有効または無効にする方法

1

［ストレージ］タブで、ハードウェア圧縮を有効または無効にするテープドライブをダ
ブルクリックします。

2

左側のペインで［プロパティ］をクリックします。

3

［ハードウェア圧縮］フィールドのドロップダウンメニューで、［有効］または［無効］をク
リックします。

4

［適用］をクリックします。

テープドライブのブロックサイズ、バッファサイズ、バッファ
数、データ送信開始バッファ数の変更
注意: ［ブロックとバッファの設定］設定を使用して、バックアップ処理とリストア処理中の
テープドライブのパフォーマンスを調整します。通常は［ブロックとバッファの設定］の設定
を変更する必要はありません。この設定を変更すると、バックアップのパフォーマンスやシ
ステムのパフォーマンスが低下する場合があります。この設定を変更した場合は、実際の
運用の前に完全なテストを行い、システムのパフォーマンスが低下していないことを確認
します。
テープドライブのブロックサイズ、バッファサイズ、バッファ数、データ送信開始バッファ数
を変更する方法

1

［ストレージ］タブで、設定を変更するテープドライブをダブルクリックします。

2

左側のペインで［プロパティ］をクリックします。
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3

該当する設定を変更します。
p.333 の 「テープドライブのプロパティ」 を参照してください。

4

値をデフォルト設定にリセットするには、［デフォルト設定］をクリックします。

5

［適用］をクリックします。

テープドライブ用に 1 ブロックずつデータを読み取る/書
き込む設定の変更
テープドライブ用に、1 ブロックずつデータを読み取る/書き込むことを有効または無効に
できます。
p.333 の 「テープドライブのプロパティ」 を参照してください。
1 ブロックずつデータを読み取る/書き込む設定を変更する方法

1

1 ブロックずつデータを読み取る/書き込む設定を有効にするテープドライブを［スト
レージ］タブでダブルクリックします。

2

左ペインで、［プロパティ］をクリックします。

3

［1 ブロックずつデータを読み取る］または［1 ブロックずつデータを書き込む］フィー
ルドのドロップダウンメニューで［有効］または［使用不可］をクリックします。

4

［適用］をクリックします。

テープドライブ用に SCSI パススルーモードでデータを読
み取る/書き込む設定の変更
テープドライブ用に、SCSI パススルーモードでデータを読み取る/書き込むことを有効ま
たは無効にできます。
p.333 の 「テープドライブのプロパティ」 を参照してください。
SCSI パススルーモードでデータを読み取る/書き込む設定を変更する方法

1

SCSI パススルーモードでデータを読み取る/書き込む設定を有効にするテープドラ
イブを［ストレージ］タブでダブルクリックします。

2

左ペインで、［プロパティ］をクリックします。

3

［SCSI パススルーモードでデータを読み取る］または［SCSI パススルーモードでデー
タを書き込む］フィールドのドロップダウンメニューで［有効］または［使用不可］をク
リックします。

4

［適用］をクリックします。
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テープドライブ統計情報の表示
テープドライブの統計情報を表示できます。
p.328 の 「テープドライブおよびロボットライブラリについて」 を参照してください。
テープドライブの統計情報を表示する方法

1

統計情報を表示するテープドライブを［ストレージ］タブでダブルクリックします。

2

左側のペインで［統計情報］をクリックします。
p.339 の 「 テープドライブの統計情報」 を参照してください。

テープドライブの統計情報
統計情報には、デバイスにメディアが最後にマウントされた日時、読み書きしたバイトの総
数、デバイスエラーなどの情報が含まれます。 メディア、ヘッドのクリーニング、ヘッドの摩
耗は、エラー率に影響します。情報は Backup Exec が最初にテープドライブを検出した
後に収集された統計情報のみを含んでいます。
ハードエラーとソフトエラーの許容範囲についてはテープドライブに付属のマニュアルを
参照してください。マニュアルに記述がない場合は、ハードウェアの製造元に問い合わ
せてください。
p.339 の 「テープドライブ統計情報の表示」 を参照してください。
表 12-2

テープドライブの統計情報

項目

説明

最新のマウント日

デバイスが最後にメディアにマウ
ントされた日付を表示します。

総書き込みバイト数

このデバイスが書き込んだバイト
数を表示します。

総読み取りバイト数

このデバイスが読み込んだバイト
数を表示します。

総マウント数

このデバイスがメディアにマウント
した回数を表示します。

総シーク数

このデバイスが実行した検索操作
の合計回数を表示します。検索
操作は、指定した情報を検索す
るために実行されます。
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項目

説明

総使用時間

このデバイスを使用 (読み込み、
書き込み、マウント、検索) した総
時間数を表示します。

シークエラー数

データの検索中に発生したエラー
数を表示します。

ソフトエラー数 (読み取り)

リカバリ可能な読み込みエラーの
発生回数を表示します。ソフトエ
ラーの発生は、何らかの問題が発
生する予兆を示していることがあ
ります。 このエラーが頻繁に発生
する場合は、デバイスのチェック
や保守、メディアの損傷チェック
を実行してください。

ハードエラー数 (読み取り)

リカバリ不可能な読み込みエラー
の発生回数を表示します。ハード
エラーが発生した場合は、デバイ
スのチェックや保守、メディアの損
傷チェックを実行してください。

ソフトエラー数 (書き込み)

リカバリ可能な書き込みエラーの
発生回数を表示します。ソフトエ
ラーの発生は、何らかの問題が発
生する予兆を示していることがあ
ります。 このエラーが頻繁に発生
する場合は、デバイスのチェック
や保守、メディアの損傷チェック
を実行してください。

ハードエラー数 (書き込み)

リカバリ不可能な書き込みエラー
の発生回数を表示します。ハード
エラーが発生した場合は、デバイ
スのチェックや保守、メディアの損
傷チェックを実行してください。

最新のクリーニング日

このデバイスを最後にクリーニン
グした日付を表示します。

前回クリーニング後の経過時間

前回のクリーニング以降の、この
デバイスの使用時間を表示しま
す。
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項目

説明

クリーニング統計情報をリセットする

すべてのクリーニング統計情報が
0 にリセットされます。この操作は
元に戻すことができません。

総書き込みバイト数

前回のクリーニング以降に、この
デバイスが書き込んだバイト数を
表示します。

総読み取りバイト数

前回のクリーニング以降に、この
デバイスが読み込んだバイト数を
表示します。

総マウント数

前回のクリーニング以降に、この
デバイスによってメディアがマウン
トされた回数を表示します。

総シーク数

前回のクリーニング以降にこのデ
バイスが実行した検索操作の合
計回数を表示します。検索操作
は、指定した情報を検索するため
に実行されます。

総使用時間

前回のクリーニング以降の、この
デバイスの総使用時間を表示し
ます。

シークエラー数

前回のクリーニング以降の、検索
エラーの発生回数を表示します。

ソフトエラー数 (読み取り)

前回のクリーニング以降の、リカ
バリ可能な読み込みエラーの発
生回数を表示します。ソフトエラー
の発生は、何らかの問題が発生
する予兆を示していることがありま
す。 このエラーが頻繁に発生す
る場合は、デバイスのチェックや
保守、メディアの損傷チェックを実
行してください。

ハードエラー数 (読み取り)

前回のクリーニング以降の、リカ
バリ不可能な読み込みエラーの
発生回数を表示します。ハードエ
ラーが発生した場合は、デバイス
のチェックや保守、メディアの損
傷チェックを実行してください。
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項目

説明

ソフトエラー数 (書き込み)

前回のクリーニング以降の、リカ
バリ可能な書き込みエラーの発生
回数を表示します。ソフトエラー
の発生は、何らかの問題が発生
する予兆を示していることがありま
す。 このエラーが頻繁に発生す
る場合は、デバイスのチェックや
保守、メディアの損傷チェックを実
行してください。

ハードエラー数 (書き込み)

前回のクリーニング以降の、リカ
バリ不可能な書き込みエラーの発
生回数を表示します。ハードエ
ラーが発生した場合は、デバイス
のチェックや保守、メディアの損
傷チェックを実行してください。

Backup Exec のロボットライブラリについて
Backup Exec のデバイスとメディアの詳細管理 (ADAMM) 機能により、典型的なロボット
ライブラリモジュールに関連する問題を解決できます。Backup Exec は、ロボットライブラ
リのすべてのメディアにアクセスし、指定したメディアセットに属するメディアを使用します。
バックアップジョブが 1 つのメディアの容量を超える場合は、ロボットライブラリ内に存在
するすべてのメディアが検索され、使用に適したメディアが検索されます。
たとえば、6 スロットのロボットライブラリを使用しているとします。オペレータは、6 本の生
テープを装着し、このロボットライブラリ内のさまざまなメディアセットにバックアップジョブ
を割り当てます。Backup Exec はロボットライブラリの使用可能なテープを自動的に割り
当てます。ジョブのデータ量が 1 本のテープの容量を超えても、ロボットライブラリ内に別
の上書き可能なテープが存在する場合は、自動的にそのテープを使用してジョブが続行
されます。使用可能なテープを使い切った場合は、上書き可能なメディアのインポートを
求めるメッセージが表示されます。
ロボットライブラリでは、ライブラリ内の再利用可能メディアが古いものから順に選択されま
す。必要条件を満たすメディアが複数見つかった場合は、最も小さい番号のメディアが
選択されます。たとえば、メディアが同一であれば、スロット 4 のメディアではなくスロット
2 のメディアが先に選択されます。
ロボットライブラリを使用するリストアジョブについては、Backup Exec は、マガジン内のメ
ディアの順序とは関係なく、ソースメディアにアクセスします。たとえば、リストアジョブの
データがマガジン内の 2 つのメディアにまたがって格納されていても、リストアジョブの実
行時にそれらのメディアを連続したスロットにセットする必要はありません。ロボットライブ
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ラリ内のリストアジョブに必要なメディアが見つからない場合は、ジョブの完了に必要なメ
ディアを要求するアラートが生成されます。
p.343 の 「ロボットライブラリのハードウェアを設定するための必要条件」 を参照してくださ
い。
p.328 の 「Virtual Tape Library Unlimited Drive Option について 」 を参照してくださ
い。
p.329 の 「Library Expansion Option について 」 を参照してください。
p.350 の 「ロボットライブラリのパーティションの設定」 を参照してください。
p.350 の 「ロボットライブラリのパーティションの削除」 を参照してください。
p.348 の 「ロボットライブラリのパーティションについて」 を参照してください。

ロボットライブラリのハードウェアを設定するための必要条件
ロボットライブラリのドライブ、ロボットアームおよび Backup Exec を関連付けることによっ
て、ロボットライブラリドライブを Backup Exec で使用できるように設定できます。Backup
Exec では連続ドライブがサポートされています。連続ドライブの手動での設定は不要で
す。
サポートされているストレージのリストは、次の URL で参照できます。
http://entsupport.symantec.com/umi/V-269-2
ロボットライブラリのハードウェアが次のように設定されていることを確認します。
■

ロボットアームがランダムモードに設定されている必要があります。詳しくはロボットラ
イブラリのマニュアルを参照してください。

■

マルチ LUN ロボットライブラリの場合は、次を確認します。
■

コントローラカードが複数の LUN をサポートするように設定されている (カードが
サポートしている場合)。

■

テープドライブのターゲット LUN がロボットライブラリのターゲット LUN より小さい
番号である。

■

ロボットライブラリ内の 1 番目のドライブを調べ、ドライブ要素アドレスの順序に合わせ
て SCSI ID を割り当てます。ロボットライブラリのマニュアルを参照し、各ストレージデ
バイスのドライブ要素アドレスを確認してください。

■

ロボットアームの SCSI ID が、ロボットライブラリ内の各ドライブの SCSI ID よりも小さい
番号であることを確認します。0 または 1 は使用しないでください。通常、これらの
SCSI ID はブートデバイス用に予約されています。

次の例に示すように、2 つのドライブで構成されるロボットライブラリの場合は、ドライブ要
素アドレスの数値が小さい方のドライブに小さい番号の SCSI ID を割り当てます。
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表 12-3

マルチドライブロボットライブラリの設定例

データ転送要素 (ストレージデバイス)

SCSI ID

ドライブ要素
アドレス

ロボットアーム

4

N/A

ストレージデバイス 0

5

00008000

ストレージデバイス 1

6

00008001

p.342 の 「Backup Exec のロボットライブラリについて」 を参照してください。

Backup Exec サービス起動時のロボットライブラリのインベントリの実行
Backup Exec サービスが開始される時はいつでもすべてのロボットライブラリがインベン
トリジョブに含まれるようにデフォルトを設定できます。 メディアが頻繁にロボットライブラリ
の間で移動される場合、シマンテック社はこのデフォルトを有効にすることを推奨します。
Backup Exec は起動に時間がかかることがあります。
p.412 の 「ストレージデバイスのインベントリ実行について」 を参照してください。
Backup Exec サービス起動時にロボットライブラリのインベントリを実行する方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックし、［構成と設定］、［Backup Exec の設定］の順に選
択します。

2

左側のペインで［ストレージ］をクリックします。
p.405 の 「ストレージのためのグローバル設定」 を参照してください。

3

［Backup Exec サービスの開始時にロボットライブラリをインベントリ処理する］をクリッ
クします。

4

［OK］をクリックします。

Backup Exec サービス起動時のロボットライブラリの初期化
ロボットライブラリは、Backup Exec サービスの起動時にいつでも初期化できます。
起動時にロボットライブラリのドライブ内にメディアが存在する場合は、Backup Exec はそ
のメディアを元のドライブに戻そうとします。メディアをドライブに戻せない場合は、ドライ
ブからのメディアの取り出しを求めるエラーメッセージが表示されます。
ロボットライブラリを初期化するジョブを作成することもできます。
p.416 の 「ロボットライブラリの初期化」 を参照してください。
p.342 の 「Backup Exec のロボットライブラリについて」 を参照してください。
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Backup Exec サービスの起動時にロボットライブラリを初期化する方法

1

［ストレージ］タブで、初期化するロボットライブラリをダブルクリックします。

2

左側のペインで［プロパティ］をクリックします。

3

［起動時に初期化する］フィールドのドロップダウンメニューで、［有効］をクリックしま
す。

4

［適用］をクリックします。

クリーニングスロットの定義
クリーニングジョブをサブミットする前に、クリーニングテープが存在しているクリーニング
スロットを定義する必要があります。
クリーニングスロットとして定義したスロットにクリーニングテープが存在していることを確認
します。クリーニングスロットの定義が終了した後、このロボットライブラリドライブのクリーニ
ングジョブを設定することができます。
p.419 の 「ロボットライブラリドライブのクリーニング」 を参照してください。
インベントリジョブの実行時に、定義したクリーニングスロットのインベントリは実行されま
せん。
クリーニングスロットを定義する方法

1

［ストレージ］タブでロボットライブラリを展開し、［スロット］をダブルクリックします。

2

クリーニングテープを含むスロットをダブルクリックします。

3

［クリーニングスロット］フィールドで、ドロップダウンメニューをクリックして［はい］をク
リックします。

4

［適用］をクリックします。

ロボットライブラリのプロパティの表示
ロボットライブラリのプロパティを表示できます。
p.342 の 「Backup Exec のロボットライブラリについて」 を参照してください。
ロボットライブラリのプロパティを表示する方法

1

プロパティを表示するロボットライブラリを［ストレージ］タブでダブルクリックします。

2

左ペインで、［プロパティ］をクリックします。
p.346 の 「［ロボットライブラリ］のプロパティ」 を参照してください。
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［ロボットライブラリ］のプロパティ
ロボットライブラリのプロパティには、デバイスの状態、種類、製造元についての情報が含
まれています。
p.345 の 「ロボットライブラリのプロパティの表示」 を参照してください。
表 12-4

［ロボットライブラリ］のプロパティ

項目

説明

名前

ロボットライブラリの名前を表示します。このフィールド
は編集できます。

説明

ロボットライブラリの説明を表示します。このフィールド
は編集できます。
デフォルトでは、製造元の名前と製品 ID を示す、デ
バイスの照会文字列が表示されます。

状態

ロボットライブラリの状態を表示します。
p.415 の 「ストレージデバイスの状態のオンラインへの
変更」 を参照してください。
p.636 の 「ハードウェアに関係する問題のトラブル
シューティング」 を参照してください。

製造元

ドライブまたはロボットライブラリの製造元の名前を表
示します。

製品 ID

SCSI 照会文字列から取得した製品 ID を表示します。

ファームウェアのバージョン

デバイスで使用されているファームウェアのバージョ
ンを表示します。

ロボットライブラリの種類

ロボットライブラリのデフォルトの最初のスロット番号を
表示します。
文字列 VTL は仮想テープライブラリを識別します。
文字列 TLS は、Tape Library Simulator Utility が
作成するシミュレートテープライブラリを識別します。
p.1133 の 「Tape Library Simulator Utility について」
を参照してください。

使用開始日

Backup Exec のこのインストールによってこのデバイ
スが最初に検出された日付を表示します。

シリアル番号

ライブラリのシリアル番号を表示します。

プライマリ照会文字列

ライブラリファームウェアから読み込まれる情報を表示
します。
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項目

説明

起動時に初期化する

Backup Exec サービスの起動時にロボットライブラリ
を Backup Exec で初期化するかどうかを示します。
ロボットライブラリの種類によっては、メディアが存在
し、メディアのすべてのバーコードラベルの読み取り
を行うことができるスロットを初期設定で確認できます。
ライブラリの起動時にライブラリ自体の初期化が行わ
れない場合は、このオプションを有効にすることが必
要な場合もあります。 ただし、複数のサーバーがライ
ブラリを共有している場合は、各サーバーがライブラ
リを初期化しなければならないのでこのオプションは
有効にしないでください。他のサーバーは、すべての
初期設定処理が完了するまでライブラリにアクセスで
きません。起動時にライブラリを初期化しない場合は
初期化ジョブをいつでも実行できます。
デフォルトの設定は［無効］です。

最初のスロット番号

このロボットライブラリの最初のスロット番号を指定しま
す。 Backup Exec はこの種類のライブラリのための最
初のスロット番号を判断します。 ロボットライブラリの
最初のスロット番号として 0 を使用するか 1 を使用す
るかを指定します。最初のスロット番号は、必要に応
じて変更できます。

接続の種類

ロボットライブラリが Backup Exec サーバーにローカ
ルに接続されているか、またはリモートサーバーにあ
るかを示します。
接続の種類が SCSI であっても、パラレル SCSI イン
ターフェースが使用中であることを意味するわけでは
ありません。［接続の種類］は、SCSI プロトコルを示し
ます。インターフェースは、SCSI、SAS、FC などの場
合があります。

Restart needed

このロボットライブラリに対して加えられた変更を適用
するため、Backup Exec サービスの再起動が必要で
あることを示します。
p.502 の 「Backup Exec サービスの起動および停止」
を参照してください。

ポート

このロボットライブラリが接続されているサーバーの
ポート番号を表示します。

バス

このロボットライブラリが接続されているバスの番号を
表示します。
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項目

説明

ターゲット ID

固有の SCSI ID 番号 (物理ユニット番号) を表示しま
す。

LUN

このロボットライブラリの論理ユニット番号を表示しま
す。

ロボットライブラリのジョブ、ジョブ履歴、アクティブアラートの表示
各ロボットライブラリには、次の詳細を表示できます。
■

ロボットライブラリで実行するジョブ

■

ジョブ履歴

■

アクティブアラート

p.342 の 「Backup Exec のロボットライブラリについて」 を参照してください。
ロボットライブラリのジョブ、ジョブ履歴、アクティブアラートを表示する方法

1

［ストレージ］タブで、ロボットライブラリを右クリックし、次に［詳細］をクリックします。

2

左側のペインで、適切なタブをクリックします。
p.241 の 「実行中のジョブとスケジュール済みジョブの管理と監視」 を参照してくださ
い。
p.273 の 「アラートについて」 を参照してください。

ロボットライブラリのパーティションについて
ロボットライブラリ内のスロットをグループ化してパーティションを作成することができます。
ロボットライブラリのスロットでパーティションを作成すると、バックアップジョブでのテープ
の使用方法を細かく制御できます。ロボットライブラリにパーティションを作成すると、各
パーティション用のストレージデバイスプールが作成されます。パーティションのストレー
ジデバイスプールに送信されたジョブは、そのパーティションのスロット内に存在するメディ
ア上で実行されます。たとえば、スロット 1 とスロット 2 でパーティションを構成し、これらの
スロット内のメディアのみを使用して週 1 回のバックアップを実行する必要がある場合、ス
ロット 1 とスロット 2 で構成されるパーティションのストレージデバイスプールにジョブをサ
ブミットします。ロボットライブラリのパーティションのストレージデバイスプールは、バック
アップジョブを編集するときに［ストレージ］フィールドのドロップダウンメニューに表示され
ます。ロボットライブラリのパーティションのストレージデバイスプールのすべてに同じ名前
が割り当てられ、パーティションに含まれるスロットの範囲がカッコで囲んで表示されます。
パーティションにはロボットライブラリのスロットをいくつでも含めることができます。ただし、
他にパーティションがあるときは、最初のパーティションを移動したり削除することはでき
ません。
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ロボットライブラリの設定により、ライブラリの最初のスロット番号は 1 の場合と 0 の場合が
あります。最初のスロット番号として 0 を使用しているロボットライブラリで、第 1 パーティ
ションの先頭スロットとしてスロット 1 を指定した場合、パーティションユーティリティによっ
て、実際には第 1 パーティションの先頭スロットとしてスロット 0 が使用され、すべてのパー
ティションの先頭スロットも自動的に調整されます。
ロボットライブラリにパーティションが設定されているときは、最も古い再利用可能メディア
が、ターゲットのパーティション内のみで検索されます。これらの必要条件を満たすメディ
アが複数見つかった場合には、Backup Exec は、一番小さい番号のスロットにあるメディ
アを選択します。たとえば、スロット 2 と 4 に同じメディアがあった場合、スロット 2 のメディ
アが選択されます。
使用環境に最も適したパーティション方式を作成できます。たとえば、管理者は、ユー
ザーとグループに基づいたパーティションを作成することも、操作の種類に基づいてパー
ティションを作成することもできます。
p.349 の 「ロボットライブラリパーティションのプロパティの編集」 を参照してください。
p.350 の 「ロボットライブラリのパーティションの設定」 を参照してください。

ロボットライブラリパーティションのプロパティの編集
ロボットライブラリパーティションのプロパティを編集できます。
p.348 の 「ロボットライブラリのパーティションについて」 を参照してください。
ロボットライブラリパーティションのプロパティを編集する方法

1

［ストレージ］タブで、ロボットライブラリパーティションをダブルクリックします。

2

左ペインで、［プロパティ］をクリックします。

3

必要に応じて、プロパティを表示または編集します。
p.349 の 「ロボットライブラリパーティションのプロパティ」 を参照してください。

ロボットライブラリパーティションのプロパティ
ロボットライブラリパーティションに追加するテープドライブを選択できます。
p.349 の 「ロボットライブラリパーティションのプロパティの編集」 を参照してください。
表 12-5

ロボットライブラリパーティションのプロパティ

項目

説明

名前

ロボットライブラリパーティションの名前を表示し
ます。このフィールドは編集できます。

説明

ロボットライブラリパーティションの説明を表示し
ます。このフィールドは編集できます。
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項目

説明

テープドライブ

テープドライブがロボットライブラリパーティション
に追加されているかどうかを示します。

ロボットライブラリのパーティションの設定
ロボットライブラリスロットのパーティションを設定できます。
p.348 の 「ロボットライブラリのパーティションについて」 を参照してください。
ロボットライブラリのパーティションを設定する方法

1

［ストレージ］タブで、パーティションを作成するロボットライブラリを右クリックします。

2

［パーティションの設定］をクリックします。

3

画面の案内に従って作業を進めます。

ロボットライブラリのパーティションの削除
ロボットライブラリから 1 つまたはすべてのパーティションを削除できます。
p.348 の 「ロボットライブラリのパーティションについて」 を参照してください。
ロボットライブラリのパーティションを削除する方法

1

［ストレージ］タブで、削除するパーティションがあるロボットライブラリを右クリックしま
す。

2

［パーティションの設定］をクリックします。

3

画面の案内に従って作業を進めます。

ロボットライブラリのスロットのベース番号の再指定
Backup Exec はロボットライブラリのスロットのベース番号を自動的に割り当てます。必要
に応じて、ロボットライブラリスロットの Backup Exec での表示方法を再指定することがで
きます。スロットのベース番号が 0 から始まるロボットライブラリもあれば、1 から始まるロ
ボットライブラリもあります。ロボットライブラリのスロット番号が 0 から始まる場合は、スロッ
トの表示方法を再指定することができます。
p.342 の 「Backup Exec のロボットライブラリについて」 を参照してください。
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ロボットライブラリのスロットのベース番号を再指定する方法

1

［ストレージ］タブで、スロットのベース番号を再指定するロボットライブラリをダブルク
リックします。

2

［最初のスロット番号］フィールドで、ドロップダウンメニューをクリックしてベース番号
を変更します。

3

［適用］をクリックします。

ロボットライブラリスロットのプロパティまたはバックアップセットの表示
ロボットライブラリスロットのプロパティと、そのスロットのメディアに格納されているバックアッ
プセットを表示できます。
p.342 の 「Backup Exec のロボットライブラリについて」 を参照してください。
ロボットライブラリスロットのプロパティまたはバックアップセットを表示する方法

1

［ストレージ］タブで、ロボットライブラリをダブルクリックします。

2

左側のペインで［スロット］をクリックします。

3

プロパティを表示するスロットをダブルクリックします。

4

次のいずれかを実行します。
スロットのプロパティを表示する方法

［プロパティ］をクリックします。

スロットのメディアに格納されているバックアッ ［バックアップセット］をクリックします。
プセットを表示する方法

5

必要に応じて、プロパティを表示または編集します。
p.351 の 「ロボットライブラリスロットのプロパティ」 を参照してください。
p.205 の 「バックアップセットについて」 を参照してください。

ロボットライブラリスロットのプロパティ
ロボットライブラリ内のスロットと、スロット内のすべてのメディアについての情報を表示で
きます。
p.351 の 「ロボットライブラリスロットのプロパティまたはバックアップセットの表示」 を参照し
てください。
表 12-6

ロボットライブラリスロットのプロパティ

項目

説明

スロット番号

スロットの数を表示します。
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項目

説明

バーコード

バーコードリーダーから読み取られたラ
ベルを表示します。バーコード情報は、
ロボットライブラリにバーコードリーダー
が搭載され、メディアにバーコードラベ
ルが貼り付けられている場合にのみ表
示されます。

クリーニングスロット

このスロットがクリーニングスロットとして
定義されているかどうかを示します。
p.345 の 「クリーニングスロットの定義 」
を参照してください。
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項目

説明

メディアラベル

次のいずれかとしてメディアラベルを表
示します。
Backup Exec が自動的に割り当て
るラベル。
■ 管理者が割り当てるラベル。
■

■

あらかじめ割り当てられているバー
コードラベル。

メディアラベルは、32 文字 (半角換算)
以内で編集することができます。 ラベ
ルを編集するとメディア表示用の名前
が変更されます。ただし上書き操作を
行わない限り、実際にはメディアへのラ
ベルの書き込みは行われません。 この
メディアラベルは、メディアを再利用す
る場合にも使用されるので、編集すると
きは簡単に識別できる簡潔なものにし
ます。メディアの外部に貼り付けられた
ラベルにも、このメディアラベルを記入
しておいてください。
自動生成されたラベルが重複すること
があります。 たとえば、Backup Exec を
再インストールしたり、別の Backup
Exec システムで作成したメディアを使
用すると、ラベルが重複することがあり
ます。重複したラベルの使用は許され
ていますが、できるだけ避けるようにし
ます。
バーコードを貼り付けたメディアをバー
コード対応デバイスで使用した場合は、
自動的にそのバーコードがメディアラベ
ルとして使用されます。

メモ: このアイテムの下にある情報は、
メディアを含むスロットにのみ適用され
ます。
メディアの説明

メディアが別の Backup Exec または別
の製品からインポートされている場合
は、元のメディアラベルを表示します。
メディアの説明は、その内容が簡単に
識別できるように、128 文字 (半角換算)
以内で編集することができます。
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項目

説明

メディア ID

Backup Exec で使用されている各メディ
アに割り当てられる固有のラベルを表
示します。メディア ID は、各メディアの
統計情報の収集に使用されます。メディ
ア ID を変更または消去することはでき
ません。

メディアの種類

メディアの種類およびサブタイプを表示
します (利用可能な場合)。 メディアの
種類およびサブタイプを変更するには、
このボックスの横のボタンをクリックしま
す。

エクスポートの保留

このメディアのエクスポートに関連する
操作がある場合は、［はい］と表示され
ます。
p.422 の 「ロボットライブラリスロットのプ
ロパティ」p.422 の を参照してください。

メディアセット

このメディアが属するメディアセットの名
前を表示します。
p.358 の 「メディアセットについて」 を参
照してください。

メディアの場所

このメディアが存在するデバイスまたは
ボルトの名前を表示します。
p.376 の 「メディアボルトについて」 を参
照してください。

作成日

このメディアを、この Backup Exec シス
テムで初めて使用した日時を表示しま
す。

割り当て日

上書き操作の結果、メディアがメディア
セットに割り当てられた日時を表示しま
す。

修正日

このメディアに最後にデータが書き込ま
れた日時を表示します。

上書き禁止期間

このメディアに対する上書き禁止期間
の設定を表示します。

追加期間

このメディアに対する追加期間の設定
を表示します。
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項目

説明

ハードウェア暗号化のサポート

このメディアでハードウェア暗号化がサ
ポートされている場合は、［はい］と表示
されます。

総容量

メディアの生の総容量を表示します。
テープデバイスには、そのデバイスに
ロードされているメディアの総容量を読
み取る機能を備えているものがありま
す。 テープデバイスで総容量の読み込
みがサポートされている場合、［総容量］
には、総容量の値が表示されます。そ
うでない場合は、メディアの過去の使用
実績に基づく値が［総容量］に表示され
ます。

バックアップストレージの総数

メディアの生の総容量として求められる
量を表示します。

使用領域

メディア上の生の使用領域を表示しま
す。 ［使用領域］は、［総容量］から［空
き領域］を差し引くことで算出されます。
［使用領域］は、［書き込みバイト数］と
と等しい場合も等しくない場合もありま
す。

書き込まれたデータの量

このスロットのメディアに書き込まれた
データの量を表示します。

空き領域

メディア上に残っている未使用の容量
を表示します。 一部のテープデバイス
は、そのデバイスにロードされているメ
ディアの残存容量を読み取る機能を備
えています。 テープデバイスが残存容
量の読み取りをサポートしている場合
は、［空き領域］が残存容量から導き出
されます。そうでない場合は、［空き領
域］は、［総容量］から［書き込みバイト
数］を差し引くことで算出されます。
［空き領域］は生の未使用領域として報
告されるので、特定のジョブに必要な
容量が存在するかどうかをチェックする
場合は、［書き込みバイト数］と［圧縮率］
を調べる必要があります。
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項目

説明

圧縮率

［書き込みバイト数］対［使用領域］の比
率を表示します。［圧縮率］は、データ
圧縮とメディアの欠陥部が、メディアに
格納されているデータ量に与える総合
的な効果を表します。

マウント数

このメディアをマウントした合計回数を
表示します。

シーク数

このメディアによって実行された検索操
作の回数を表示します。 検索操作は、
メディアの特定の情報を見つける場合
に実行されます。

シークエラー数

データの検索中に発生したエラー数を
表示します。

ソフトエラー数 (書き込み)

リカバリ可能な書き込みエラーの発生
回数を表示します。ソフトエラーの発生
は、何らかの問題が発生する予兆を示
していることがあります。 エラーの発生
数が多い場合は、メディアの損傷を
チェックしてください。

ハードエラー数 (書き込み)

リカバリ不可能な書き込みエラーの発
生回数を表示します。エラーの発生数
が多い場合は、メディアの損傷を確認
してください。

ソフトエラー数 (読み取り)

リカバリ可能な読み込みエラーの発生
回数を表示します。ソフトエラーの発生
は、何らかの問題が発生する予兆を示
していることがあります。 エラーの発生
数が多い場合は、メディアの損傷を
チェックしてください。

ハードエラー数 (読み取り)

リカバリ不可能な読み込みエラーの発
生回数を表示します。エラーの発生数
が多い場合は、メディアの損傷を確認
してください。

13
テープとディスクカートリッジ
メディア
この章では以下の項目について説明しています。
■

テープとディスクカートリッジメディアについて

■

テープとディスクカートリッジメディア操作のための監査ログエントリの表示

■

テープとディスクカートリッジメディアのラベル付けについて

■

WORM メディアについて

■

メディアボルトについて

■

破損したメディアの破棄について

■

メディアの削除について

■

メディアの消去について

■

暗号化されたバックアップセットを含むメディアのカタログ登録について

■

メディアセットへのメディアの関連付け

■

メディアのプロパティの編集

■

メディアローテーション戦略

テープとディスクカートリッジメディアについて
テープとディスクカートリッジメディアに対し、次の操作を実行できます。
■

データの誤消去を防止する。

■

メディアローテーションを設定する。
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■

メディアの所在を管理する。

■

メディアのラベルを自動的に設定する。

■

バーコードがあるメディアのラベルを読み取り、メディアの所在をトラッキングする。

■

メディアの統計情報を表示する。

Backup Exec の ADAMM (Advanced Device and Media Management) 機能は、ジョ
ブのためのテープカートリッジメディアとディスクカートリッジメディアを自動的に選択しま
す。Backup Exec は、接続されたストレージにロードされるすべてのテープカートリッジメ
ディアとディスクカートリッジメディアを追跡します。また、Backup Exec は、オフラインのメ
ディアと、メディアボルト内部に配置されたメディアを追跡します。
ディスクとクラウドストレージ内部に保持されるデータに対し、Backup Exec はバックアッ
プセットを自動的に期限切れにするためにデータライフサイクル管理を使います。
p.358 の 「メディアセットについて」 を参照してください。
p.389 の 「メディアローテーション戦略」 を参照してください。
p.206 の 「バックアップセットの保持について」 を参照してください。

メディアセットについて
メディアセットは、テープカートリッジおよびディスクカートリッジのメディアに適用される次
のルールで構成されています。
■

メディア上のデータを上書きから保護する期間。これはデータ上書き禁止期間と呼ば
れます。

■

メディアにデータを追記する期間。これは追記期間と呼ばれます。

■

ボルトへのメディアの移動先と移動するタイミング。

メディアセットに関連付けられているメディアを、割り当て済みメディアといいます。このメ
ディアは、追加期間および上書き禁止期間を経過していないメディアです。メディアセッ
トに関連付けられ、上書き禁止期間が終了しているメディアを、再利用可能メディアとい
います。
一部のメディアセットは、Backup Exec をインストールするときに自動的に作成されます。
Backup Exec では、修正できないシステムメディアセットを作成します。次の表にシステ
ムメディアセットを示します。
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表 13-1

システムメディアセット

名前

説明

Backup Exec および Windows NT
Backup メディア

別の Backup Exec からインポートされたすべてのメ
ディアが表示されます。
p.414 の 「ストレージデバイスのカタログ登録」 を参照し
てください。

クリーニングメディア

すべてのクリーニングメディアが表示されます。
p.419 の 「ロボットライブラリドライブのクリーニング」 を
参照してください。

異種メディア

Backup Exec 以外のソフトウェアからインポートされた
メディアが表示されます。
p.233 の 「別のバックアップソフトウェアで作成したメディ
アを使用したリストアについて」 を参照してください。
p.414 の 「ストレージデバイスのカタログ登録」 を参照し
てください。

破棄メディア

エラーの発生が多いなどの理由で使用を中止したす
べてのメディアが表示されます。メディアを破棄メディ
アセットに関連付けた後は、Backup Exec はバックアッ
プジョブにそのメディアを選択しません。 メディアが損
傷していない限り、リストア操作には使用することがで
きます。破棄メディアの設定によって、メディアは使用
(上書き) されないように保護されます。
破棄メディアにあるメディアは、Backup Exec から削除
できます。再利用する予定のないオフサイトメディアが
多数存在する場合は、メディアを削除できます。メディ
アの廃棄によってもメディアを削除できます。
p.380 の 「破損したメディアの破棄について」 を参照し
てください。

スクラッチメディア

上書きが可能なすべてのメディアが表示されます。新
品のメディア、空のメディアおよび消去済みメディアは、
スクラッチメディアセットに自動的に関連付けられます。
p.361 の 「メディアの上書き禁止期間と追加期間につ
いて」 を参照してください。

Backup Exec は次のデフォルトのメディアセットを作成します。
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表 13-2

デフォルトのユーザーメディアセット

名前

説明

データを 4 週間保持

このメディアセットと関連付けるすべてのメディアをリストします。
Backup Exec をインストールするときに設定されるバックアップ
ジョブのデフォルトを使う場合、メディアセット［データを 4 週間保
持］はすべてのバックアップジョブのデフォルトのメディアセットで
す。 このメディアセットは、上書きされることからデータを 4 週間
保護し、メディアへの追記を 6 日間可能にします。
インストールの後で［データを 4 週間保持］を編集したり、名前を
変更できます。 従って、それは［メディア］ビューまたはバックアッ
プジョブのデフォルトに［データを 4 週間保持］として表示され続
けないことがあります。
p.364 の 「デフォルトのメディアセット［データを 4 週間保持］につ
いて」 を参照してください。

データを無期限に保持 - 上書
きを禁止する

このメディアセットと関連付けるすべてのメディアをリストします。
メディアをこのメディアセットと関連付けると、メディアに次の処理
を実行しなければデータは上書きされません。
■

消去

■

ラベル付け

■

フォーマット。

■

クラッチメディアセットとメディアの関連付け

メディアに空きがなくなるまで無期限でこのメディアにデータを追
記できます。
インストールの後で［データを無期限に保持 - 上書きを禁止する］
を編集したり、名前を変更できます。 したがって、それは［メディ
ア］ビューまたはバックアップジョブのデフォルトに［データを無期
限に保持 - 上書きを禁止する］として表示され続けないことがあり
ます。

p.361 の 「すべてのメディアセットの表示」 を参照してください。
p.361 の 「メディアの上書き禁止期間と追加期間について」 を参照してください。
p.365 の 「テープとディスクカートリッジメディアのためのメディアセットの作成」 を参照して
ください。
p.378 の 「メディアをメディアボルトとの間で移動するためのメディアボルトルールの作成」
を参照してください。

第 13 章 テープとディスクカートリッジメディア
テープとディスクカートリッジメディアについて

すべてのメディアセットの表示
システムメディアセットと、作成したメディアセットであるユーザーメディアセットが表示され
ます。
p.358 の 「メディアセットについて」 を参照してください。
すべてのメディアセットを表示する方法
◆

［ストレージ］タブで［すべてのメディアセット］をダブルクリックします。

メディアの上書き禁止期間と追加期間について
各メディアはメディアセットに関連付けられています。メディアセットとは、メディアを管理
するルールのセットです。
これらのルールには、メディアの上書き禁止期間と追加期間が含まれます。
表 13-3

上書き禁止期間と追加期間

ルール

説明

追加期間

メディアへのデータの追記が可能な期間。初めてメ
ディアを割り当てた時点から始まります。時間、日数、
週数または年数で指定することができます。
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ルール

説明

上書き禁止期間

メディアが上書きから保護されている期間。この期間
は、メディアに対する最後の書き込み、つまり、前回の
追記または上書きジョブが完了した時点から始まりま
す。時間、日数、週数または年数で指定することがで
きます。上書き禁止期間が終了したメディアは、再利
用可能メディアとしてデータの上書き保存に使用する
ことができます。
上書き禁止期間は、バックアップジョブが完了した時
点から始まります。上書き禁止期間は、追加期間内で
あれば、追記ジョブが完了するたびに新たに始まりま
す。上書き禁止期間はジョブが完了してから始まるた
め、メディアへの上書きが可能になる時期はジョブの
所要時間に影響を受けます。ジョブの実行に必要な
時間を考慮し、上書き禁止期間を調整してください。
たとえば、上書き禁止期間を 7 日間に設定するとしま
す。また、データが少なくとも 7 日間上書きされないよ
うにするため、4 日間の追加期間を設定します。デー
タはその後の 4 日間メディアに追記できます。このメ
ディアに追記したデータは、最低 7 日間は保持され
ます。

メモ: 上書き禁止レベルが［なし］に設定された場合、
任意のメディアが上書きされる可能性があります。
p.368 の 「テープとディスクカートリッジメディアのため
のメディアの上書き禁止レベルについて」 を参照して
ください。

メディアの使用効率を犠牲にせずにデータの保存期間をできるだけ長くできるように、メ
ディアローテーション戦略を設定する必要があります。メディアセットルールを使うことで、
どのメディアに書き込むことができ、どのメディアが上書き禁止されるかを Backup Exec
で識別できます。バックアップデータのためのディスクストレージの使用を検討する必要
があります。
p.301 の 「ディスクストレージについて」 を参照してください。
次の図は追加期間と上書き禁止期間の関係を示します。
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図 13-1

追加期間および上書き禁止期間

R I T E P R OWT E C T I O N
P ER IO D

時間

OVER

A PPE N D PER I OD

時間

メディアがメディアセットに割り当てられると、追加期間が
始まります。

上書き禁止期間はメディアに
最後にデータが書き込まれた時点から
始まります。

追加期間中は、データをメディアに追加
できます。すでにメディアに存在する
データはすべて保護されます。
追加期間が終了します。

追加期間が終わって
も、上書き禁止期間が
まだ有効な間は、デー
タをメディアに追加す
ることはできません。
すでにメディアに存在
するデータはすべて保
護されます。

この期間、
別のジョブ
でメディア
を上書きす
ることはで
きません
(ただし、メ
ディアを消
去したり、
スクラッチ
メディアと
関連付けた
りすること
はできます)
。

上書き禁止期間が終了します。

新しい
データ

時間

上書き禁止期間が終わると、
メディアは再利用可能になります。
つまり、新しいバックアップジョブ
で新しいデータをメディアの先頭に
書き込むことが可能になります
(これにより、元のデータは失われ
ます)。
古い
データ

指定した追加期間および上書き禁止期間は、メディア上のすべてのデータに適用されま
す。
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メディアへのデータの書き込みのたびに上書き禁止期間がリセットされ、新しい上書き禁
止期間が始まります。
上書き禁止期間のリセット

図 13-2
日数

追加期間 = 5 日

日数

追加期間 = 5 日

日数

通常バックアップ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

上書き禁止
期間 14 日

この時点でメディアの上
書きが可能になります
1 日目

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

通常バックアップ
通常バックア 1
ップ

上書き禁止
期間 14 日

この時点でメディアの上
書きが可能になります
2 日目

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

追加期間 = 5 日
通常バックア
ップ
通常バックア
通常バックア 1
ップ
通常バックア 1 2
ップ
3
通常バックア 1 2
ップ
1 2 34
ップ

上書き禁止
期間 14 日

5 日目

この時点でメディアの上
書きが可能になります

メディアへの上書きが可能になる時期はジョブの所要時間に影響を受けます。
たとえば、「週次」という名のメディアセットを作成し、上書き禁止期間を 7 日間に設定す
るとします。また、追加期間を 0 日に指定し、毎週金曜日の午後 8 時に完全バックアップ
を実行するようにスケジュールを設定するとします。次の金曜日に完全バックアップを実
行する午後 8 時になったとき、そのジョブは実行できません。先週金曜日に実行した最
初のバックアップジョブは午後 9 時 10 分まで完了しなかったので、「週次」メディアセット
の上書き禁止期間がまだ 70 分残っているためです。
このような事態が発生するのを避けるため、ジョブの実行に必要な時間を考慮し、上書き
禁止期間を短縮できます。この例で、午後 8 時にジョブを定期的に実行するには、上書
き禁止期間を 7 日間ではなく 6 日間に設定します。

デフォルトのメディアセット［データを 4 週間保持］について
Backup Exec をインストールすると、［データを 4 週間保持］という名前のデフォルトのメ
ディアセットが作成されます。 デフォルトでは、作成するバックアップジョブに使うメディア
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はすべて、メディアセット［データを 4 週間保持］と自動的に関連付けられます。バックアッ
プデータは上書きから 4 週間保護されます。 メディアには 6 日間追記できます。
次のいずれかを実行して、バックアップジョブのためのデフォルトのメディアセットを変更
できます。
■

追加期間と上書き禁止期間をデータ保持戦略に対応する時間間隔に設定した新し
いメディアセットを作成します。 それから、バックアップジョブを作成するときに最も適
切であるメディアセットを指定します。 たとえば、データを 60 日間保持するメディア
セットと 90 日間保持するメディアセットを作成できます。

■

バックアップジョブを作成するときに、もう一方のデフォルトのメディアセット［データを
無期限に保持 - 上書きを禁止する］を選択します。メディアセット［データを無期限に
保持 - 上書きを禁止する］と関連付けられるリスクは、スクラッチメディアすべてを使う
可能性があることです。 Backup Exec に絶えず新しいテープまたはディスクカートリッ
ジメディアを追加してください。

メモ: シマンテック社は、データを 4 週間より長く保持する必要があれば、バックアップ複
製ジョブを作成することを推奨します。バックアップ複製ジョブは元のストレージデバイス
からテープにバックアップデータをコピーできます。これは、長期保存用またはオフサイト
ストレージ用に送信できます。
p.212 の 「バックアップしたデータの複製について」 を参照してください。
p.365 の 「テープとディスクカートリッジメディアのためのメディアセットの作成」 を参照して
ください。
p.383 の 「メディアセットへのメディアの関連付け」 を参照してください。

テープとディスクカートリッジメディアのためのメディアセットの作成
メディアセットは、次の情報を指定するルールで構成されています。
■

追加期間

■

上書き禁止期間

■

メディアボルト

■

メディアボルトとの間でメディアが移動する時間

メディアセットルールは、メディアセットと関連付けるすべてのメディアに適用されます。
メモ: メディアボルトは、メディアセットにメディアボルトルールを追加するためのメッセージ
が表示される前に作成しておく必要があります。
p.358 の 「メディアセットについて」 を参照してください。
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テープとディスクカートリッジメディアのためのメディアセットを作成する方法

1

［ストレージ］タブで、［テープまたはディスクのカートリッジメディアのセットとボルト］を
展開します。

2

［すべてのメディアセット］をダブルクリックします。

3

［ユーザーメディアセット］の下で、メディアセットを右クリックし、［メディアセットの作
成］をクリックします。

4

画面の案内に従って作業を進めます。

p.366 の 「メディアセットのプロパティ」 を参照してください。

メディアセットのプロパティの編集
メディアセットの次のプロパティを編集できます。
■

メディアセットの名前.

■

メディアセットの上書き禁止期間および追加期間.

■

メディアセットに関連付けられているメディアボルトおよびボルト移動の周期

p.358 の 「メディアセットについて」 を参照してください。
メディアセットのプロパティを編集する方法

1

［ストレージ］タブで、［テープまたはディスクのカートリッジメディアのセットとボルト］を
展開します。

2

［すべてのメディアセット］をダブルクリックします。

3

プロパティを表示するメディアセットを選択します。

4

左ペインで、［プロパティ］をクリックし、必要に応じて変更します。
p.366 の 「メディアセットのプロパティ」 を参照してください。

5

［適用］をクリックします。

メディアセットのプロパティ
メディアセットのプロパティは、上書き禁止期間、追加期間、メディアボルトについての情
報を提供します。
p.366 の 「メディアセットのプロパティの編集」 を参照してください。
表 13-4

メディアセットのプロパティ

項目

説明

名前

メディアセットの名前を表示します。
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項目

説明

説明

メディアセットの説明を表示します。

上書き禁止期間

メディアへの上書きを禁止し、このメディア上にデータを保
存する期間を、時間、日数、週数、年数で表示します。
設定されている上書き禁止期間にかかわらず、メディアに
次の操作を実行すると、メディアを上書きできます。
■

消去

■

ラベル付け

■

スクラッチメディアセットとの関連付け

■

［メディアの上書き禁止レベル］の［なし］への設定

■

フォーマット

入力した時間の単位は、Backup Exec での時間の計算方
法に合わせて変換されることがあります。 たとえば、［14 日
間］と入力しても、次にプロパティを表示すると［2 週間］と表
示されます。
デフォルトは［無期限 - 常に上書きを禁止する］であり、メ
ディアは 1,000 年間上書きから保護されます。
p.361 の 「メディアの上書き禁止期間と追加期間について」
を参照してください。
追加期間

このメディアへのデータの追記が可能な期間を、時間、日
数、週数または年数で表示します。 入力した時間の単位
は、Backup Exec での時間の計算方法に合わせて変換さ
れることがあります。 たとえば、［14 日間］と入力しても、次
にプロパティを表示すると［2 週間］と表示されます。
追加期間は、バックアップジョブによって、このメディアに初
めてデータの書き込みが行われた時点から始まります。
デフォルトは［無期限 - 常に追記を許可する］で、メディア
に空き領域がなくなるまでデータを追記できます。

このメディアセットで使用するメディア このメディアセットと関連付けされているメディアを保存する
ボルト
メディアボルトを表示します。
p.376 の 「メディアボルトについて」 を参照してください。
メディアをこのボルトに移動するタイミ その期間を超えると、メディアをボルトに移動可能であると
ング
レポートされる期間を表示します。
メディアをこのボルトから戻すタイミン その期間を超えると、メディアをボルトから戻すことが可能
グ
であるとレポートされる期間を表示します。
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メディアセットの削除
スケジュール済みジョブが割り当てられているメディアセットを削除すると、そのジョブを別
のメディアセットに割り当てるためのダイアログボックスが表示されます。
注意: ジョブを関連付けるメディアセットに、適切な上書き禁止期間と追加期間が設定さ
れていることを確認してください。
p.358 の 「メディアセットについて」 を参照してください。
メディアセットを削除する方法

1

［ストレージ］タブで、［すべてのメディアセット］を展開します。

2

削除するメディアセットを右クリックし、［削除］をクリックします。

3

タスクペインの［一般タスク］の下にある［削除］をクリックします。

4

メディアセットの削除を確認するダイアログボックスで、［OK］をクリックします。

メディアセットの名前の変更
メディアセットの名前を変更すると、そのメディアセットを使うジョブでは、新しいメディア
セットの名前が表示されます。
p.358 の 「メディアセットについて」 を参照してください。
メディアセットの名前を変更する方法

1

［ストレージ］タブで、［すべてのメディアセット］を展開します。

2

名前を変更するメディアセットを右クリックし、［詳細］をクリックします。

3

左側のペインで、［プロパティ］をクリックします。

4

［名前］フィールドに、このメディアセットに割り当てる新しい名前を入力し、［適用］を
クリックします。

テープとディスクカートリッジメディアのためのメディアの上書き禁止レベ
ルについて
［メディアの上書き禁止レベル］は、メディアセットの上書き禁止期間よりも優先されるグ
ローバル設定です。 ［メディアの上書き禁止レベル］と［上書き禁止期間］は、名前は似て
いますが内容は異なります。 ［上書き禁止期間］は個別のメディアに対して適用される期
間で、メディアごとに異なります。 ［メディアの上書き禁止レベル］は、［上書き禁止期間］
の設定に関係なく、スクラッチメディア、インポートメディアまたは割り当て済みメディアを
上書きするかどうかを指定します。
［メディアの上書き禁止レベル］を使用して、上書きバックアップジョブで利用できるように
するメディアの種類を指定します。

第 13 章 テープとディスクカートリッジメディア
テープとディスクカートリッジメディアについて

p.405 の 「ストレージのためのグローバル設定」 を参照してください。
p.361 の 「メディアの上書き禁止期間と追加期間について」 を参照してください。

テープとディスクカートリッジメディアのための割り当て済みメディアまた
はインポートメディアへの上書きについて
メディアセットに関連付けられているメディアを割り当て済みメディアと呼びます。Backup
Exec の別のインストールまたは別の製品からインポートされたメディアをインポートメディ
アと呼びます。割り当て済みメディアおよびインポートメディアは、［メディアの上書き禁止
レベル］で［すべて禁止する］または［一部許可する］が設定されている場合、Backup
Exec のメディア管理機能によって上書きが防止されます。 ただし、データの上書き禁止
期間が終了する前でも、メディアの上書き禁止レベルを［なし］に設定せずに、Backup
Exec が割り当て済みメディアとインポートメディアに上書きするようにできます。
利用可能な方式は次のとおりです。
■

スクラッチメディアセットとメディアの関連付け。スクラッチメディアが上書きジョブで選
択されると、メディアへの上書きが行われます。

■

メディアからデータを消去する。 消去したメディアは自動的にスクラッチメディアとして
認識され、ただちに上書きされます。

■

メディアにラベルを書き込む。 ［メディアのラベル付け］操作を実行すると、ただちに
新規のメディアラベルがメディアに書き込まれ、メディア上のデータが破壊されます。

■

メディアをフォーマットする。 メディアをフォーマットすると、メディア上のデータはすべ
て破壊されます。

■

該当するメディアセットの上書き禁止期間を変更し、上書き禁止期間を終了させる。

p.357 の 「テープとディスクカートリッジメディアについて」 を参照してください。
p.381 の 「メディアの削除について」 を参照してください。
p.405 の 「ストレージのためのグローバル設定の編集」 を参照してください。

Backup Exec でのテープドライブとディスクカートリッジ内部の上書き可
能メディアの検索順序
［メディアの上書き順序］オプションによって、テープドライブとディスクカートリッジ内部の
上書き可能なメディアを Backup Exec が検索する順序を設定します。Backup Exec で
は、バックアップジョブ用の上書き可能なメディアを探すために、スクラッチメディアまたは
上書き禁止期間が終了したメディアのいずれかの検索が行われます。
どちらの種類のメディアを先に使用するかを選択する必要があります。
■

ターゲットメディアセットに含まれる再利用可能メディアへ上書きする前に、スクラッチ
メディアへ上書きする。
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再利用可能メディアの前にスクラッチメディアへの上書きを選択した場合は、同数の
ジョブに必要なメディアの数が増加することがあります。しかし、リカバリのときに使用
する再利用可能メディアをより長期間保持することができます。
■

スクラッチメディアへ上書きする前に、ターゲットメディアセットに含まれる再利用可能
メディアへ上書きする。
スクラッチメディアの前に再利用可能メディアへの上書きを選択した場合は、再利用
可能メディアより先にスクラッチメディアを使用する場合に比べ、同じメディアを使用す
る頻度が高くなります。

テープドライブまたはディスクカートリッジのためのストレージデバイスプールでは、Backup
Exec は最初に使うためにストレージデバイスプールの最も古い再利用可能メディアを選
択します。
ロボットライブラリでは、ライブラリ内の再利用可能メディアが古いものから順に選択されま
す。ロボットライブラリにパーティションが設定されている場合は、最も古い再利用可能メ
ディアが、ターゲットのパーティション内のみで検索されます。
注意: シマンテック社は、重要なデータを含むメディアを物理的に書き込み禁止にするこ
とを推奨します。誤操作による移動や消去または上書き禁止期間の終了から保護するた
めに、メディアカートリッジの書き込み禁止タブを使用してください。
次の表に、Backup Exec が上書きジョブのために使うメディアを検索する順序を示しま
す。
表 13-5

Backup Exec での上書き可能メディアの検索順序

［上書き禁止レベル］と［メディアの メディアはこの順序でテープドライブとディスクカー
上書き順序］オプションの組み合 トリッジ内部で上書きされます。
わせ
すべて + スクラッチメディアを先に上
書きする

■

すべて + 再利用可能メディアを先に
上書きする

■

スクラッチメディア

ターゲットメディアセット内に存在する再利用可能メディ
ア
メモ: この組み合わせは、メディアの上
■
その他のメディアセット内に存在する再利用可能メディ
書きを最も強力に防止することができ
ア
ます。
■

ターゲットメディアセット内に存在する再利用可能メディ
ア
■ スクラッチメディア
■

その他のメディアセット内に存在する再利用可能メディ
ア
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［上書き禁止レベル］と［メディアの メディアはこの順序でテープドライブとディスクカー
上書き順序］オプションの組み合 トリッジ内部で上書きされます。
わせ
一部 + スクラッチメディアを先に上書
きする

■

一部 + 再利用可能メディアを先に上
書きする

■

スクラッチメディア

ターゲットメディアセット内に存在する再利用可能メディ
ア
■ その他のメディアセット内に存在する再利用可能メディ
ア
■ Backup Exec の別のインストールまたは別の製品から
インポートされたメディア
■

ターゲットメディアセット内に存在する再利用可能メディ
ア
■ スクラッチメディア
その他のメディアセット内に存在する再利用可能メディ
ア
■ Backup Exec の別のインストールまたは別の製品から
インポートされたメディア
■

なし + スクラッチメディアを先に上書き ■ スクラッチメディア
する
■ ターゲットメディアセット内に存在する再利用可能メディ
ア
警告: データを上書きから保護するこ
とができないため、このオプションの選 ■ その他のメディアセット内に存在する再利用可能メディ
ア
択はできるだけ避けてください。
■ Backup Exec の別のインストールまたは別の製品から
インポートされたメディア
■ その他のメディアセット内に存在する割り当て済みメ
ディア
なし + 再利用可能メディアを先に上書 ■ ターゲットメディアセット内に存在する再利用可能メディ
きする
ア
■
スクラッチメディア
警告: データを上書きから保護するこ
とができないため、このオプションの選 ■ その他のメディアセット内に存在する再利用可能メディ
ア
択はできるだけ避けてください。
■ Backup Exec の別のインストールまたは別の製品から
インポートされたメディア
■ その他のメディアセット内に存在する割り当て済みメ
ディア

［上書き禁止レベル］の設定と併せて、Backup Exec での上書き可能なメディアの検索順
序を決定する［メディアの上書き順序］オプションを選択する必要があります。
テープとディスクカートリッジ内部の上書き可能なメディアを必要とするバックアップジョブ
に最も適しているメディアは、スクラッチメディアと再利用可能メディアです。再利用可能
メディアとは、上書き禁止期間を経過したメディアです。Backup Exec は、バックアップに
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テープまたはディスクカートリッジメディアの上書きが必要なときに、これらの種類のメディ
アを検索します。検索順序は、［メディアの上書き禁止レベル］で、［すべて］、［一部］また
は［なし］のどれを選択したかによって異なります。この図のメディアは、使用できるかどう
かのチェックの対象になるメディアの種類を示しています。
p.405 の 「ストレージのためのグローバル設定の編集」 を参照してください。
p.376 の 「メディアボルトについて」 を参照してください。

テープとディスクカートリッジメディア操作のための監査
ログエントリの表示
監査ログには、メディアが上書きまたは追記されるタイミングなど、メディアの操作に関す
る情報が記録されます。 この情報によって、リストアジョブで必要なすべてのメディアを確
認できます。
監査ログでは、メディアの操作について次のオプションがデフォルトで有効になっていま
す。
■

メディアの削除

■

メディアセットの削除

■

メディアからのデータの消去

■

メディアのフォーマット

■

メディアのフォーマット (WORM)

■

メディアのラベル付け

■

メディアの移動

■

メディアの上書き

p.506 の 「監査ログについて」 を参照してください。
p.373 の 「監査ログに表示するためのテープとディスクカートリッジメディア操作の設定」
を参照してください。
テープとディスクカートリッジメディア操作のための監査ログエントリを表示する方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックし、［構成と設定］、［監査ログ］の順に選択します。

2

［表示するカテゴリの選択］フィールドで、［デバイスおよびメディア］をクリックします。

3

［監査ログ］ウィンドウのエントリを確認します。

第 13 章 テープとディスクカートリッジメディア
テープとディスクカートリッジメディアのラベル付けについて

監査ログに表示するためのテープとディスクカートリッジメディア操作の
設定
メディア操作の一部またはすべてを監査ログに表示できます。
p.506 の 「監査ログについて」 を参照してください。
監査ログに表示するためのテープとディスクカートリッジメディア操作を設定する方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックし、［構成と設定］、［監査ログ］の順に選択します。

2

［監査ログ］ダイアログボックスで、［ログの設定］をクリックします。

3

［デバイスおよびメディア］カテゴリを展開します。

4

ログに記録する操作を選択します。また、ログに記録しない項目または処理につい
ては、チェックボックスをオフにします。

5

［OK］をクリックします。

テープとディスクカートリッジメディアのラベル付けについ
て
メディアのラベルで、Backup Exec に使うテープとディスクカートリッジメディアを識別しま
す。未使用またはラベルのないテープまたはディスクカートリッジメディアをバックアップ
操作で使用する場合、Backup Exec はそのメディアに自動的にメディアラベルを設定し
ます。このメディアラベルは、メディアの種類を示す接頭辞と通し番号で構成されていま
す。 たとえばメディアが 4 mm テープの場合、接頭辞は 4M であり、この後に 000001 が
続きます。ラベルのない 4 mm テープのために生成される次のメディアのラベルは
4M000002 になり、後続のラベルに同様の名前が付きます。
Backup Exec では、メディア ID と呼ばれる別の種類のメディアラベルも使用されます。メ
ディア ID は、Backup Exec で使用する個々のメディアに割り当てられた固有のラベルで
す。メディア ID は、各メディアの統計情報を保持するために、Backup Exec で内部的に
使用されます。メディアに書き込まれたメディアラベルやバーコードラベルは変更される
可能性があるため、Backup Exec では、個別のメディアの統計情報の一貫性を保持する
ためにメディア ID を使用する必要があります。メディア ID を変更または消去することは
できません。メディア ID は、メディアラベルには影響しません。また、ユーザーの行うメ
ディアのラベル付けや変更、メディアからのデータの消去にも影響しません。
メディアラベルが重複した場合は、メディア ID を使用してメディアを識別する必要があり
ます。ラベルの重複は、Backup Exec の再インストールや他のシステムの Backup Exec
で作成したメディアを使用する場合に発生することがあります。 重複したラベルを識別す
るには、［メディア ID］を使用します。 メディア ID は、そのメディアのプロパティタブで確
認することができます。
物理メディアの外部に貼り付けられているラベルに、メディアラベルを記入しておきます。
メディアラベルを変更した場合は、物理ラベルも同じように変更しておいてください。
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メディアラベルを変更するには、次の方法を利用することができます。
■

メディアに新しいメディアラベルを書き込みます。このラベル操作を実行するとメディ
ア上のデータはすべて破壊されます。

■

メディアの名前を変更します。メディアの名前を変更すると、メディア表示用の名前が
変更されます。ただし上書き操作を行わない限り、実際にはメディアへのラベルの書
き込みは行われません。メディア上のデータは上書きが実行されるまで消去されませ
ん。

■

ラベルを編集します。ラベルを編集するとメディア表示用の名前が変更されます。た
だし上書き操作を行わない限り、実際にはメディアへのラベルの書き込みは行われま
せん。 メディア上のデータは上書きが実行されるまで消去されません。

p.418 の 「メディアのラベル付け」 を参照してください。
p.375 の 「メディアラベルの名前の変更 」 を参照してください。
p.374 の 「バーコードを使用したラベル付けについて」 を参照してください。

インポートメディアのラベル付けについて
Backup Exec の別のインストールまたは別の製品からインポートされたメディアをインポー
トメディアと呼びます。Backup Exec は、インポートメディアのラベルを自動的に再設定す
ることはありません。 インポートメディアの既存のラベルが読み取られ、［Backup Exec と
Windows NT バックアップメディア］メディアセットまたは［異種メディア］メディアセットの
いずれかに表示されます。インポートメディアの元のメディアラベルが、メディアのプロパ
ティに表示されます。メディアのプロパティページを使用し、簡単に内容が識別できるよう
にメディアの説明を編集することができます。
［メディアの上書き禁止レベル］が［一部許可する］または［すべて許可する］に設定され
ている場合は、インポートメディアがジョブで選択されて上書きされることがあります。 ジョ
ブの実行時にインポートメディアへの上書きが行われた場合は、そのメディアには自動的
にラベルが設定されます。
他のインポートメディアの［メディアの上書き禁止レベル］を［すべて禁止する］に保持した
まま、特定のメディアにラベルを設定するには、そのメディアのデータ消去を行ってからラ
ベルを設定します。
p.382 の 「メディアからのデータの消去」 を参照してください。

バーコードを使用したラベル付けについて
物理的なカートリッジにバーコードラベルがあり、ロボットライブラリにバーコードリーダー
がある場合は、そのバーコードラベルが自動的にメディアラベルとして使われます。
メディアラベルは Backup Exec で変更できます。ただし、読み取ることができるバーコー
ドラベルがメディアにあり、そのバーコードラベルがメディアラベルに優先する場合に限り
ます。Backup Exec を使って入力したメディアラベルを使用するには、メディアカートリッ
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ジからバーコードラベルを物理的に取り除く必要があります。または、バーコードリーダー
の付属していないデバイスでメディアを使う必要があります。
たとえば、ロボットライブラリ 1 がバーコードをサポートしているとします。バックアップ処理
で、Backup Exec の操作のために新しいメディアまたは上書き可能なメディアが必要に
なりました。そこで、バーコードラベル「ABCD」の新品のメディアをロボットライブラリマガ
ジンに挿入すると、バーコードリーダーはメディアラベルのバーコード ID をスキャンしま
す。このメディアを選択して Backup Exec での操作が続行され、バーコードラベルがメ
ディアに貼り付けられていることが検出されます。Backup Exec によって、このバーコード
ラベルが自動的に使用され、処理が続行されます。
マガジンを変更またはマガジンに新しいメディアを挿入した場合、［スキャン］操作を使用
することで、簡単にスロット情報を更新できます。
p.373 の 「テープとディスクカートリッジメディアのラベル付けについて」 を参照してくださ
い。
p.414 の 「ストレージデバイスのスキャン」 を参照してください。

メディアラベルの名前の変更
メディアのラベルと説明は変更できます。新しいラベルは、上書き操作が発生するまで、
メディアには書き込まれません。したがって、次の上書きジョブが実行されるまで、メディ
ア内部のすべてのデータは保持されます。ただし、新しいメディアラベルはデータベース
に保存され、そのメディアのラベルとして表示に使用されます。 ただちに新しいメディアラ
ベルをメディアに書き込むには、ラベル操作を使用します。メディアの内容は消去されま
す。
メディアの名前を変更し、そのメディアを別の Backup Exec のインストールで使用する場
合、そのメディアは［Backup Exec と Windows NT バックアップメディア］メディアセットに
インポートされます。メディアの元のメディアラベルが表示されます。変更後の新しいラベ
ルは、別の Backup Exec のインストールには転送されません。
p.373 の 「テープとディスクカートリッジメディアのラベル付けについて」 を参照してくださ
い。
メディアラベルの名前を変更する方法

1

［ストレージ］タブで、ラベルを変更するメディアが格納されているテープドライブまた
はスロットを右クリックし、［詳細］をクリックします。

2

左側のペインで、［メディアのプロパティ］をクリックします。

3

［メディアラベル］フィールドで、ラベルの新しい名前を入力します。

4

説明を変更するには、新しい説明を［メディアの説明］フィールドに入力します。

5

［適用］をクリックします。
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WORM メディアについて
Write Once Read Many (WORM) データストレージは、長期のデータ保存期間を必要
とするデータの保持に使用されます。WORM メディアにデータを書き込むことができるの
は 1 回のみです。書き込み後は、メディアに追記することはできますが、上書き、消去ま
たは再フォーマットすることはできません。
メディアセットで WORM メディアが使用されている場合は、上書き禁止期間ではなく、追
加期間が適用されます。
まだ書き込みが行われていない WORM メディアを、新しい WORM メディアといいます。
Backup Exec で新しい WORM メディアを使用する場合、［スクラッチメディア］セットに配
置されます。一度書き込みを行った WORM メディアは、［スクラッチメディア］セットに移
動できなくなります。WORM メディアを［破棄メディア］セットに移動して Backup Exec か
ら削除することはできますが、消去または再フォーマットすることはできません。
WORM メディアを使用するオプションを選択した場合、バックアップ先デバイスが WORM
と互換性があるドライブである、または互換性があるドライブが組み込まれていることが、
Backup Exec によって確認されます。また、そのドライブで WORM メディアが利用可能
であることが、Backup Exec によって確認されます。WORM メディアまたは WORM と互
換性があるドライブが存在しない場合は、アラートが送信されます。
p.183 の 「ストレージオプション」 を参照してください。

メディアボルトについて
「メディアボルト」とは、指定したメディアの実際の物理的な場所に対する論理表現です。
メディアボルトを作成することにより、スクラッチ置き場、オフサイトの場所などの物理的な
場所のどこにメディアを保管しているかを把握できます。Backup Exec は、オンライン、オ
フライン、メディアボルト内部のすべてのメディアを表示できるデフォルトのメディアボルト
を作成します。
メディアボルト内部のメディアの場所を更新するには、［ストレージを設定］ウィザードを実
行する必要があります。［ストレージを設定］ウィザードで、ボルトとの間で移動可能になっ
たメディアについての詳細レポートを印刷できます。また、それらを移動する場合、メディ
アの場所を更新することもできます。ただし、メディアを回収し、ボルトに移動したりボルト
から戻す作業は物理的に行う必要があります。Backup Exec データベースのメディアの
場所は更新されますが、メディアの取り出しまたはエクスポートは行われません。メディア
がロボットライブラリにあることが Backup Exec で検出された場合は、メディアをエクスポー
トするためのメッセージが表示されます。メディアのエクスポートを選択した場合は、メディ
アをエクスポートするジョブが実行されます。環境にリモートサイトが含まれる場合は、各
リモートサイトのための個別のメディアセットを作成する必要があります。作成後は、特定
のサイトのために移動可能になったメディアに関する詳細がレポートに含まれます。
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表 13-6

デフォルトのメディアボルト

デフォルトのメディアボルト

説明

Online Tape/Disk Cartridge Media

テープドライブまたはロボットライブラリで利用可
能なメディアを表示します。メディアをオンライン
メディアボルトに追加することはできません。
Backup Exec が自動的に行います。オンライン
メディアボルトから別のメディアボルトにメディア
を移動する場合は、そのメディアの上書き禁止
期間と追加期間が保持されます。

［オフラインテープ/ディスクカートリッジメディア］ オンサイトであるが、テープドライブまたはロボッ
トライブラリ内部でなく、メディアボルト内部でな
いメディアを表示します。Backup Exec を使用し
てテープドライブまたはロボットライブラリからメ
ディアを削除した場合は、メディアはオフラインメ
ディアボルト内部に表示されます。メディアをオ
フラインメディアボルトに別のメディアボルトから
追加できます。インベントリ操作またはカタログ操
作では、オフラインメディアはオンラインメディア
ボルトに戻されます。オフラインメディアボルトは、
削除したり名前を変更したりすることはできませ
ん。
[ボルトされたテープ/ディスクカートリッジメディ
ア]

テープドライブまたはロボットライブラリ内部にな
く、メディアボルトに移動されたメディアを表示し
ます。
[ボルトされたテープ/ディスクカートリッジメディ
ア]は、メディアボルトの作成後にのみ［すべての
メディアボルト］の詳細に表示されます。

すべてのメディアボルト

作成したメディアボルト内部のメディアが表示さ
れます。
［すべてのメディアボルト］は、メディアボルトの作
成後にのみ［ストレージ］タブに表示されます。
メディアボルトは、作成するメディアセットと関連
付けることができます。メディアをメディアセットか
らメディアボルトにいつ移動するかを指定します。
また、メディアがメディアボルトからメディアセット
にいつ戻るかを指定します。
p.378 の 「メディアをメディアボルトとの間で移動
するためのメディアボルトルールの作成」 を参照
してください。

p.378 の 「メディアボルトのプロパティの編集」 を参照してください。
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メディアボルトのプロパティの編集
メディアボルトの名前および説明を表示し、編集できます。
p.376 の 「メディアボルトについて」 を参照してください。
メディアボルトとメディアボルトルールを表示し、編集するには、そのメディアボルトに関連
付けされたメディアセットのプロパティを編集します。
p.366 の 「メディアセットのプロパティの編集」 を参照してください。
メディアボルトのプロパティを編集する方法

1

［ストレージ］タブで、［テープまたはディスクのカートリッジメディアのセットとボルト］を
展開し、次に［すべてのメディアボルト］を展開します。

2

プロパティを表示するメディアボルトを右クリックし、［Details］をクリックします。

3

左ペインでは、［メディアボルトのプロパティ］をクリックします。

4

必要に応じてデフォルトを変更します。
p.378 の 「メディアボルトのプロパティ」 を参照してください。

メディアボルトのプロパティ
メディアボルトのプロパティはメディアボルトの名前と説明を含んでいます。
p.378 の 「メディアボルトのプロパティの編集」 を参照してください。
表 13-7

メディアボルトのプロパティ

項目

説明

名前

メディアボルトの名前を表示します。

説明

メディアボルトの説明を表示します。

メディアをメディアボルトとの間で移動するためのメディアボルトルール
の作成
次のことを実行するためのメディアボルトルールを作成します。
■

メディアの送信先のメディアボルトをメディアセットと関連付ける。

■

メディアを割り当ててからボルトに移動するまでに待機する期間を指定する。

■

メディアに最後に書き込みを行ってからそのメディアをボルトから戻すまでに待機す
る期間を指定する。

p.376 の 「メディアボルトについて」 を参照してください。
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Backup Exec では、ボルトは自動的に更新されません。 メディアの場所を更新するには、
ストレージを設定ウィザードを使用する必要があります。ボルトとの間で移動可能になった
メディアについての詳細を含むレポートを印刷または表示することもできます。
p.379 の 「メディアボルトのメディアの場所の更新」 を参照してください。
メディアをメディアボルトとの間で移動するためのメディアボルトルールを作成する方法

1

［ストレージ］タブで、［すべてのメディアセット］を展開します。

2

［データを 4 週間保持］、［データを無期限に保持 - 上書きを禁止する］、または作
成したメディアセットを右クリックし、［詳細］をクリックします。

3

左側のペインで、［プロパティ］をクリックします。

4

メディアセットと使うメディアボルトを選択します。

5

メディアをいつボルトに移動するかと、メディアをいつメディアセットに戻すかを指定
します。

p.366 の 「メディアセットのプロパティ」 を参照してください。

メディアボルトのメディアの場所の更新
ボルトにあるメディアの場所を更新できます。ボルトに移動したり、ボルトから戻す準備が
できているメディアについて説明したレポートを印刷することもできます。 ただし、メディア
を回収し、ボルトに移動したりボルトから戻す作業は物理的に行う必要があります。
p.376 の 「メディアボルトについて」 を参照してください。
メディアボルトのメディアの場所を更新する方法

1

［ストレージ］タブで、［テープまたはディスクのカートリッジメディアのセットとボルト］を
展開し、［すべてのメディアボルト］をダブルクリックします。

2

メディアの場所を更新するメディアボルトを右クリックして、［ボルトの更新 (ウィザード
使用)］をクリックします。

3

画面の案内に従って作業を進めます。

ボルトへのメディアの移動
ボルトに移動するメディアのメディアラベルを入力するためにバーコードスキャナを使うこ
とができます。また、メディアラベルをダイアログボックスに入力することもできます。
p.376 の 「メディアボルトについて」 を参照してください。
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ボルトへメディアを移動する方法

1

［ストレージ］タブで、［テープまたはディスクのカートリッジメディアのセットとボルト］を
展開し、［すべてのメディアボルト］をダブルクリックします。

2

メディアの移動先に指定するメディアボルトを右クリックして、次に［ボルトへのメディ
アの移動］をクリックします。

3

画面の案内に従って作業を進めます。

メディアボルトの削除
削除できるのは、空のメディアボルトのみです。削除するボルト内にメディアが存在する
場合は、ボルトを削除する前に移動しておく必要があります。 オンラインメディアボルトと
オフラインメディアボルトは削除できません。
p.376 の 「メディアボルトについて」 を参照してください。
メディアボルトを削除する方法

1

［ストレージ］タブで、［すべてのメディアボルト］を展開します。

2

削除するメディアボルトを右クリックし、［削除］をクリックします。

3

メディアの削除を確認するダイアログボックスで、［はい］をクリックします。

破損したメディアの破棄について
メディアの製造元の定める廃棄基準に達したメディアは、［破棄メディア］メディアセットに
関連付ける必要があります。Backup Exec は、ストレージデバイスのファームウェアで発
生したソフトエラーを追跡します。これらのエラーが所定の基準値を超えたメディアは、廃
棄候補として報告されます。
廃棄するメディアを決定するには、メディアで発生したエラーの合計数のメディアエラー
レポートを実行する、または特定のメディアのプロパティを表示します。
欠陥のあるメディアを重要なデータのバックアップ操作に使用しないように、エラーの発
生率が基準値を超えているメディアをすべて［破棄メディア］に関連付けます。 ［破棄メ
ディア］セットにメディアを関連付けた後は、そのメディアは Backup Exec のバックアップ
ジョブに使用されなくなります。このメディアは、そのデータに損傷がなければリストアに使
用することができます。
p.381 の 「メディアの削除について」 を参照してください。
p.384 の 「メディアのプロパティ」 を参照してください。
p.598 の 「［メディアエラー］レポート」 を参照してください。
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損傷したメディアの破棄
Backup Exec がバックアップジョブに損傷したメディアを使わないように破棄できます。
p.380 の 「破損したメディアの破棄について」 を参照してください。
損傷したメディアを破棄する方法

1

［ストレージ］ タブで、［テープまたはディスクのカートリッジメディアのセットとボルト］
を展開します。

2

[オンラインテープ/ディスクカートリッジメディア]を右クリックし、次に［詳細］をクリック
します。

3

破棄するメディアを右クリックし、次に［終了する］をクリックします。

4

メディアの破棄を確認するメッセージが表示されたら［はい］をクリックします。

メディアの削除について
Backup Exec からメディアを削除するとき、メディアのすべての記録は Backup Exec デー
タベースから削除されます。 これらの記録はカタログ情報、メディアの統計、メディアと関
連付けされているその他の情報を含んでいます。 メディアが［破棄メディア］セットに属す
るときのみメディアを削除できます。
次の場合にはメディアを削除することができます。
■

再利用する予定のないオフサイトメディアが多数存在する。

■

損傷したメディアまたは古いメディアを廃棄する。

削除したメディアを Backup Exec にインポートして戻した場合、そのメディアは、［Backup
Exec と Windows NT バックアップメディア］メディアセットまたは［異種メディア］メディア
セットのいずれかに追加されます。このメディアを使用してリストアを行うには、まず、カタ
ログの登録を実行する必要があります。
p.381 の 「メディアの削除」 を参照してください。
p.380 の 「破損したメディアの破棄について」 を参照してください。

メディアの削除
メディアを［破棄メディア］と関連付けた後に、Backup Exec データベースからメディアを
削除できます。
p.381 の 「メディアの削除について」 を参照してください。
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メディアを削除する方法

1

［ストレージ］タブで、［テープまたはディスクのカートリッジメディアのセットとボルト］を
展開します。

2

［すべてのメディアセット］を展開し、［破棄メディア］を右クリックし、［詳細］をクリック
します。

3

削除するメディアセットを右クリックし、［削除］をクリックします。

4

メディアの削除を確認するダイアログボックスで、［はい］をクリックします。

メディアの消去について
次の消去操作のいずれかを使用することでメディアを消去できます。
表 13-8

消去操作

消去操作

説明

メディアを今すぐ消去する

メディアに格納されているデータにアクセスでき
ないようにするインジケータがメディアの最初の
部分に書き込まれます。通常は、［メディアを今
すぐ消去する］操作で十分です。

メディアを今すぐ完全消去する

メディア全体を物理的に消去するようにドライブ
に指示します。重要な情報が格納されているメ
ディアの内容を完全に消去するには、［メディア
を今すぐ完全消去する］操作を使用します。メ
ディアの完全消去の操作は、数分から数時間か
かることがあります (ドライブとメディアの容量に
依存します)。

完全消去の操作がサポートされないデバイスもあります。
消去操作を行ってもメディアラベルは変更されません。メディアラベルを変更するには、
ラベル操作を実行するか、消去操作を実行する前にメディアの名前を変更します。
消去操作は、いったん開始すると取り消すことができません。キューに登録されている消
去操作は取り消すことができます。
p.382 の 「メディアからのデータの消去」 を参照してください。

メディアからのデータの消去
メディアからデータを消去できます。
p.382 の 「メディアの消去について」 を参照してください。
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メディアからデータを消去する方法

1

［ストレージ］タブで、データを消去するメディアが存在しているドライブを右クリックし
ます。

2

［メディアを今すぐ消去する］をクリックし、次に消去操作を選択します。

3

メディアのデータの消去を確認するメッセージが表示されたら［はい］をクリックしま
す。

暗号化されたバックアップセットを含むメディアのカタロ
グ登録について
暗号化されたバックアップセットを含むメディアをカタログ登録すると、Backup Exec デー
タベースでバックアップセットの有効な暗号化キーが検索されます。有効なキーが見つか
らない場合は、キーの作成を指示するアラートが表示されます。有効なキーを作成した
後、アラートに応答し、暗号化されたセットのカタログ登録を再試行することができます。
また、暗号化されたセットをスキップしてメディアの残りのカタログ登録を続行したり、カタ
ログジョブをキャンセルすることができます。
p.467 の 「暗号化キーの管理について」 を参照してください。
p.468 の 「暗号化キーの作成」 を参照してください。

メディアセットへのメディアの関連付け
メディアをメディアセットに関連付けると、そのメディアは、関連付けられたメディアセットの
追加期間および上書き禁止期間のプロパティを使用します。
メモ: スクラッチメディアまたはインポートメディアのメディアセットへの関連付けは、できる
だけ避けてください。 Backup Exec では、バックアップジョブで必要な場合に、スクラッチ
メディアまたはインポートメディアがメディアセットに自動的に関連付けられます。
p.365 の 「テープとディスクカートリッジメディアのためのメディアセットの作成」 を参照して
ください。
メディアをメディアセットに関連付ける方法

1

［ストレージ］タブで、［テープまたはディスクのカートリッジメディアのセットとボルト］を
展開します。

2

［すべてのメディア］をダブルクリックし、メディアのリストを表示します。
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3

メディアセットと関連付けるメディアを右クリックし、［メディアセットの関連付け］をクリッ
クします。

4

ドロップダウンリストでメディアセットを選択し、［OK］をクリックします。
p.358 の 「メディアセットについて」 を参照してください。

メディアのプロパティの編集
メディアのプロパティを表示し、メディアのプロパティを編集できます。
p.357 の 「テープとディスクカートリッジメディアについて」 を参照してください。
メディアのプロパティを編集する方法

1

［ストレージ］タブで、メディアを含むテープドライブをダブルクリックしてください。

2

左ペインで、［メディアのプロパティ］をクリックします。

3

適切な情報を変更します。
p.384 の 「メディアのプロパティ」 を参照してください。

メディアのプロパティ
メディアについての情報を表示できます。
p.384 の 「メディアのプロパティの編集」 を参照してください。
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表 13-9

メディアのプロパティ

項目

説明

メディアラベル

Backup Exec が自動的に割り当
てたか、管理者が割り当てたか、
あらかじめバーコードラベルが割
り当てられていたメディアラベルを
表示します。
メディアラベルは、32 文字 (半角
換算) 以内で編集することができ
ます。 ラベルを編集するとメディア
表示用の名前が変更されます。た
だし上書き操作を行わない限り、
実際にはメディアへのラベルの書
き込みは行われません。 このメ
ディアラベルは、メディアを再利用
する場合にも使用されるので、編
集するときは簡単に識別できる簡
潔なものにします。メディアの外部
に貼り付けられたラベルにも、この
メディアラベルを記入しておいて
ください。
自動生成されたラベルが重複す
ることがあります。 たとえば、
Backup Exec を再インストールし
たり、別の Backup Exec システム
で作成したメディアを使用すると、
ラベルが重複することがあります。
重複したラベルの使用は許されて
いますが、できるだけ避けるように
します。
バーコードを貼り付けたメディアを
バーコード対応デバイスで使用し
た場合は、自動的にそのバーコー
ドがメディアラベルとして使用され
ます。

メディアの説明

インポートメディアの場合は、元の
メディアラベルが表示されます。
メディアの説明は、その内容が簡
単に識別できるように、128 文字
(半角換算) 以内で編集することが
できます。

385

386

第 13 章 テープとディスクカートリッジメディア
メディアのプロパティの編集

項目

説明

メディア ID

Backup Exec が各メディアに割り
当てる固有の内部ラベルを表示し
ます。メディア ID は、各メディアの
統計情報の収集に使用されます。
メディア ID を変更または消去す
ることはできません。

メディアの種類

メディアの種類と、サブタイプが利
用可能な場合はサブタイプを表示
します。メディアの種類およびサ
ブタイプを変更するには、このボッ
クスの横のボタンをクリックします。

エクスポートの保留

このメディアをエクスポートするメ
ディアのエクスポート操作が関連
付けられたジョブが実行されるとき
は、［はい］が表示されます。

メディアセット

このメディアが属するメディアセッ
トの名前を表示します。

メディアの場所

このメディアが存在するデバイス
またはボルトの名前を表示します。

作成日

このメディアを、この Backup Exec
システムで初めて使用した日時を
表示します。

割り当て日

上書き操作の結果、メディアがメ
ディアセットに割り当てられた日時
を表示します。

修正日

このメディアに最後にデータが書
き込まれた日時を表示します。

上書き禁止期間

このメディアに対する上書き禁止
期間の設定を表示します。

追加期間

このメディアに対する追加期間の
設定を表示します。

ハードウェア暗号化のサポート

このメディアでハードウェア暗号化
がサポートされている場合は、［は
い］が表示されます。
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項目

説明

総容量

メディアの生の総容量を表示しま
す。 テープデバイスには、そのデ
バイスにロードされているメディア
の総容量を読み取る機能を備え
ているものがあります。 テープデ
バイスで総容量の読み込みがサ
ポートされている場合、［総容量］
には、総容量の値が表示されま
す。そうでない場合は、メディアの
過去の使用実績に基づく値が［総
容量］に表示されます。

バックアップストレージの総数

メディアの生の総容量として求め
られる量を表示します。

使用領域

メディア上の生の使用領域を表示
します。 ［空き領域］は、［総容量］
から差し引かれて［使用領域］が
計算されます。
［使用領域］は、［書き込みバイト
数］と等しい場合も等しくない場合
もあります。

書き込まれたデータの量

メディアに現在までに書き込まれ
たデータの量を表示します。書き
込まれるデータの量は、データ圧
縮の効果のため、使用領域と異な
る場合があります。データ圧縮は、
使用領域と比べると、書き込まれ
るデータの量が高まる傾向があり
ます。
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項目

説明

空き領域

メディア上に残っている未使用の
容量を表示します。 一部のテー
プデバイスは、そのデバイスにロー
ドされているメディアの残存容量
を読み取る機能を備えています。
テープデバイスが残存容量の読
み取りをサポートしている場合は、
［空き領域］が残存容量から導き
出されます。そうでない場合は、
［書き込みバイト数］が［総容量］か
ら差し引かれて［空き領域］が計算
されます。
［空き領域］は生の未使用領域と
して報告されるので、特定のジョ
ブに必要な容量が存在するかどう
かをチェックする場合は、［書き込
みバイト数］と［圧縮率］を調べる
必要があります。

圧縮率

［書き込みバイト数］対［使用領域］
の比率を表示します。［圧縮率］
は、データ圧縮とメディアの欠陥
部が、メディアに格納されている
データ量に与える総合的な効果
を表します。

マウント数

このメディアをマウントした合計回
数を表示します。

シーク数

このメディアによって実行された検
索操作の回数を表示します。 検
索操作は、メディアの特定の情報
を見つける場合に実行されます。

シークエラー数

データの検索中に発生したエラー
数を表示します。

ソフトエラー数 (書き込み)

リカバリ可能な書き込みエラーの
発生回数を表示します。ソフトエ
ラーの発生は、何らかの問題が発
生する予兆を示していることがあ
ります。 エラーの発生数が多い場
合は、メディアの損傷をチェックし
てください。

第 13 章 テープとディスクカートリッジメディア
メディアローテーション戦略

項目

説明

ハードエラー数 (書き込み)

リカバリ不可能な書き込みエラー
の発生回数を表示します。エラー
の発生数が多い場合は、メディア
の損傷を確認してください。

ソフトエラー数 (読み取り)

リカバリ可能な読み込みエラーの
発生回数を表示します。ソフトエ
ラーの発生は、何らかの問題が発
生する予兆を示していることがあ
ります。 エラーの発生数が多い場
合は、メディアの損傷をチェックし
てください。

ハードエラー数 (読み取り)

リカバリ不可能な読み込みエラー
の発生回数を表示します。エラー
の発生数が多い場合は、メディア
の損傷を確認してください。
p.380 の 「破損したメディアの破棄
について」 を参照してください。

メディアローテーション戦略
テープとディスクカートリッジメディア内部のデータを保護するには、さまざまなメディアロー
テーションの戦略を採用できます。
メディアローテーション戦略として最も一般的なものは、次のとおりです。
■

1 世代管理: 毎回同じメディアを使用して完全バックアップを実行します。
p.389 の 「1 世代管理のメディアローテーション戦略」 を参照してください。

■

2 世代管理は、週次の完全バックアップと日次差分バックアップまたは日次増分バッ
クアップを組み合わせた方法です。複数のメディアを 2 週間で循環させます。この戦
略では、オフサイトストレージ用のバックアップが生成されます。
p.390 の 「2 世代管理のメディアローテーション戦略」 を参照してください。

■

3 世代管理は、週次完全バックアップおよび月次完全バックアップと日次差分バック
アップまたは日次増分バックアップを組み合わせた方法です。複数のメディアを使用
します。この戦略でも、オフサイトストレージ用のバックアップが生成されます。
p.391 の 「3 世代管理のメディアローテーション戦略」 を参照してください。

1 世代管理のメディアローテーション戦略
1 世代管理のメディアローテーション戦略では、次のものが必要です。
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1 世代管理のメディアローテーション戦略

表 13-10
項目

説明

必要なメディアの数

1 (最小構成)

上書き禁止期間

直前のバックアップ

1 世代管理方式は、完全バックアップを毎日繰り返す単純な方式です。
1 世代管理のバックアップ戦略

図 13-3
月

火

メディア 1

メディア 1

水

木

メディア 1

メディア 1

金
メディア 1

第1週

完全バックアップ

管理が簡単ですが、単一のメディアを使用してバックアップを行うため効果的なバックアッ
プ方法ではありません。磁気メディアは繰り返し使用するうちに次第に劣化するためで
す。また、リストアできるデータは前回バックアップした時点のものに限られます。

2 世代管理のメディアローテーション戦略
2 世代管理のメディアローテーション戦略では、次のものが必要です。
表 13-11

2 世代管理のメディアローテーション戦略

項目

説明

必要なメディアの数

6 (最小構成)

上書き禁止期間

2 週間

この 2 世代管理のメディアローテーション戦略は、2 週間単位のスケジュールを使用し
て、完全バックアップと差分バックアップまたは増分バックアップを組み合わせたもので
す。
この方式では、増分バックアップまたは差分バックアップに、月曜日から木曜日用の 4 つ
のメディアを使用します。 残り 2 つのメディアには完全バックアップしたデータを隔週で
格納し、毎週金曜日に交代で別の場所に保管します。
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2 世代管理方式は、管理しやすく、1 世代管理方式よりも長期間データを保存しておくこ
とができます。2 世代管理戦略は、ほとんどのネットワーク環境に要求される厳しいデー
タ保護には十分ではありません。
2 世代管理のバックアップ戦略

図 13-4
月

火

水

木

金

メディア 1

メディア 2

メディア 3

メディア 4

メディア 5

メディア 1

メディア 2

メディア 3

メディア 4

メディア 6

第1週

第2週

完全バックアップ

増分または差分バックアップ

このバックアップ戦略を使用する場合は、最初に完全バックアップを実行する必要があり
ます。

3 世代管理のメディアローテーション戦略
3 世代管理のメディアローテーション戦略では、次のものが必要です。
表 13-12

3 世代管理のメディアローテーション戦略

項目

説明

必要なメディアの数

19 (最小構成)

上書き禁止期間

1 年間

この 3 世代管理が、最も一般的なメディアローテーション戦略です。 3 世代管理は、管
理が簡単であり、必要なときに簡単にファイルを検索してリストアを行うことができる包括
的な方式です。
この方式では、増分バックアップまたは差分バックアップに、月曜日から木曜日用の 4 つ
のメディアを使用します。他に 3 つのメディアを毎週金曜日の完全バックアップに使用し
ます。
残りの 12 のメディアは、毎月の完全バックアップに使用し、オフサイトに保管します。
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3 世代管理のバックアップ戦略

図 13-5
月

火

水

木

金

月1

火2

水3

木4

金5

月1

火2

水3

木4

金6

月1

火2

水3

木4

金7

月1

火2

水3

木4

月次

第1週

第2週

第3週

第4週

完全バックアップ

増分または差分バックアップ

使用メディアの数と保存期間の比率 (19 メディア/1 年) が適当な、この 3 世代管理戦略
の使用をお勧めします。 容易により多くのメディアを組み込むことができます。たとえば、
毎月最後の土曜日に完全バックアップを実行し、永久保存することもできます。

14
ストレージデバイスプール
この章では以下の項目について説明しています。
■

ストレージデバイスプールについて

■

ストレージデバイスプールの作成

■

ストレージデバイスプールのジョブ、ジョブ履歴、アクティブアラートの表示

■

ストレージデバイスプールのプロパティの編集

■

ストレージデバイスプールのプロパティ

ストレージデバイスプールについて
ストレージデバイスプールはストレージデバイスの同じような種類のグループであり、Backup
Exec ジョブの負荷分散を可能にします。 負荷はストレージデバイスプール全体で共有さ
れます。 特定のストレージデバイスまたはストレージデバイスプールにバックアップジョブ
を送信することができます。 指定したストレージデバイスが使用中の場合は、そのストレー
ジデバイスが使用できるようになるまでジョブの実行は延期されます。
特定のストレージデバイスにジョブを送信するときに、Backup Exec が利用可能な次のス
トレージデバイスにジョブを自動的に送信することはありません。 ストレージデバイスプー
ルに対してバックアップジョブをサブミットすると、そのプール内に存在する利用可能なス
トレージデバイスに、ジョブが自動的に割り当てられます。新しく作成した別のジョブを、
このストレージデバイスプール内の他のストレージデバイス上で同時に実行することがで
きます。Backup Exec では、ジョブがサブミットされると動的にストレージデバイスを割り当
て、短時間で効率よくジョブを実行することができます。ストレージデバイスプールは、ス
トレージデバイスのエラーが原因で失敗したジョブを再度サブミットするエラー処理方法
を設定すれば、耐障害性を提供します。
新しいストレージデバイスを設定すると、Backup Exec は適切なストレージデバイスプー
ルに自動的に追加します。 Backup Exec は接続されたストレージデバイスも検出し、適
切なストレージデバイスプールに追加します。 ただし、プールにあるそのデバイスをジョ
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ブで使う前に、プールのプロパティを編集し、デバイスの横にあるチェックボックスにチェッ
クマークを付ける必要があります。
作成するストレージデバイスプールに次の処理を実行できます。
■

ストレージプールのプロパティを編集して、プールで使うストレージデバイスの横にあ
るチェックボックスにチェックマークを付ける。

■

データを表示またはフィルタ処理して、ジョブ、ジョブ履歴、アクティブアラートなどを
表示する。

［すべてのストレージプール］の下にある［ストレージ］タブに、作成したストレージデバイス
プールを表示できます。
Backup Exec は自動的にストレージデバイスプールを作成し、適切なストレージデバイス
プールに設定するストレージデバイスを追加します。 Backup Exec が作成するストレー
ジデバイスプールのプロパティやストレージデバイスは編集できません。 バックアップジョ
ブのストレージを選択するとき、これらのストレージデバイスプールを選択できます。
表 14-1

Backup Exec によって作成されたストレージデバイスプール

Backup Exec によって作成されたストレー 説明
ジデバイスプール
ディスクストレージ

固定ディスクストレージを含んでいます。

テープカートリッジ

テープカートリッジを含んでいます。 Backup
Exec は、接続されたテープドライブまたはロボッ
トライブラリを検出するときにこのプールを作成し
ます。
テープカートリッジのストレージプールでは、再
利用可能なメディアが古いものから順に使われ
ます。

［ディスクカートリッジ］

ストレージとして使うように設定したディスクカー
トリッジを含んでいます。初めてディスクカートリッ
ジのストレージを設定したときに、このプールが
作成されます。

仮想ディスクストレージ

ストレージアレイにある仮想ディスクを含んでい
ます。 Storage Provisioning Option をインス
トールすると、このプールが作成されます。

Central Admin Server Option をインストールしていれば、管理対象 Backup Exec サー
バープールを作成できます。
p.141 の 「［ストレージを設定］ウィザードについて」 を参照してください。
p.395 の 「ストレージデバイスプールの作成」 を参照してください。
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p.396 の 「ストレージデバイスプールのプロパティの編集」 を参照してください。
p.1017 の 「Backup Exec サーバープールへの管理対象 Backup Exec サーバーの追加
」 を参照してください。
p.265 の 「失敗ジョブまたはキャンセルジョブをリカバリするためのエラー処理方法につい
て」 を参照してください。

ストレージデバイスプールの作成
ストレージデバイスプールを作成するのに[ストレージを設定]ウィザードを使ってください。
［すべてのストレージプール］の下で、［ストレージ］タブで作成するストレージデバイスプー
ルを表示できます。
p.393 の 「ストレージデバイスプールについて」 を参照してください。
ストレージデバイスプールを作成する方法

1

［ストレージ］タブの［設定］のグループで、［ストレージを設定］をクリックしてください。

2

［ストレージプール］を選択して、［次へ］をクリックします。

3

画面の案内に従って作業を進めます。

4

ストレージデバイスプールのプロパティを編集し、プールで使用するデバイスの横に
あるチェックボックスをオンにします。
p.396 の 「ストレージデバイスプールのプロパティの編集」 を参照してください。

ストレージデバイスプールのジョブ、ジョブ履歴、アクティ
ブアラートの表示
ストレージデバイスプールに送信されるジョブ、ジョブ履歴、アクティブアラートを表示でき
ます。 ストレージプールを作成すると、［すべてのストレージプール］が［ストレージ］タブ
に表示されます。
p.241 の 「実行中のジョブとスケジュール済みジョブの管理と監視」 を参照してください。
p.273 の 「アラートについて」 を参照してください。
ストレージデバイスプールのジョブ、ジョブ履歴、アクティブアラートを表示する方法

1

［ストレージ］タブで、［すべてのストレージプール］を展開します。

2

ジョブを表示するストレージデバイスプールを右クリックし、次に［詳細］をクリックしま
す。

3

左側のペインで、適切なタブをクリックします。
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ストレージデバイスプールのプロパティの編集
ストレージデバイスプールのプロパティを編集できます。 ストレージデバイスプールを作
成すると、［すべてのストレージプール］が［ストレージ］タブに表示されます。
作成したプールで使うストレージデバイスにチェックマークを付けたり、はずしたりできま
す。 同じような種類のストレージデバイスのみが、同じストレージデバイスプールに属する
ことができます。
p.393 の 「ストレージデバイスプールについて」 を参照してください。
ストレージデバイスプールのプロパティを編集する方法

1

［ストレージ］タブで、［すべてのストレージプール］を展開します。

2

プロパティを編集するストレージプールをダブルクリックします。

3

左ペインで、［プロパティ］をクリックします。

4

適切なオプションを変更します。
p.396 の 「ストレージデバイスプールのプロパティ」 を参照してください。

5

(オプション) 次のいずれかまたは両方を実行します。
プールのストレージデバイスを使うには

ストレージデバイスの横にあるチェックボックス
にチェックマークを付けます。

プールのストレージデバイスを使用しないよう ストレージデバイスの横にあるチェックボックス
にするには
にチェックマークをはずします。

6

［適用］をクリックします。

ストレージデバイスプールのプロパティ
ストレージデバイスプールの名前および説明を変更できます。 ストレージデバイスプール
の中で、使用しなくなった一部の特定のストレージデバイスのチェックマークをはずすこと
もできます。 チェックマークをはずした後もストレージデバイスはプールプロパティに表示
されますが、Backup Exec では使用されません。ストレージデバイスプールにストレージ
デバイスが表示されないようにするには、Backup Exec からデバイスを削除する必要が
あります。すると、ストレージデバイスプールからストレージデバイスが削除されます。
p.396 の 「ストレージデバイスプールのプロパティの編集」 を参照してください。
表 14-2

ストレージデバイスプールのプロパティ

項目

説明

名前

ストレージデバイスプールの名前を表示します。
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項目

説明

説明

ストレージデバイスプールの説明を表示します。

ストレージデバイスプールの種類

プールに存在するストレージの種類を表示しま
す。 このフィールドは編集できません。

プールに属するストレージデバイス

プールに現在存在するストレージデバイスを表
示します。 横にチェックマークが付いているスト
レージデバイスがプールで使われます。
ストレージデバイスを初めて設定すると、Backup
Exec は適切なストレージデバイスプールに自動
的に追加します。 接続されているストレージデバ
イスが検出されると、そのストレージデバイスは適
切なストレージデバイスプールに自動的に追加
されます。ただし、ストレージデバイスプールの
一部として使うには、ストレージデバイスの横に
あるチェックボックスにチェックマークを付ける必
要があります。
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15
ストレージ操作
この章では以下の項目について説明しています。
■

ストレージ操作ジョブについて

■

仮想テープライブラリとシミュレートテープライブラリのストレージ操作

■

スケジュール済みストレージ操作ジョブの完了時に通知を送信する

■

ストレージのためのグローバル設定の編集

■

ストレージデバイスの共有について

■

ストレージデバイスの削除について

■

ストレージデバイスの名前変更

■

ストレージデバイスのジョブ、ジョブ履歴、バックアップセットおよびアクティブアラート
の表示

■

ストレージデバイスのインベントリ実行について

■

ストレージデバイスのカタログ登録

■

ストレージデバイスのスキャン

■

ストレージデバイスの状態のオンラインへの変更

■

ストレージデバイスの一時停止および一時停止解除

■

ストレージデバイスの有効化と無効化

■

ロボットライブラリの初期化

■

テープのリテンションの実行

■

ドライブ内のメディアのフォーマット

■

メディアのラベル付け
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■

ディスクカートリッジまたはテープドライブからのメディアの取り出し

■

ロボットライブラリドライブのクリーニング

■

メディアのインポートについて

■

期限切れメディアのエクスポートについて

■

ロボットライブラリの前面ポータルのロックについて

■

ロボットライブラリの前面ポータルのロックの解除

■

Backup Exec のサーバーおよびストレージデバイスの状態

ストレージ操作ジョブについて
Backup Exec ではストレージデバイスとメディアの管理に役立つストレージ操作を行えま
す。 ほとんどのストレージ操作は、ストレージデバイスを右クリックして操作を選択すること
により実行できます。 右クリックメニューには、そのストレージデバイスまたはメディアでサ
ポートされるストレージ操作のみ表示されます。 仮想テープライブラリとシミュレートされた
テープライブラリでは一部のストレージ操作を実行できません。
一部のストレージ操作を繰り返しジョブとしてスケジュール設定することができます。 ユー
ティリティジョブの実行時には、スケジュールおよび通知の受信者を指定することができ
ます。
次のストレージ操作のスケジュールを設定できます。
■

インベントリ

■

クリーニング

■

インポート

■

エクスポート

ストレージ操作に加えて、次の処理を実行できます。
■

ストレージデバイスの削除

■

ストレージデバイスの共有

■

ストレージデバイスの名前の変更

■

特定のストレージデバイスで実行するストレージ操作履歴の表示

次の表に、ストレージ操作ジョブに関する詳細情報を示します。
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表 15-1

ストレージ操作ジョブ

ストレージ操作ジョブ

参照先

スキャン

p.414 の 「ストレージデバイスのスキャン」 を参照してくださ
い。

インベントリ

この操作はただちに実行することも、スケジュールを設定
することもできます。
p.412 の 「ストレージデバイスのインベントリ実行について」
を参照してください。

カタログ

p.236 の 「カタログについて 」 を参照してください。
p.414 の 「ストレージデバイスのカタログ登録」 を参照して
ください。

インベントリとカタログ

p.413 の 「ストレージデバイスのインベントリとカタログ登録」
を参照してください。

初期化

p.416 の 「ロボットライブラリの初期化」 を参照してください。

ロック

p.424 の 「ロボットライブラリの前面ポータルのロックについ
て」 を参照してください。

ロック解除

p.424 の 「ロボットライブラリの前面ポータルのロックの解
除」 を参照してください。

クリーニング

この操作はただちに実行することも、スケジュールを設定
することもできます。
p.419 の 「ロボットライブラリドライブのクリーニング」 を参照
してください。

ラベル

p.418 の 「メディアのラベル付け」 を参照してください。

インポート

この操作はただちに実行することも、スケジュールを設定
することもできます。
p.421 の 「メディアのインポート 」 を参照してください。

エクスポート

この操作はただちに実行することも、スケジュールを設定
することもできます。
p.422 の 「ロボットライブラリスロットのプロパティ」p.422 の
を参照してください。

消去

p.382 の 「メディアの消去について」 を参照してください。
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ストレージ操作ジョブ

参照先

取り出し

この操作はただちに実行することも、スケジュールを設定
することもできます。
p.419 の 「ディスクカートリッジまたはテープドライブからの
メディアの取り出し」 を参照してください。

リテンション

p.416 の 「テープのリテンションの実行」 を参照してくださ
い。

フォーマット

p.417 の 「ドライブ内のメディアのフォーマット」 を参照して
ください。

p.410 の 「ストレージデバイスの削除について」 を参照してください。
p.408 の 「ストレージデバイスの共有について」 を参照してください。
p.411 の 「ストレージデバイスの名前変更」 を参照してください。
p.412 の 「ストレージデバイスのジョブ、ジョブ履歴、バックアップセットおよびアクティブア
ラートの表示」 を参照してください。
p.403 の 「スケジュール済みストレージ操作ジョブの完了時に通知を送信する」 を参照し
てください。
p.402 の 「仮想テープライブラリとシミュレートテープライブラリのストレージ操作」 を参照し
てください。

仮想テープライブラリとシミュレートテープライブラリのス
トレージ操作
Backup Exec は物理ロボットライブラリとして仮想テープライブラリとシミュレートテープラ
イブラリを扱います。ライブラリのプロパティに表示されるラベル VTL によって仮想テープ
ライブラリを識別できます。 ラベル TLS (Tape Library Simulator Utility) によってシミュ
レートテープライブラリを識別できます。
仮想テープライブラリとシミュレートテープライブラリは、物理ロボットライブラリで利用可能
なストレージ操作すべてをサポートするわけではありません。
仮想テープライブラリに対しては、次のストレージ操作が利用可能です。
■

ラベル付け

■

インポート

■

エクスポート

シミュレートテープライブラリに対しては、次のストレージ操作が利用可能です。
■

スキャン
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■

インベントリとカタログ

■

インベントリ

■

初期化

p.400 の 「ストレージ操作ジョブについて」 を参照してください。

スケジュール済みストレージ操作ジョブの完了時に通知
を送信する
スケジュール済みストレージ操作ジョブの完了時に通知される受信者を割り当てることが
できます。 受信者は、通知を設定する前に設定する必要があります。
p.400 の 「ストレージ操作ジョブについて」 を参照してください。
スケジュール済みストレージ操作ジョブの完了時に通知を送信する方法

1

新しいスケジュール済みストレージ操作ジョブを作成するか、既存のジョブを編集し
ます。
p.400 の 「ストレージ操作ジョブについて」 を参照してください。

2

ストレージ操作ジョブダイアログボックスの左ペインで、［通知］をクリックします。
p.403 の 「スケジュール済みのストレージ操作ジョブの通知オプション」 を参照してく
ださい。

3

各種のストレージ操作ジョブが完了したときに通知する各受信者のチェックボックス
を選択します。

4

他のオプションを続けて選択するか、または［OK］をクリックします。

スケジュール済みのストレージ操作ジョブの通知オプション
スケジュール済みのストレージ操作ジョブを作成または編集するとき、そのジョブが完了
するときに通知を受信する受信者を選択できます。
p.403 の 「スケジュール済みストレージ操作ジョブの完了時に通知を送信する」 を参照し
てください。
表 15-2

スケジュール済みのストレージ操作ジョブの通知オプション

項目

説明

受信者名

個人およびグループの受信者の名前を示しま
す。

受信者の種類

［受信者］は個々の受信者、［グループ］はグルー
プの受信者を示します。
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項目

説明

受信者を管理

受信者の追加、編集、削除に使用できます。
p.286 の 「アラート通知の受信者の管理につい
て」 を参照してください。

プロパティ

選択した受信者のプロパティを表示または変更
することを許可します。
p.288 の 「［個々の受信者の追加］/［個別の受信
者の編集］オプション」 を参照してください。
p.290 の 「［受信者グループの追加］/［受信者グ
ループの編集］オプション」 を参照してください。

ストレージ操作ジョブのスケジュールオプション
ストレージ操作ジョブをスケジュール設定するとき、ジョブを実行する時間および頻度を
設定できます。
p.400 の 「ストレージ操作ジョブについて」 を参照してください。
表 15-3

ストレージ操作ジョブのスケジュールオプション

項目

説明

繰り返し

ジョブを実行する繰り返しパターンを指定します。

繰り返しパターン

ジョブを繰り返す頻度を指定します。
毎時、毎日、毎週、毎月、または年単位でジョブ
を実行することを選択できます。

開始

スケジュールが反映される日付を指定します。

カレンダー

スケジュール設定の競合を確認できるように、カ
レンダーのスケジュール済みジョブすべてを表
示できます。

スケジュール済みジョブの保持設定: x 時間保
持後に再スケジュール

Backup Exec がジョブのスケジュールを再設定
する、スケジュールされた開始時刻からの最大
経過時間を指定します。

[実行後の経過時間に応じてジョブをキャンセル: まだジョブが実行している場合は Backup Exec
x 時間がスケジュール済み開始時間後に経過] がジョブをキャンセルする、スケジュールされた
開始時刻後の経過時間を指定します。
Run now with no recurring schedule

ジョブを今すぐ実行します。
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項目

説明

実行日

ジョブを指定日時に 1 回だけ実行するようにス
ケジュールを設定します。

ストレージのためのグローバル設定の編集
使用する環境にあるロボットライブラリ、メディア、ディスクベースのストレージに適用する
グローバル設定を編集できます。
p.344 の 「Backup Exec サービス起動時のロボットライブラリのインベントリの実行」 を参照
してください。
p.368 の 「テープとディスクカートリッジメディアのためのメディアの上書き禁止レベルにつ
いて」 を参照してください。
p.303 の 「ディスクストレージのプロパティの編集」 を参照してください。
ストレージのためのグローバル設定を編集する方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックし、［構成と設定］、［Backup Exec の設定］の順に選
択します。

2

左側のペインで、［ストレージ］をクリックします。

3

適切なオプションを選択します。
p.405 の 「ストレージのためのグローバル設定」 を参照してください。

4

［OK］をクリックします。

ストレージのためのグローバル設定
ストレージのためのグローバル設定を使って、次のような操作を行うことができます。
■

Backup Exec サービス起動時にロボットライブラリのインベントリジョブを実行します。

■

テープメディアのためのメディアの上書き禁止レベルとメディア上書きオプションを設
定します。

■

ディスクベースのストレージを再接続したときに、上書きから保護する日数を指定しま
す。

p.405 の 「ストレージのためのグローバル設定の編集」 を参照してください。
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表 15-4

ストレージのためのグローバル設定

項目

説明

Backup Exec サービスの開始
時にロボットライブラリをインベ
ントリ処理する

Backup Exec サービスの起動時に、ロボットライブラリ内部のす
べてのスロットのインベントリを Backup Exec で実行できるように
します。スロットとロボットライブラリの数により、この処理に数分か
かることがあります。
デフォルトで、このオプションは選択されません。

すべて禁止する -割り当て済み Backup Exec が、メディアセット内部のメディアと、Backup Exec
メディア、インポートメディアの上 の別のインストールまたは別の製品からインポートされたメディア
書きを禁止する。
を上書きすることを防止します。
p.361 の 「メディアの上書き禁止期間と追加期間について」 を参
照してください。
保護されたメディアは、次のいずれかの処理が発生するまで上
書きできないため、これが最も安全なオプションです。
■

このメディアの上書き禁止期間が終了する。

アクティブなメディアセットに属するメディアをスクラッチメディ
アに移動する。
■ メディアの消去、フォーマットまたはラベル設定を行う。
■

■

メディアをインポートメディアから［スクラッチメディア］に移動
する。

一部許可する -割り当て済みメ Backup Exec が、スクラッチメディアと、Backup Exec の別のイン
ディアの上書きのみを禁止す ストールまたは別の製品からインポートされたメディアを上書きで
る。
きるようにします。メディアセット内に存在する上書き禁止期間の
終了していないメディア (割り当て済みメディア) への上書きは禁
止されます。
シマンテック社は、Backup Exec の別のインストールまたは別の
製品からのメディアを使う場合に、このオプションを推薦します。
デフォルトで、このオプションが選択されています。
インポートメディアを上書きする Backup Exec が Backup Exec の別のインストールから、または
前に確認のためのメッセージを 別の製品からインポートされたメディアを上書きする前に、メッセー
表示する
ジが表示されます。［一部 - 割り当て済みメディアの上書きのみ
を禁止する］オプションを選択する必要があります。
このジョブは、このダイアログボックスに応答しないと実行されま
せん。
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項目

説明

なし

テープとディスクカートリッジ内部のメディアに対するメディアの上
書き禁止機能を無効にします。このオプションを選択した場合は、
テープドライブとディスクカートリッジ内部のメディアを誤って上書
きすることのないように細心の注意が必要です。
上書きジョブがテープデバイスにサブミットされたときに、メディア
の上書き禁止レベルが［なし］だと、そのメディアは上書きされま
す。

メモ: データを上書きから保護することができないため、このオプ
ションの選択はできるだけ避けてください。
割り当て済みメディアとインポー Backup Exec がテープとディスクカートリッジ内部の割り当て済
トメディアを上書きする前に確認 みメディアまたはインポートメディアを上書きする前に、メッセージ
のためのメッセージを表示する が表示されます。［なし］を選択した場合は、このオプションの選
択をお勧めします。このオプションを選択しておくと、割り当て済
みメディアやインポートメディアへの上書きを実行する前に、確認
のダイアログボックスが表示されます。
このジョブは、このダイアログボックスに応答しないと実行されま
せん。
ターゲットメディアセットに含ま 上書きジョブが発生したときに、Backup Exec がテープドライブ
れる再利用可能メディアへ上書 またはディスクカートリッジ内部のスクラッチメディアを最初に上書
きする前に、スクラッチメディア きするようにします。
へ上書きする
p.369 の 「Backup Exec でのテープドライブとディスクカートリッジ
内部の上書き可能メディアの検索順序」 を参照してください。
どのテープドライブまたはディスクカートリッジ内部にもスクラッチ
メディアが存在しない場合、Backup Exec は選択したメディアセッ
トの再利用可能メディアに上書きします。
選択したメディアセット内に再利用可能メディアがなければ、
Backup Exec はあらゆるメディアセットで再利用可能メディアの
有無を検索します。
再利用可能メディアが存在しない場合は、Backup Exec によっ
て自動的に他の上書き用メディアの検索が行われます。 どのメ
ディアが上書きに使われるかは、設定した上書き禁止レベルに
よって決まります。このオプションを選択した場合は、再利用可能
メディアを先に使用するように指定した場合に比べ、同数のジョ
ブに必要なメディアの数が増加します。
このオプションは Backup Exec がメディアを上書きする順序に影
響します。スクラッチメディアから先に上書きするように選択した
場合は、リカバリのときに使用する再利用可能メディアをより長期
間保持することができます。
デフォルトで、このオプションが選択されています。
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項目

説明

スクラッチメディアへ上書きする 上書きジョブが発生したときに、Backup Exec が選択したメディ
前に、ターゲットメディアセットに アセットに含まれるテープドライブまたはディスクカートリッジ内部
含まれる再利用可能メディアへ の再利用可能メディアを上書きするようにします。
上書きする
どのストレージデバイスにも再利用可能メディアが存在しない場
合は、Backup Exec はスクラッチメディアに上書きします。
再利用可能メディアもスクラッチメディアも存在しない場合は、
Backup Exec は上書き用メディアを検索します。どのメディアが
上書きに使われるかは、設定した上書き禁止レベルによって決ま
ります。
p.369 の 「Backup Exec でのテープドライブとディスクカートリッジ
内部の上書き可能メディアの検索順序」 を参照してください。
選択したメディアセットの再利用可能メディアから先に上書きする
ように設定した場合は、スクラッチメディアから先に上書きする場
合に比べ、同じメディアを使用する頻度が高くなります。
少なくとも次の期間接続が切断
された場合、ディスクベースのス
トレージ上での Backup Exec
の操作を読み取り専用に制限
する

Backup Exec が読み取り専用の操作に限定される前に、ディス
クベースのストレージが Backup Exec サーバーから切断される
必要がある日数を指定します。
この設定は、指定された日数の後にデバイスを再接続する場合、
Backup Exec がディスクベースのストレージデバイスのディスク領
域を再利用できないようにします。
デフォルト設定は 14 日です。
切断されたディスクストレージデバイスに対して指定された日数
が経過したら、手動でディスクストレージプロパティの設定を変更
するまで、再接続するディスクストレージデバイスで Backup Exec
は読み取り専用の操作に制限されます。
p.304 の 「ディスクストレージのプロパティ」 を参照してください。
p.206 の 「バックアップセットの保持について」 を参照してくださ
い。
p.302 の 「再接続されたディスクベースのストレージデバイスから
のデータのリストアについて」 を参照してください。

ストレージデバイスの共有について
複数の Backup Exec サーバーがある環境では、それらの Backup Exec サーバーはスト
レージデバイスを共有できます。たとえば、CASO 環境にある複数の Backup Exec サー
バーではストレージデバイスを共有できます。これらの環境では、Backup Exec は共有ス
トレージデバイスのデータベースを保持します。そうでない場合は、1 つのサーバーがス
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トレージデバイスにサブミットするバックアップデータによって別のサーバーがサブミットす
るデータが上書きされる可能性があります。
Backup Exec サーバーは次の種類のストレージを共有できます。
■

NDMP サーバーに接続されているストレージ

■

重複排除用ディスクストレージ

■

OpenStorage デバイス

■

仮想ディスク

■

ディスクストレージ

■

Remote Media Agent

■

ストレージにデータを直接送信するように設定されている Backup Exec Agent

メモ: ディスクストレージデバイスと仮想ディスク用に、Backup Exec サーバーがストレー
ジデバイスにアクセスできる UNC パスを指定する必要があります。
ストレージデバイスを共有するとき、ストレージデバイスへのアクセスを許可する Backup
Exec サーバーを選択できます。ストレージデバイスの追加元の Backup Exec サーバー
は、ストレージデバイスを共有できるように自動的に有効化されます。ただし、この Backup
Exec サーバーからは共有機能をいつでも削除できます。たとえば、集中管理サーバー
にストレージデバイスを追加すれば、そのサーバーはそのストレージデバイスを使用でき
ます。ただし、集中管理サーバーが管理対象 Backup Exec サーバーとして動作するよう
に設定されていない環境では、集中管理サーバーから共有機能を削除できます。
環境内に複数の Backup Exec サーバーと複数の種類のストレージがある場合は、Backup
Exec サーバーを 1 つ選択して、そのストレージを管理できます。
p.409 の 「ストレージデバイスの共有」 を参照してください。

ストレージデバイスの共有
複数の Backup Exec サーバーで同じストレージデバイスを使用できます。
p.408 の 「ストレージデバイスの共有について」 を参照してください。
ストレージデバイスを共有する方法

1

［ストレージ］タブで、共有するストレージデバイスを右クリックします。

2

［共有］をクリックします。

3

ディスクストレージデバイスまたは仮想ディスクを共有するには、共有するストレージ
デバイスへのアクセスにサーバーが使用できる UNC パスを入力します。
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4

このストレージデバイスを共有する Backup Exec サーバーまたは管理対象 Backup
Exec サーバーを確認します。
p.410 の 「［共有ストレージ］のオプション」 を参照してください。

5

［OK］をクリックします。

［共有ストレージ］のオプション
複数の Backup Exec サーバーがストレージデバイスにアクセスできるようにすることが可
能です。
p.409 の 「ストレージデバイスの共有」 を参照してください。
表 15-5

［共有ストレージ］のオプション

項目

説明

Enter a UNC path to share X

ストレージデバイスへのアクセスにサーバーが使
用できる UNC パスを示します。

メモ: ディスクストレージまたは仮想ディスクを共
有するときに表示されるのはこのフィールドのみ
です。
サーバー

ストレージデバイスを共有する Backup Exec サー
バーまたは管理対象 Backup Exec サーバーの
名前を示します。

状態

共有ストレージデバイスの状態、またはデバイス
の共有を選択した Backup Exec サーバーの状
態を示します。サーバーは、UNC パスとストレー
ジデバイスにアクセスできる必要があります。
p.424 の 「Backup Exec のサーバーおよびスト
レージデバイスの状態」 を参照してください。

ストレージデバイスの削除について
Backup Exec データベースからストレージデバイスを削除できます。 ストレージデバイス
が以前のディスクへのバックアップフォルダまたはディスクストレージデバイスの場合、関
連ファイルはディスクに残ります。以前のディスクへのバックアップフォルダまたはディスク
ストレージデバイスを後で再作成できます。ディスクからストレージファイルを削除するに
は、バックアップセットを削除してください。
ディスクからバックアップセットを削除すると、以前のディスクへのバックアップフォルダま
たはディスクストレージデバイスは再作成できません。
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また、Windows エクスプローラを使って以前のディスクへのバックアップフォルダまたは
ディスクストレージに移動し、削除できます。Windows からフォルダまたはディスクストレー
ジを削除する場合は、Backup Exec でストレージを再作成できません。
ストレージデバイスを削除するには、ストレージデバイスをオフラインまたは無効にする必
要があります。デバイスが共有されている場合、デバイスを削除するサーバーでデバイス
をオフラインまたは無効にする必要があります。
p.415 の 「ストレージデバイスの有効化と無効化」 を参照してください。
p.411 の 「ストレージデバイスの削除」 を参照してください。
p.325 の 「以前のディスクへのバックアップフォルダとその内容の再利用」 を参照してくだ
さい。
p.207 の 「バックアップセットの削除」 を参照してください。

ストレージデバイスの削除
Backup Exec データベースからストレージデバイスを削除できます。
p.410 の 「ストレージデバイスの削除について」 を参照してください。
ストレージデバイスを削除する方法

1

［ストレージ］タブで、削除するデバイスを右クリックしてください。

2

［削除］をクリックします。

3

ストレージデバイスの削除を確認するダイアログボックスで、［はい］をクリックします。

ストレージデバイスの名前変更
使用している環境内のストレージデバイスの名前を変更できます。
システム定義のストレージデバイスプールの名前は変更できませんが、自分で作成した
ストレージデバイスプールの名前は変更できます。
p.400 の 「ストレージ操作ジョブについて」 を参照してください。
ストレージデバイスの名前を変更する方法

1

［ストレージ］タブで、名前を変更するストレージデバイスをダブルクリックします。

2

ストレージデバイスのプロパティにある［名前］フィールドに新しい名前を入力します。

3

［適用］をクリックします。
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ストレージデバイスのジョブ、ジョブ履歴、バックアップセッ
トおよびアクティブアラートの表示
ストレージデバイスのジョブ履歴を表示できます。 ジョブ履歴はジョブの処理中に発生し
た事項のレポートです。
p.400 の 「ストレージ操作ジョブについて」 を参照してください。
ストレージデバイスのジョブ、ジョブ履歴、バックアップセットおよびアクティブアラートを表
示する方法

1

［ストレージ］タブで、ジョブ履歴、バックアップセット、アクティブアラートを表示するス
トレージデバイスをダブルクリックします。

2

左側のペインで、適切なタブをクリックします。
p.255 の 「ジョブ履歴について」 を参照してください。
p.241 の 「実行中のジョブとスケジュール済みジョブの管理と監視」 を参照してくださ
い。
p.273 の 「アラートについて」 を参照してください。
p.205 の 「バックアップセットについて」 を参照してください。

ストレージデバイスのインベントリ実行について
Backup Exec がストレージデバイスを読み込み、デバイスにあるメディアについての情報
を用い Backup Exec のデータベースを更新するためにインベントリ操作を実行できます。
ロボットライブラリでは、テープの変更時にロボットライブラリ内のすべてのスロットのインベ
ントリを実行できます。インベントリを実行するスロットを具体的に選択することもできます。
Backup Exec で求められるテープを追加するときに、スロットのインベントリを再び実行す
る必要はありません。たとえば、リストアするデータがロボットライブラリではなくテープにあ
る場合、リストア対象の正しいテープを挿入するように求められます。この場合に、テープ
が挿入されているスロットのインベントリを再び実行する必要はありません。Backup Exec
で不要なテープを追加または削除する場合は、変更されたスロットでインベントリ操作を
実行してください。また、インベントリを実行するスロットを選択することができます。テープ
を頻繁に交換する場合は、Backup Exec サービスを再開始するたびに、ロボットライブラ
リマガジンのインベントリ操作を実行すると便利です。
テープドライブについて、インベントリ操作を実行して、テープドライブのメディアをマウン
トし、メディアラベルを読み込むことができます。ドライブ内のメディアを変更する場合は、
インベントリ操作を実行すると、現在のメディアのラベルがプロパティに表示されます。そ
うしないと、以前のメディアが引き続きプロパティに表示されます。ロボットライブラリでメ
ディアをマウントしてからインベントリを実行するため、多少時間がかかることがあります。
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p.344 の 「Backup Exec サービス起動時のロボットライブラリのインベントリの実行」 を参照
してください。
p.413 の 「ストレージデバイスのインベントリ」 を参照してください。

ストレージデバイスのインベントリ
デバイス上にあるメディアについての情報を用い、Backup Execのデータベースを更新
するためにインベントリ操作を実行できます。
p.400 の 「ストレージ操作ジョブについて」 を参照してください。
ストレージデバイスに対してインベントリを実行する方法

1

［ストレージ］タブで、インベントリを実行するストレージデバイスを右クリックします。

2

［インベントリ］をクリックし、次のいずれかを実行します。
インベントリ操作をただちに実行する方法

［インベントリ］をクリックします。
インベントリ操作が実行されます。ジョブにつ
いての詳細はジョブログを表示してください。

インベントリ操作をスケジュール設定する方法 [スケジュール]をクリックします。
次の手順に進みます。

3

ジョブの完了時に通知を送信するには、左側のペインで［通知］をクリックし、該当す
るオプションを選択します。
p.403 の 「スケジュール済みのストレージ操作ジョブの通知オプション」 を参照してく
ださい。

4

ジョブをスケジュール設定するには、左側のペインで［スケジュール］をクリックし、該
当するオプションを選択します。
p.404 の 「ストレージ操作ジョブのスケジュールオプション」 を参照してください。

5

［OK］をクリックします。

6

(省略可能) ジョブについて詳しくはジョブログを参照してください。
p.412 の 「ストレージデバイスのジョブ、ジョブ履歴、バックアップセットおよびアクティ
ブアラートの表示」 を参照してください。

ストレージデバイスのインベントリとカタログ登録
ストレージデバイスがインベントリ操作とカタログ操作の両方をサポートする場合は、デバ
イスに対して 2 つの操作を同時に実行できます。
p.400 の 「ストレージ操作ジョブについて」 を参照してください。
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ストレージデバイスのインベントリとカタログ登録を行う方法

1

［ストレージ］タブで、インベントリとカタログ登録を行うストレージデバイスを右クリック
します。

2

［インベントリとカタログ］をクリックします。

3

(省略可能) ジョブについて詳しくはジョブ履歴を参照してください。
p.412 の 「ストレージデバイスのジョブ、ジョブ履歴、バックアップセットおよびアクティ
ブアラートの表示」 を参照してください。

ストレージデバイスのカタログ登録
カタログ操作を実行して、次の処理を行うことができます。
■

他の Backup Exec システムで作成したメディアの内容をログに記録する

■

ローカルハードディスク上にカタログが存在しないストレージデバイスのカタログを新
規に作成する

ストレージデバイスのデータをリストアまたは検証するには、そのデバイスのカタログが存
在する必要があります。 Backup Exec でこのストレージデバイスを使用したことがない場
合は、最初にデバイスでインベントリとカタログストレージ操作を実行する必要があります。
p.413 の 「ストレージデバイスのインベントリとカタログ登録」 を参照してください。
p.236 の 「カタログについて 」 を参照してください。
ストレージをカタログ登録する方法

1

［ストレージ］タブで、カタログ登録を作成するストレージデバイスを右クリックします。

2

［カタログ］をクリックします。

3

(省略可能) ジョブについて詳しくはジョブログを参照してください。
p.412 の 「ストレージデバイスのジョブ、ジョブ履歴、バックアップセットおよびアクティ
ブアラートの表示」 を参照してください。

ストレージデバイスのスキャン
スキャン操作により、バーコード情報 (利用可能な場合) を含む、スロットにあるメディアに
ついての情報を取得します。そのとき、スキャン操作により、メディアの場所に関する最新
の情報で Backup Exec のデータベースを更新します。マガジンを変更またはロボットラ
イブラリのマガジンに新しいメディアを挿入した場合、スロット情報を更新するのにスキャ
ン操作を使ってください。
p.400 の 「ストレージ操作ジョブについて」 を参照してください。
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ストレージデバイスをスキャンする方法

1

［ストレージ］タブで、スキャンするロボットライブラリまたはスロットを右クリックしてくだ
さい。

2

［スキャン］をクリックします。

3

(省略可能) ジョブについて詳しくはジョブログを参照してください。
p.412 の 「ストレージデバイスのジョブ、ジョブ履歴、バックアップセットおよびアクティ
ブアラートの表示」 を参照してください。

ストレージデバイスの状態のオンラインへの変更
ストレージがオフラインになった場合、問題を修正した後で状態をオンラインに変更でき
ます。
p.636 の 「ハードウェアに関係する問題のトラブルシューティング」 を参照してください。
ストレージデバイスの状態をオンラインに変更する方法

1

オンラインに変更するストレージデバイスを［ストレージ］タブで右クリックします。

2

チェックマークをオフにするには［オフライン］をクリックします。

ストレージデバイスの一時停止および一時停止解除
保守作業の実行中にストレージデバイスを一時停止することで、そのストレージ上でスケ
ジュール済みジョブと新しいジョブが実行されないようにすることができます。実行中の
ジョブは、ストレージデバイスが一時停止される前に開始していれば影響を受けません。
p.400 の 「ストレージ操作ジョブについて」 を参照してください。
ストレージデバイスを一時停止および一時停止解除する方法

1

［ストレージ］タブで、一時停止するストレージデバイスを右クリックします。

2

［一時停止］をクリックします。

3

ストレージデバイスの一時停止を解除するには、対象を右クリックして［一時停止］を
クリックすることでチェックマークをはずします。

ストレージデバイスの有効化と無効化
ストレージデバイスを無効にして、スケジュールジョブや新しいジョブがそのデバイスで実
行されないようにできます。無効化された NDMP ストレージデバイスは、Backup Exec
サービスの開始時に検出されません。
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ストレージデバイスを有効または無効にする方法

1

［ストレージ］タブで、無効にするストレージデバイスを右クリックしてください。

2

［無効にする］をクリックします。

3

ストレージデバイスを有効にするには、ストレージデバイスを右クリックし、［無効にす
る］をクリックしてチェックマークをはずします。

ロボットライブラリの初期化
ロボットライブラリは初期化できます。また、Backup Exec サービスの起動時に初期化を
有効にすることもできます。
p.400 の 「ストレージ操作ジョブについて」 を参照してください。
p.405 の 「ストレージのためのグローバル設定の編集」 を参照してください。
ロボットライブラリを初期化する方法

1

［ストレージ］タブで、初期化するロボットライブラリを右クリックします。

2

［初期化］をクリックします。

3

(省略可能) ジョブについて詳しくはジョブ履歴を参照してください。
p.412 の 「ストレージデバイスのジョブ、ジョブ履歴、バックアップセットおよびアクティ
ブアラートの表示」 を参照してください。

テープのリテンションの実行
テープドライブのテープを最初から最後まで早送りして巻き取りなおします。リテンション
することでテープがヘッドを滑らかに通過するようにします。この操作の実行頻度につい
ては、使用しているテープドライブに付属のマニュアルを参照してください。
このオプションは、テープドライブがリテンションをサポートしている場合にのみ使用でき
ます。
p.400 の 「ストレージ操作ジョブについて」 を参照してください。
テープのリテンションを実行する方法

1

［ストレージ］タブで、次のいずれかを実行します。
■

リテンションの対象にするテープがあるドライブを右クリックします。
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■

［スロット］をダブルクリックし、リテンションの対象にするテープがあるスロットを右
クリックします。

2

［リテンション］をクリックします。

3

(オプション) ジョブについての詳細はジョブログを表示してください。
p.412 の 「ストレージデバイスのジョブ、ジョブ履歴、バックアップセットおよびアクティ
ブアラートの表示」 を参照してください。

ドライブ内のメディアのフォーマット
ドライブでサポートされている場合、Backup Exec でドライブ内のメディアをフォーマット
できます。ただし、ほとんどのテープドライブではフォーマットをサポートしていません。
DC2000 テープにフォーマット操作を使用すると、フォーマット操作が完了するのに 2 時
間以上かかることがあります。
注意: フォーマットを実行すると、メディアからデータが消去されます。メディア上のデータ
はすべて失われます。
表示されるメディアラベルは、前回のインベントリ操作で読み取られたものです。このメディ
アラベルは、新たにインベントリ操作を実行するまで変更されません。デバイス内のメディ
アを変更してもそのデバイスのインベントリを実行しないと、表示されるメディアラベルは、
デバイス内の実際のメディアと一致しない場合があります。
p.400 の 「ストレージ操作ジョブについて」 を参照してください。
ドライブ内のメディアをフォーマットする方法

1

［ストレージ］タブで、次のいずれかを実行します。
■

フォーマットの対象にするテープがあるドライブを右クリックします。

■

［スロット］をダブルクリックし、フォーマットの対象にするテープがあるスロットを右
クリックします。

2

［フォーマット］をクリックします。

3

表示されているメディアをフォーマットするには、［はい］をクリックします。

4

(省略可能) ジョブについて詳しくはジョブログを参照してください。
p.412 の 「ストレージデバイスのジョブ、ジョブ履歴、バックアップセットおよびアクティ
ブアラートの表示」 を参照してください。
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メディアのラベル付け
Backup Exec では、選択したドライブのメディアに新しいメディアラベルを書き込むことが
できます。この操作を実行するとメディア上のデータはすべて破壊されます。上書き操作
を行うまでメディア上のデータを保持したままメディアのラベルを変更するには、そのメディ
アラベルの名前を変更します。
メモ: バーコードラベルを使用するメディアの名前は変更できません。バーコードラベルを
使用するメディアにラベルを付けようとすると、ジョブログには、正常に完了したジョブが報
告されます。ただし、メディアのラベルの名前は変わりません。
p.373 の 「テープとディスクカートリッジメディアのラベル付けについて」 を参照してくださ
い。
メディアのラベル付けを行う方法

1

2

［ストレージ］タブで、次のいずれかを実行します。
■

ラベル付けの対象にするテープがあるドライブを右クリックします。

■

［スロット］をダブルクリックし、ラベル付けの対象にするテープがあるスロットを右
クリックします。

［ラベル］をクリックします。
次の警告メッセージが表示されます。
この操作は、ドライブまたはスロットにある現在のメディア上で実行されます。最後の
インベントリ処理後にメディアが変更されると、次のダイアログに表示されるメディア
ラベルが、選択されたデバイスのラベルと一致しないことがあります。

3

［OK］をクリックします。

4

このメディアに付けるメディアラベルとして使用する名前を入力します。

5

メディア上のすべてのデータを消去し、メディアに再びラベル付けするには、［OK］
をクリックします。

6

物理メディアの外側にある外部ラベルにも同じメディアラベルを貼り付けます。

7

(省略可能) ジョブについて詳しくはジョブ履歴を参照してください。
p.412 の 「ストレージデバイスのジョブ、ジョブ履歴、バックアップセットおよびアクティ
ブアラートの表示」 を参照してください。

第 15 章 ストレージ操作
ディスクカートリッジまたはテープドライブからのメディアの取り出し

ディスクカートリッジまたはテープドライブからのメディア
の取り出し
Backup Exec では、ディスクカートリッジまたはテープドライブにあるメディアを取り出すこ
とができます。ソフトウェアによるメディアの取り出しをサポートしていないデバイスもありま
す。このようなドライブでは、メディアがテープの場合は、テープの巻き戻しが完了すると
手動でのテープの取り出しを求めるメッセージが表示されます。
p.400 の 「ストレージ操作ジョブについて」 を参照してください。
ディスクカートリッジまたはテープドライブからメディアを取り出す方法

1

［ストレージ］タブで、取り出すメディアがあるディスクカートリッジまたはテープドライ
ブを右クリックします。

2

次のいずれかを実行します。
メディアをただちに取り出す方法

［Eject media now］をクリックします。
取り出し操作が実行されます。ジョブについ
ての詳細はジョブログを表示してください。

ストレージ操作の取り出しをスケジュール設定 [スケジュール]をクリックします。
する方法
次の手順に進みます。

3

ジョブの完了時に通知を送信するには、左側のペインで［通知］をクリックし、該当す
るオプションを選択します。
p.403 の 「スケジュール済みのストレージ操作ジョブの通知オプション」 を参照してく
ださい。

4

ジョブをスケジュール設定するには、左側のペインで［スケジュール］をクリックし、該
当するオプションを選択します。
p.404 の 「ストレージ操作ジョブのスケジュールオプション」 を参照してください。

5

［OK］をクリックします。

6

(省略可能) ジョブについて詳しくはジョブ履歴を参照してください。
p.412 の 「ストレージデバイスのジョブ、ジョブ履歴、バックアップセットおよびアクティ
ブアラートの表示」 を参照してください。

ロボットライブラリドライブのクリーニング
ロボットライブラリドライブのクリーニングジョブを作成し、スケジュールできます。さらに、ク
リーニング対象メディアがスロットにある場合は、ドライブからクリーニングを要求するアラー
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トが発行されると Backup Exec は自動的にロボットライブラリドライブをクリーニングしま
す。
p.400 の 「ストレージ操作ジョブについて」 を参照してください。
クリーニングジョブを作成する方法

1

クリーニングテープを含むスロットが定義されていることを確認します。
p.345 の 「クリーニングスロットの定義 」 を参照してください。

2

［ストレージ］タブで、次のいずれかを実行します。
■

クリーニングテープを含むドライブを右クリックします。

■

［スロット］をダブルクリックし、クリーニングテープを含むスロットを右クリックしま
す。

3

［クリーニング］をクリックします。

4

ジョブの完了時に通知を送信するには、左側のペインで［通知］をクリックし、目的の
オプションを選択します。
p.403 の 「スケジュール済みのストレージ操作ジョブの通知オプション」 を参照してく
ださい。

5

ジョブをスケジュール設定するには、左側のペインで［スケジュール］をクリックし、目
的のオプションを選択します。
p.404 の 「ストレージ操作ジョブのスケジュールオプション」 を参照してください。

6

(省略可能) ジョブについて詳しくはジョブ履歴を参照してください。
p.412 の 「ストレージデバイスのジョブ、ジョブ履歴、バックアップセットおよびアクティ
ブアラートの表示」 を参照してください。

メディアのインポートについて
メディアをロボットライブラリに挿入するときは、［インポート］ストレージ操作ジョブを作成す
る必要があります。［インポート］ストレージ操作により、Backup Exec データベースがメ
ディアに関する情報で更新されます。
メディアをインポートする前に、次の事項に注意してください。
■

メディアにバーコードがない場合は、［インポート後にインベントリを作成］ストレージ操
作を選択します。

■

ロボットライブラリでメディアマガジンが使用されている場合は、ジョブが現在実行され
ていないことを確認してください。マガジンをスワップする前に、すべてのメディアがド
ライブから取り出され、マガジンスロットに戻されていること確認してください。

任意の数のスロットを選択してメディアをインポートすることができます。
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［インポート］ストレージ操作では、ポータルを備えたロボットライブラリがサポートされます。
このストレージ操作ジョブを実行すると、Backup Exec により、選択されたメディア用のス
ロットが確認されます。メディアが存在する場合は、そのメディアはポータルにエクスポー
トされます。 すべてのメディアのエクスポートが終了すると、インポートするメディアのポー
タルへの挿入を求めるダイアログボックスが表示されます。必要なメディアをすべてロボッ
トライブラリにインポートするまで、この処理が繰り返されます。
［インポート後にインベントリを作成］ストレージ操作オプションを使用すると、インポート操
作の実行後に Backup Exec でスロットのインベントリを作成できます。
p.421 の 「メディアのインポート 」 を参照してください。

メディアのインポート
インポートストレージ操作を実行して、ロボットライブラリに挿入するメディアに関する情報
で Backup Exec データベースを更新します。
メディアをインポートする方法

1

2

［ストレージ］タブで、次のいずれかを実行します。
■

ロボットライブラリを展開し、［スロット］を右クリックし、Import media nowをクリッ
クしてください。

■

ロボットライブラリを右クリックし、Import media nowをクリックしてください。

次のいずれかを実行します。
バーコードがあるメディアをすぐにインポート
するには

Import media nowをクリックします。
操作が実行されます。ジョブについての詳細
はジョブ履歴を表示してください。

バーコードがないメディアをすぐにインポート ［インポート後にインベントリを作成］をクリック
して、操作の後でスロットのインベントリを実行 します。
するには
操作が実行されます。ジョブについての詳細
はジョブ履歴を表示してください。
メディアのインポートジョブのスケジュールを
設定するには

3

［スケジュール］をクリックします。
次の手順に進みます。

ジョブの完了時に通知を送信するには、左ペインで、［通知］をクリックして適切なオ
プションを選択します。
p.403 の 「スケジュール済みのストレージ操作ジョブの通知オプション」 を参照してく
ださい。
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4

ジョブのスケジュールを設定するには、左ペインで、［スケジュール］をクリックして適
切なオプションを選択します。
p.404 の 「ストレージ操作ジョブのスケジュールオプション」 を参照してください。

5

［OK］をクリックします。

6

(省略可能) ジョブについて詳しくはジョブ履歴を参照してください。
p.412 の 「ストレージデバイスのジョブ、ジョブ履歴、バックアップセットおよびアクティ
ブアラートの表示」 を参照してください。

期限切れメディアのエクスポートについて
［期限切れメディアのエクスポート］操作を使用すると、ロボットライブラリでのメディアの処
理を自動化できます。この操作により、書き込みを行うことができないメディアが削除され
ます。さらに、次回のバックアップに備え、［インポート］ストレージ操作を使用してロボット
ライブラリにスクラッチメディアを追加できます。
ロボットライブラリから期限切れのメディアをエクスポートすると、期限切れのメディアは
［OfflineTape/Disk Cartridge Media］に表示されます。適用可能なボルトメディアルー
ルが設定されたメディアセットに存在するメディアの場合は、ボルトに表示されます。
［期限切れメディアのエクスポート］ストレージ操作では、クリーニングメディアをエクスポー
トできます。すべてのクリーニングメディアまたは指定した回数以上使用されたすべての
クリーニングメディアを含めることができます。
［期限切れメディアのエクスポート］操作が正常に完了した後、新しいメディアのインポー
トを求めるメッセージが表示されるように選択することもできます。
p.422 の 「ロボットライブラリスロットのプロパティ」p.422 の を参照してください。

メディアのエクスポート
［メディアのエクスポート］操作では、ポータルのあるロボットライブラリを完全にサポートし
ています。ロボットライブラリの複数のスロットでこの操作を実行すると、エクスポートしたメ
ディアはポータルに配置されます。ポータルの数を超えるメディアを選択すると、ロボット
ライブラリによってできる限り多いスロットが埋められます。続いて、ポータルからメディア
を削除するように求めるメッセージが表示されます。選択したすべてのメディアがロボット
ライブラリからエクスポートされるまで、この処理が繰り返されます。また、ロボットライブラ
リから期限切れのメディアをエクスポートできます。
p.400 の 「ストレージ操作ジョブについて」 を参照してください。
p.422 の 「期限切れメディアのエクスポートについて」 を参照してください。
p.420 の 「メディアのインポートについて」 を参照してください。
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メディアをエクスポートする方法

1

2

［ストレージ］タブで、次のいずれかを実行します。
■

ロボットライブラリを展開し、［スロット］を右クリックして、［メディアを今すぐエクス
ポートする］をクリックします。

■

ロボットライブラリを右クリックし、［メディアを今すぐエクスポートする］をクリックし
ます。

次のいずれかを実行します。
ポータルにただちにメディアをエクスポートす ［メディアを今すぐエクスポートする］をクリック
る方法
します。
操作が実行されます。ジョブについての詳細
はジョブ履歴を表示してください。
Backup Exec による書き込みが行えないメ
［期限切れメディアのエクスポート］をクリックし
ディアのみをエクスポートしてポータルに配置 ます。
する方法
操作が実行されます。ジョブについての詳細
はジョブ履歴を表示してください。
エクスポート後にメディアをただちにインポー ［エクスポート後にインポート］をクリックします。
トする方法
操作が実行されます。ジョブについての詳細
はジョブ履歴を表示してください。
メディアのエクスポートジョブをスケジュール設 [スケジュール]をクリックします。
定する方法
次の手順に進みます。

3

ジョブの完了時に通知を送信するには、左側のペインで［通知］をクリックし、該当す
るオプションを選択します。
p.403 の 「スケジュール済みのストレージ操作ジョブの通知オプション」 を参照してく
ださい。

4

ジョブをスケジュール設定するには、左側のペインで［スケジュール］をクリックし、該
当するオプションを選択します。
p.404 の 「ストレージ操作ジョブのスケジュールオプション」 を参照してください。

5

［OK］をクリックします。

6

(省略可能) ジョブについて詳しくはジョブ履歴を参照してください。
p.412 の 「ストレージデバイスのジョブ、ジョブ履歴、バックアップセットおよびアクティ
ブアラートの表示」 を参照してください。
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ロボットライブラリの前面ポータルのロックについて
デフォルトでは、［ロック］ストレージ操作を実行していても、ロボットライブラリポータルは
ロックされません。ライブラリポータルをロックする方法については、次を参照してくださ
い。
http://www.symantec.com/docs/TECH67698

ロボットライブラリの前面ポータルのロックの解除
ロボットライブラリの前面ポータルのロックを解除するジョブを作成する必要があります。
p.400 の 「ストレージ操作ジョブについて」 を参照してください。
ロボットライブラリの前面ポータルのロックを解除する方法

1

［ストレージ］タブで、ロック解除する前面ポータルがあるロボットライブラリを右クリッ
クします。

2

［ロック解除］をクリックします。

3

(省略可能) ジョブについて詳しくはジョブログを参照してください。
p.412 の 「ストレージデバイスのジョブ、ジョブ履歴、バックアップセットおよびアクティ
ブアラートの表示」 を参照してください。

Backup Exec のサーバーおよびストレージデバイスの状
態
Backup Exec のサーバーおよびストレージデバイスの現在の状態を表示します。
表 15-6
状態

Backup Exec のサーバーおよびストレージデバイスの状態
説明

<Backup Exec サーバー> ですべての Backup Backup Exec サービスおよび Backup Exec の
Exec サービスを再起動する必要があります
重複排除サービスを再起動する必要があります。
p.502 の 「Backup Exec サービスの起動および
停止」 を参照してください。
このデバイスの検出中にエラーが発生しました。 Backup Exec サービスは再起動する必要があり
<Backup Exec サーバー> のサービスを切り替 ます。
えて、デバイスの検出を再試行してください。
p.502 の 「Backup Exec サービスの起動および
停止」 を参照してください。
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状態

説明

実行中

ストレージデバイスはジョブによって使用されて
います。

設定に失敗しました

ローカルディスクのストレージデバイスまたは仮
想ディスクの設定に失敗しました。

設定中

ローカルディスクのストレージデバイスまたは仮
想ディスクは設定中です。

無効

ストレージデバイスが無効なため、Backup Exec
で使うことができません。 デバイスは他のアプリ
ケーションで使用することができます。

無効; アクティブ

ストレージデバイスは、デバイスに対するジョブ
の実行中に無効に変更されました。

ディスク容量が少ない; アクティブ

ストレージデバイスのディスク容量が不足してい
ますが、ジョブによって現在使用されています。

ディスクの空き容量が少ない

ストレージデバイスのディスク容量が不足してい
ます。
p.304 の 「ディスクストレージのプロパティ」 を参
照してください。
p.750 の 「重複排除用ディスクストレージのプロパ
ティ」 を参照してください。
p.1164 の 「ストレージアレイの仮想ディスクのプロ
パティ」 を参照してください。

通信途絶

Central Admin Server Option 環境の管理対
象 Backup Exec サーバーと集中管理サーバー
間で通信が停止しました。
p.1010 の 「CASO 通信のしきい値に到達した場合
に発生する事項」 を参照してください。

設定不可

ディスクは不良な状態にあるか、または失敗した
ので設定できません。

未設定

ディスクは設定可能ですが、まだ設定されてい
ません。
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状態

説明

オフライン

ストレージデバイスはオフラインです。
次の処理のいずれかが行われていると、ストレー
ジデバイスはオフラインであるように表示される
ことがあります。
Backup Exec の起動後に、デバイスの電源
をオフにした.
■ Backup Exec を起動したときに、デバイスが
別のアプリケーションによって使われていた.
■ デバイスをサーバーから取り外した.
■

■

デバイスが致命的エラーを報告した.

■

デバイスのファームウェアが更新された.

p.415 の 「ストレージデバイスの状態のオンライン
への変更」 を参照してください。
オンライン

ストレージデバイスはオンラインです。

一時停止

ストレージデバイスは一時停止されています。
p.415 の 「ストレージデバイスの一時停止および
一時停止解除」 を参照してください。

一時停止; アクティブ

ストレージデバイスは一時停止されていますが、
ジョブによって現在使用されています。

通信中断

Central Admin Server Option 環境の管理対
象 Backup Exec サーバーと集中管理サーバー
間で通信が停止されています。
p.1010 の 「CASO 通信のしきい値に到達した場合
に発生する事項」 を参照してください。

<Backup Exec サーバー> で Backup Exec 重 Backup Exec の重複排除サービスは再起動す
複排除サービスを再起動する必要があります。 る必要があります。 重複排除サービスは Backup
Exec サービスとは別のため、Backup Exec サー
ビスは影響されません。
p.502 の 「Backup Exec サービスの起動および
停止」 を参照してください。
<Backup Exec サーバー> で Backup Exec サー Backup Exec サービスは再起動する必要があり
ビスを再起動する必要があります
ます。
p.502 の 「Backup Exec サービスの起動および
停止」 を参照してください。
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状態

説明

このデバイスは適切に検出されていません。
この状態は、Backup Exec に新しいストレージ
<Backup Exec サーバー> のサービスを切り替 デバイスを追加すると発生することがあります。
えて、デバイスの検出を再試行してください。
デバイス検出処理を再度実行できるように
Backup Exec サービスを再起動する必要があり
ます。
初期化前

デバイスは初期化されませんでした。
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16
仮想化
この章では以下の項目について説明しています。
■

仮想マシンへの変換について

■

仮想マシンへの変換のための必要条件

■

仮想マシンへの変換を同時に実行するバックアップジョブの作成

■

バックアップ後に仮想マシンへの変換を実行するバックアップジョブの作成

■

仮想マシンに変換するためのステージの追加

■

特定時点からの仮想マシンへの変換

■

仮想マシンの変換オプション

■

ディスク設定の詳細

■

仮想マシンへの変換ジョブの編集について

■

仮想マシンへの変換のデフォルトオプションの設定

仮想マシンへの変換について
Backup Exec は、次の方法で仮想マシンに変換できる機能を提供します。
■

物理コンピュータのバックアップと仮想マシンへの変換を同時に行う。

■

物理コンピュータをバックアップし、バックアップジョブの実行後に仮想マシンへの変
換を実行するようにスケジュールを設定する。

■

既存のバックアップセットを仮想マシンに変換する。

新しく作成された仮想マシンはブート可能で、仮想マシンの変換元の物理コンピュータと
同一です。仮想マシンへの変換によって、Hyper-V と VMware の両方の環境での事業
継続性を実現できます。
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［バックアップとリストア］タブで次のいずれかのバックアップオプションを使用して、バック
アップジョブでの仮想マシンへの変換を設定します。
表 16-1

仮想マシンへの変換オプション

オプションの名前

説明

ディスクにバックアップするのと同時に仮想マシ これらのオプションでは、バックアップジョブと同
ンに変換
時に変換が実行されます。2 つの操作が同時に
実行されるため、このジョブは通常バックアップ
Back up to Deduplication Disk Storage and
ジョブより時間がかかる場合があります。このオ
Simultaneously Convert to Virtual Machine
プションの実行には、大きいバックアップウィンド
ウを使用することをお勧めします。
完全バックアップからの変換では新しい仮想マ
シンが作成されます。増分バックアップと差分
バックアップは変換されません。
変換と同時にバックアップが実行されますが、
バックアップが主要なジョブです。したがって、
バックアップが失敗した場合は変換も失敗しま
す。しかし、変換が失敗した場合、バックアップ
は続行されます。変換エラーが発生した場合、
そのジョブは例外付きで成功したジョブとしてマー
クされます。変換が失敗した場合は、次の完全
バックアップで変換プロセスが再度実行されま
す。
ディスクにバックアップしてから仮想マシンに変
換
重複排除用ディスクストレージにバックアップし
てから仮想マシンに変換する

これらのオプションでは、バックアップジョブ後に
変換が実行されるようにスケジュールできます。
これらのオプションには、同時変換オプションよ
り小さいバックアップウィンドウが必要です。
完全バックアップからの変換では新しい仮想マ
シンが作成されます。増分バックアップと差分
バックアップは変換されません。

また、バックアップジョブに仮想マシンへの変換を行うためのステージを追加できます。こ
のステージには、［Convert to Virtual Machine After Backup］と［Convert to Virtual
Machine Simultaneously with Backup］の 2 つの種類があります。
［PIT から仮想に変換］オプションも使用できます。特定の時点からの仮想マシンへの変
換は、変換に選択された仮想マシンに必要なすべてのコンポーネントを含むバックアップ
ジョブから既存のバックアップセットを変換します。バックアップジョブですべての必要な
コンポーネントが選択されている場合、Backup Exec はそのジョブが［すべて選択済み］
で［Simplified Disaster Recovery］オプションの状態が［オン］であると見なします。特定
の時点から仮想マシンに変換するオプションは、エラーが発生したサーバーの迅速なリ
カバリが必要なディザスタリカバリ状況で役に立ちます。バックアップセットにはサーバー
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のすべての重要なコンポーネントが含まれます。さらに、変換に含めるアプリケーション
データまたはユーザーデータを選択することもできます。
メモ: ［PIT から仮想マシンに変換する］オプションは、すべての重要なシステムコンポー
ネントを含む完全バックアップを少なくとも 1 回実行した後にのみ選択できます。
変換の開始に使用されるオプションに関わらず、仮想マシンが作成されてもその仮想マ
シンの電源はオンになりません。変換が正常に完了したことを確認する目的で仮想マシ
ンの電源をオンにはしないでください。
変換プロセスの最後で、仮想マシンのスナップショットが作成されます。仮想マシンの電
源がオフの状態であれば、スナップショットは次のジョブが実行される前に削除されます。
仮想マシン上では、Backup Exec によって作成されたスナップショットが唯一のスナップ
ショットです。仮想マシンの使用を開始する場合は、手動でスナップショットを削除する必
要があります。
変換された仮想マシンのホストでエラーが発生した後、仮想マシンをオンラインにすると、
既存の変換ジョブはそのまま続行されますが失敗します。この場合は、新しい変換ジョブ
を作成する必要があります。
p.431 の 「仮想マシンへの変換のための必要条件」 を参照してください。
p.432 の 「仮想マシンへの変換を同時に実行するバックアップジョブの作成」 を参照して
ください。
p.433 の 「バックアップ後に仮想マシンへの変換を実行するバックアップジョブの作成」 を
参照してください。

仮想マシンへの変換のための必要条件
仮想マシンへの変換機能を使用する前に、次の必要条件を確認してください。
■

Hyper-V 環境での変換の場合
■

Backup Exec サーバーで Windows Server 2008 SP2 または R2 が必要です。

■

変換が送信される Hyper-V ホストに Agent for Windows がインストールされて
いる必要があります。

■

最大ディスクサイズは 2 TB です。

■

VMware 環境での変換の場合、VMware ESX 4.0 以上がサポートされます。

■

［バックアップ選択］ダイアログボックスの［参照］タブで、［Simplified Disaster
Recovery］オプションのステータスが［オン］になっている必要があります。

■

ベーシックディスクのみがサポートされます。ダイナミックディスクはサポートされませ
ん。
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■

Windows サーバーのみがサポートされます。

メモ: 仮想マシンへの変換には、Agent for VMware and Hyper-V は必要ありません。
p.429 の 「仮想マシンへの変換について」 を参照してください。

仮想マシンへの変換を同時に実行するバックアップジョ
ブの作成
この種類の変換では、バックアップと変換が同時に実行されます。
メモ: バックアップが失敗すると、変換も失敗します。しかし、変換が失敗した場合、バッ
クアップは続行されます。変換が失敗した場合は、ジョブは成功 (例外処理あり) とマーク
され、次の完全バックアップで変換プロセスが再度実行されます。
仮想マシンへの変換を同時に実行するバックアップジョブを作成する方法

1

［バックアップとリストア］タブで、バックアップと変換を行うデータを格納しているサー
バーを右クリックします。

2

［バックアップ］を選択し、使用するストレージデバイスの種類に応じて、［ディスクに
バックアップするのと同時に仮想マシンに変換］または［重複排除用ディスクストレー
ジにバックアップするのと同時に仮想マシンに変換する］を選択します。

3

次のいずれかを実行します。
バックアップの選択項目を変更する方法

<サーバー名> ボックスで［編集］をクリックし
て、バックアップする項目を選択します。

メモ: ［Simplified Disaster Recovery］オプ
ションのステータスは［オン］である必要があり
ます。
［OK］をクリックします。
バックアップオプションを変更する方法

［バックアップ］ボックスの［編集］をクリックし
て、必要に応じてバックアップオプションを変
更します。
［OK］をクリックします。

4

［Conversion to Virtual］ボックスの［編集］をクリックして、変換オプションを設定し
ます。
p.438 の 「仮想マシンの変換オプション」 を参照してください。

第 16 章 仮想化
バックアップ後に仮想マシンへの変換を実行するバックアップジョブの作成

5

［OK］をクリックします。

6

［バックアップジョブのプロパティ］ダイアログボックスで［OK］をクリックしてジョブを作
成します。

p.429 の 「仮想マシンへの変換について」 を参照してください。

バックアップ後に仮想マシンへの変換を実行するバック
アップジョブの作成
Backup Exec は、この種類の変換を、バックアップジョブの実行後に実行されるステージ
として設定します。バックアップジョブから作成されるバックアップセットが仮想マシンの作
成に使用されます。
バックアップ後に仮想マシンへの変換を実行するバックアップジョブを作成する方法

1

［バックアップとリストア］タブで、バックアップと変換を行うデータを格納しているサー
バーを右クリックします。

2

［バックアップ］を選択し、使用するストレージデバイスの種類に応じて、［ディスクに
バックアップしてから仮想マシンに変換］または［重複排除用ディスクストレージにバッ
クアップしてから仮想マシンに変換する］を選択します。

3

次のいずれかを実行します。
バックアップの選択項目を変更する方法

<サーバー名> ボックスで［編集］をクリックし
て、バックアップする項目を選択します。

メモ: ［Simplified Disaster Recovery］オプ
ションのステータスは［オン］である必要があり
ます。
［OK］をクリックします。
バックアップオプションを変更する方法

［バックアップ］ボックスの［編集］をクリックし
て、必要に応じてバックアップオプションを変
更します。
［OK］をクリックします。

4

［Conversion to Virtual］ボックスで［編集］をクリックします。

5

左側のペインで［スケジュール］を選択して、変換のスケジュールを設定します。
p.434 の 「仮想マシンへの変換ジョブのスケジュールオプション」 を参照してくださ
い。

6

ジョブの完了を受信者に通知する場合は、左側のペインで［通知］を選択します。
p.434 の 「仮想マシンへの変換ジョブの通知オプション」 を参照してください。

433

434

第 16 章 仮想化
バックアップ後に仮想マシンへの変換を実行するバックアップジョブの作成

7

変換のオプションを設定する場合は、左側のペインで［変換設定］を選択します。
p.438 の 「仮想マシンの変換オプション」 を参照してください。

8

［OK］をクリックして、選択した内容を保存します。

9

［バックアップジョブのプロパティ］ダイアログボックスで［OK］をクリックしてジョブを作
成します。

p.429 の 「仮想マシンへの変換について」 を参照してください。

仮想マシンへの変換ジョブのスケジュールオプション
バックアップジョブの実行後の仮想マシンへの変換では、次のスケジュールオプションが
表示されます。これらのオプションは、仮想マシンへの変換にデフォルトのスケジュール
オプションを設定した場合にも表示されます。
p.433 の 「バックアップ後に仮想マシンへの変換を実行するバックアップジョブの作成」 を
参照してください。
p.442 の 「仮想マシンへの変換のデフォルトオプションの設定」 を参照してください。
表 16-2

バックアップ後の仮想マシンへの変換でのスケジュールオプション

項目

説明

According to schedule

バックアップジョブの実行後、任意のタイミングで
変換が実行されるようにスケジュールできます。

ソース

スケジュールされた変換を開始するソースとし
て、すべてのバックアップまたは最新の完全バッ
クアップを選択できます。

スケジュール

スケジュールされた変換の頻度、開始日、オプ
ションを選択できます。

Convert to virtual immediately after source バックアップジョブが完了した直後に変換を開始
task completes
します。
保留にする

ジョブを保留状態でサブミットできます。

仮想マシンへの変換ジョブの通知オプション
バックアップジョブの実行後に仮想マシンへの変換を行うジョブには、次の通知オプショ
ンが表示されます。これらのオプションは、仮想マシンへの変換にデフォルトの通知オプ
ションを設定した場合にも表示されます。
p.433 の 「バックアップ後に仮想マシンへの変換を実行するバックアップジョブの作成」 を
参照してください。
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表 16-3

通知オプション

項目

説明

受信者名

個人およびグループの受信者の名前を示しま
す。

受信者の種類

［受信者］は個々の受信者、［グループ］はグルー
プの受信者を示します。

電子メール通知にジョブログを含める

Backup Exec で通知にジョブログのコピーを添
付できます。

受信者を管理

受信者の追加、編集、削除に使用できます。

プロパティ

選択した受信者のプロパティを表示または変更
することを許可します。

仮想マシンに変換するためのステージの追加
バックアップを仮想マシンに変換するステージをバックアップ定義に追加できます。仮想
マシンへの変換ジョブでは、［Simplified Disaster Recovery］オプションのステータスを
［オン］にする必要があります。ステータスをオンにすると、仮想化に必要なすべてのコン
ポーネントが選択されます。仮想マシンに変換するためのステージを追加するときに、
Backup Exec で必要なコンポーネントが自動的に選択されます。
仮想マシンに変換するためのステージを追加する方法

1

ジョブを作成するか、または既存のジョブを編集します。

2

［バックアップ］ボックスで［ステージの追加］をクリックします。

3

［仮想マシンに変換する］を選択して、バックアップジョブの完了後に変換が実行さ
れるように設定するか、または［Convert to Virtual Simultaneously With Backups］
を選択して、バックアップジョブと同時に変換を実行します。

4

［Conversion to Virtual］ボックスで［編集］をクリックします。

5

［仮想マシンに変換する］オプションを手順 3 で選択した場合は、［スケジュール］を
選択して変換のスケジュールを設定し、ジョブの完了を通知する場合には［通知］を
選択します。
p.434 の 「仮想マシンへの変換ジョブのスケジュールオプション」 を参照してくださ
い。
p.434 の 「仮想マシンへの変換ジョブの通知オプション」 を参照してください。

6

変換のオプションを設定する場合は、左側のペインで［変換設定］を選択します。
p.438 の 「仮想マシンの変換オプション」 を参照してください。
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7

［OK］をクリックして、選択した内容を保存します。

8

［バックアップジョブのプロパティ］ダイアログボックスでバックアップジョブのプロパ
ティを編集し、［OK］をクリックしてジョブを作成します。

p.429 の 「仮想マシンへの変換について」 を参照してください。

特定時点からの仮想マシンへの変換
特定時点からの仮想マシンへの変換は、Simplified Disaster Recovery オプションが有
効になっているバックアップジョブから既存のバックアップセットを変換します。Simplified
Disaster Recovery オプションは、バックアップジョブに含まれる仮想マシンの変換に対
してすべての重要なシステムコンポーネントを有効にします。
メモ: ［PIT から仮想マシンに変換する］オプションは、すべての重要なシステムコンポー
ネントを含む完全バックアップを少なくとも 1 回実行した後にのみ選択できます。
特定時点から仮想マシンに変換するオプションは、エラーが発生したサーバーの迅速な
リカバリが必要なディザスタリカバリ状況で役に立ちます。バックアップセットにはシステム
に必要なすべてのコンポーネントが含まれます。さらに、変換に含めるアプリケーション
データまたはユーザーデータを選択することもできます。
特定時点から仮想マシンに変換する方法

1

［バックアップとリストア］タブで、変換するバックアップセットを含むサーバーを選択
します。

2

［仮想化］グループで、［変換］をクリックして［PIT から仮想に変換］を選択します。

3

［オプション］ダイアログボックスの［選択した特定時点］ボックスで、［編集］をクリック
します。

4

変換に含める項目を選択し、［OK］をクリックします。
p.437 の 「特定時点からの変換オプション」 を参照してください。

5

［オプション］ダイアログボックスの［仮想への変換］ボックスで、［編集］をクリックしま
す。

6

左側のペインで、［スケジュール］を選択して変換のスケジュールを設定し、ジョブの
完了を受信者に通知する場合は［通知］を選択します。
p.434 の 「仮想マシンへの変換ジョブのスケジュールオプション」 を参照してくださ
い。
p.434 の 「仮想マシンへの変換ジョブの通知オプション」 を参照してください。

7

変換のオプションを設定する場合は、左側のペインで［変換設定］を選択します。
p.438 の 「仮想マシンの変換オプション」 を参照してください。
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8

［OK］をクリックして、選択した内容を保存します。

9

［オプション］ダイアログボックスで、［OK］をクリックします。

特定時点からの変換オプション
特定時点からの仮想マシンへの変換は、Simplified Disaster Recovery オプションが有
効になっているバックアップジョブから既存のバックアップセットを変換します。
p.436 の 「特定時点からの仮想マシンへの変換」 を参照してください。
表 16-4

特定時点からの変換オプション

項目

説明

特定時点

変換に使用する特定時点を選択できます。

名前

変換に含めるすべてのコンポーネントを選択で
きます。

完全なオンラインリストアに必要なコンポーネン
ト

Backup Exec で操作を完了するために必要な
コンポーネントを示します。これらのコンポーネン
トは選択解除できません。

アプリケーションデータまたはシステム以外の
ユーザーデータ

変換に含める追加データを選択できます。

特定時点での変換のスケジュールオプション
特定時点の仮想マシンに変換する場合、次のスケジュールオプションが表示されます。
p.436 の 「特定時点からの仮想マシンへの変換」 を参照してください。
表 16-5

特定時点の仮想マシンに変換するためのスケジュールオプション

項目

説明

ジョブの優先度

ジョブの優先度を設定できます。

今すぐに実行する

すぐにジョブを実行できます。

実行日

ジョブを実行する日時を選択できます。

保留にする

ジョブを保留状態でサブミットできます。
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仮想マシンの変換オプション
仮想マシンの変換のオプションは、Hyper-V と VMware のどちらの環境の変換を選択
するかによって異なります。
p.432 の 「仮想マシンへの変換を同時に実行するバックアップジョブの作成」 を参照して
ください。
p.433 の 「バックアップ後に仮想マシンへの変換を実行するバックアップジョブの作成」 を
参照してください。
VMware 環境用の仮想マシンの変換を選択すると、次のオプションが表示されます。
表 16-6

VMware の仮想マシンの変換オプション

項目

説明

変換対象

Hyper-V または VMware の変換を選択できま
す。

ESX/vCenter サーバー名

ESX サーバーまたは vCenter サーバーの IP ア
ドレスの名前を指定できます。IP アドレスの名前
を入力したら、サーバーの適切なログオンアカウ
ントを選択してから［選択］をクリックしてデータス
トアまたはデータストアクラスタを選択します。こ
れらの項目を選択したら、Backup Exec によっ
てサーバーの残りの情報が入力されます。

ログオンアカウント

ESX サーバーまたは vCenter サーバー用の適
切なログオンアカウントを選択できます。

データセンター

選択した ESX サーバーまたは vCenter サー
バーに関連付けられているデータセンターの名
前を示します。

データストアまたはデータストアクラスタ

選択した ESX サーバーまたは vCenter サー
バーに関連付けられているデータストアの名前
を示します。

ホストまたはクラスタ

選択した ESX サーバーまたは vCenter サー
バーに関連付けられているホストまたはクラスタ
の名前を示します。

仮想マシンフォルダ

選択した ESX サーバーまたは vCenter サー
バーに関連付けられている仮想マシンフォルダ
の名前を入力できます。

リソースプール

選択した ESX サーバーまたは vCenter サー
バーに関連付けられているリソースプールの名
前を入力できます。
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項目

説明

仮想マシン名

仮想マシンの名前を示します。この名前は、物
理コンピュータ名の前に「VM-」を追加して自動
的に生成されます。
たとえば、物理コンピュータ名が Server1 の場
合は、仮想マシンの名前は VM-Server1 になり
ます。

メモ: この名前は表示名で、実際のコンピュータ
名ではありません。
仮想マシンがすでに存在する場合は上書きする 同じ名前の仮想マシンがすでにある場合に、
Backup Exec が仮想マシンを上書きできるかど
うかを示します。
同じ名前の仮想マシンがすでに存在する場合
にこのオプションが選択されていないと、ジョブ
は失敗します。
VMware Tools の ISO イメージの完全パス

VMware Tools の ISO イメージの場所を示しま
す。
このパスにはデフォルトのクレデンシャルでアク
セスできます。ISOイメージは仮想マシンをブー
ト可能にするために必要です。
ネットワークディスクを使用する場合、ローカル
Backup Exec サーバーにマップしたドライブを
使用することをお勧めします。

サーバー設定

物理コンピュータの CPU 数と物理 RAM の容
量、対象の仮想マシンの数を示します。仮想マ
シンの数は変更が可能です。ただし、容量はホ
ストサーバー上の容量に制限されます。

ディスク設定

仮想マシンのディスクのプロパティを表示し、編
集できます。

ディスク設定を編集

リスト内の任意のディスクに対し、ディスクの種類
と仮想ディスク名を変更できます。また、各仮想
ディスクが送信されるデータストアも設定できま
す。
p.441 の 「ディスク設定の詳細」 を参照してくださ
い。

Hyper-V 環境用の仮想マシンの変換を選択すると、次のオプションが表示されます。
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表 16-7

Hyper-V の仮想マシンの変換オプション

項目

説明

変換対象

変換が Hyper-V 用か VMware 用かを示しま
す。

Hyper-V サーバー名

仮想マシンを作成する Hyper-V サーバーの名
前を示します。

宛先ドライブまたはパス

仮想ディスクが配置される物理コンピュータ上の
場所を示します。UNC パスを入力します。

ログオンアカウント

［Hyper-V サーバー］フィールドで選択された、
Hyper-V サーバーのログオンアカウントを示しま
す。

仮想マシン名

仮想マシンの名前を示します。この名前は
Backup Exec によって自動的に生成されます。
たとえば、物理コンピュータ名が
AccountingServer の場合は、仮想マシンの名
前は VM-AccountingServer になります。

仮想マシンがすでに存在する場合は上書きする 同じ名前の仮想マシンがすでにある場合に、
Backup Exec が仮想マシンを上書きできるかど
うかを示します。
同じ名前の仮想マシンがすでに存在する場合
にこのオプションが選択されていないと、ジョブ
は失敗します。
Hyper-V Integration Components ISO イメー Hyper-V Integration Components ISO イメー
ジの完全パス
ジの場所を示します。
ISOイメージは仮想マシンをブート可能にするた
めに必要です。

メモ: リモート共有には UNC パスを使用できま
せん。ただし、ドライブをリモート共有にマップす
ることはできます。
サーバー設定

物理コンピュータの CPU 数と物理 RAM の容
量、対象の仮想マシンの数を示します。仮想マ
シンの数は変更が可能です。ただし、容量はホ
ストサーバー上の容量に制限されます。

ディスク設定

仮想マシンのディスクのプロパティを表示し、編
集できます。
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項目

説明

ディスク設定を編集

リスト内の任意のディスクに対し、ディスクの種類
と仮想ディスク名を変更できます。
p.441 の 「ディスク設定の詳細」 を参照してくださ
い。

ディスク設定の詳細
ディスクの種類と仮想ディスク名を編集できます。
p.433 の 「バックアップ後に仮想マシンへの変換を実行するバックアップジョブの作成」 を
参照してください。
p.432 の 「仮想マシンへの変換を同時に実行するバックアップジョブの作成」 を参照して
ください。
p.438 の 「仮想マシンの変換オプション」 を参照してください。
表 16-8

ディスク設定の詳細

項目

説明

ディスク名

Disk 1 などのディスクの名前を示します。ブート
ディスクまたはシステムディスクは、常に Disk 0
としてリストに表示されます。

ディスクサイズ

ディスクの現在のサイズを示します。

コントローラ

IDE や SCSI などのディスクコントローラの種類
を示します。

ディスクの種類

ディスクの種類を示します。
VMware の場合はシンかファットのいずれかで
す。
Hyper-V の場合は固定サイズか動的拡張のい
ずれかです。
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項目

説明

仮想ディスク名

Backup Exec で仮想ディスク用に生成された名
前を示します。
Backup Exec では、物理コンピュータ名の最後
に下線文字 (_) と数字を追加したディスク名が自
動的に生成されます。たとえば、物理コンピュー
タ名が Server1 の場合は、ディスク名は
Server1_1、Server1_2 のようになります。ブー
トディスクまたはシステムディスクの名前の場合、
物理コンピュータ名に数字は追記されません。

仮想ディスクの場所

VMDK ファイル (VMware の場合) または VHD
ファイル (Hyper-V の場合) が配置されるデータ
ストアを示します。

仮想マシンへの変換ジョブの編集について
仮想マシンへの変換ジョブの作成後、［変換対象］フィールドは変更できません。たとえ
ば、Hyper-V 環境への変換を VMware 環境への変換に変更することはできません。た
だし、このジョブでの他の変換設定は変更できます。
p.429 の 「仮想マシンへの変換について」 を参照してください。

仮想マシンへの変換のデフォルトオプションの設定
仮想マシンジョブへのすべての変換のデフォルトオプションを設定できます。 ただし、個々
のジョブのデフォルトを変更することで、デフォルトオプションを変更できます。
仮想マシンへの変換のデフォルトオプションを設定する方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックし、［構成と設定］を選択します

2

［ジョブのデフォルト設定］を選択し、［仮想への変換］を選択します。

3

スケジュール、通知、変換のデフォルトオプションを設定してください。
p.434 の 「仮想マシンへの変換ジョブのスケジュールオプション」 を参照してくださ
い。
p.434 の 「仮想マシンへの変換ジョブの通知オプション」 を参照してください。
p.443 の 「仮想マシンへの変換のデフォルト変換設定」 を参照してください。

4

［OK］をクリックします。
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仮想マシンへの変換のデフォルト変換設定
次のデフォルトオプションは Hyper-V 環境で仮想マシンへ変換する場合に利用できま
す。
p.442 の 「仮想マシンへの変換のデフォルトオプションの設定」 を参照してください。
表 16-9

Hyper-V のデフォルトの変換オプション

項目

説明

変換対象

変換が Hyper-V 用か VMware 用かを示しま
す。

Hyper-V サーバー名

仮想マシンを作成する Hyper-V サーバーの名
前を示します。

宛先ドライブまたはパス

仮想ディスクが配置される物理コンピュータ上の
場所を示します。完全修飾パスを入力してくださ
い。

ログオンアカウント

［Hyper-V サーバー名］フィールドで選択され
た、Hyper-V サーバーのログオンアカウントを示
します。

仮想マシンがすでに存在する場合は上書きする 同じ名前の仮想マシンがすでにある場合に、
Backup Exec が仮想マシンを上書きできるかど
うかを示します。
このオプションが選択されていないと、ジョブは
失敗します。
Hyper-V Integration Components ISO イメー Hyper-V Integration Components ISO イメー
ジの完全パス
ジの場所を示します。
ISOイメージは仮想マシンをブート可能にするた
めに必要です。
リモート共有には UNC パスを使用できません。
ただし、ドライブをリモート共有にマップすること
はできます。

次のデフォルトオプションは VMware 環境で仮想マシンへ変換する場合に利用できま
す。
表 16-10

VMware のデフォルトの変換オプション

項目

説明

変換対象

変換が Hyper-V 用か VMware 用かを示しま
す。
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項目

説明

ESX/vCenter サーバー名

ESX サーバーまたは vCenter サーバーの IP ア
ドレスの名前を指定できます。IP アドレスの名前
を入力したら、サーバーの適切なログオンアカウ
ントを選択してから［選択］をクリックしてデータス
トアまたはデータストアクラスタを選択します。こ
れらの項目を選択したら、Backup Exec によっ
てサーバーの残りの情報が入力されます。

ログオンアカウント

ESX サーバーまたは vCenter サーバー用の適
切なログオンアカウントを選択できます。

仮想マシンがすでに存在する場合は上書きする 同じ名前の仮想マシンがすでにある場合に、
Backup Exec が仮想マシンを上書きできるかど
うかを示します。
このオプションが選択されていないと、ジョブは
失敗します。
VMware Tools の ISO イメージの完全パス

VMware Tools の ISO イメージの場所を示しま
す。
デフォルトのクレデンシャルでアクセスできるパ
スとする必要があります。ISOイメージは仮想マ
シンをブート可能にするために必要です。
ローカルの Backup Exec サーバーにマップした
ドライブの使用をお勧めします。

17
構成と設定
この章では以下の項目について説明しています。
■

Backup Exec の設定について

■

ジョブのデフォルト設定について

■

Backup Exec のグローバル設定について

■

ログオンアカウントについて

■

Backup Exec Services Manager について

■

監査ログについて

■

別の Backup Exec サーバーへの構成設定のコピー

■

サーバーのプロパティの表示について

Backup Exec の設定について
Backup Exec の初回の起動時には、デフォルトがすでに設定されています。現在の環境
の要件を満たすようにデフォルトを調整することができます。次の内容でデフォルト設定
を利用可能です。
■

ジョブ
p.446 の 「ジョブのデフォルト設定について」 を参照してください。

■

Backup Exec の設定
p.453 の 「Backup Exec のグローバル設定について」 を参照してください。

■

ログオンアカウント
p.488 の 「ログオンアカウントについて」 を参照してください。

■

アラートと通知
p.273 の 「アラートについて」 を参照してください。
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さらに、次の設定技法を活用してバックアップ操作の管理を強化できます。
■

Backup Exec Services Manager を使用するサービスの開始、停止またはスタート
アップオプションの設定
p.501 の 「Backup Exec Services Manager について」 を参照してください。

■

監査ログを使用した操作に関する情報の検討
p.506 の 「監査ログについて」 を参照してください。

■

1 つのサーバーからの別サーバーへの設定のコピー
p.509 の 「別の Backup Exec サーバーへの構成設定のコピー」 を参照してください。

■

サーバープロパティの確認
p.512 の 「サーバーのプロパティの表示について」 を参照してください。

ジョブのデフォルト設定について
Backup Exec の初回の起動時には、デフォルトがすでに設定されています。インストー
ル時に設定されたデフォルト設定のみでも、バックアップジョブおよびリストアジョブを安
全に実行できます。バックアップ戦略を確立し、ストレージデバイスを設定した後に、デ
フォルト設定を実際のニーズに応じてカスタマイズできます。デフォルト設定が適さない
場合には、個別のジョブでデフォルトを変更できます。
ジョブのデフォルトは、次の処理に対して設定できます。
■

バックアップジョブ
p.446 の 「バックアップジョブのデフォルト設定」 を参照してください。

■

リストアジョブ
p.225 の 「リストアジョブのデフォルト設定」 を参照してください。

■

スケジュール設定
p.447 の 「グローバルスケジュールオプションの設定」 を参照してください。

■

バックアップスケジュールから除外する日付
p.448 の 「バックアップスケジュールからの日付の除外について」 を参照してください。

■

バックアップから除外するコンテンツ
p.452 の 「すべてのバックアップからの選択項目の除外」 を参照してください。

バックアップジョブのデフォルト設定
Backup Exec では、バックアップジョブのデフォルト設定が事前に設定されています。バッ
クアップジョブのデフォルト設定は変更できます。新しいバックアップジョブを作成すると
きは、ユーザー設定のデフォルト設定が継承されます。バックアップジョブのデフォルト設
定は、ジョブの作成時に変更できます。バックアップジョブの設定には、ストレージ、セキュ
リティ、ファイルシステムオプションなどの設定があります。
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次の種類のバックアップジョブに固有のデフォルトを設定できます。
■

重複排除用ディスクストレージデバイスへのバックアップ

■

ディスクにバックアップする

■

テープにバックアップ

■

重複排除用ディスクストレージデバイスへの複製

■

テープに複製する

■

仮想への変換

メモ: 使用するシステムで設定されているバックアップの種類のみが Backup Exec で表
示されます。たとえば、テープドライブを使用していない場合、［テープにバックアップ］オ
プションはバックアップジョブの種類のリストに表示されません。
バックアップジョブのデフォルトの設定方法

1

［ Exec］ボタンをクリックして［構成と設定］を選択し、次に［バックアップジョブのデフォ
ルト］を選択します

2

デフォルトオプションを設定するバックアップの種類を選択します。

3

左側のペインで、デフォルトオプションを設定する対象を選択します。
p.179 の 「バックアップジョブの設定について」 を参照してください。

4

適切なオプションを選択します。

5

デフォルトオプションの設定が終了したら、［OK］をクリックします。

グローバルスケジュールオプションの設定
グローバルスケジュールオプションを設定できます。ルールベースのジョブ、またはすぐ
に実行するジョブを定期的なスケジュールジョブに変更するときは、グローバルスケジュー
ルオプションが適用されます。グローバル設定は、新しいスケジュールジョブを編集する
ときに変更できます。
p.446 の 「ジョブのデフォルト設定について」 を参照してください。
グローバルスケジュールオプションを設定する方法

1

［ Exec］ボタンをクリックして［構成と設定］を選択し、次に［バックアップジョブのデフォ
ルト］を選択します

2

［スケジュール］を選択します。
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3

適切なオプションを選択します。
p.448 の 「［グローバルスケジュール］オプション」 を参照してください。

4

［OK］をクリックします。

［グローバルスケジュール］オプション
［グローバルスケジュール］オプションをデフォルト設定として指定できます。Backup Exec
では、ルールベースのジョブまたはすぐに実行するジョブを反復ベースのスケジュール設
定されたジョブに変更すると必ず、グローバルスケジュールオプションが適用されます。
p.447 の 「グローバルスケジュールオプションの設定」 を参照してください。
表 17-1

［グローバルスケジュール］オプション

項目

説明

繰り返しパターン

ジョブが繰り返される頻度を設定できます。
ジョブは、時間単位、週単位、月単位、または年単位で実行する
ように選択できます。

開始

スケジュールが有効になる日付を指定します。

カレンダー

スケジュール設定されたカレンダー上のすべてのジョブを表示
し、競合するスケジュールがないかどうかを確認できます。

スケジュール済みジョブの保持 スケジュール設定された開始時間から最大何時間経過したらジョ
設定: x 時間保持後に再スケ
ブが無効とみなされ、再スケジュールされるかを指定します。
ジュール
スケジュールされた開始時刻 X スケジュール設定された開始時間から何時間実行中の状態が続
時間後もまだジョブが実行して いたらジョブをキャンセルするかを指定します。
いる場合は、ジョブをキャンセル
する

バックアップスケジュールからの日付の除外について
バックアップスケジュールから、休日や祝日などの特定の日付を除外することができます。
日付を除外すると、スケジュールされたバックアップはそれらの日付には実行されません。
除外された日付であっても、スケジュールによる実行ではない限り、バックアップジョブや
リストアジョブを実行できます。
Backup Exec で日付を除外するには、［除外する日付］ダイアログボックスで日付を選択
するか、入力します。.txt ファイルで除外する日付のリスト作成し、インポートすることもで
きます。除外する日付のリストを作成後、それらの日付が記載された新しい .txt ファイル
をエクスポートできます。.txt ファイルのエクスポートは、1 つの Backup Exec サーバー
から別の Backup Exec サーバーに除外する日付をコピーする場合に便利です。［バック
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アップカレンダー］オプションを使用してバックアップスケジュールから日付を除外するこ
ともできます。
p.449 の 「バックアップスケジュールから除外する日付の選択」 を参照してください。
p.450 の 「バックアップスケジュールから除外する日付リストのインポート」 を参照してくだ
さい。
p.450 の 「別のサーバーへの除外するバックアップ日付のエクスポート」 を参照してくださ
い。
p.451 の 「除外日のリストからの日付の削除」 を参照してください。
p.220 の 「バックアップカレンダーを使用したスケジュールからの日付の除外」 を参照して
ください。

バックアップスケジュールから除外する日付の選択
バックアップスケジュールから、休日や祝日などの特定の日付を除外することができます。
p.448 の 「バックアップスケジュールからの日付の除外について」 を参照してください。
バックアップスケジュールから除外する日付を選択する方法

1

［ Exec］ボタンをクリックして［構成と設定］を選択し、次に［バックアップジョブのデフォ
ルト］を選択します

2

［除外する日付］を選択します。
p.451 の 「除外日オプション」 を参照してください。

3

4

次のいずれかを実行します。
日付を手動で入力する方法

［選択する日付］フィールドにバックアップスケ
ジュールから除外する日付を入力してくださ
い。

カレンダーから日付を選択する方法

■

カレンダーアイコンをクリックします。

■

除外する日付を選択してください。

［追加］をクリックします。
メモ: 一度に追加できる日付は 1 日のみです。

5

日付の選択が終了したら、［OK］をクリックしてください。
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バックアップスケジュールから除外する日付リストのインポート
バックアップスケジュールから、休日や祝日などの特定の日付を除外することができます。
p.448 の 「バックアップスケジュールからの日付の除外について」 を参照してください。
バックアップスケジュールから除外する日付のリストを .txt ファイルで作成できます。その
後、その .txt ファイルを Backup Exec にインポートすることで、除外するすべての日付を
一度に追加できます。.txt ファイルは改行によって区切られるリストとしてフォーマットされ
ます。 ローカル形式または協定世界時の形式の日付を設定できます。
バックアップスケジュールから除外する日付リストのインポート方法

1

［ Exec］ボタンをクリックして［構成と設定］を選択し、次に［バックアップジョブのデフォ
ルト］を選択します

2

［除外する日付］を選択します。
p.451 の 「除外日オプション」 を参照してください。

3

［参照］をクリックします。

4

除外する日付を含む .txt ファイルを選択します。

5

［開く］をクリックします。

6

［インポート］をクリックします。

7

［OK］をクリックします。

別のサーバーへの除外するバックアップ日付のエクスポート
バックアップスケジュールから、休日や祝日などの特定の日付を除外することができます。
日付を除外すると、定例のスケジュール済みバックアップはそれらの日付には実行され
ません。 Backup Exec で除外する日付のリストを作成できます。
p.448 の 「バックアップスケジュールからの日付の除外について」 を参照してください。
.txt ファイルとして、除外する日付のリストをインポートまたはエクスポートできます。 これ
は、ある Backup Exec サーバーから別の Backup Exec サーバーに除外する日付をコ
ピーする場合に、役立つことがあります。
p.450 の 「バックアップスケジュールから除外する日付リストのインポート」 を参照してくだ
さい。
除外日のリストをエクスポートする方法

1

［ Exec］ボタンをクリックして［構成と設定］を選択し、次に［バックアップジョブのデフォ
ルト］を選択します

2

［除外する日付］を選択します。
p.451 の 「除外日オプション」 を参照してください。
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3

［エクスポート］をクリックします。

4

.txt ファイルを保存する場所を参照してください。

5

［保存］をクリックします。

除外日のリストからの日付の削除
バックアップスケジュールから除外する日付のリストを作成できます。 Backup Exec は、
バックアップスケジュールからの除外を選択した日付には、スケジュール済みバックアッ
プジョブを実行しません。後で、バックアップスケジュールから日付を除外したくない場合
は、リストから日付を削除できます。
p.448 の 「バックアップスケジュールからの日付の除外について」 を参照してください。
除外日リストからの日付を削除する方法

1

［ Exec］ボタンをクリックして［構成と設定］を選択し、次に［バックアップジョブのデフォ
ルト］を選択します

2

［除外する日付］を選択します。
p.451 の 「除外日オプション」 を参照してください。

3

削除する日付をリストから選択します。

4

［削除］をクリックします。

除外日オプション
バックアップスケジュールから、休日や祝日などの特定の日付を除外することができます。
p.449 の 「バックアップスケジュールから除外する日付の選択」 を参照してください。
p.450 の 「バックアップスケジュールから除外する日付リストのインポート」 を参照してくだ
さい。
p.450 の 「別のサーバーへの除外するバックアップ日付のエクスポート」 を参照してくださ
い。
p.451 の 「除外日のリストからの日付の削除」 を参照してください。
表 17-2

除外日オプション

項目

説明

ファイル

Backup Exec にインポートする .txt ファイルの名前を表示しま
す。

参照

インポートする .txt ファイルを選択できます。
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項目

説明

インポート

選択した .txt ファイルから Backup Exec に日付をインポートしま
す。
.txt ファイルからの日付が正常にインポートされると、［除外する
日付］フィールドに .txt ファイルからの日付が表示されます。

**Select Date**

カレンダーから日付を選択できます。
カレンダーを使用して一度に 1 日だけ選択できます。

追加

カレンダーから、バックアップスケジュールから除外する日付のリ
ストに、選択した日付を追加します。

除外する日付

Backup Exec がバックアップスケジュールから除外する日付をリ
ストします。

削除

日付のリストから日付を削除できます。

エクスポート

バックアップスケジュールから除外するために選択した日付をリ
ストする .txt ファイルをエクスポートします。
日付のリストをすばやく再作成するために、別の Backup Exec
サーバーに .txt ファイルをインポートできます。

すべてのバックアップからの選択項目の除外
Backup Exec を使用して、バックアップジョブから除外する特定のファイル、またはファイ
ルの種類を選択できます。バックアップジョブを作成するときに、除外項目を指定できま
す。または、作成するすべてのバックアップジョブに適用されるグローバルな除外を作成
することもできます。特定のジョブのグローバルな除外を変更する場合は、ジョブの作成
時に除外対象の選択項目を削除できます。
p.446 の 「バックアップジョブのデフォルト設定」 を参照してください。
バックアップから選択項目をグローバルに除外する方法

1

［ Exec］ボタンをクリックして［構成と設定］を選択し、次に［バックアップジョブのデフォ
ルト］を選択します

2

［エクスクルードの選択］を選択します。

3

［挿入］をクリックします。

4

必要なオプションを設定します。
p.204 の 「除外ファイルとフォルダオプション」 を参照してください。

5

［OK］をクリックします。

6

［OK］をクリックします。
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グローバルな除外選択項目オプション
すべてのバックアップからグローバルに除外するデータの種類または特定のファイルを
選択できます。
p.452 の 「すべてのバックアップからの選択項目の除外」 を参照してください。
表 17-3

グローバルな除外選択項目オプション

項目

説明

グローバルに除外された選択項 すべてのバックアップからグローバルに除外されるファイルを一
目
覧表示します。
挿入

すべてのバックアップから除外するファイルを追加できます。
p.204 の 「除外ファイルとフォルダオプション」 を参照してください。

修正

グローバルに除外された選択項目のリストを編集できます。
p.204 の 「除外ファイルとフォルダオプション」 を参照してください。

削除

グローバルに除外された選択項目のリストからファイルを削除で
きます。

Backup Exec のグローバル設定について
Backup Exec で次のことに対するグローバル設定を設定できます。
表 17-4

Backup Exec の設定

項目

説明

ユーザー設定

Backup Exec が各種画面、インジケータおよびアラートを表示す
る際の表示方法を設定できます。
p.455 の 「デフォルトのユーザー設定の変更」 を参照してくださ
い。

ジョブ状態およびリカバリ

サービスが応答なしになったときに、Backup Exec が応答する方
法を設定できます。
p.272 の 「［ジョブ状態とリカバリ］のオプションの設定」 を参照して
ください。
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項目

説明

ジョブログ

ジョブログ設定を設定できます。
どんな情報がログ、ファイル名、電子メールの設定およびログが
保存されるディレクトリに含まれるか設定できます。
p.263 の 「ジョブログのデフォルトオプションの設定」 を参照してく
ださい。

カタログ

カタログ設定を設定できます。
p.236 の 「カタログのグローバルオプションの編集」 を参照してく
ださい。

データベースの保守

Backup Exec がデータベースを保守する方法を設定できます。
Backup Exec が古いデータを削除することを許可し、データベー
スの内容を保存し、データベースのサイズを最適化することを選
択できます。
p.457 の 「データベースの保守オプションの変更」 を参照してくだ
さい。

レポート

Backup Exec でレポートが表示される方法を設定できます。
p.575 の 「レポートのアプリケーション設定の編集」 を参照してく
ださい。

バックアップデータの検出

Backup Exec がバックアップ済みでないデータを検出する方法
を設定できます。
p.459 の 「バックアップするデータを検出するための Backup Exec
の設定」 を参照してください。

LiveUpdate

LiveUpdate が更新を調べ、更新を Backup Exec に適用する方
法を設定できます。
p.115 の 「LiveUpdate のアプリケーション設定」 を参照してくださ
い。

ネットワークおよびセキュリティ

ネットワークおよびセキュリティ設定を設定できます。
使用するネットワークポートを選択して、バックアップを暗号化す
るかどうかを選択できます。 また Symantec ThreatCon のレポー
トシステムと連携するように Backup Exec を設定できます。
p.460 の 「ネットワークとセキュリティのオプションの変更」 を参照
してください。

Simplified Disaster Recovery ディザスタリカバリ設定を設定できます。
p.699 の 「ディザスタリカバリ情報ファイルのデフォルトパスの変
更」 を参照してください。
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項目

説明

ストレージ

テープ、ディスク、ディスクカートリッジのデバイスの設定を設定で
きます。
p.405 の 「ストレージのためのグローバル設定の編集」 を参照して
ください。

Granular Recovery
Technology

Granular Recovery Technology (GRT) オプションを設定でき
ます。
GRT によって、バックアップセットから個々の項目をリストアでき
ます。個々の項目をリストアするには、バックアップジョブを作成
するときに GRT を有効にする必要があります。
p.472 の 「デフォルトの Granular Recovery Technology (GRT)
オプションの設定」 を参照してください。

Oracle

Oracle サーバーを設定できます。
p.887 の 「Oracle ジョブの設定オプション」 を参照してください。

DBA 開始ジョブの設定

DBA 開始ジョブを設定できます。
p.473 の 「DBA 開始ジョブテンプレートについて」 を参照してくだ
さい。

デフォルトのユーザー設定の変更
Backup Exec が各種画面、インジケータおよびアラートを表示する際の表示方法の設定
を変更できます。
デフォルトのユーザー設定を変更する方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックし、［構成と設定］、［Backup Exec の設定］の順に選
択します。

2

左ペインで、［ユーザー設定］を選択します。

3

適切なオプションを選択します。
p.455 の 「Backup Exec のユーザー設定のオプション」 を参照してください。

4

［OK］をクリックします。

Backup Exec のユーザー設定のオプション
Backup Exec が各種画面、インジケータおよびアラートを表示する際の表示方法の設定
を変更できます。
p.455 の 「デフォルトのユーザー設定の変更」 を参照してください。
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表 17-5

Backup Exec のユーザー設定のオプション

項目

説明

起動時にスプラッシュスクリーン Backup Exec を開始するときスプラッシュスクリーンを表示しま
を表示する
す。このオプションの選択を解除すると、起動時に Backup Exec
管理コンソールが最初に表示されます。
新規アラートを自動表示する

アラートが自動的に管理コンソールの下部でポップアップウィン
ドウで 20 秒現われることを可能にします。 ポップアップウィンドウ
から、アラートの詳細を表示し、アラートに応答することを可能に
する詳細オプションを選択できます。

バックアップジョブの完了パー
センテージと残り時間を表示す
る(ストレージをプリスキャンする
ため、さらに時間がかかります)

バックアップジョブの実行中に完了した処理のパーセンテージと
インジケータを表示します。これらのインジケータは［ジョブのアク
ティビティ］ダイアログボックスに表示され、実行中のジョブの進行
状況を監視できます。このオプションを選択した場合は、バック
アップ元のスキャンを行ってバックアップするデータ量を判断す
る必要があるため、バックアップ完了までの時間がやや長くなりま
す。
バックアップ元のスキャンに時間がかかるため、リモートリソースの
バックアップ時にはこのオプションを選択しないでください。

Backup Exec に匿名使用情報 Symantec Backup Exec 製品向上プログラムに加わることを可
の報告を許可する (シマンテッ 能にします。
ク社に個人識別情報は返され
Backup Exec の一般的な使用状況と統計情報が定期的に収集
ません)。
され、シマンテック社に匿名で送られます。シマンテック社は
Backup Exec の顧客満足度の向上に役立てるためにこの情報
を使います。

メモ: シマンテック社は、使用状況と統計情報は収集しますが、
特定のユーザー情報は収集しません。
保守契約の更新を事前通知す インストールされている Backup Exec 機能の保守契約の更新の
るアラートをこの日に送信する 事前通知を受信する日付を選択できます。
シマンテック社はインストールされている Backup Exec 製品の保
守契約を最新の状態に保つことを推奨します。保守契約は最新
のアップグレードとテクニカルサポートへのアクセスを保証します。
保守契約が期限切れになれば、テクニカルサポートへの資格も
期限切れになり、アップグレードは自動的に送信されなくなりま
す。
再び有効にする

無効にしたメッセージを有効にします。
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データベースの保守について
データベースの保守オプションは、Backup Exec のデータベース管理に使えます。デー
タベースの保守は、データベースごとに個別に実行されます。 Backup Exec データベー
スには、設定したファイルとデータに関する記録が保持されています。
［データベースの保守］機能を使って、次のような操作を行うことができます。
■

データベースのサイズを最適化する。

■

不要になったデータを削除する。

■

データベースファイルの内容を保存する。

■

データベースの一貫性チェックを実行する。

データベースの保守を実行するたびに、Backup Exec で開始時点と終了時点に情報ア
ラートが作成されます。アラートには、各データベースで実行された保守の種類、保守に
要した時間に関する詳細情報が記録されます。データベースの保守プロセスが失敗した
場合、アラートには失敗した位置とその原因が示されます。
p.457 の 「データベースの保守オプションの変更」 を参照してください。

データベースの保守オプションの変更
データベースの保守オプションは、Backup Exec のデータベース管理に使えます。デー
タベースの保守は、データベースごとに個別に実行されます。 Backup Exec データベー
スには、テンプレートやカタログなどの設定やファイルに関する記録が保持されています。
オプションをすべて選択する必要はありませんが、いずれもデータベースの保護と管理
に必要な作業です。データベースの迅速なリカバリと、最大のパフォーマンスを得るため
に、すべてのオプションを選択してください。
p.457 の 「データベースの保守について」 を参照してください。
データベースの保守を設定する方法

1

Backup Exec ボタンをクリックし、［構成と設定］を選択し、次にBackup Exec Settings
を選択してください。

2

左ペインで、［データベースの保守］をクリックします。

3

適切なオプションを選択します。
p.457 の 「データベースの保守オプション」 を参照してください。

4

［OK］をクリックします。

データベースの保守オプション
領域とパフォーマンスを最適化するため、Backup Exec データベースを管理できます。
p.457 の 「データベースの保守オプションの変更」 を参照してください。
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表 17-6

データベースの保守オプション

項目

説明

Backup Exec データベースの
保守を実行する

データベースの保守プロセスを有効にします。

前回の保守実行日

前回データベースの保守を実行した日時を示します。

データベースの保守を毎日実
行する時刻

データベースの保守を実行する時間を示します。

古いデータを削除する

指定日数の経過後に、期限の切れたジョブの概略、ジョブログ、
アラート履歴またはレポートを Backup Exec データベースから削
除します。

すべての保守作業が毎日 1 回、指定時刻に実行されます。

上書き禁止期間を経過していな 上書き禁止期間が現在割り当てられているメディアのすべての
いメディアでデータのジョブ履 ジョブ履歴データを保持します。
歴を保持する
メディアの上書き禁止期間が期限切れになると、メディアのジョブ
履歴データを削除することができます。
ジョブ履歴を保持する日数

データベースにジョブ履歴を保持する日数を示します。
ジョブ履歴には、ジョブの統計情報の概略と、ジョブに使用したメ
ディア、デバイスおよびバックアップセットの詳細が記録されてい
ます。

ジョブログ

データベースにジョブログを保持する日数を示します。
ジョブログには、ジョブについての詳細な情報が記録されていま
す。

アラート履歴

データベースにアラート履歴を保持する日数を示します。
アラート履歴には、アラートのプロパティと応答情報が記録されて
います。

レポート

データベースにレポートを保持する日数を示します。
レポートデータには、生成したレポートジョブについてのプロパ
ティ情報が含まれています。レポート自体は削除されません。

監査ログ

データベースに監査ログを保持する日数を示します。
監査ログは Backup Exec で実行される操作についての情報を
含んでいます。
p.506 の 「監査ログについて」 を参照してください。
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項目

説明

データベースの一貫性チェック データベースのデータの論理的または物理的な一貫性を調べま
を実行する
す。
デフォルトでは、このオプションにチェックマークは付いていませ
ん。Backup Exec の使用頻度が最も低い時刻に、一貫性チェッ
クを定期的に実行することが推奨されます。
データベースを Backup Exec データベースバックアップファイル (BEDB.bak) をバックアップで
のデータディレクトリにバックアッ きるように Backup Exec のデータディレクトリにデータベースに含
プする
まれているデータを配置します。
バックアップファイルは次回のデータベースの保守が実行される
までデータディレクトリに保存され、保守プロセスごとに上書きさ
れます。障害発生時にデータベースをリカバリするためには、こ
のオプションを選択しておく必要があります。
データベースのサイズを最適化 断片化したページを構成しなおして、物理データベースの量を
する
実際に使用されているサイズから 10 % 以上減少させます。

バックアップするデータを検出するための Backup Exec の設定
Backup Exec の［バックアップするデータの検出］オプションは、Windows または Active
Directory ドメイン内の新しいバックアップコンテンツを検出します。このオプションによっ
て、新しいサーバーボリューム、データベース、アプリケーションデータを検索するジョブ
を設定できます。
p.527 の 「バックアップするデータの検出について」 を参照してください。
バックアップするデータを検出するように Backup Exec を設定する方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックして［構成と設定］ を選択し、次に［Backup Exec の
設定］をクリックします。

2

左ペインで、［バックアップするデータを検出］を選択します。

3

適切なオプションを選択します。
p.459 の 「バックアップするデータの検出オプション」 を参照してください。

4

［OK］をクリックします。

バックアップするデータの検出オプション
バックアップが必要なデータを Backup Exec で検出するように設定できます。
p.459 の 「バックアップするデータを検出するための Backup Exec の設定」 を参照してく
ださい。
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表 17-7

バックアップするデータを検出 オプション

項目

説明

Discover servers that have
data that has not been
backed up

バックアップが必要なデータの検出を有効にします。

実行頻度

バックアップの必要があるデータを Backup Exec で検索する頻
度を決定します。

このオプションを選択すると、バックアップされていないデータの
ネットワークが自動的に調べられます。

バックアップが必要なデータの検索を毎日、毎週、毎月のいずれ
かで実行するように選択できます。
間隔

バックアップの必要があるデータを Backup Exec で検索する間
隔を決定します。
選択した頻度に基づいて異なった間隔を選択できます。

次の時間内にデータ検出が完 データ検出処理が終了していない場合に、何時間でキャンセル
了しない場合はキャンセルする するかを決定します。
データ検出処理をキャンセルして、システムリソースに影響が及
ぶのを防ぎます。

ネットワークとセキュリティのオプションの変更
Backup Exec とネットワーク設定およびセキュリティの連携方法を設定できます。 ネット
ワークとセキュリティのオプションは Backup Exec のすべてのジョブに影響するグローバ
ルオプションです。
ネットワークとセキュリティのオプションを編集する方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックし、［構成と設定］、［Backup Exec の設定］の順に選
択します。

2

左ペインで、［ネットワークとセキュリティ］を選択します。

3

適切なオプションを選択します。
p.460 の 「ネットワークとセキュリティのオプション」 を参照してください。

4

［OK］をクリックします。

ネットワークとセキュリティのオプション
Backup Exec のグローバルネットワークとセキュリティのオプションを設定できます。
p.460 の 「ネットワークとセキュリティのオプションの変更」 を参照してください。
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表 17-8

ネットワークとセキュリティのオプション

項目

説明

ネットワークインターフェース

このバックアップジョブに使用するデフォルトのネットワークに
Backup Exec サーバーを接続する、ネットワークインターフェー
スカードの名前を指定します。リストには、Backup Exec サーバー
で利用可能なネットワークインターフェースがすべて表示されま
す。

プロトコル

このバックアップジョブに使用するプロトコルを指定します。
オプションは次のとおりです。
■

利用可能なプロトコルを使用する

■

IPv4

■

IPv6

サブネット

ネットワークインターフェースカードが所属しているサブネットを識
別する 32 ビットの数値が表示されます。

このネットワークインターフェー
ス、サブネットまたはプロトコル
をバインドできない Backup
Exec Agent には利用可能な任
意のネットワークインターフェー
ス、サブネットまたはプロトコル
を使用する

バックアップまたはリストア用に選択したリモートシステムが指定し
たバックアップネットワークに含まれていない場合、Backup Exec
で利用可能なネットワークが使用されるようにします。

インターフェースの詳細

バックアップネットワークとして選択したインターフェースのメディ
アアクセス制御 (MAC) アドレス、アダプタの種類、説明、IP アド
レス、サブネット接頭辞が表示されます。

指定したバックアップネットワークにリモートシステムが含まれてい
ない場合にこのオプションを選択していなければ、ジョブは失敗
します。Backup Exec はリモートシステムからデータにアクセスで
きません。

ユーザー共有からバックアップ ジョブにユーザー定義共有を含めることができます。
する
このオプションを選択しなければ、ジョブを作成するときにユー
ザー定義共有を選択できません。
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項目

説明

Remote Agent との通信に使用 Backup Exec エージェントで通信用のポートの範囲を使用でき
する TCP 動的ポートの範囲
るようにします。
(Remote Agent 側)
ポートの範囲を入力します。Backup Exec は最初に使用しようと
したポートが使用できない場合は、範囲内の別のポートの使用が
試行されます。範囲内のポートがすべて使用できない場合は、
利用可能な動的ポートを探して使用します。デフォルトのポート
の範囲は 1025 から 65535 です。 ファイアウォールと一緒に
Backup Exec を使用している場合は、シマンテック社はリモート
システムに割り当てられた 25 の範囲のポートを使用することを推
薦します。
p.462 の 「ファイアウォール環境での Backup Exec の使用につい
て」 を参照してください。
カスタムポートを使用して
Backup Exec が DBA 開始操作および Backup Exec サーバー
Oracle サーバーからの操作要 開始操作の両方で Backup Exec サーバーとリモートコンピュー
求を受信する
タ間の通信に使うポートを指定します。 デフォルトでは、Backup
Exec はポート 5633 を使用します。
リモート Windows または Linux コンピュータのポート番号を変
更する場合は、Backup Exec サーバーのポート番号も変更する
必要があります。 その後、Backup Exec サーバー上の Backup
Exec Job Engine サービスを再起動してください。
p.888 の 「Oracle インスタンス情報の変更について 」 を参照して
ください。
FIPS 140-2 準拠のソフトウェア FIPS 140-2標準に準拠するソフトウェア暗号化を有効にします。
暗号化を使用する
このオプションを選択する場合は、256 ビット AES の暗号化キー
を使わなければなりません。 このオプションは Windows コン
ピュータでのみ利用できます。
この変更を有効にするには、Backup Exec サービスを停止して
再起動する必要があります。
キーの管理

新しい暗号化キーの作成または既存の暗号化キーの管理を行う
ことができます。

ファイアウォール環境での Backup Exec の使用について
ファイアウォール環境で Backup Exec を使用すると、次のようなメリットがあります。
■

バックアップネットワーク接続で使用するポートの数が最小限に抑えられます。

■

Backup Exec サーバーとリモートシステムで開いているポートは動的に割り当てられ、
参照、バックアップ、リストア操作で柔軟な使い方ができます。
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■

特定のファイアウォールのポート範囲を設定し、これらの範囲内のバックアップとリスト
アのネットワークを指定できます。特定の範囲を使うことで、データトラフィックを分離
できるため、高レベルの信頼性が得られます。

メモ: リモートバックアップまたはリストアを実行するには、 Agent for Windows が必要で
す。
ファイアウォールは、ファイアウォール環境の外にある Backup Exec サーバーとリモート
システム間のシステム通信に影響を及ぼします。Backup Exec を設定するときファイア
ウォールのための特別なポートの必要条件を考慮する必要があります。
シマンテック社は、ポート 10000 を開き、Backup Exec サーバーとリモートシステムで利
用可能にしておくことを推奨します。さらに、Backup Exec サーバーと Backup Exec エー
ジェント間の通信用に Backup Exec で使用する動的ポート範囲を空けておく必要があり
ます。
p.465 の 「Backup Exec のポート」 を参照してください。
Backup Exec サーバーがリモートシステムに接続するとき、ポート 10000 が最初に使用
されます。エージェントはこの事前定義済みのポートで接続を応答準備します。Backup
Exec サーバーは利用可能なポートにバインドされますが、エージェントへの追加の接続
は利用可能なポートで開始されます。
データをバックアップするとき、エージェントがインストールされるコンピュータに最大 2 つ
のポートが必要な場合があります。同時ジョブをサポートするには、必要な同時操作の数
をサポートするのに十分に大きいポート範囲を許可するようにファイアウォールを設定す
る必要があります。
競合があれば、%systemroot%¥System32¥drivers¥etc¥services ファイルを修正する
ことによって、デフォルトポートを代替ポート番号に変更できます。「メモ帳」などのテキス
トエディタを使用して、NDMP エントリを修正するか、新しいポート番号を使用して NDMP
エントリを追加することができます。エントリは次のような形式にする必要があります。
ndmp

100000/tcp

#Network Data Management Protocol

メモ: デフォルトポートを変更する場合は、ファイアウォールを通してバックアップするすべ
てのリモートシステムと Backup Exec サーバーで変更する必要があります。
TCP 動的ポート範囲を設定するときは、リモートコンピュータには割り当て済みポートの
範囲を 25 にすることをお勧めします。リモートコンピュータに必要なポートの数は、保護
するデバイスの数と使用するテープデバイスの数によって決まります。最大レベルのパ
フォーマンスを維持するには、これらのポート範囲を増やす必要があります。
範囲を指定しないと、Backup Exec は利用可能な全範囲の動的ポートを使用します。
ファイアウォールを通してリモートバックアップを実行するときには、［ネットワークとセキュ
リティ］設定ダイアログで特定の範囲を選択する必要があります。
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p.460 の 「ネットワークとセキュリティのオプションの変更」 を参照してください。
p.466 の 「Backup Exec の応答準備ポート」 を参照してください。

ファイアウォールを通したシステムの参照
大部分のファイアウォールでは、Microsoft Windows のネットワークツリーにリモートシ
ステムを表示できないため、Backup Exec でこれらのリモートシステムを選択するための
追加の手順が必要になります。
p.462 の 「ファイアウォール環境での Backup Exec の使用について」 を参照してください。
ファイアウォールを通してシステムを参照する方法

1

Backup Exec ボタンをクリックし、［構成と設定］を選択し、次にBackup Exec Settings
を選択してください。

2

左ペインで、［ネットワークとセキュリティ］を選択します。

3

ポートの動的範囲を Backup Exec サーバーと Backup Exec エージェント用に設定
しているかどうか、また、これらのポート範囲と (Backup Exec サーバーから Backup
Exec エージェントへの最初の接続に使用される) ポート 10000 を使用できるように
ファイアウォールを設定しているかどうかを確認します。
バックアップ選択ツリーで Windows システムを参照するには、ポート 6101 を使用
できる必要があります。

4

［OK］をクリックします。

ファイアウォールで保護された SQL インスタンスの有効化につい
て
ファイアウォールで保護された SQL インスタンスに接続する場合は、SQL インスタンスの
通信を有効にする必要があります。SQL インスタンスの通信を有効にするには、SQL ポー
トを静的にして、Windows ファイアウォールを設定する必要があります。
デフォルトでは、Backup Exec SQL インスタンスは、動的ポートを使用するように設定さ
れています。SQL Server を起動するたびに、ポート番号は変わります。
p.994 の 「CASO の SQL Express インスタンスの動的ポートの静的ポートへの変更」 を参
照してください。
p.996 の 「SQL 2005 または 2008 インスタンス用の CASO の SQL ポートの開放」 を参照
してください。
SQL インスタンスへの通信を許可するように Windows ファイアウォールを設定する必要
もあります。システム構成によっては、Windows ファイアウォールの設定方法が複数ある
場合があります。sqlsvr.exe および sqlbrowser.exe を Windows ファイアウォールの例
外リストに追加したり、Windows ファイアウォールに TCP アクセス用のポートを開いたり
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することができます。詳細情報またはネットワークに最適な設定を判別する方法について
は、Microsoft のサポート技術情報を参照してください。

Backup Exec のポート
ファイアウォールを使用する場合、Backup Exec には特別なポートの必要条件があるこ
とがあります。ファイアウォールは、場合によっては、ファイアウォール環境の外にある
Backup Exec サーバーとリモートシステム間のシステム通信に影響を及ぼします。
p.462 の 「ファイアウォール環境での Backup Exec の使用について」 を参照してください。
次の表で、Backup Exec およびそのエージェントとオプションによって使用されるポート
について詳しく説明します。
表 17-9

Backup Exec のポート

サービスまたはプロセス

ポート

ポートの種類

Backup Exec Agent Browser 6101
(プロセス = benetns.exe)

TCP

Backup Exec Agent for
Windows (プロセス =
beremote.exe)

TCP

10000

Backup Exec サーバー (プロセ 3527, 6106
ス = beserver.exe)

TCP

MSSQL$BKUPEXEC (プロセス 1125
= sqlservr.exe)
1434 (ms-sql-m)

TCP
UDP

Agent for Oracle on Windows ランダムポート (他で設定されて
or Linux Servers
いない場合)
Agent for Linux

デフォルトで使用される NDMP TCP
ポート
10000

Backup Exec 重複排除用エン 10082
ジン (プロセス = spoold.exe)

TCP

Backup Exec 重複排除用マ
10102
ネージャ (プロセス = spad.exe)

TCP

Kerberos

88

UDP

NetBIOS

135

TCP、UDP

NetBIOS ネームサービス

137

UDP
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サービスまたはプロセス

ポート

ポートの種類

NetBIOS データグラムサービス 138

UDP

NetBIOS セッションサービス

139

TCP

NetBIOS

445

TCP

DCOM または RPC

3106

TCP

Agent for Windows

6103

TCP

プッシュインストール
103x
(beserver.exe の一部である
CASO のメッセージキュー内の
競合をチェックする)

TCP

プッシュインストール

441

TCP

SMTP 電子メール通知

25 (Backup Exec サーバーか
らのアウトバウンドポート)

TCP

SNMP

162 (Backup Exec サーバーか TCP
らのアウトバウンドポート)

Backup Exec の応答準備ポート
ファイアウォールを使用する場合、Backup Exec には特別なポートの必要条件があるこ
とがあります。ファイアウォールは、場合によっては、ファイアウォール環境の外にある
Backup Exec サーバーとリモートシステム間のシステム通信に影響を及ぼします。
p.462 の 「ファイアウォール環境での Backup Exec の使用について」 を参照してください。
操作が行われていない場合、Backup Exec では、他のサービスおよびエージェントから
の着信用のポートで監視が行われます。Backup Exec では、最初に、静的な応答準備
ポートを使用して操作が開始され、エージェントとの通信が行われます。その後、エージェ
ントと Backup Exec サーバーによって動的ポートが使用され、データの受け渡しが行わ
れます。
Backup Exec では次の応答準備ポートが使用されます。
表 17-10

Backup Exec の応答準備ポート

サービス

ポート

ポートの種類

Backup Exec Agent Browser 6101
(benetns.exe)

TCP

Backup Exec Agent for
Windows (beremote.exe)

TCP

10000
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サービス

ポート

ポートの種類

Backup Exec サーバー
(beserver.exe)

3527, 6106

TCP

MSSQL$BKUPEXEC
(sqlsevr.exe)

1125

TCP

1434

UDP

Agent for Linux (RALUS)

10000

TCP

Oracle の DBA 開始バックアッ 5633
プ

TCP

暗号化キーの管理について
作成された暗号化キーは、ログオンしているユーザーのセキュリティ ID に基づいて、識
別子によってマークされます。キーを作成したユーザーが、キーの所有者になります。
Backup Exec では、キーは Backup Exec データベースに格納されます。 ただし、キー
のパスフレーズは格納されません。 各キーの所有者は、キーのパスフレーズを覚えてお
く必要があります。
キーを保護するには、次の作業を行うことをお勧めします。
■

パスフレーズを紙に記録する。 暗号化されたバックアップセットとは物理的に異なる
安全な場所に、パスフレーズを保管します。

■

Backup Exec データベースをバックアップする。 データベースには、キーの記録が
保持されています。

注意: Backup Exec データベースのバックアップを作成していない場合、およびパスフ
レーズを覚えていない場合は、暗号化されたメディアからデータをリストアすることはでき
ません。 このような場合は、シマンテック社が暗号化されたデータをリストアすることもでき
ません。
Backup Exec サーバーで作成されたキーは、その Backup Exec サーバー固有のキー
です。Backup Exec サーバー間でキーを移動することはできません。ただし、既存のパ
スフレーズを使用して、別の Backup Exec サーバー上で新しいキーを作成することはで
きます。同じパスフレーズは、常に同じキーを生成します。 また、誤ってキーを削除した
場合、パスフレーズを使用して再作成することができます。
Backup Exec サーバー上の Backup Exec データベースが破損し、新しいデータベース
と交換した場合、元のデータベースに格納されていたすべての暗号化キーを手動で再
作成する必要があります。
データベースを別の Backup Exec サーバーに移動した場合、新しい Backup Exec サー
バーが次の条件を満たす限り暗号化キーは有効です。
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■

元の Backup Exec サーバーと同じユーザーアカウントが存在する。

■

元の Backup Exec サーバーと同じドメインに属する。

p.543 の 「パスフレーズの暗号化について」 を参照してください。
p.471 の 「暗号化キーの削除について」 を参照してください。

［暗号化キー管理］オプション
［暗号化キー管理］ダイアログボックスで、いくつかのキー管理タスクを実行することがで
きます。
p.468 の 「暗号化キーの作成」 を参照してください。
p.470 の 「暗号化キーの置換」 を参照してください。
p.471 の 「暗号化キーの削除」 を参照してください。
表 17-11

［暗号化キー管理］オプション

項目

説明

キー名

暗号化キーの名前を示します。

作成者

だれが暗号化キーを作成したかを示します。 作成された暗号化
キーは、ログオンしているユーザーのセキュリティ ID に基づい
て、識別子によってマークされます。キーを作成したユーザーが、
キーの所有者になります。

所有者専用

キーが所有者専用キーかどうかを示します。キーが所有者専用
の場合でもこのキーを使用してデータをバックアップできます。た
だし、キーの所有者またはパスフレーズを知っているユーザーの
みが、所有者専用キーで暗号化されたデータをリストアできます。

暗号化の種類

暗号化キーと関連付けられる暗号化の種類を示します。

作成日

暗号化キーが作成された日付を示します。

最後のアクセス日

暗号化キーが最後にアクセスされた日付を示します。

新規

新しい暗号化キーを作成することを許可します。

削除

選択した暗号化キーを削除します。

置換

［暗号化キーの置換］ダイアログボックスで選択したキーで、選択
された暗号化キーを置き換えます。

暗号化キーの作成
暗号化キーを作成する場合は、使用する暗号化の種類を選択します。
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p.467 の 「暗号化キーの管理について」 を参照してください。
暗号化キーを作成する方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックし、［構成と設定］、［Backup Exec の設定］の順に選
択します。

2

左ペインで、［ネットワークとセキュリティ］を選択します。

3

［キーを管理］をクリックします。

4

［新規］をクリックします。

5

必要なオプションを設定します。
p.469 の 「［暗号化キーの追加］オプション 」 を参照してください。

6

［OK］をクリックします。

［暗号化キーの追加］オプション
暗号化キーを作成するとき複数のオプションがあります。
p.468 の 「暗号化キーの作成」 を参照してください。
表 17-12

［暗号化キーの追加］オプション

項目

説明

キー名

キーの一意の名前を指定します。名前には、最大 256 文字を指
定できます。

暗号化の種類

キーに使用する暗号化の種類を指定します。128 ビット AES ま
たは 256 ビット AES のいずれかを選択します。デフォルトの種類
は 256 ビット AES です。
256 ビット AES 暗号化は、128 ビット AES 暗号化よりも高度なセ
キュリティを実現します。ただし、256 ビット AES 暗号化の方が
128 ビット AES 暗号化よりもバックアップジョブの処理に時間が
かかります。
T10 標準を使用するハードウェア暗号化には、256 ビット AES
が必要です。

パスフレーズ

キーのパスフレーズを指定します。128 ビット AES 暗号化の場合
は、パスフレーズを 8 文字以上に設定する必要があります。256
ビット AES 暗号化の場合は、パスフレーズを 16 文字以上に設
定する必要があります。最小文字数よりも多い文字数を使用する
ことをお勧めします。
印刷可能な ASCII 文字のみを使用できます。
p.543 の 「パスフレーズの暗号化について」 を参照してください。
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項目

説明

パスフレーズの確認入力

パスフレーズを再入力します。

共用

このキーを共有キーにします。 キーが共用である場合、この
Backup Exec のどのユーザーでも、このキーを使用してデータ
のバックアップおよびリストアを行うことができます。

所有者専用

このキーを所有者専用キーにします。 キーが所有者専用の場合
でもこのキーを使用してデータをバックアップできます。 ただし、
キーの所有者またはパスフレーズを知っているユーザーのみが、
所有者専用キーで暗号化されたデータをリストアできます。

暗号化キーの置換
すべてのバックアップジョブとバックアップセット複製ジョブの暗号化キーを別の暗号化
キーに置き換えることができます。
p.467 の 「暗号化キーの管理について」 を参照してください。
デフォルトの暗号化キーを置換する方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックし、［構成と設定］、［Backup Exec の設定］の順に選
択します。

2

左ペインで、［ネットワークとセキュリティ］を選択します。

3

［キーを管理］をクリックします。

4

置換するキーを選択します。

5

［置換］をクリックします。

6

［<キー名>と置換する暗号化キーを選択してください］フィールドで、次のいずれか
を実行します。
既存のキーを使用
する場合

リストからキーを選択します。

新しいキーを作成す ［新規］をクリックし、［暗号化キーの追加］ダイアログボックスのオプショ
る場合
ンを指定します。
p.469 の 「［暗号化キーの追加］オプション 」 を参照してください。

7

［OK］をクリックします。
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暗号化キーの削除について
暗号化キーの削除は、十分に注意して行ってください。暗号化キーを削除すると、元の
キーと同じ暗号化キーおよびパスフレーズを使用する新しいキーを作成しない限り、その
キーで暗号化されたバックアップセットをリストアすることはできません。
p.471 の 「暗号化キーの削除」 を参照してください。
次の場合に暗号化キーを削除することができます。
■

テープ上の暗号化されたデータが期限切れである場合、またはテープが破棄された
場合。

■

暗号化キーがデフォルトキーでない場合。

■

暗号化キーがジョブで使用されていない場合。キーが使用されている場合は、ジョブ
の新しいキーを選択する必要があります。

スケジュール済みリストアジョブで使用されている暗号化キーを削除した場合、キーを置
き換えることはできません。そのため、暗号化キーを削除したスケジュール済みリストアジョ
ブは失敗します。
p.467 の 「暗号化キーの管理について」 を参照してください。
p.470 の 「暗号化キーの置換」 を参照してください。

暗号化キーの削除
暗号化キーの削除は、十分に注意して行ってください。暗号化キーを削除すると、元の
キーと同じ暗号化キーおよびパスフレーズを使用する新しいキーを作成しない限り、その
キーで暗号化されたバックアップセットをリストアすることはできません。
p.471 の 「暗号化キーの削除について」 を参照してください。
暗号化キーを削除する方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックし、［構成と設定］、［Backup Exec の設定］の順に選
択します。

2

左ペインで、［ネットワークとセキュリティ］を選択します。

3

［キーを管理］をクリックします。

4

削除するキーを選択します。

5

［削除］をクリックします。

6

［はい］をクリックします。

7

キーがジョブで使用されている場合、次の操作を実行します。
■

［「キー名」と置換する暗号化キーを選択してください］ボックスでジョブ用の新し
いキーを選択し、［新規］をクリックして新しいキーを作成します。

■

［OK］をクリックします。
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デフォルトの Granular Recovery Technology (GRT) オプションの設定
Granular Recovery Technology のデフォルト設定を設定できます。
p.446 の 「ジョブのデフォルト設定について」 を参照してください。
デフォルトの Granular Recovery Technology オプションを設定する方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックして［構成と設定］を選択し、次に［Backup Exec の
設定］をクリックします。

2

左側のペインで、［Granular Recovery Technology］を選択します。

3

適切なオプションを選択します。
p.472 の 「Granular Recovery Technology ジョブの設定」 を参照してください。

4

［OK］をクリックします。

Granular Recovery Technology ジョブの設定
Granular Recovery Technology (GRT) のデフォルト設定を設定できます。
p.472 の 「デフォルトの Granular Recovery Technology (GRT) オプションの設定」 を参
照してください。
表 17-13

Granular Recovery Technology ジョブの設定オプション

項目

説明

バックアップで Granular
Recovery Technology (GRT)
が有効になっている場合、
Backup Exec が一時データを
ステージングできるローカルの
Backup Exec サーバーの
NTFS ボリュームのパスを入力
する

GRT 対応バックアップジョブの間に Backup Exec が一時的な
データをステージングできる場所を指定します。
場所が、システムボリュームではなく、NTFS ボリュームであること
を確認します。C:¥TEMP のデフォルトパスがこれらの必要条件
を満たしていない場合は、Backup Exec が一時的なデータをス
テージングできる Backup Exec サーバーの別のパスを入力しま
す。
バックアップジョブが完了すると、Backup Exec はデータを削除
します。
1 GB 以上のディスク容量が必要です。
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項目

説明

Backup Exec が一時データを
格納できる、ローカルの Backup
Exec サーバーの NTFS ボ
リューム のパスを入力する
(Microsoft Hyper-V、
Microsoft Exchange、
Microsoft SharePoint、
Microsoft Active Directory、
VMware リストアジョブのみ)

GRT リストアジョブの間に Backup Exec が一時的なデータをス
テージングできる場所を指定します。
このオプションは次の条件の個々の項目をリストアするときにのみ
適用可能です。
Microsoft Hyper-V、Microsoft Exchange、Microsoft
SharePoint、Microsoft Active Directory または VMware
Virtual Infrastructure のバックアップが Backup Exec
Granular Recovery Technology (GRT) に対して有効であ
る。
■ バックアップがテープにある。
■

■

サイズに制限があるボリュームのディスクストレージにバック
アップが存在する。ファイルサイズの制限があるボリュームの
例としては、FAT や FAT32 があります。

この Backup Exec サーバー上の NTFS ボリュームのフォルダの
パスを入力します。この場所には、個々の項目がリストアされる際
に、このジョブのリストアデータおよびメタデータが一時的に格納
されます。ステージングされたデータは、リストアジョブの完了後
に自動的に削除されます。
システムボリュームを一時ステージング場所として使用することは
お勧めしません。

DBA 開始ジョブテンプレートについて
DBA 開始バックアップ操作の作成時に、Backup Exec のデフォルトのジョブテンプレー
トを指定できます。また、Backup Exec で作成した新しいジョブテンプレートを指定するこ
ともできます。ジョブテンプレートには、Backup Exec によって DBA 開始ジョブに適用さ
れる設定が含まれています。
使用するジョブテンプレートの名前も Windows コンピュータのインスタンス情報に設定
されていることを確認します。
p.875 の 「Windows コンピュータおよび Linux サーバーでの Oracle Agent の設定」 を
参照してください。
DBA 開始ジョブについては、次の事項に注意する必要があります。
■

関連付けられているジョブテンプレートを削除すると、DBA 開始ジョブは失敗します。
DBA 開始ジョブが実行されないようにするには、関連付けられている DBA 開始ジョ
ブテンプレートを削除します。
p.476 の 「DBA 開始ジョブ用のジョブテンプレートの削除」 を参照してください。

■

すべての DBA 開始バックアップジョブおよびリストアジョブは、完了後に削除されま
す。
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■

DBA 開始ジョブにはデバイスの最小必要条件を設定できません。

p.890 の 「Oracle の DBA 開始バックアップジョブの実行について」 を参照してください。
p.475 の 「DBA 開始ジョブのためのテンプレートの作成」 を参照してください。
p.475 の 「DBA 開始ジョブテンプレートの編集」 を参照してください。

DBA 開始ジョブ設定について
DBA 開始ジョブテンプレートの設定を指定できます。
p.473 の 「DBA 開始ジョブテンプレートについて」 を参照してください。
表 17-14

DBA 開始ジョブの設定

設定

説明

ストレージ

DBA 開始ジョブテンプレートに使用するストレージデバイスを指
定できます。
ストレージの圧縮、暗号化、データライフサイクル管理を設定す
ることもできます。
p.476 の 「DBA 開始ジョブのストレージオプション」 を参照してく
ださい。

一般

DBA 開始ジョブテンプレートの一般設定を指定できます。
ジョブに名前を付け、そのバックアップセットの説明を作成できま
す。また、ジョブの検証操作を有効にすることもできます。
p.483 の 「DBA 開始ジョブの一般オプション」 を参照してくださ
い。

ネットワーク

リモートコンピュータにアクセスするために Backup Exec が使用
するネットワークインターフェースを指定できます。
p.483 の 「DBA 開始ジョブのネットワークオプション」 を参照してく
ださい。

Migrator for Enterprise Vault 必要に応じて、Migrator for Enterprise Vault のクレデンシャ
ルを設定できます。
p.938 の 「［Migrator for Enterprise Vault］オプション」 を参照
してください。
通知

指定された受信側にバックアップジョブの完了時に通知を送るよ
うに、Backup Exec を設定できます。
Backup Exec では、電子メールまたはテキストメッセージによる
通知が可能です。
p.293 の 「ジョブの通知オプション」 を参照してください。
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設定

説明

ジョブ設定を複製する

複製ジョブのオプションを設定できます。これにより、ジョブのバッ
クアップセットの 2 つ目のセットが作成されます。
p.484 の 「DBA 開始ジョブの複製ジョブの設定」 を参照してくださ
い。

DBA 開始ジョブのためのテンプレートの作成
Backup Exec によって DBA 開始ジョブに適用される新しいジョブテンプレートを作成で
きます。
p.473 の 「DBA 開始ジョブテンプレートについて」 を参照してください。
p.898 の 「Oracle Agent のトラブルシューティング」 を参照してください。
p.476 の 「DBA 開始ジョブ用のジョブテンプレートの削除」 を参照してください。
DBA 開始ジョブのためのテンプレートを作成する方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックして［構成と設定］を選択し、次に［Backup Exec の
設定］をクリックします。

2

左ペインで、［DBA 開始ジョブの設定］を選択します。

3

［新規］をクリックします。

4

適切なオプションを選択します。
p.474 の 「DBA 開始ジョブ設定について」 を参照してください。

5

［OK］をクリックします。

DBA 開始ジョブテンプレートの編集
Backup Exec によって DBA 開始ジョブに適用されるジョブテンプレートの設定を編集で
きます。
p.473 の 「DBA 開始ジョブテンプレートについて」 を参照してください。
Oracle の DBA 開始ジョブテンプレートを編集する方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックして［構成と設定］を選択し、次に［Backup Exec の
設定］をクリックします。

2

左ペインで、［DBA 開始ジョブの設定］を選択します。

3

編集するジョブテンプレートを選択します。

4

［編集］をクリックします。
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5

適切なオプションを編集します。
p.474 の 「DBA 開始ジョブ設定について」 を参照してください。

6

［OK］をクリックします。

DBA 開始ジョブ用のジョブテンプレートの削除
ジョブテンプレートには、Backup Exec によって DBA 開始ジョブに適用される設定が含
まれています。
p.473 の 「DBA 開始ジョブテンプレートについて」 を参照してください。
Oracle の DBA 開始ジョブ用のジョブテンプレートを削除する方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックして［構成と設定］を選択し、次に［Backup Exec の
設定］をクリックします。

2

左ペインで、［DBA 開始ジョブの設定］を選択します。

3

削除するジョブテンプレートを選択します。

4

［削除］をクリックします。

5

［はい］をクリックします。

DBA 開始ジョブのストレージオプション
DBA 開始ジョブのためのストレージ設定を指定できます。
p.475 の 「DBA 開始ジョブのためのテンプレートの作成」 を参照してください。
p.475 の 「DBA 開始ジョブテンプレートの編集」 を参照してください。
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表 17-15

DBA 開始ジョブのストレージオプション

項目

説明

Backup Exec サーバーまたは Backup Exec
サーバープール

特定の管理対象 Backup Exec サーバー上のデ
バイス、または管理対象 Backup Exec サーバー
のグループ上のデバイスでジョブを実行するか
どうかを指定します。
このオプションは、Central Admin Server
Option をインストールしている場合にのみ表示
されます。このオプションを追加フィルタとして使
用し、特定のジョブの委任先を限定できます。た
とえば、常に、Exchange Backups という名前の
プールにある管理対象 Backup Exec に接続さ
れているデバイスでのみ Exchange データベー
スのバックアップが実行されるようにするには、こ
のオプションを使用します。次に、Exchange
Backups Backup Exec サーバープールを選択
します。

ストレージ

DBA 開始ジョブ用にバックアップデータを送る
ストレージデバイスを指定します。
p.393 の 「ストレージデバイスプールについて」
を参照してください。
p.1155 の 「Storage Provisioning Option の［仮
想ディスクストレージ］デバイスプールについて」
を参照してください。
p.1116 の 「Remote Media Agent for Linux につ
いて 」 を参照してください。
p.299 の 「ディスクベースのストレージについて」
を参照してください。
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項目

説明

サポートされている場合は、リモートコンピュータ デバイスでサポートされている場合は、リモート
がストレージデバイスに直接アクセスして、クライ コンピュータが OpenStorage デバイスまたは重
アント側の重複排除を実行できるようにします。 複排除ディスクストレージデバイスにデータを直
接送信し、クライアント側の重複排除を行えるよ
うにします。Backup Exec サーバーはバイパス
されるため、Backup Exec サーバーは他の操作
を自由に実行できるようになります。クライアント
側の重複排除を実行できない場合、Backup
Exec サーバーの重複排除または装置の重複排
除のいずれかが実行されます。
このオプションは、Deduplication Option がイ
ンストールされ、OpenStorae デバイスまたは重
複排除ディスクストレージデバイスが［ストレージ］
フィールドで選択されている場合に表示されま
す。
p.759 の 「クライアント側の重複排除について」 を
参照してください。
サポートされている場合は、リモートコンピュータ
が Backup Exec サーバーを介してストレージデ
バイスにアクセスし、Backup Exec サーバー側
の重複排除を実行できるようにします。

サポートされている場合には、リモートコンピュー
タが Backup Exec サーバーを介して
OpenStorage デバイスまたは重複排除ディスク
ストレージデバイスにデータを送信し、Backup
Exec サーバー側の重複排除を行えるようにしま
す。Backup Exec サーバーで重複排除がサポー
トされていない場合、データは Symantec
PureDisk またはサードパーティのベンダーのデ
バイスのようなインテリジェントディスクデバイスで
重複排除されます。
このオプションは、Deduplication Option がイ
ンストールされ、OpenStorae デバイスまたは重
複排除ディスクストレージデバイスが［ストレージ］
フィールドで選択されている場合に表示されま
す。
p.740 の 「Deduplication Option について」 を
参照してください。

保持期間

DBA 開始ジョブからバックアップセットまたはジョ
ブ履歴を保持する期間を指定します。
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項目

説明

メディアセット

DBA 開始ジョブに使用するメディアセットを示し
ます。メディアセットは、上書き禁止期間と、メディ
ア上のバックアップデータの追加期間を指定し
ます。
このバックアップジョブ用の新しいメディアを作成
するには、メディアセットのドロップダウンメニュー
の右にあるアイコンをクリックします。
このオプションは、［ストレージ］フィールドでテー
プデバイスを選択した場合にのみ使用できます。
p.358 の 「メディアセットについて」 を参照してく
ださい。

メディアに上書きする

バックアップジョブが上書き可能なメディアにあ
ることを示します。選択するストレージデバイスに
適切なメディアがあることを確認してください。
上書きジョブのための適切なメディアには次があ
ります。
■

スクラッチメディア

■

上書き禁止期間が期限切れになったメディ
ア

設定されているメディアの上書き禁止レベルに
よっては、割り当て済みメディアまたはインポー
トメディアに上書きすることもできます。
設定に応じて、スクラッチメディアまたは再利用
可能メディアから上書き可能なメディアが選択さ
れます。
ストレージデバイス内に上書き可能なメディアが
ない場合は、上書き可能なメディアの追加を求
めるアラートが表示されます。
このオプションは、［ストレージ］フィールドでテー
プデバイスを選択した場合にのみ使用できます。
p.357 の 「テープとディスクカートリッジメディアに
ついて」 を参照してください。
p.368 の 「テープとディスクカートリッジメディアの
ためのメディアの上書き禁止レベルについて」
を参照してください。
p.369 の 「Backup Exec でのテープドライブとディ
スクカートリッジ内部の上書き可能メディアの検
索順序」 を参照してください。
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項目

説明

メディアに追記する (追記可能なメディアがない 追記可能なメディアが利用可能な場合は、指定
場合は上書きする)
したメディアセットにこのバックアップジョブを追
記します。そうしないと、上書き可能なメディアが
検索され、それがメディアセットに追加されます。
追記ジョブでメディアがいっぱいになると、バック
アップジョブは上書き可能なメディアで続行され
ます。ストレージデバイス内に上書き可能なメディ
アがない場合は、上書き可能なメディアの追加
を求めるアラートが表示されます。
このオプションは、［ストレージ］フィールドでテー
プデバイスを選択した場合にのみ使用できます。
メディアに追記する (追記可能なメディアがない 追記可能なメディアが利用可能な場合は、指定
場合はジョブを終了する)
したメディアセットにこのバックアップジョブを追
記します。そうでない場合、Backup Exec はジョ
ブを終了します。
このオプションは、［ストレージ］フィールドでテー
プデバイスを選択した場合にのみ使用できます。
ジョブの完了後にメディアを取り出す

操作が完了したら、ドライブまたはスロットからメ
ディアを取り出します。メディアを取り出すジョブ
をスケジュールすることもできます。
このオプションは、［ストレージ］フィールドでテー
プデバイスを選択した場合にのみ使用できます。
p.419 の 「ディスクカートリッジまたはテープドライ
ブからのメディアの取り出し」 を参照してくださ
い。

バックアップ前にメディアをリテンションする

ドライブのテープを最初から最後まで早送りして
巻き取りなおします。リテンションすることでテー
プがヘッドを滑らかに通過するようにします。この
オプションは、リテンションをサポートしているテー
プデバイスを選択した場合にのみ使用できます。
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項目

説明

WORM (Write Once Read Many) メディアを使 DBA 開始ジョブのデフォルトとして、WORM
用する
（Write Once Read Many）メディアを使用する
ように指定します。バックアップ先デバイスが
WORM と互換性があるドライブである (または
バックアップ先デバイスに WORM と互換性があ
るドライブが含まれている) こと、およびそのドラ
イブで WORM メディアが利用可能であることが、
Backup Exec によって確認されます。WORM メ
ディアまたは WORM と互換性があるドライブが
存在しない場合は、アラートが送信されます。
p.376 の 「WORM メディアについて」 を参照して
ください。
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項目

説明

圧縮

次の圧縮オプションを提供します。
なし
データを元の形式 (圧縮されていない状態)
でメディアにコピーします。ただし、データ圧
縮を使用した方が、バックアップを迅速化し、
ストレージ容量を節約できます。ハードウェア
によるデータ圧縮は、ハードウェア圧縮機能
をサポートしているストレージデバイスとハー
ドウェア圧縮機能をサポートしていないデバ
イスが混在する環境では使用できません。こ
の場合、ハードウェア圧縮は自動的に無効
になります。ハードウェア圧縮をサポートして
いるドライブの圧縮機能を手動でオンに設定
することもできますが、このような操作は、メ
ディアに格納されるデータの一貫性に問題
が発生する原因になります。また、ハードウェ
ア圧縮をサポートしているドライブに障害が
発生した場合は、圧縮したメディアを非圧縮
ドライブでリストアすることはできません。
■ ソフトウェア
STAC ソフトウェアデータ圧縮方式で圧縮し
たデータをストレージデバイスに格納します。
■ ハードウェア (無効な場合、なし)
ストレージデバイスがハードウェア圧縮をサ
ポートしている場合にハードウェアによるデー
タ圧縮を使用します。ドライブにデータ圧縮
機能がない場合は、データは圧縮なしでバッ
クアップされます。
■ ハードウェア (無効な場合、ソフトウェア)
ストレージデバイスがハードウェア圧縮をサ
ポートしている場合にハードウェアによるデー
タ圧縮を使用します。ドライブがデータ圧縮
機能をサポートしていない場合は、STAC ソ
フトウェア圧縮方式が使用されます。
■

暗号化の種類

使用する暗号化の種類を指定します (使用する
場合)。
p.540 の 「暗号化について」 を参照してください。

暗号化キー

暗号化の使用を選択した場合に、使用する暗号
化キーを指定します。
p.542 の 「暗号化キー」 を参照してください。
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項目

説明

キーの管理

暗号化キーの管理を許可します。
既存の暗号化キーは、削除または置換できま
す。新しい暗号化キーを作成することもできま
す。
このオプションは、暗号化の種類を選択する場
合にのみ使用できます。
p.467 の 「暗号化キーの管理について」 を参照
してください。

DBA 開始ジョブの一般オプション
DBA 開始ジョブのための一般オプションを設定できます。
p.475 の 「DBA 開始ジョブのためのテンプレートの作成」 を参照してください。
p.475 の 「DBA 開始ジョブテンプレートの編集」 を参照してください。
表 17-16

DBA 開始ジョブの一般オプション

項目

説明

ジョブ名

このバックアップテンプレートの名前を指定します。表示されるデ
フォルト名を受け入れるか、または名前を入力することができま
す。名前は一意であることが必要です。

バックアップセットの説明

今後の参照用にバックアップセットの情報を記述します。

バックアップ後に検証する

バックアップ完了後に、メディアからデータを読み取り可能かどう
かを確認するために、自動的に検証が実行されます。すべての
バックアップで検証を行うことをお勧めします。

DBA 開始ジョブのネットワークオプション
DBA 開始ジョブのためのネットワークオプションを設定できます。
p.475 の 「DBA 開始ジョブのためのテンプレートの作成」 を参照してください。
p.475 の 「DBA 開始ジョブテンプレートの編集」 を参照してください。
メモ: これらのオプションの一部は、CASO 環境では表示されない場合があります。
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表 17-17

DBA 開始ジョブのネットワークオプション

項目

説明

ネットワークインターフェース

このバックアップジョブに使用するネットワークに Backup Exec
サーバーを接続する、ネットワークインターフェースカードの名前
を指定します。リストには、Backup Exec サーバーで利用可能な
ネットワークインターフェースがすべて表示されます。

プロトコル

このバックアップジョブに使用するプロトコルを指定します。
オプションは次のとおりです。
■

利用可能なプロトコルを使用する

■

IPv4

■

IPv6

サブネット

ネットワークインターフェースカードが所属しているサブネットを識
別する 32 ビットの数値が表示されます。

このネットワークインターフェー
ス、サブネットまたはプロトコル
をバインドできない Backup
Exec Agent には利用可能な任
意のネットワークインターフェー
ス、サブネットまたはプロトコル
を使用する

バックアップまたはリストア用に選択したリモートシステムが指定し
たバックアップネットワークに含まれていない場合、Backup Exec
で利用可能なネットワークが使用されるようにします。

インターフェースの詳細

バックアップネットワークとして選択したインターフェースのメディ
アアクセス制御 (MAC) アドレス、アダプタの種類、説明、IP アド
レス、サブネット接頭辞が表示されます。

管理対象 Backup Exec サー
バーによる Backup Exec Agent
へのアクセスですべてのネット
ワークインターフェースを使用
することを許可する

選択したネットワークインターフェースを使用できない場合に、ジョ
ブが Backup Exec Agent にアクセスするときにすべてのネット
ワークインターフェースを使用できるようにします。このオプション
を有効にすると、管理対象 Backup Exec サーバーで代替ネット
ワークインターフェースが使用され、重要なバックアップジョブが
失敗することを回避できます。

指定したバックアップネットワークにリモートシステムが含まれてい
ない場合にこのオプションを選択していなければ、ジョブは失敗
します。Backup Exec はリモートシステムからデータにアクセスで
きません。

このオプションは、Central Admin Server Option （CASO）がイ
ンストールされている場合にのみ使用できます。
p.982 の 「Central Admin Server Option について」 を参照して
ください。

DBA 開始ジョブの複製ジョブの設定
DBA 開始ジョブのための複製ジョブテンプレートの設定を設定できます。
p.475 の 「DBA 開始ジョブのためのテンプレートの作成」 を参照してください。
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p.475 の 「DBA 開始ジョブテンプレートの編集」 を参照してください。
表 17-18

DBA 開始ジョブの複製ジョブの設定

項目

説明

このジョブのバックアップセット
を複製する設定を有効にする

バックアップセットの複製テンプレートの設定を有効にします。

ストレージ

DBA 開始の複製ジョブ用にバックアップデータを送るストレージ
デバイスを指定します。

保持期間

DBA 開始の複製ジョブからバックアップセットまたはジョブ履歴を
保持する期間を指定します。

メディアセット

DBA 開始の複製ジョブに使用するメディアセットを示します。メ
ディアセットは、上書き禁止期間と、メディア上のバックアップデー
タの追加期間を指定します。
このバックアップジョブ用の新しいメディアを作成するには、メディ
アセットのドロップダウンメニューの右にあるアイコンをクリックしま
す。
p.358 の 「メディアセットについて」 を参照してください。

メディアに上書きする

バックアップジョブが上書き可能なメディアにあることを示します。
選択するストレージデバイスに適切なメディアがあることを確認し
てください。
上書きジョブに適したメディアは、次のとおりです。
■

スクラッチメディア

■

上書き禁止期間が期限切れになったメディア

設定に応じて、スクラッチメディアまたは再利用可能メディアから
上書き可能なメディアが選択されます。
ストレージデバイス内に上書き可能なメディアがない場合は、上
書き可能なメディアの追加を求めるアラートが表示されます。
p.357 の 「テープとディスクカートリッジメディアについて」 を参照
してください。
p.368 の 「テープとディスクカートリッジメディアのためのメディアの
上書き禁止レベルについて」 を参照してください。
p.369 の 「Backup Exec でのテープドライブとディスクカートリッジ
内部の上書き可能メディアの検索順序」 を参照してください。
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項目

説明

メディアに追記する (追記可能 追記可能なメディアが利用可能な場合は、指定したメディアセッ
なメディアがない場合は上書き トにこのバックアップジョブを追記します。そうしないと、上書き可
する)
能なメディアが検索され、それがメディアセットに追加されます。
追記ジョブでメディアがいっぱいになると、バックアップジョブは
上書き可能なメディアで続行されます。ストレージデバイス内に
上書き可能なメディアがない場合は、上書き可能なメディアの追
加を求めるアラートが表示されます。
メディアに追記する (追記可能 追記可能なメディアが利用可能な場合は、指定したメディアセッ
なメディアがない場合はジョブ トにこのバックアップジョブを追記します。そうでない場合、Backup
を終了する)
Exec はジョブを終了します。
ジョブの完了後にメディアを取
り出す

操作が完了したら、ドライブまたはスロットからメディアを取り出し
ます。メディアを取り出すジョブをスケジュールすることもできま
す。
p.419 の 「ディスクカートリッジまたはテープドライブからのメディア
の取り出し」 を参照してください。

バックアップ前にメディアをリテ ドライブのテープを最初から最後まで早送りして巻き取りなおしま
ンションする
す。リテンションすることでテープがヘッドを滑らかに通過するよう
にします。このオプションは、リテンションをサポートしているテー
プデバイスを選択した場合にのみ使用できます。
WORM (Write Once Read
Many) メディアを使用する

DBA 開始ジョブのデフォルトとして、WORM （Write Once Read
Many）メディアを使用するように指定します。バックアップ先デバ
イスが WORM と互換性があるドライブである (またはバックアップ
先デバイスに WORM と互換性があるドライブが含まれている) こ
と、およびそのドライブで WORM メディアが利用可能であること
が、Backup Exec によって確認されます。WORM メディアまたは
WORM と互換性があるドライブが存在しない場合は、アラートが
送信されます。
p.376 の 「WORM メディアについて」 を参照してください。

テープへのダイレクトコピーを有 Backup Exec で仮想ストレージから物理ストレージデバイスへの
効にする
データの直接の移動を調整することを可能にします。
Backup Exec サーバーはデータについての情報をカタログに記
録します。したがって、仮想ストレージと物理ストレージのどちらか
らでもデータをリストアできます。
p.218 の 「仮想テープライブラリから物理テープデバイスにデータ
を直接コピーする方法」 を参照してください。
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項目

説明

圧縮

次の圧縮オプションを提供します。
なし
データを元の形式 (圧縮されていない状態) でメディアにコ
ピーします。ただし、データ圧縮を使用した方が、バックアッ
プを迅速化し、ストレージ容量を節約できます。ハードウェア
によるデータ圧縮は、ハードウェア圧縮機能をサポートしてい
るストレージデバイスとハードウェア圧縮機能をサポートして
いないデバイスが混在する環境では使用できません。この場
合、ハードウェア圧縮は自動的に無効になります。ハードウェ
ア圧縮をサポートしているドライブの圧縮機能を手動でオン
に設定することもできますが、このような操作は、メディアに格
納されるデータの一貫性に問題が発生する原因になります。
また、ハードウェア圧縮をサポートしているドライブに障害が
発生した場合は、圧縮したメディアを非圧縮ドライブでリストア
することはできません。
■ ソフトウェア
STAC ソフトウェアデータ圧縮方式で圧縮したデータをスト
レージデバイスに格納します。
■ ハードウェア (無効な場合、なし)
ストレージデバイスがハードウェア圧縮をサポートしている場
合にハードウェアによるデータ圧縮を使用します。ドライブに
データ圧縮機能がない場合は、データは圧縮なしでバック
アップされます。
■ ハードウェア (無効な場合、ソフトウェア)
ストレージデバイスがハードウェア圧縮をサポートしている場
合にハードウェアによるデータ圧縮を使用します。ドライブが
データ圧縮機能をサポートしていない場合は、STAC ソフト
ウェア圧縮方式が使用されます。
■

暗号化の種類

使用する暗号化キーを指定します (使用する場合)。
p.540 の 「暗号化について」 を参照してください。

暗号化キー

暗号化の使用を選択した場合に、使用する暗号化キーを指定し
ます。
p.542 の 「暗号化キー」 を参照してください。

キーの管理

暗号化キーの管理を許可します。
既存の暗号化キーは、削除または置換できます。新しい暗号化
キーを作成することもできます。
このオプションは、暗号化の種類を選択する場合にのみ使用で
きます。
p.467 の 「暗号化キーの管理について」 を参照してください。
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項目

説明

ソースデバイス

複製ジョブのストレージとして使用する優先ソースデバイスを指定
します。

バックアップ後に検証する

バックアップ完了後に、データが読み取り可能かどうかを確認す
るために、自動的に検証が実行されます。すべてのバックアップ
で検証を行うことをお勧めします。

ログオンアカウントについて
Backup Exec のログオンアカウントはコンピュータにアクセスするために使うユーザーア
カウントのクレデンシャルを格納します。Backup Exec のログオンアカウントを使用すると、
Backup Exec でユーザー名とパスワードを管理し、コンピュータを参照したり、ジョブを実
行できます。また、クレデンシャルが変更された場合、そのクレデンシャルを使用している
ジョブにその変更を適用することができます。
Backup Exec のログオンアカウントは、ローカルコンピュータやリモートコンピュータを参
照するために使用されます。Backup Exec のログオンクレデンシャルが Backup Exec
サーバーとリモートコンピュータ間で受け渡される場合、クレデンシャルは必ず暗号化さ
れます。
Backup Exec のログオンアカウントは、共有、データベースなどのデバイスレベルのバッ
クアップデータと関連付けることもできます。クレデンシャルを編集する必要がある場合
は、Backup Exec のログオンアカウントを編集します。選択したコンピュータで、この
Backup Exec ログオンアカウントを使用するコンピュータに変更が適用されます。
Backup Exec ログオンアカウントとユーザーアカウントとは同一のものではありません。
Backup Exec ログオンアカウントを新規に作成すると、関連付けられた Windows アカウ
ントは Backup Exec のデータベースに入力されますが、Windows 上に新規のユーザー
を作成しません。ユーザーアカウントクレデンシャルが変更された場合、その新しい情報
で Backup Exec ログオンアカウントを更新する必要があります。Backup Exec は、ユー
ザーアカウントとの関連を維持しません。
Backup Exec ログオンアカウントの表示、作成、削除、編集および置換を行うことができ
ます。
p.491 の 「Backup Exec ログオンアカウントの作成」 を参照してください。
p.494 の 「Backup Exec ログオンアカウントの削除」 を参照してください。
p.492 の 「Backup Exec ログオンアカウントの編集」 を参照してください。
p.494 の 「Backup Exec ログオンアカウントの置換」 を参照してください。
Backup Exec のログオンアカウントには、次の種類があります。
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表 17-19

ログオンアカウントの種類

ログオンアカウントの種類

説明

Backup Exec のデフォルトログ ローカルコンピュータやリモートコンピュータの参照、バックアップ
オンアカウント
ジョブの選択、データのリストアに使用します。
p.489 の 「Backup Exec のデフォルトログオンアカウントについて」
を参照してください。
Backup Exec システムログオン ほぼすべてのデータへのアクセスで使用します。Backup Exec
アカウント
サービスクレデンシャルが含まれています。
p.491 の 「Backup Exec システムログオンアカウントについて」 を
参照してください。
Backup Exec ログオンアカウン Backup Exec のユーザー名とパスワードの管理、ローカルデー
ト
タとリモートデータの参照、ジョブの処理、クレデンシャルを使用
するジョブに対するクレデンシャルの変更の適用に使用します。

Backup Exec のデフォルトログオンアカウントについて
Backup Exec のデフォルトログオンアカウントを使用して、データの参照、選択またはリス
トアを行うことができます。 Backup Exec の最初の起動時に、ログオンアカウントウィザー
ドを使用して、Backup Exec のデフォルトログオンアカウントを指定する必要があります。
既存のログオンアカウントを選択することも、新たに作成することもできます。
Backup Exec ログオンアカウントは複数作成できますが、Backup Exec の各ユーザーが
使用できるデフォルトの Backup Exec ログオンアカウントは 1 つだけです。
Backup Exec のデフォルトログオンアカウントでは、次の操作を行うことができます。
■

データの参照: Backup Exec のデフォルトログオンアカウントを使用すると、バックアッ
プジョブの作成時にローカルコンピュータとリモートコンピュータを参照できます。コン
ピュータを参照するには、ユーザーアカウントに関連付けられた Backup Exec のデ
フォルトログオンアカウントが必要です。Backup Exec ログオンアカウントは、Backup
Exec へのログオンに使用したユーザー名と同じである必要はありません。
たとえば、ローカルの Windows 管理者として、Backup Exec サーバー
BACKUPSERVER にログオンしているとします。Backup Exec の起動時に、このロー
カル administrator の Backup Exec デフォルトログオンアカウントが存在していない
ため、このログオンアカウントを作成するように要求するプロンプトが表示されます。 こ
こで、ローカルコンピュータへのクレデンシャルを持つ、ローカル administrator 用
の Backup Exec ログオンアカウントを作成することができます。 Backup Exec ログオ
ンアカウントのプロパティは、次のように表示されます。
ユーザー名: MEDIASERVER¥Administrator
説明: BACKUPSERVER¥Administrator デフォルトアカウント
所有者: BACKUPSERVER¥Administrator
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Backup Exec のデフォルトログオンアカウントを変更すると、すぐに新しい Backup
Exec のデフォルトログオンアカウントを使用してコンピュータを参照できます。変更内
容を有効にするためにシステムを再起動する必要はありません。
■

バックアップの選択: バックアップの選択時に、別のログオンアカウントを指定すること
ができます。 デフォルトログオンアカウントに権限がない場合、［ログオンアカウントの
選択］ダイアログボックスが表示され、別のログオンアカウントを作成または指定できま
す。
p.798 の 「SQL データベースに Backup Exec ログオンアカウントを使用する方法」 を
参照してください。
p.832 の 「Exchange メールボックスにアクセスするための必要条件 」 を参照してくだ
さい。

■

リストア: リストアジョブの作成時に、Backup Exec ログオンアカウントをコンピュータに
指定できます。リストアジョブの作成時は、別の Backup Exec ログオンアカウントを指
定しない限り、デフォルトログオンアカウントが使用されます。

p.495 の 「Backup Exec のデフォルトログオンアカウントの変更」 を参照してください。
p.490 の 「Backup Exec の所有者専用ログオンアカウントについて」 を参照してください。

Backup Exec の所有者専用ログオンアカウントについて
Backup Exec のログオンアカウントは共用または所有者専用にできます。Backup Exec
ログオンアカウントを作成するとき、ログオンアカウントを所有者専用アカウントとして指定
できます。所有者専用ログオンアカウントを使うには、ログオンアカウントの所有者である
か、またはログオンアカウントのパスワードを知っている必要があります。ログオンアカウン
トを作成した人が所有者です。少数のユーザーにのみデータのバックアップまたはリスト
アを行う権限を付与すると、ログオンアカウントを所有者専用ログオンアカウントにするこ
とができます。
ログオンアカウントを制限する主な理由は次のとおりです。
■

バックアップに利用可能なコンピュータへのアクセスの制限に役立てるため。

■

リストアできるコンピュータの制限に役立てるため。

所有者専用ログオンアカウントを使用してジョブのデータを選択する場合、ログオンアカ
ウント情報は選択リストとともに保存されます。ジョブを編集する人はすべて所有者専用ロ
グオンアカウントにパスワードを指定する必要があります。Backup Exec は所有者専用ロ
グオンアカウントのパスワードが入力されたときのみそのジョブのための選択項目をロー
ドします。
p.491 の 「Backup Exec ログオンアカウントの作成」 を参照してください。
p.492 の 「Backup Exec ログオンアカウントの編集」 を参照してください。
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Backup Exec ログオンアカウントの作成
Backup Exec ログオンアカウントは、作成手順を対話式に進めるログオンアカウントウィ
ザード、または［ログオンアカウントの管理］ダイアログボックスで作成することができます。
Backup Exec ログオンアカウントの作成時に、Backup Exec ログオンアカウントのプロパ
ティを入力することができます。 ただし、Backup Exec は、Backup Exec ログオンアカウ
ントの所有者を、Backup Exec の管理コンソールを開いているユーザーに割り当てるの
で、Backup Exec ログオンアカウントの所有者を後から変更することはできません。
p.492 の 「Backup Exec ログオンアカウントの編集」 を参照してください。
p.494 の 「Backup Exec ログオンアカウントの置換」 を参照してください。
p.495 の 「Backup Exec のデフォルトログオンアカウントの変更」 を参照してください。
Backup Exec ログオンアカウントを作成する方法
◆

次のいずれかを実行します。
ログオンアカウントウィザードを使用して新規 次に示す順序で操作を実行します。
のログオンアカウントを作成する方法
■ ［Backup Exec］ボタンをクリックし、［構成
と設定］を選択します。
■ ［ログオンアカウント］を選択し、［ログオン
アカウントウィザード］を選択します。
ウィザードはセットアップ処理手順をご案内し
ます。
ログオンアカウントを手動で新規作成する方
法

次に示す順序で操作を実行します。
［Backup Exec］ボタンをクリックし、［構成
と設定］を選択します。
■ ［ログオンアカウント］、［ログオンアカウント
を管理する］の順に選択します。
■ ［新規］をクリックします。
■

■

必要なオプションを入力します。
p.499 の 「［ログオンクレデンシャルの追加］
オプション」 を参照してください。

Backup Exec システムログオンアカウントについて
Backup Exec のインストール時に、Backup Exec システムログオンアカウント (SLA) が作
成されます。 SLA 作成時のユーザー名とパスワードは、インストール時に Backup Exec
サービスのクレデンシャルとして入力したクレデンシャルが使用されます。SLA の所有者
は Backup Exec をインストールしたユーザーで、デフォルトでは共有アカウントとして作
成されます。 共用アカウントは、すべてのユーザーが共用するアカウントです。
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Backup Exec システムログオンアカウントには Backup Exec Services クレデンシャルが
含まれているため、ほぼすべてのデータにアクセスできます。Backup Exec のセキュリティ
を高めるために、SLA を所有者専用アカウントにすることができます。 また、別のログオ
ンアカウントをデフォルトに設定した後に削除することもできます。 ただし、SLA を削除す
ると、SLA を使用するジョブが失敗することがあります。 SLA を削除した場合は、［ログオ
ンアカウントの管理］ダイアログボックスから SLA を作成しなおしてください。
SLA は、次のタスクとジョブで使用されます。
■

以前のバージョンの Backup Exec から移行したジョブ

■

バックアップ複製ジョブ

■

コマンドラインアプレット (bemcli.exe)

p.495 の 「Backup Exec システムログオンアカウントの新規作成」 を参照してください。
p.491 の 「Backup Exec ログオンアカウントの作成」 を参照してください。
p.492 の 「Backup Exec ログオンアカウントの編集」 を参照してください。
p.494 の 「Backup Exec ログオンアカウントの置換」 を参照してください。
p.494 の 「Backup Exec ログオンアカウントの削除」 を参照してください。
p.495 の 「Backup Exec のデフォルトログオンアカウントの変更」 を参照してください。
p.495 の 「別の Backup Exec サーバーへのログオンアカウント情報のコピー」 を参照して
ください。

Backup Exec ログオンアカウントの編集
Backup Exec ログオンアカウントを編集すると、変更内容は、その Backup Exec ログオ
ンアカウントを使用するすべてのコンテンツに自動的に適用されます。Backup Exec ログ
オンアカウントの変更内容はただちに適用されます。 変更内容を有効にするためにシス
テムを再起動する必要はありません。
Backup Exec ログオンアカウントでは、次のプロパティを編集することができます。
■

種類 (所有者専用、共通、またはデフォルト)

■

アカウント名

■

パスワード

■

ユーザー名

■

説明

p.495 の 「Backup Exec のデフォルトログオンアカウントの変更」 を参照してください。
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ログオンアカウントを編集する方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックし、［構成と設定］、［ログオンアカウント］の順に選択
します。

2

［ログオンアカウントを管理する］を選択します。

3

編集する Backup Exec ログオンアカウントを選択し、［編集］をクリックします。
編集する Backup Exec ログオンアカウントの所有者と異なるユーザーで Backup
Exec 管理コンソールを開いている場合は、ログオンアカウントを編集するためにパ
スワードを入力する必要があります。

4

必要に応じて Backup Exec ログオンアカウントのプロパティを変更します。
p.500 の 「［ログオンクレデンシャルの編集］オプション」 を参照してください。

5

［ログオンクレデンシャルの編集］ダイアログボックスで、［OK］をクリックします。

6

［ログオンアカウントの管理］ダイアログボックスで、［OK］をクリックします。

Backup Exec のログオンアカウントのパスワードの変更
次の手順を実行して、Backup Exec ログオンアカウントパスワードを変更することができ
ます。Backup Exec ログオンアカウントパスワードの変更内容はただちに適用されます。
p.488 の 「ログオンアカウントについて」 を参照してください。
Backup Exec のログインアカウントのパスワードを変更する方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックし、［構成と設定］、［ログオンアカウント］の順に選択
します。

2

［ログオンアカウントを管理する］を選択します。

3

編集する Backup Exec ログオンアカウントを選択し、［編集］をクリックします。
編集する Backup Exec ログオンアカウントの所有者と異なるユーザーで Backup
Exec 管理コンソールを開いている場合は、ログオンアカウントを編集するためにパ
スワードを入力する必要があります。

4

［パスワード変更］をクリックします。

5

［パスワード］フィールドに新しいパスワードを入力します。

6

［パスワードの確認入力］フィールドにパスワードを再入力して、［OK］をクリックしま
す。

7

［ログオンクレデンシャルの編集］ダイアログボックスで、［OK］をクリックします。

8

［ログオンアカウントの管理］ダイアログボックスで、［OK］をクリックします。
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Backup Exec ログオンアカウントの置換
既存のすべてのジョブに対して、Backup Exec ログオンアカウントを置き換えることができ
ます。Backup Exec ログオンアカウントを使用している既存のジョブのデータは、新規の
Backup Exec ログオンアカウントを使用するように更新されます。新規の Backup Exec
ログオンアカウントが所有者専用の場合、パスワードを指定する必要があります。
p.488 の 「ログオンアカウントについて」 を参照してください。
Backup Exec ログオンアカウントを置換する方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックし、［構成と設定］、［ログオンアカウント］の順に選択
します。

2

［ログオンアカウントを管理する］を選択します。

3

置換する Backup Exec ログオンアカウントを選択し、［置換］をクリックします。

4

［ログオンアカウントの置換］ダイアログボックスで、選択した Backup Exec ログオン
アカウントの置換対象とする Backup Exec ログオンアカウントを選択します。
編集する Backup Exec ログオンアカウントの所有者と異なるユーザーで Backup
Exec 管理コンソールを開いている場合は、ログオンアカウントを編集するためにパ
スワードを入力する必要があります。

5

［OK］をクリックします。

Backup Exec ログオンアカウントの削除
次の場合は、Backup Exec ログオンアカウントを削除できません。
■

ジョブによって参照されている。

■

Backup Exec サーバーにログオンしているユーザーが所有している。

■

Backup Exec サーバーにログオンしているユーザーの、Backup Exec のデフォルト
ログオンアカウントとして設定されている。

所有者およびデフォルトログオンアカウントとして設定しているすべてのユーザーがログ
オフしている場合は、Backup Exec ログオンアカウントを削除することができます。
p.488 の 「ログオンアカウントについて」 を参照してください。
Backup Exec ログオンアカウントを削除する方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックし、［構成と設定］、［ログオンアカウント］の順に選択
します。

2

［ログオンアカウントを管理する］を選択します。

3

削除する Backup Exec ログオンアカウントを選択し、［削除］をクリックします。

4

削除するジョブを確認して［はい］をクリックします。
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Backup Exec のデフォルトログオンアカウントの変更
データの参照、選択またはリストアに使用する Backup Exec のデフォルトログオンアカウ
ントを変更することができます。
p.489 の 「Backup Exec のデフォルトログオンアカウントについて」 を参照してください。
Backup Exec のデフォルトログオンアカウントを変更する方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックし、［構成と設定］、［ログオンアカウント］の順に選択
します。

2

［ログオンアカウントを管理する］を選択します。

3

デフォルトとして使用する Backup Exec ログオンアカウントを選択して、次のいずれ
かの手順を実行します。
■

［デフォルトに設定］をクリックします。

■

［編集］をクリックして［これはデフォルトアカウントです］を選択し、［OK］をクリック
します。

Backup Exec システムログオンアカウントの新規作成
Backup Exec システムログオンアカウントでは、いくつかの操作が有効になります。Backup
Exec システムログオンアカウントを削除した場合は、特定の操作を実行するために、新し
いシステムログオンアカウントを作成する必要があります。
p.491 の 「Backup Exec システムログオンアカウントについて」 を参照してください。
Backup Exec システムログオンアカウントを新規作成する方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックし、［構成と設定］、［ログオンアカウント］の順に選択
します。

2

［ログオンアカウントを管理する］を選択します。

3

［システムアカウント］をクリックします。

4

必要なオプションを設定し、［OK］をクリックして、システムログオンアカウントを作成
します。
p.500 の 「［ログオンクレデンシャルの編集］オプション」 を参照してください。

別の Backup Exec サーバーへのログオンアカウント情報のコピー
異なる Backup Exec サーバーにログオンアカウント情報をコピーできます。
p.488 の 「ログオンアカウントについて」 を参照してください。
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別の Backup Exec サーバーにログオンアカウント情報をコピーする方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックし、［構成と設定］、［ログオンアカウント］の順に選択
します。

2

［ログオンアカウントを管理する］を選択します。

3

コピーするログオンアカウント情報を選択し、［サーバーへコピー］をクリックします。

4

メッセージが表示されたら、選択したログオンアカウントのパスワードを入力します。

5

次のいずれかを実行します。
■

個別のサーバーを手動で追加するには、［サーバー名］フィールドにログオンア
カウント情報のコピー先の Backup Exec サーバー名を入力し、［追加］をクリック
します。

■

複数のサーバーをリストから追加するには、［リストをインポート］をクリックし、サー
バー名のリストを参照します。

6

ログオンアカウントを宛先 Backup Exec サーバーの同じ名前で上書きするには、［こ
のアカウントが宛先サーバーにすでに存在する場合は上書きする］にチェックマー
クを付けます。

7

［OK］をクリックします。

［ログオンアカウントの管理］オプション
［ログオンアカウントの管理］ダイアログボックスから、Backup Exec ログオンアカウントの
表示、作成、削除、編集および置換を行うことができます。
p.491 の 「Backup Exec ログオンアカウントの作成」 を参照してください。
p.494 の 「Backup Exec ログオンアカウントの削除」 を参照してください。
p.492 の 「Backup Exec ログオンアカウントの編集」 を参照してください。
p.494 の 「Backup Exec ログオンアカウントの置換」 を参照してください。
p.493 の 「Backup Exec のログオンアカウントのパスワードの変更」 を参照してください。
p.495 の 「Backup Exec のデフォルトログオンアカウントの変更」 を参照してください。
p.495 の 「Backup Exec システムログオンアカウントの新規作成」 を参照してください。
p.495 の 「別の Backup Exec サーバーへのログオンアカウント情報のコピー」 を参照して
ください。
ダイアログボックスには、作成した Backup Exec の各ログオンアカウントのプロパティが表
示されます。 また、デフォルトの Backup Exec ログオンアカウント、および現在 Backup
Exec サーバーにログオンしている Windows のユーザー名が表示されます。
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表 17-20

［ログオンアカウントの管理］オプション

項目

説明

アカウント名

この Backup Exec ログオンアカウントを識別するのに使用する、
一意の名前を示します。 新しいログオンアカウントの作成時にア
カウント名を指定することができます。 ログオンアカウントに名前
を指定しない場合は、ユーザー名が自動的に追加されます。
Backup Exec のインストール時に、システムログオンアカウントが
作成されます。

ユーザー名

Backup Exec ログオンアカウントに使用する、完全修飾ユーザー
名を示します。 Backup Exec は、このユーザー名を使用してコン
ピュータへのアクセスを試します。

デフォルト

ローカルコンピュータまたはリモートコンピュータ上のデータの参
照、選択またはリストアに使用する Backup Exec のデフォルトロ
グオンアカウントを示します。

種類

アカウントが共用か所有者専用かを示します。
所有者専用ログオンアカウントは、ログオンアカウントの所有者と
パスワードを知っているユーザーのみが使用できます。 共用アカ
ウントは、すべてのユーザーが使用できる共用アカウントです。
所有者専用ログオンアカウントを使用するには、ログオンアカウン
トの所有者であるか、またはログオンアカウントのパスワードを知っ
ている必要があります。 ログオンアカウントを作成した人が所有
者です。少数のユーザーにのみデータのバックアップまたはリス
トアを行う権限を付与すると、ログオンアカウントを所有者専用ロ
グオンアカウントにすることができます。
ログオンアカウントを制限する主な理由は次のとおりです。
バックアップに利用可能なコンテンツへのアクセスを制限する
ため。
■ データをリストアする機能を制限するため。
■

所有者専用ログオンアカウントを使用してジョブのデータを選択
する場合、ログオンアカウント情報は選択リストとともに保存されま
す。ジョブを編集する人はすべて所有者専用ログオンアカウント
にパスワードを指定する必要があります。 所有者専用ログオンア
カウントのパスワードが指定されている場合、Backup Exec はそ
のジョブの選択リストのみをロードします。
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項目

説明

所有者

ログオンアカウントの所有者の名前を示します。 Backup Exec で
は、Backup Exec ログオンアカウントの所有者が、Backup Exec
へのログオンに使用した Windows のユーザー名に割り当てら
れます。 ただし、Backup Exec は、Backup Exec ログオンアカウ
ントの所有者を、Backup Exec の管理コンソールを開いている
ユーザーに割り当てるので、Backup Exec ログオンアカウントの
所有者を後から変更することはできません。

追加

新しい Backup Exec ログオンアカウントを作成することができま
す。
p.491 の 「Backup Exec ログオンアカウントの作成」 を参照してく
ださい。

削除

Backup Exec ログオンアカウントを削除することができます。 現
在ジョブによって参照されている Backup Exec ログオンアカウン
トを削除することはできません。 ログオフしたユーザーの Backup
Exec ログオンアカウントは削除することができます。
p.494 の 「Backup Exec ログオンアカウントの削除」 を参照してく
ださい。

編集

Backup Exec ログオンアカウントのプロパティを編集することがで
きます。 Backup Exec ログオンアカウントを編集すると、変更内
容は、その Backup Exec ログオンアカウントを使用するコンテン
ツすべてに自動的に適用されます。
p.492 の 「Backup Exec ログオンアカウントの編集」 を参照してく
ださい。

置換

既存のすべてのジョブおよび選択リストに対して、Backup Exec
ログオンアカウントを置き換えることができます。 Backup Exec ロ
グオンアカウントを使用している既存のジョブのデータは、新規の
Backup Exec ログオンアカウントを使用するように更新されます。
p.494 の 「Backup Exec ログオンアカウントの置換」 を参照してく
ださい。

デフォルトに設定

Backup Exec のデフォルトログオンアカウントを変更できます。

システムアカウント

新しい Backup Exec システムログオンアカウントを作成すること
ができます。 システムログオンアカウントを使用すると、ジョブのコ
ピーなどの複数の操作を実行できます。 また、コマンドラインアプ
レットにも使用されます。 システムログオンアカウントを削除した
場合は、操作を実行したりコマンドラインアプレットを使用するた
めに、新しいシステムログオンアカウントを作成する必要がありま
す。
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項目

説明

Copy to Servers

ログオンアカウント情報を別の Backup Exec サーバーにコピー
します。
p.495 の 「別の Backup Exec サーバーへのログオンアカウント情
報のコピー」 を参照してください。

［ログオンクレデンシャルの追加］オプション
Backup Exec ログオンアカウントを作成するとき Backup Exec ログオンアカウントのプロ
パティ情報を入力できます。
p.491 の 「Backup Exec ログオンアカウントの作成」 を参照してください。
表 17-21

［ログオンクレデンシャルの追加］オプション

項目

説明

ユーザー名

Backup Exec ログオンアカウントに使用する、完全修飾ユーザー
名を示します。 たとえば、DOMAIN¥Administrator などです。
Backup Exec は、このユーザー名を使用してコンピュータへのア
クセスを試します。 ユーザー名の大文字と小文字は区別されま
せん。

パスワード

アカウントのパスワードを示します。 入力したパスワードは、セキュ
リティ保護のために暗号化されます。 この Backup Exec ログオ
ンアカウントにパスワードが不要の場合は、このフィールドを空白
のままにしておくこともできます。

パスワードの確認入力

パスワードを検証します。 ［パスワード］フィールドに入力したパス
ワードと正確に一致する必要があります。

アカウント名

Backup Exec ログオンアカウントを識別するのに使用する、一意
の名前を示します。 フィールドに情報を入力しない場合は、ユー
ザー名が自動的に追加されます。

説明

Backup Exec のログオンアカウントがいかに使われるか示します。

所有者専用ログオンアカウント

この Backup Exec ログオンアカウントの使用を、ログオンアカウ
ントの所有者とパスワードを知っているユーザーのみに限定しま
す。 このチェックボックスをオフにした場合、このログオンアカウン
トは共用アカウントになります。 共用アカウントは、すべてのユー
ザーが使用できる共用アカウントです。
p.490 の 「Backup Exec の所有者専用ログオンアカウントについ
て」 を参照してください。
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項目

説明

デフォルトログオンアカウント

このアカウントを、ローカルコンピュータまたはリモートコンピュー
タ上のデータの参照、選択またはリストアに使用する Backup
Exec のデフォルトログオンアカウントにします。
p.489 の 「Backup Exec のデフォルトログオンアカウントについて」
を参照してください。

［ログオンクレデンシャルの編集］オプション
既存のログオンアカウントのプロパティを変更できます。
p.492 の 「Backup Exec ログオンアカウントの編集」 を参照してください。
表 17-22

［ログオンクレデンシャルの編集］オプション

項目

説明

ユーザー名

Backup Exec ログオンアカウントに使用する、完全修飾ユーザー
名を示します。 たとえば、DOMAIN¥Administrator などです。
Backup Exec は、このユーザー名を使用してコンピュータへのア
クセスを試します。 入力したユーザー名の大文字と小文字は区
別されません。

パスワード変更

アカウントのためのパスワードを変更することを可能にします。 入
力したパスワードは、セキュリティ保護のために暗号化されます。

アカウント名

Backup Exec ログオンアカウントを識別するのに使用する、一意
の名前を示します。 フィールドに情報を入力しない場合は、ユー
ザー名が自動的に追加されます。

説明

Backup Exec のログオンアカウントがいかに使われるか示します。

所有者専用ログオンアカウント

この Backup Exec ログオンアカウントの使用を、ログオンアカウ
ントの所有者とパスワードを知っているユーザーのみに限定しま
す。 このチェックボックスをオフにした場合、このログオンアカウン
トは共用アカウントになります。 共用アカウントは、すべてのユー
ザーが使用できる共用アカウントです。
p.490 の 「Backup Exec の所有者専用ログオンアカウントについ
て」 を参照してください。

デフォルトログオンアカウント

このアカウントを、ローカルコンピュータまたはリモートコンピュー
タ上のデータの参照、選択またはリストアに使用する Backup
Exec のデフォルトログオンアカウントにします。
p.489 の 「Backup Exec のデフォルトログオンアカウントについて」
を参照してください。
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［ログオンアカウントのコピー］オプション
異なる Backup Exec サーバーにログオンアカウント情報をコピーできます。
p.495 の 「別の Backup Exec サーバーへのログオンアカウント情報のコピー」 を参照して
ください。
表 17-23

［ログオンアカウントのコピー］オプション

項目

説明

サーバー名

ログオンアカウント情報のコピー先の Backup Exec サーバー名
を指定し、［追加］をクリックします。

ログオンアカウント

ログオンアカウント情報のコピー先のサーバーで使用される現在
のログオンアカウントの名前を示します。

追加

［サーバー名］フィールドから Backup Exec サーバーのリストに
Backup Exec サーバーを追加します。

リムーブ

リストから Backup Exec サーバーを削除します。

リストをインポート

リストの Backup Exec サーバーに追加する Backup Exec サー
バーのリストをインポートします。 リストには、Backup Exec サー
バー名のみが、1 行に 1 つずつ含まれている必要があります。

ログオンアカウント

リスト内の Backup Exec サーバーへの接続時に使用するログオ
ンアカウントを指定します。

この説明が付いたアカウントが 同じ名前を持っている既存のジョブのログオンアカウントを上書き
宛先サーバーにすでに存在し します。 このオプションは、別の Backup Exec サーバーにジョブ
ている場合はログオンアカウン をコピーする場合にのみ表示されます。
トを上書きする

Backup Exec Services Manager について
Backup Exec Services Manager を使用して、Backup Exec サービスを管理できます。
Backup Exec Services Manager を使用して、次の処理を実行できます。
■

Backup Exec サービスの起動、再起動、または停止
p.502 の 「Backup Exec サービスの起動および停止」 を参照してください。

■

Backup Exec サービスアカウントの変更または編集
p.503 の 「サービスアカウント情報の変更」 を参照してください。

■

サービスの起動オプションの変更
p.504 の 「サービス起動オプションの変更」 を参照してください。
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Backup Exec サービスの起動および停止
Backup Exec サービスを起動、停止、再起動できます。
Backup Exec サービスを起動または停止する方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックして［構成と設定］を選択し、次に［Backup Exec サー
ビス］を選択します。

2

適切なオプションを選択します。
p.502 の 「Backup Exec Services Managerのオプション」 を参照してください。

Backup Exec Services Managerのオプション
Backup Exec サービスを起動、停止、再起動できます。
p.502 の 「Backup Exec サービスの起動および停止」 を参照してください。
表 17-24

［Backup Exec Services Manager］オプション

項目

説明

サーバー名

開始するか、停止するか、またはサービスを再起動するサーバー
の名前を示します。サーバーの名前を入力するか、またはサー
バーのリストをインポートできます。

サーバーの追加

開始、停止、またはサービスを再起動するサーバーを追加できま
す。

サーバーを削除

不要になったサーバーを削除できます。

すべてのサービスを起動

選択したサーバーのすべての Backup Exec サービスを開始しま
す。

すべてのサービスを停止

選択したサーバーのすべての Backup Exec サービスを停止しま
す。

すべてのサービスを再起動

選択したサーバーのすべての Backup Exec サービスを停止した
後で再起動します。

［クレデンシャルの編集］

サービスアカウント情報またはスタートアップオプションを変更で
きます。

接続

異なるサーバーに接続します。

重複排除サービスを有効にす
る

重複排除サービスをサービスリストに含めて、サービスを開始ま
たは停止できるようにします。
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Backup Exec サービスアカウントについて
Backup Exec サーバー上のすべての Backup Exec サービスは、Backup Exec システム
サービス用として構成されているユーザーアカウントのコンテキスト内で実行されます。こ
のアカウントは Backup Exec のインストール時に作成することができます。また、既存の
ユーザーアカウントを使用することもできます。
メモ: Backup Exec がインストールされるとき、Backup Exec サービスアカウントと Backup
Exec システムログオンアカウントは同じユーザー名に設定されます。サービスアカウント
のユーザー名を変更する必要がある場合や、サービスアカウントが使われなくなった場
合は、新しいクレデンシャルを使うために Backup Exec システムログオンアカウントも変
更する必要があります。
p.503 の 「サービスアカウント情報の変更」 を参照してください。
コンピュータがドメインに属している場合は、ドメインの管理者アカウントまたはドメインの
管理者グループ内のアカウントに相当するアカウントを入力します。［ドメイン］リストでドメ
イン名を選択または入力します。
コンピュータがワークグループに属している場合は、管理者アカウントまたはコンピュータ
の管理者グループ内のアカウントに相当するアカウントを入力します。［ドメイン］リストでコ
ンピュータ名を選択または入力します。
新しいアカウントを作成する場合でも、既存のユーザーアカウントを使用する場合でも、
Backup Exec のサービス用として使用するアカウントには、次の権限が必要です。
■

ユーザーとして認証し、ユーザー ID のもとでリソースにアクセスする。

■

ローカルリソースへのアクセス時に使用可能なトークンオブジェクトを作成する。

■

サービスとしてログオンする。

■

管理権限 (コンピュータに対する完全で制限のない権限)。

■

バックアップオペレータ権限 (ファイルとディレクトリをリストアする権限)。

■

監査ログおよびセキュリティログを管理する。

p.151 の 「バックアップジョブで必要なユーザー権限」 を参照してください。
Microsoft Small Business Server の場合は、実装されているセキュリティの関係により、
サービスアカウントとして Administrator を使用する必要があります。

サービスアカウント情報の変更
Backup Exec サーバー上のすべての Backup Exec サービスは、Backup Exec システム
サービス用として構成されているユーザーアカウントのコンテキスト内で実行されます。
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メモ: Backup Exec がインストールされるとき、Backup Exec サービスアカウントと Backup
Exec システムログオンアカウントは同じユーザー名に設定されます。サービスアカウント
のユーザー名を変更する必要がある場合や、サービスアカウントが使われなくなった場
合は、新しいクレデンシャルを使うために Backup Exec システムログオンアカウントも変
更する必要があります。
p.503 の 「Backup Exec サービスアカウントについて」 を参照してください。
サービスアカウント情報を変更する方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックして［構成と設定］ を選択し、次に［Backup Exec
サービス］を選択します。

2

［Backup Exec Services Manager］ダイアログボックスで適切なサーバーを選択し、
次にサービスアカウントを変更するサービスを選択します。

3

［クレデンシャルの編集］をクリックします。

4

［サービスアカウントのクレデンシャルを変更する］チェックボックスにチェックマーク
を付けます。

5

サービスアカウントの新しいユーザー名とパスワードを入力します。
p.505 の 「［サービスアカウント情報］オプション」 を参照してください。

6

［OK］をクリックします。

7

［閉じる］をクリックします。

サービス起動オプションの変更
Backup Exec サービスの起動オプションを変更できます。個々のサービスを自動的に開
始したり、手動で開始したりするように設定できます。または、サービスを完全に無効にで
きます。
自動的に起動するように設定されたサービスは、サーバーが開始すると自動的に開始し
ます。手動で起動するように設定されたサービスは、自動的には開始しません。手動で
起動するように設定されたサービスは、手動で開始する必要があります。Backup Exec
Services Manager でサービスの起動、停止、または再起動を行えます。
サービス起動オプションを変更する方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックして［構成と設定］を選択し、次に［Backup Exec サー
ビス］を選択します。

2

［Backup Exec Services Manager］ダイアログボックスで該当するサーバーを選択
し、起動オプションを変更するサービスを選択します。

3

［クレデンシャルの編集］をクリックします。

4

［スタートアップオプションを変更］チェックボックスにチェックマークを付けます。
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5

サービスの新しい起動オプションを選択します。
p.505 の 「［サービスアカウント情報］オプション」 を参照してください。

6

［OK］をクリックします。

7

［閉じる］をクリックします。

［サービスアカウント情報］オプション
Backup Exec のサービスアカウントやサービスの開始方法を変更できます。
p.503 の 「サービスアカウント情報の変更」 を参照してください。
p.504 の 「サービス起動オプションの変更」 を参照してください。
表 17-25

［サービスアカウント情報］オプション

項目

説明

［サービスアカウントのクレデン サービスアカウントのためのユーザー名、ドメインとパスワードを
シャルを変更する］
変更することを可能にします。
古いユーザー名

サービスアカウントの現在のユーザー名を示します。

古いパスワード

サービスアカウントの現在のパスワードを示します。

新しいユーザー名

サービスアカウントで使用する新しいユーザー名を示します。

新しいパスワード

サービスアカウントで使用する新しいパスワードを示します。

パスワードの確認入力

［新しいパスワード］フィールドで入力したパスワードを確認しま
す。

サービスのスタートアップオプ
ションを変更

サービスアカウントの起動オプションを変更できます。

自動

システム起動時にサービスアカウントが自動的に起動されること
を示します。

手動

システム起動時にサービスアカウントが自動的に起動されないこ
とを示します。 手動で起動する必要があります。

無効

システム起動時にサービスアカウントが無効化されることを示しま
す。

［サービスアカウントに必要な権 サービスアカウントにシステムサービスの権限を付与できます。
限を付与する］
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監査ログについて
監査ログを使用すると、Backup Exec の実行済みの操作に関する詳細を確認できます。
監査ログには、アクティビティの実行日時、実行したユーザー、アクティビティの内容およ
びアクティビティの説明が表示されます。
発生した作業について、次のすべてまたはいずれかの情報を表示できます。
■

アラート

■

監査ログ

■

デバイスおよびメディア

■

暗号化キー

■

エラー処理方法

■

ジョブ

■

ログオンアカウント

■

サーバー設定

監査ログは、Backup Exec データベースの保守作業の一環として削除することができ、
またファイルに保存することもできます。 監査ログに行われた変更 (データベースの保守
作業の実行時など) も、監査ログに表示することができます。
p.506 の 「監査ログの設定」 を参照してください。
p.507 の 「監査ログの表示」 を参照してください。
p.507 の 「監査ログからのエントリの削除」 を参照してください。
p.507 の 「監査ログのファイルへの保存」 を参照してください。

監査ログの設定
監査ログを設定すると、Backup Exec で項目に対して実行された特定の処理について
の情報を表示できます。
p.506 の 「監査ログについて」 を参照してください。
p.507 の 「監査ログの表示」 を参照してください。
監査ログを設定する方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックし、［構成と設定］、［監査ログ］の順に選択します。

2

［監査ログ］ダイアログボックスで、［ログの設定］をクリックします。
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3

［監査ログの設定］ダイアログボックスで、監査ログに表示するカテゴリのチェックボッ
クスをオンにします。
カテゴリの左側の矢印をクリックしてカテゴリを展開します。カテゴリに対して表示す
る処理を選択します。
表示しない項目または処理については、チェックボックスをオフにします。

4

［OK］をクリックします。

監査ログの表示
監査ログを表示して、Backup Exec の変更がいつ行われたか、どのユーザーが変更を
行ったかを確認することができます。
p.506 の 「監査ログについて」 を参照してください。
p.506 の 「監査ログの設定」 を参照してください。
監査ログを表示する方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックし、［構成と設定］、［監査ログ］の順に選択します。

2

［表示するカテゴリの選択］で、監査情報を表示するカテゴリを選択します。
p.508 の 「［監査ログ］オプション」 を参照してください。

3

［監査ログ］ウィンドウの最下部にあるスクロールバーを使用してエントリ全体を表示
するか、またはエントリをダブルクリックして同じ情報を読みやすい監査ログレコード
形式で表示します。

監査ログからのエントリの削除
すべてのカテゴリのエントリまたは選択したカテゴリのエントリを削除できます。
p.506 の 「監査ログについて」 を参照してください。
監査ログからエントリを削除する方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックし、［構成と設定］、［監査ログ］の順に選択します。

2

［表示するカテゴリの選択］で、監査情報を表示するカテゴリを選択します。

3

監査ログカテゴリからすべてのエントリを削除するには、［カテゴリログの消去］をクリッ
クします。
特定のカテゴリを選択して表示した場合、［カテゴリログの消去］をクリックすると、選
択したカテゴリで生成されたログのみが消去されます。

監査ログのファイルへの保存
テキスト (.txt) ファイルとして監査ログを保存できます。
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p.506 の 「監査ログについて」 を参照してください。
監査ログをファイルに保存する方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックし、［構成と設定］、［監査ログ］の順に選択します。

2

［ログをファイルに保存］をクリックし、監査ログのエントリを保存するファイル名および
場所を指定します。

［監査ログ］オプション
監査ログを表示して、Backup Exec の変更がいつ行われたか、どのユーザーが変更を
行ったかを確認することができます。
p.507 の 「監査ログの表示」 を参照してください。
p.507 の 「監査ログからのエントリの削除」 を参照してください。
p.507 の 「監査ログのファイルへの保存」 を参照してください。
表 17-26

［監査ログ］オプション

項目

説明

表示するカテゴリの選択

監査ログを表示するカテゴリを選択することを可能にします。

日時

Backup Exec でこの変更が行われた日時を示します。 列の見出
しをクリックすると、情報を日付でソートすることができます。

ユーザー名

変更を行ったユーザーのドメインおよびユーザー名を示します。
列の見出しをクリックすると、情報をアルファベット順にソートする
ことができます。

カテゴリ

ログが属するカテゴリを示します。 列の見出しをクリックすると、情
報をアルファベット順にソートすることができます。

メッセージ

実行した処理について、Backup Exec が記録した処理結果を示
します。 列の見出しをクリックすると、情報をアルファベット順に
ソートすることができます。

更新

新しいエントリで監査ログを更新します。

カテゴリログの消去

監査ログカテゴリからすべてのエントリを削除します。

ログをファイルに保存

監査ログエントリをどこに保存するか示します。 テキスト (.txt) ファ
イルとして監査ログを保存できます。

プロパティ

選択されたエントリについて情報を提供します。

ログの設定

監査ログに含めるカテゴリとオプションを選択できます。
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別の Backup Exec サーバーへの構成設定のコピー
Central Admin Server Option (CASO) を使用している場合は、構成設定とログオン情
報を 1 つの Backup Exec サーバーから別の Backup Exec サーバーにコピーできます。
このコピー機能を使用して、同じ構成設定またはログオン設定を持つ Backup Exec サー
バーのグループを簡単に設定できます。
p.495 の 「別の Backup Exec サーバーへのログオンアカウント情報のコピー」 を参照して
ください。
メモ: 構成設定とログオン情報を別の Backup Exec サーバーにコピーするには、［サー
バー設定のコピー］機能をインストールする必要があります。
p.71 の 「ローカル Backup Exec サーバーへの Backup Exec 追加オプションのインス
トール」 を参照してください。
別の Backup Exec サーバーに構成設定をコピーする方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックして［構成と設定］を選択し、次に［設定を他のサー
バーにコピーする］をクリックします。

2

コピー対象の設定を選択します。
p.510 の 「［設定のコピー］オプション」 を参照してください。

3

次のいずれかを実行します。
設定のコピー先 Backup Exec サーバーが［宛 Backup Exec サーバーの名前を選択します。
先 Backup Exec サーバー］リストに表示され
る場合
設定のコピー先 Backup Exec サーバーが［宛 次のいずれかを実行します。
先 Backup Exec サーバー］リストに表示され
■ ［追加］をクリックして、リストに Backup
ない場合
Exec サーバーを追加します。Backup
Exec サーバーを追加した後は、このサー
バーを宛先として選択できます。
p.511 の 「［設定のコピー］ダイアログボック
スへの宛先 Backup Exec サーバーの追
加」 を参照してください。
■ ［リストをインポート］をクリックして、リストか
ら複数の Backup Exec サーバーを追加
します。リストを追加した後は、そのリストに
ある Backup Exec サーバーを宛先として
選択できます。

4

［OK］をクリックします。
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［設定のコピー］オプション
［設定のコピー］ダイアログボックスで、別の Backup Exec サーバーにコピーする設定の
種類を選択できます。
p.509 の 「別の Backup Exec サーバーへの構成設定のコピー」 を参照してください。
表 17-27

［設定のコピー］オプション

項目

説明

デフォルトのジョブオプション

この Backup Exec サーバーから別の Backup Exec サーバーに
デフォルトのジョブオプションをコピーできます。

デフォルトスケジュール

この Backup Exec サーバーから別の Backup Exec サーバーに
デフォルトのスケジュール設定をコピーできます。

エラー処理方法

この Backup Exec サーバーから別の Backup Exec サーバーに
エラー処理方法をコピーできます。

アラートの設定

この Backup Exec サーバーから別の Backup Exec サーバーに
アラートの設定をコピーできます。

名前

Backup Exec サーバーの名前を表示します。

ログオンアカウント

選択した Backup Exec サーバーに接続するのに使われるログオ
ンアカウントを表示します。使用するログオンアカウントは他のも
のに変更できます。

追加

［宛先 Backup Exec サーバー］リストに Backup Exec サーバー
を追加できます。リストに Backup Exec サーバーを追加した後、
それに設定をコピーできます。

リムーブ

［宛先 Backup Exec サーバー］リストから選択した Backup Exec
サーバーを削除できます。

リストをインポート

［宛先 Backup Exec サーバー］リストに Backup Exec サーバー
のリストをインポートできます。リストに Backup Exec サーバーを
追加した後、それらに設定をコピーできます。

［設定のコピー］ダイアログボックスへの宛先 Backup Exec サーバーの
リストのインポート
Central Admin Server Option (CASO) を使用している場合は、設定を 1 つの Backup
Exec サーバーから別の Backup Exec サーバーにコピーできます。［設定のコピー］ダイ
アログボックスの［宛先 Backup Exec サーバー］リストに設定のコピー先 Backup Exec
サーバーが表示されなければ、リストのインポートによってそれを追加できます。［宛先
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Backup Exec サーバー］リストに Backup Exec サーバーを追加した後、宛先としてそれ
を選択できます。
p.509 の 「別の Backup Exec サーバーへの構成設定のコピー」 を参照してください。
宛先 Backup Exec サーバーのリストをインポートする方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックして［構成と設定］を選択し、次に［Backup Exec サー
バーに設定をコピーする］をクリックします。

2

［リストをインポート］をクリックします。

3

リストを参照して選択し、［開く］をクリックします。

4

［OK］をクリックします。

［設定のコピー］ダイアログボックスへの宛先 Backup Exec サーバーの
追加
Central Admin Server Option (CASO) を使用している場合は、設定を 1 つの Backup
Exec サーバーから別の Backup Exec サーバーにコピーできます。［設定のコピー］ダイ
アログボックスの［宛先 Backup Exec サーバー］リストに設定のコピー先 Backup Exec
サーバーが表示されなければ、このサーバーを追加できます。［宛先 Backup Exec サー
バー］リストに Backup Exec サーバーを追加した後、宛先としてそれを選択できます。
p.509 の 「別の Backup Exec サーバーへの構成設定のコピー」 を参照してください。
宛先 Backup Exec サーバーを追加する方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックして［構成と設定］を選択し、次に［Backup Exec サー
バーに設定をコピーする］をクリックします。

2

［追加］をクリックします。

3

適切なオプションを選択します。
p.511 の 「［サーバーの追加］オプション」 を参照してください。

4

必要に応じて、コピー操作を完了するために使う適切なログオンアカウント情報を選
択または入力します。
p.488 の 「ログオンアカウントについて」 を参照してください。
コピー操作のためにログオンアカウントクレデンシャルを変更してもログオンアカウン
トは永続的には変更されません。

5

［OK］をクリックします。

［サーバーの追加］オプション
設定のコピー先 Backup Exec サーバーを追加するのに［サーバーの追加］ダイアログ
ボックスを使うことができます。
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p.509 の 「別の Backup Exec サーバーへの構成設定のコピー」 を参照してください。
p.511 の 「［設定のコピー］ダイアログボックスへの宛先 Backup Exec サーバーの追加」
を参照してください。
表 17-28

［サーバーの追加］オプション

項目

説明

Add an individual Backup
Exec server

［設定のコピー］ダイアログボックスの［宛先 Backup Exec サー
バー］リストに追加する単一の Backup Exec サーバーを選択で
きます。Backup Exec サーバーの名前を追加した後、それに設
定をコピーできます。

名前

［設定のコピー］ダイアログボックスの［宛先 Backup Exec サー
バー］リストに追加する Backup Exec サーバーの名前を示しま
す。

Add all managed Backup
Exec servers

［設定のコピー］ダイアログボックスの［宛先 Backup Exec サー
バー］リストに環境の管理対象 Backup Exec サーバーすべてを
追加できます。このオプションは任意の管理対象サーバーに設
定をコピーすることを可能にします。

Backup Exec サーバーの接続 選択した Backup Exec サーバーにアクセスするのに使われてい
に使用するログオンアカウント るログオンアカウントの名前を示します。
Add/Edit

選択した Backup Exec サーバーにアクセスするのに Backup
Exec が使うログオンアカウントを変更できます。

サーバーのプロパティの表示について
ローカル Backup Exec サーバーまたは Backup Exec で監視する他のサーバーのプロ
パティを表示できます。Backup Exec にはサーバーに関する一般情報とシステム情報が
表示されます。
Backup Exec で監視するサーバーの次のプロパティを表示できます。
■

サーバー名

■

サーバーの説明

■

オペレーティングシステム情報

■

Backup Exec のバージョンとライセンス情報

p.513 の 「サーバープロパティの確認」 を参照してください。
また、ローカル Backup Exec サーバーの次のプロパティを表示できます。
■

サーバー名
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■

サーバーの説明

■

サーバーの状態

■

バージョンとライセンス情報

■

日付とタイムゾーン情報

■

オペレーティングシステム情報

■

メモリとページファイル情報

p.513 の 「ローカル Backup Exec サーバーのプロパティの表示」 を参照してください。
Central Admin Server Option (CASO) がある場合は、Backup Exec データベース、デ
バイスとメディアのデータベース、カタログデータベースの情報も表示できます。
p.1026 の 「集中管理サーバー設定の表示」 を参照してください。

ローカル Backup Exec サーバーのプロパティの表示
ローカル Backup Exec サーバーのプロパティを表示できます。Backup Exec にはサー
バーに関する一般情報とシステム情報が表示されます。
p.512 の 「サーバーのプロパティの表示について」 を参照してください。
ローカル Backup Exec サーバーのプロパティを表示する方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックして［構成と設定］を選択し、次に［ローカルサーバー
のプロパティ］をクリックします。

2

ローカルサーバーのプロパティの表示を終了するには、［OK］をクリックします。

サーバープロパティの確認
Backup Exec を使用して監視するすべてのサーバーのプロパティを表示できます。Backup
Exec にはサーバーに関する一般情報とシステム情報が表示されます。
p.512 の 「サーバーのプロパティの表示について」 を参照してください。
サーバーのプロパティを表示する方法

1

［バックアップとリストア］タブで、プロパティを表示するサーバーをダブルクリックしま
す。

2

左ペインで、［プロパティ］をクリックします。
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18
バックアップ戦略
この章では以下の項目について説明しています。
■

バックアップ戦略について

■

バックアップ方式について

■

ファイルがバックアップ済みかどうかを判断するための Backup Exec の設定につい
て

■

ファイルのバックアップおよび削除について

■

バックアップ選択項目でのドメインの完全修飾名の使用について

■

バックアップするデータの検出について

■

「チェックポイントから再開」の使用について

■

重要なシステムコンポーネントのバックアップについて

■

Backup Exec シャドウコピーコンポーネントファイルシステムについて

■

Backup Exec での Microsoft バーチャルハードディスク (VHD) ファイルの管理につ
いて

■

プリコマンドとポストコマンドについて

■

Granular Recovery Technology を使って個々の項目をリストアする方法

■

バックアップネットワークの指定について

■

Backup Exec での IPv4 および IPv6 の使用について

■

Symantec Endpoint Protection での Backup Exec の使用について

■

暗号化について
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バックアップ戦略について
バックアップ戦略はネットワークをバックアップするために実装する手順の集まりです。
バックアップ戦略には、バックアップを実行する方式、バックアップの実行のスケジュー
ル、定期的なバックアップに使用するメディアのローテーション方法が含まれます。優れ
たバックアップ戦略を使用すると、故障が発生した場合のシステムのリカバリ時間を短縮
できます。
Backup Exec を使用すると、柔軟性に富んださまざまな方法で、ネットワーク上のデータ
を保護することができます。 Backup Exec ですべての管理処理が自動的に実行される
ようにすることも、必要な仕様に合った独自の戦略を自分で設計して管理することもでき
ます。
p.389 の 「メディアローテーション戦略」 を参照してください。
p.516 の 「バックアップ戦略を選択する方法」 を参照してください。
p.516 の 「バックアップスケジュールを判断する方法」 を参照してください。
p.517 の 「バックアップするデータの量を判断する方法」 を参照してください。
p.517 の 「データストレージのスケジュールを判断する方法」 を参照してください。
p.518 の 「バックアップするデータを判断する方法」 を参照してください。

バックアップ戦略を選択する方法
安全で効率のよいデータの管理方法を選定するには、次の事項を考慮しておく必要が
あります。
■

バックアップするデータの重要性

■

システムに適したバックアップ頻度

■

必要なストレージメディアの容量

■

ストレージメディアの使用時期

■

バックアップ情報を追跡する方法

p.516 の 「バックアップ戦略について」 を参照してください。

バックアップスケジュールを判断する方法
データをバックアップする頻度を考慮するときは、データの再作成に要するコストを考慮
に入れる必要があります。前回のバックアップ以降に、データが追加または変更される頻
度を検討します。
作業量、時間または営業的損失、ハードウェア故障時に発生する可能性があるコストを
算出します。次回のバックアップ実施がスケジュール設定されていた直前に、ハードウェ
アの故障が発生したと想定します。最悪のシナリオを常に想定する必要があります。この
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コストが大きければ、バックアップスケジュールをこれに合わせて調整する必要がありま
す。
たとえば、何人かのデータベースオペレータによって常時更新されている大規模なデー
タベースの再作成に必要なコストは、かなり大きいものになります。一方、いくつかのメモ
を社内で作成する 1 人のユーザーのデータを再作成するのに必要なコストは前者と比
較になりません。この場合、データベースのバックアップは 1 日に数回実行する必要があ
りますが、ユーザーのワークステーションのバックアップは 1 日 1 回実行すれば十分で
す。
ワークステーションは毎日 1 回完全バックアップを実行し、サーバーはできるだけ頻繁に
完全バックアップを実行すると理想的です。また、常に変更の加えられている重要なファ
イルやディレクトリも毎日数回バックアップする必要があります。ただし、時間とメディアは
無限ではないので、頻繁に完全バックアップを実行することは、多くの環境で実現するの
が困難です。完全バックアップは無理でも、計画的に増分または差分バックアップを実行
するようにします。また、新しくアプリケーションを追加したり、サーバーの構成を変更する
場合は、安全性の観点から、事前に必ず完全バックアップを行うようにします。
p.516 の 「バックアップ戦略について」 を参照してください。

バックアップするデータの量を判断する方法
バックアップが必要なデータ量は、メディアローテーション戦略を決定するときの重要な
要因です。長期にわたって保存する必要があるデータを大量にバックアップする場合は、
それに応じた戦略を選択する必要があります。
p.516 の 「バックアップ戦略について」 を参照してください。

データストレージのスケジュールを判断する方法
データを保存しておく必要のある期間は、使用しているメディアローテーション方式に直
接関係します。たとえば、同一のメディアセットに毎日バックアップを行う場合、バックアッ
プの保存期間は 1 日未満です。
ストレージの価格は、データの価値と比較すれば高くありません。そのため、システムの
バックアップを定期的に作成し、永続的に保存することをお勧めします。管理者によって
は、永続的なバックアップを毎週作成する場合があります。また、永続的なバックアップを
毎月 1 つ作成することも考えられます。
ウイルスによる被害も大きな脅威です。ウイルスには、すぐに被害が発生するものや、何
日もまたは何週間もたってから被害が発生するものがあります。
いつでもリストアを実行できるように、少なくとも次のバックアップを用意しておく必要があ
ります。
■

3 日分の日次バックアップ (月曜日の分、火曜日の分、水曜日の分など)

■

1 週間前の完全バックアップ
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■

1 カ月前の完全バックアップ

これらのバックアップを用意しておけば、ウイルスに感染する前の状態にシステムをリスト
アすることが可能です。
p.516 の 「バックアップ戦略について」 を参照してください。

バックアップするデータを判断する方法
Backup Exec では、サーバー、ワークステーション、エージェントをバックアップできるた
め、どのデータを保護するかを検討する必要があります。コンピュータごとに、バックアッ
プに適したタイミングを選択する必要があります。たとえば、ファイルサーバーのバックアッ
プは夜間に、ワークステーションのバックアップは昼休みに実行します。
p.516 の 「バックアップ戦略について」 を参照してください。

バックアップ方式について
バックアップ戦略を作成する前に、使用するバックアップ方式を決定する必要があります。
完全バックアップを単独で実行するか、1 つ以上のバックアップ方式を組み合わせた戦
略を使用できます。
メモ: ディザスタリカバリ用の基本データを確保するために、サーバーの完全バックアップ
を実行しておく必要があります。
Backup Exec で使用するバックアップ方式を次に示します。
■

完全
p.518 の 「完全バックアップ方式について」 を参照してください。

■

差分
p.519 の 「差分バックアップ方式について」 を参照してください。

■

増分
p.520 の 「増分バックアップ方式について」 を参照してください。

バックアップ方式にはそれぞれ長所と短所があります。
p.520 の 「バックアップ方式の長所と短所について」 を参照してください。

完全バックアップ方式について
完全バックアップには、バックアップ対象として選択したすべてのデータが含まれます。
Backup Exec でサーバーがバックアップされたことが検出されます。
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メモ: ディザスタリカバリ用の基本データを確保するために、サーバーの完全バックアップ
を実行しておく必要があります。
完全バックアップには、選択したすべてのデータを含む複製バックアップも含まれます。
複製バックアップはアーカイブビットをリセットしないため、メディアローテーション戦略に
影響を与えません。
複製バックアップは、次のような場合に便利です。
■

特殊な目的でデータをバックアップする。

■

特定のデータをバックアップする。

■

オフサイトに保管するバックアップを別に作成する。

■

メディアローテーションに影響を与えずにバックアップする。

p.212 の 「バックアップしたデータの複製について」 を参照してください。
完全バックアップにはもう 1 つのオプション、［選択したファイルおよびフォルダをバック
アップ後に削除する］オプションを使用する方法があります。このオプションは、正常な完
全バックアップ後にバックアップされたデータをボリュームから削除し、ディスク領域を解
放してボリュームを整理します。
p.525 の 「ファイルのバックアップおよび削除について」 を参照してください。
p.518 の 「バックアップ方式について」 を参照してください。

差分バックアップ方式について
差分バックアップは、最後の完全バックアップ以降に変更されたすべてのファイルを含み
ます。差分バックアップと増分バックアップの違いは、増分バックアップには、前回の完全
バックアップまたは増分バックアップ以降に変更されたすべてのファイルが含まれること
です。
メモ: 差分タスクを含むバックアップ定義では、バックアップタスクのすべては同じ Backup
Exec サーバーがアクセスできるストレージデバイスを使う必要があります。
デフォルトでは、Backup Exec は Windows の変更ジャーナルを使用して、ファイルが以
前にバックアップされたかどうかを判断します。ファイルが以前にバックアップされたかど
うかの判断に、修正日時、アーカイブビットまたは Backup Exec カタログを使用するよう
に Backup Exec を設定することもできます。
p.198 の 「ファイルとフォルダのオプション」 を参照してください。
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メモ: ファイルがバックアップされているかどうかの判断に修正日時を使う場合は、完全
バックアップと差分バックアップでも同様に修正日時を選択してバックアップに使う必要が
あります。
デバイス全体のリストアに必要なバックアップは、差分バックアップ方式では 2 つだけな
ので、増分バックアップよりも簡単です。また、使用するメディアの数が少ない方が、メディ
アのエラーが原因でリストアジョブが失敗する危険性も減少します。
p.518 の 「バックアップ方式について」 を参照してください。

増分バックアップ方式について
増分バックアップ方式では、前回の完全バックアップまたは増分バックアップ以降に変更
されたファイルのみをバックアップします。増分バックアップと差分バックアップの違いは、
差分バックアップには、前回の完全バックアップ以降に変更されたすべてのファイルが含
まれることです。
メモ: 増分タスクを含むバックアップ定義では、バックアップタスクのすべては同じ Backup
Exec サーバーがアクセスできるストレージデバイスを使う必要があります。
デフォルトでは、Backup Exec は Windows の変更ジャーナルを使用して、ファイルが以
前にバックアップされたかどうかを判断します。ファイルが以前にバックアップされたかど
うかの判断に、修正日時、アーカイブビットまたは Backup Exec カタログを使用するよう
に Backup Exec を設定することもできます。
p.198 の 「ファイルとフォルダのオプション」 を参照してください。
メモ: ファイルがバックアップされているかどうかの判断に修正日時を使う場合は、完全
バックアップと増分バックアップでも同様に修正日時を選択してバックアップに使う必要が
あります。
増分バックアップは、完全バックアップまたは差分バックアップよりも短時間でバックアッ
プが完了します。また、前回のバックアップ以降に変更されたファイルのみをバックアップ
するため、バックアップデータが占有するディスク領域も少なくなります。
p.518 の 「バックアップ方式について」 を参照してください。

バックアップ方式の長所と短所について
バックアップ方式にはそれぞれ長所と短所があります。
p.518 の 「バックアップ方式について」 を参照してください。
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表 18-1

バックアップ方式の長所と短所

方式

長所

完全

■

差分

■

短所

ファイルを見つけやすい
■ 冗長なバックアップ
完全バックアップには、バックアッ
ファイルサーバー上のファイル
プ対象として選択したすべての
は、ほとんどが変更されません。
データが含まれます。したがっ
初回以降の完全バックアップは、
て、復元するファイルを見つける
いずれも既にバックアップ済みの
ために複数のバックアップセット
内容のコピーにすぎません。完
を検索する必要はありません。
全バックアップは多くのストレージ
容量を必要とします。
■ システム全体の最新バックアップ
が 1 つのバックアップセットで利 ■ 完全バックアップの実行には時
用できます。
間がかかります。
システム全体を完全バックアップ
エージェントワークステーションや
した場合、リストアに必要なすべ
リモートサーバーなど、他にバッ
ての最新情報が 1 カ所に格納さ
クアップが必要なサーバーがネッ
れます。
トワーク上に存在する場合は特
に顕著です。
ファイルを見つけやすい
■ 冗長なバックアップ
差分方式でバックアップしたシス
前回の完全バックアップ以降に
テムのリストアには最大 2 つの
作成および修正されたすべての
バックアップが必要となります。
ファイルが含まれた冗長なバック
差分方式で必要なバックアップ
アップが作成されます。
は、最新の完全バックアップと最
新の差分バックアップです。差分
バックアップのリストアは、増分
バックアップのリストアよりも短時
間で済みます。増分方式のリスト
アには、最新の完全バックアップ
と、それ以降に作成されたすべ
ての増分バックアップが必要とな
ります。
■ バックアップとリストアは短時間で
済みます。
差分バックアップは、完全バック
アップよりも短時間でリストアが完
了します。最新の完全バックアッ
プセットと最新の差分バックアッ
プセットのみでサーバーのリスト
アを実行でき、短時間でディザス
タリカバリを行えます。
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方式

長所

増分

■

短所

ストレージの有効活用
■ バックアップは複数のバックアッ
プセットに分散します。
前回のバックアップ以降に変更
されたファイルのみをバックアッ
障害発生時には複数のバックアッ
プするため、データのストレージ
プセットが必要となるため、サー
に必要な容量が少なくて済みま
バーのリストアに長時間を要する
す。
場合があります。また、システム
のリカバリにはバックアップセット
■ バックアップが短時間で済みま
を正しい順序で使用する必要が
す。
あります。
増分バックアップは、完全バック
アップおよび差分バックアップよ
りも大幅に短時間でバックアップ
が完了します。

ファイルがバックアップ済みかどうかを判断するための
Backup Exec の設定について
ファイルが作成または変更されるたびに、コンピュータのファイルシステムでその変更が
確認され記録されます。コンピュータはファイルの修正日時、アーカイブビット、Windows
変更ジャーナルのいずれかを使用し、ファイルが作成または変更された日時を判断しま
す。バックアップ戦略の一部として増分または差分バックアップ方式が使用されている場
合、Backup Exec がファイルの変更日時を認識できる必要があります。完全バックアップ
には、バックアップ対象として選択したすべてのデータが含まれます。その後の増分バッ
クアップと差分バックアップでは、新しいファイルと変更されたファイルのみがバックアップ
されます。
p.518 の 「バックアップ方式について」 を参照してください。
バックアップ戦略の例を次に示します。
佐藤氏は、営業所のファイルサーバー用のバックアップ戦略を決めることにしました。彼
は、どのようバックアップ戦略でも、完全バックアップ (完全バックアップ方式を使ったサー
バー全体のバックアップ) を最初に行う必要があることを理解しています。そこで、金曜日
の終わりに実行するバックアップジョブを作成し、送信しました。
オペレーティングシステムファイルやアプリケーションファイルなどの、サーバー上のほと
んどのファイルは滅多に変更されません。したがって彼は、増分バックアップまたは差分
バックアップを使用することにより、時間とストレージを節約することにしました。使用する
ことにしたのは増分バックアップです。月曜日から金曜日まで毎日、1 日の終わりに増分
バックアップ方式を実行するジョブをスケジュールしました。
金曜日になると、バックアップセットには、ファイルサーバーにあるすべてのデータが集ま
ります。Backup Exec により、すべてのファイル状態が「バックアップ済み」に変更されま
す。月曜日の終わりには増分バックアップが実行され、新しく作成されたファイルまたは
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変更されたファイルのみがバックアップされます。増分バックアップジョブが完了すると、
アーカイブビットが Backup Exec によってオフに設定され、ファイルがバックアップされた
ことが示されます。火曜日から木曜日も同じです。
木曜日にファイルサーバーで障害が発生した場合には、作成した順序でバックアップを
リストアすることになります。つまり、金曜日のバックアップから順に水曜日のバックアップ
までリストアします。
月曜日から木曜日にかけて差分バックアップを実行することを決定した場合、必要になる
のは金曜日と水曜日のバックアップセットのみです。金曜日のバックアップセットには、元
のバックアップのデータがすべて含まれているはずです。また、水曜日のバックアップセッ
トには、金曜日のバックアップ以降に作成または変更されたファイルがすべて含まれてい
るはずです。
デフォルトでは、Backup Exec は Windows 変更ジャーナルを使用してファイルがバック
アップされたかどうかを判断します。Windows 変更ジャーナルが使用できない場合は別
の方法を選択できます。
p.198 の 「ファイルとフォルダのオプション」 を参照してください。
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表 18-2

ファイルが以前にバックアップ済みかどうかを判断する方法

方式

説明

修正時刻別

Backup Exec は Windows 変更ジャーナルを使用して、ファイル
が前回のバックアップ以降に変更されたかどうかを判断します。
変更ジャーナルが利用不可の場合は、修正時刻が使用されま
す。
完全バックアップまたは増分バックアップを実行すると、バックアッ
プ開始日時が Backup Exec データベースに記録されます。次
回に増分または差分バックアップを実行すると、ファイルシステム
の時刻と Backup Exec データベースのバックアップ時刻が比較
されます。ファイルシステムの時刻がデータベースの時刻より新
しい場合は、そのファイルはバックアップされます。ファイルの修
正日時が以前のバックアップの修正日時より古ければ、そのファ
イルはバックアップされません。

メモ: ファイルがコピーされるか、または移動されるとき、ファイル
の前回修正した日付とタイムスタンプは変わりません。 ファイルが
確実に保護されるようにするには、ファイルをコピーまたは移動し
た後に完全バックアップを実行してください。 Advanced
Disk-based Backup Option がある場合は、合成バックアップを
実行して、コピーまたは移動されたファイルが保護されることを確
認できます。
増分バックアップを実行すると、新しい時刻が Backup Exec デー
タベースに記録されます。差分バックアップの場合は、データベー
スの時刻は更新されません。
修正日時を使用すると、UNIX など、アーカイブビットを使用しな
いファイルシステムで差分バックアップを実行することができます。
完全バックアップジョブが正常に完了した場合のみ、バックアップ
時刻が Backup Exec データベースに追加されます。完全バック
アップジョブが正常に完了しなかった場合、その後の差分または
増分バックアップジョブで、変更されたデータだけでなくすべての
データがバックアップされます。
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方式

説明

アーカイブビットを使用

Backup Exec は ファイルシステムのアーカイブビットを使用して、
ファイルが前回のバックアップ以降に変更されたかどうかを判断
します。
アーカイブビットの使用を選択した場合は、ファイルがバックアッ
プされると Backup Exec でアーカイブビットがオフになります。
アーカイブビットがオフになると、ファイルがバックアップされたこ
とが Backup Exec に伝わります。次回の完全バックアップまたは
増分バックアップまでにファイルが変更されると、ビットは再びオ
ンになります。そして、次回の完全バックアップまたは増分バック
アップでそのファイルがバックアップされます。差分バックアップ
に含まれるのは、前回の完全バックアップ以降に作成または変
更されたファイルのみです。差分バックアップが実行される場合
は、アーカイブビットの操作は行われません。

カタログを使用

Backup Exec は Windows 変更ジャーナルを使用して、ファイル
が前回のバックアップ以降に変更されたかどうかを判断します。
パス名、修正時刻、削除されたファイルとフォルダ、名前が変更
されたファイルとフォルダ、その他の属性が Backup Exec で比較
されます。変更ジャーナルが使用できない場合、Backup Exec
はファイル情報を以前の Backup Exec カタログと比較し、ファイ
ルが変更されているかどうかを判断します。合成バックアップと
TIR (True Image Restore) では、この方式を使う必要がありま
す。最も完全度が高いのはこの方法ですが、実行に時間がかか
ります。

ファイルのバックアップおよび削除について
完全バックアップを実行するときに、ファイルをバックアップしてから削除する方式を選択
できます。［バックアップ後に選択したファイルおよびフォルダを削除する］オプションを使
用して、バックアップ後にサーバーからファイルおよびフォルダを削除し、サーバーのディ
スクスペースを解放できます。Backup Exec では、選択したデータをバックアップし、バッ
クアップセットの検証を行った後、サーバーからデータを削除します。完全バックアップに
ついてのみ、ファイルのバックアップと削除を行えます。
このオプションによってデータが削除されるため、これをデフォルトのバックアップジョブ設
定として指定することはできません。このオプションをジョブに使用するときは常に、［ファ
イルおよびフォルダ］バックアップジョブ設定にこのオプションを指定する必要があります。
通常バックアップスケジュールの一部としてこのオプションを使用しないでください。
p.198 の 「ファイルとフォルダのオプション」 を参照してください。
ジョブを実行するのに使う Backup Exec ログオンアカウントのクレデンシャルには、ファイ
ルを削除する権限が必要です。Agent for Linux または Agent for Macintosh を使用
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してファイルのバックアップおよび削除を行うには、Backup Exec ログオンアカウントに
スーパーユーザーの権限が必要です。そうでない場合、データはバックアップされます
が、削除されません。
メモ: Backup Exec では、［バックアップ後に選択したファイルおよびフォルダを削除する］
オプションを選択しても、Backup Exec エージェントがインストールされているリモートコン
ピュータからデータは削除されません。
Backup Exec はデータがバックアップされた後検証操作を実行します。検証に失敗した
場合は、ジョブは中止され、ユーザーに通知されます。検証のエラーを取得したら、ジョ
ブログを表示してください。問題を訂正することを試み次にジョブを再試行してください。
データがバックアップされ、検証された後、Backup Exec は選択したデータを削除しま
す。ジョブログには削除したデータのリストが記録されます。
［バックアップ後に選択したファイルおよびフォルダを削除する］オプションを使用する完
全バックアップジョブに対して、［チェックポイントから再開］オプションを有効にできます。
ジョブが失敗して再開された場合は、バックアップの完了後にソースボリュームからファイ
ルは削除されません。
Backup Exec Archiving Option はデータアーカイブに対してさらに機能を提供します。
p.1182 の 「Archiving Option について」 を参照してください。

バックアップ選択項目でのドメインの完全修飾名の使用
について
Backup Exec では、コンピュータ名を入力できる場所にはドメインの完全修飾名を入力
できます。また、コンピュータ名が一覧表示される場所に、ドメインの完全修飾名を表示
できます。
ドメインの完全修飾名には、次のルールが適用されます。
■

各ラベル (ドット間の文字列) の最大文字数は 63 です。

■

完全修飾名の最大合計文字数は 254 です。この数には、ドットは含まれますが、¥¥
は含まれません。

■

名前には * | < >? の文字は使用できません。

ドメインの完全修飾名と非修飾名を一緒に使用することはお勧めしません。ドメインの完
全修飾名を使用することをお勧めします。
たとえば、Test_Computer という名前のコンピュータを使用している場合、選択できるコ
ンピュータ名は 2 つあります。1 つは、Test_Computer です。完全修飾では、
Test_Computer.domain.company.com になります。この場合、両方の名前が同じコン
ピュータを示していたとしても、Backup Exec では、それぞれの名前は別のコンピュータ
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として扱われます。短いコンピュータ名を使用するバックアップジョブの場合は、カタログ
に短いコンピュータ名が含まれます。完全修飾名を使用するバックアップジョブの場合
は、カタログに完全修飾名が含まれます。

バックアップするデータの検出について
Backup Exec の［バックアップするデータを検出］オプションは、Windows または Active
Directory ドメイン内のバックアップコンテンツを検出します。データ検出操作はまだバッ
クアップされていないサーバーボリューム、データベース、アプリケーションデータを検索
します。
p.459 の 「バックアップするデータを検出するための Backup Exec の設定」 を参照してく
ださい。
デフォルトでは、データ検出操作は毎日正午に実行されます。また、データ検出操作は
Backup Exec サービスが再起動するたびに実行されます。 4 時間後にも操作が実行し
続ける場合は、Backup Exec によって操作がキャンセルされます。 Backup Exec のグ
ローバル設定で、この操作を無効にしたり、デフォルト設定を変更することができます。
p.459 の 「バックアップするデータの検出オプション」 を参照してください。
［バックアップするデータを検出］オプションは 3 つの主要なタスクを実行します。
■

最上位のコンピュータまたはコンピュータのコンテンツを検出する
データ検出操作で最上位のコンピュータまたはコンピュータのコンテンツを検出する
とき、［バックアップとリストア］タブの［クレデンシャル］ペインにそれらを追加します。
操作によって、コンピュータ、コンピュータのコンテンツ、バックアップ状態についての
情報が更新されます。 ［クレデンシャル］ペインでバックアップソースについての情報
を表示できます。
p.171 の 「クレデンシャルのプロパティ」 を参照してください。

■

Agent for Windows がインストールされていないサーバーを検出する
この操作で Agent for Windows がインストールされていないサーバーが検出される
と、Bckup Exec はユーザーにアラートを送信します。サーバーの追加ウィザードを使
用して、サーバーをサーバーリストに追加できます。サーバーをサーバーリストに追加
したら、それらをバックアップして、監視できます。
p.152 の 「サーバーリストへのサーバーの追加」 を参照してください。

■

Agent for Windows のインスタンスを検出し、検証する
データ検出操作はネットワーク上の Agent for Windows のインスタンスを検索しま
す。 Agent for Windows を見つけると、操作はバージョンが最新であることを確認し
ます。 Agent for Windows が最新のバージョンに更新されていない場合は、Backup
Exec はユーザーにアラートを送信します。

データ検出操作は次の基準を満たすサーバーだけを検出します。
■

Backup Exec サーバーと同じドメインに属する
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■

WIM （Windows Management Instrumentation）サービスが有効で実行中である

■

Backup Exec Management Service を実行しているユーザーと同じ WMI アクセス
権が許可されている
サーバーの「管理者」グループのメンバーがこのレベルのアクセス権を持っています。

■

WMI ネットワークトラフィックを許可するようにファイアウォールが設定されている

「チェックポイントから再開」の使用について
「チェックポイント再開」機能を使うと、中断されたジョブを再開できます。最初からやり直
す代わりに、中断された時点からジョブが再開されます。ジョブの再開時に、すでにバッ
クアップされているファイルはスキップされ、未処理のファイルのみがバックアップされま
す。再開されたジョブは、「再開」ステータスが Backup Exec で与えられます。「チェック
ポイント再開」機能を有効にしていない場合は、ジョブが失敗したり、中断されたりしたと
きはジョブを最初からやり直す必要があります。「チェックポイント再開」機能を有効または
無効にするには、バックアップジョブを作成するときの［Advanced Open File］オプション
を使います。
p.193 の 「Advanced Open File Option」 を参照してください。
メモ: 「チェックポイント再開」機能でバックアップジョブを再開するには、バックアップされ
たデータが 32 MB 以上となっている必要があります。バックアップデータ量がこれに満た
ないうちにバックアップジョブが失敗した場合は、ジョブを手動で再実行できます。
「チェックポイント再開」機能はデフォルトで有効となっています。Backup Exec はエラー
の発生後 2 分間待機してから、ジョブの再開を 1 回試行します。「チェックポイント再開」
機能のデフォルト設定は、エラーの処理方法で変更できます。
p.265 の 「失敗ジョブまたはキャンセルジョブをリカバリするためのエラー処理方法につい
て」 を参照してください。
メモ: Central Admin Server Option (CASO) を使用する場合、失敗したときと同じ管理
対象 Backup Exec サーバー上でジョブが再開されます。元の Backup Exec サーバー
が利用可能でない場合は、別の Backup Exec サーバーが Backup Exec で選択されて、
ジョブが再開されます。
「チェックポイントから再開」は、NTFS ボリュームでのみサポートされます。「チェックポイ
ント再開」機能でサポートされるスナップショットテクノロジは VSS のみです。
次の環境では「チェックポイント再開」機能はサポートされません。
■

FAT ボリューム

■

FAT32 ボリューム
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■

UNIX コンピュータ

■

クラスタ共有ボリューム (CSV)

■

アプリケーションエージェント

■

増分バックアップ

■

ファイルがバックアップ済みかどうかの判断にカタログを使うジョブ
p.522 の 「ファイルがバックアップ済みかどうかを判断するための Backup Exec の設
定について」 を参照してください。

ジョブの作成時に選択したスケジュールの設定内容に基づき、実行時間が長いジョブは
Backup Exec で自動的にキャンセルされます。Backup Exec で自動的にキャンセルされ
たジョブは、再開の対象となりません。手動でキャンセルしたジョブは、自動的に再開され
ません。
「チェックポイント再開」機能を使用するには、次の事項を考慮する必要があります。
■

追記ジョブの途中でエラーが発生すると、そのメディアは追記不能になります。メディ
アを消去、上書きするか、メディアの保持期間が切れると、追記が可能になります。再
開時は、新しいメディアが Backup Exec で使用されます。ジョブの失敗以前に使用
されたメディアが再開で上書きされないよう、適切なメディアの上書き禁止のレベルを
選択する必要があります。

■

検証ジョブまたはデータベース一貫性検査チェックジョブでエラーが発生した場合、
ジョブは最初から再開されます。

■

失敗の発生時点から再開された完全バックアップは、Simplified Disaster Recovery
のこのコンピュータをリカバリするウィザードには表示されません。ただし、このコン
ピュータをリカバリするウィザードを使用して一次リカバリを行った後に、これらのバッ
クアップセットを手動でリストアできます。

■

［バックアップ後に選択したファイルおよびフォルダを削除する］オプションを使用する
完全バックアップジョブに対して、［チェックポイントから再開］オプションを有効にでき
ます。ジョブが失敗して再開された場合は、バックアップの完了後にソースボリューム
からファイルは削除されません。

重要なシステムコンポーネントのバックアップについて
Backup Exec は、システムの完全なリストアに必要な、重要なシステムコンポーネントを自
動的にバックアップするように設定されています。重要なシステムコンポーネントをバック
アップすることによって、障害発生時にコンピュータをリカバリできます。
重要なシステムコンポーネントがすべてバックアップジョブの選択対象に含まれている場
合は、選択を実行するペインの［Simplified Disaster Recovery］のインジケータが［オ
ン］になります。重要なシステムコンポーネントのファイルのうち 1 つ以上を選択解除する
と、インジケータは［オフ］に変わります。
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次のリストアシナリオのいずれかを使用する場合は、重要なすべてのシステムコンポーネ
ントをバックアップ選択項目に含める必要があります。
■

Simplified Disaster Recovery
p.692 の 「Simplified Disaster Recoveryについて」 を参照してください。

■

仮想への変換
p.429 の 「仮想マシンへの変換について」 を参照してください。

■

バックアップセットから仮想へ

■

オンラインディザスタリカバリ
p.228 の 「Microsoft Windows コンピュータの完全なオンラインリストアの実行につい
て」 を参照してください。

サーバーをバックアップするよう選択すると、Backup Exec はサーバーのシステムデバイ
スとアプリケーションエージェントをすべて含めます。Backup Exec は重要なものもそうで
ないものもすべて含めてシステムデバイスとアプリケーションエージェントを動的に検出し
て保護します。全体のシステムリストアの実行に影響を与えず、明示的にバックアップ選
択項目から重要でないデバイスまたはアプリケーションデータを含むか除外できます。た
とえば、バックアップから Microsoft Exchange データを除外できます。この場合でも、
バックアップセットを使用してディザスタリカバリを実行できます。
次のシステムリソースは重要であると考えられます。バックアップセットを使用して完全な
システムリストアを実行できるようにするには、次のシステムリソースをバックアップに含め
る必要があります。
■

システムボリューム (EFI パーティションやユーティリティパーティションを含む)

■

ブートボリューム (オペレーティングシステムを実行する)

■

サービスアプリケーションボリューム (ブート、システム、自動起動)

■

システム状態デバイスおよびボリューム (Active Directory、システムファイルなどを
含む)

Backup Exec シャドウコピーコンポーネントファイルシス
テムについて
Backup Exec のシャドウコピーコンポーネントファイルシステムでは、Microsoft のボリュー
ムシャドウコピーサービスを使用して、Windows Server 2003/2008 コンピュータに存在
する、重要なオペレーティングシステム、アプリケーションサービスのデータ、他社製アプ
リケーションやユーザーのデータを保護します。
ボリュームシャドウコピーサービスを使用することによって、アプリケーションおよびサービ
スを実行したまま、コンピュータでバックアップを実行することができます。これは、バック
アップの開始時にボリュームのコピーを用意することによって実現されます。 ボリュームを
正しくバックアップするためにアプリケーションをシャットダウンする必要はありません。
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サードパーティベンダーは、ボリュームシャドウコピーサービスを使用して、このシャドウコ
ピーテクノロジと連携して使用するスナップショットプラグイン、つまりライターを作成する
ことができます。
ライターとは、ボリュームシャドウコピーサービスのフレームワークを利用するアプリケー
ション内の特定のコードであり、オペレーティングシステムおよびアプリケーションの、特
定時点へのリカバリ用として一貫性のとれたデータを提供します。 ライターはシャドウコ
ピーコンポーネントとして扱われますが、シャドウコピーコンポーネントは、バックアップ選
択リストとリストア選択リストにデータとして表示されます。
バックアップ選択項目で選択できるのは、Backup Exec での使用に関するテストが完了
しているライターのみです。 その他のライターは選択項目に表示されますが、それらを
バックアップ用に選択することはできません。
バックアップ対象としてシャドウコピーデータが含まれるボリュームを選択すると、Backup
Exec は、ボリュームレベルのバックアップに含めることができないシャドウコピーファイル
を判断します。 これらのファイルは、アクティブファイルの除外と呼ばれる機能によって、
自動的にバックアップ対象から除外されます。 スナップショット以外のバックアップ中にこ
のファイルの除外が発生しなかった場合、これらのファイルは使用中とみなされてスキッ
プしたものと扱われます。 スナップショットバックアップ中にこのファイルの除外が発生し
なかった場合、ファイルは一貫性がとれていない状態でバックアップされ、リストアの問題
が発生する可能性があります。
Windows SharePoint Services Feature Pack では、共有情報および連携データのリポ
ジトリとして SHAREPOINT という SQL (MSDE) インスタンスが使用されます。 Windows
Server 2003/2008 では、Symantec SQL Agent がインストールされていない場合、SQL
SHAREPOINT インスタンスはシャドウコピーコンポーネントファイルシステムによって保
護されます。 SQL Agent がインストールされている場合、SQL SHAREPOINT インスタン
スは SQL Agent によって保護されます。
メモ: デフォルトの SHAREPOINT 以外のインスタンス名を使用して Windows SharePoint
Services がインストールされている場合は、シャドウコピーコンポーネントファイルシステ
ムでは保護されません。 この場合、SQL SHAREPOINT インスタンスを保護するには、
Symantec SQL Agent を使用する必要があります。
Windows Small Business Server 2003 Standard Edition および Premium Edition
には、サーバー関連のアクティビティデータのリポジトリとして SBSMONITORING という
SQL (MSDE) インスタンスが含まれています。 Symantec SQL Agent がインストールされ
ていない場合、SQL SBSMONITORING インスタンスはシャドウコピーコンポーネントファ
イルシステムによって保護されます。 SQL Agent がインストールされている場合、SQL
SBSMONITORING インスタンスは SQL Agent によって保護されます。
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Backup Exec での Microsoft バーチャルハードディスク
(VHD) ファイルの管理について
Microsoft Windows 2008 R2 は、ネーティブバーチャルハードディスク (VHD) ファイル
を作成する機能を提供します。VHD ファイルは単一ファイルに含まれているバーチャル
ハードディスクです。VHD ファイルについて詳しくは、Microsoft Windows のマニュア
ルを参照してください。
Backup Exec はネーティブ VHD ファイルをバックアップおよびリストアする機能を提供し
ます。ネーティブ VHD ファイルがマウントされていない場合は、通常の保存先ボリューム
をバックアップできます。
ネーティブ VHD ファイルがドライブ文字または空のフォルダパスにマウントされている場
合、ファイルはバックアップジョブの間にスキップされます。 マウントされた VHD をバック
アップ選択項目の一部として含めることはできません。マウントされた VHD ファイルのデー
タをバックアップするには、バックアップ選択項目でマウントポイントを選択します。
p.149 の 「データのバックアップについて」 を参照してください。
通常のリストアのジョブの一部としてネーティブ VHD ファイルをリストアできます。Microsoft
Windows 2008 R2 を使う場合は、リストアジョブのリストア先をネーティブ VHD に変更
することもできます。リストアジョブのリストア先をネーティブ VHD に変更する場合、Backup
Exec はデータの保存につれて動的に拡張される VHDファイルを作成します。ファイル
はネーティブ VHD ファイルの最大サイズである 2040 GB に達するまで拡張されます。リ
ストア先を変更されたすべてのバックアップセットのデータを持つ 1 つの VHD ファイルを
作成するか、または各バックアップセットの VHD ファイルを作成できます。

プリコマンドとポストコマンドについて
すべてのバックアップジョブの前後に実行するコマンドのデフォルト値を設定できます。
デフォルト設定が指定のジョブに適さない場合、バックアップジョブの作成時に変更でき
ます。
次のような条件を設定することができます。
■

プリコマンドが正しく実行された場合にのみバックアップジョブを実行する。

■

プリコマンドが正しく実行された場合にのみポストコマンドを実行する。

■

バックアップジョブが失敗した場合でもポストコマンドを実行する。

■

プリコマンドまたはポストコマンドの戻りコード（または終了コード）を確認し、コマンド
が正しく完了したかどうかを調べる。
Backup Exec では、プリコマンドまたはポストコマンドでゼロの終了コードが返された
場合は、ジョブが正しく完了したものとして処理されます。Backup Exec では、ゼロ以
外の終了コードが返された場合は、ジョブの実行時にエラーが発生したものとして処
理されます。
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p.196 の 「［プリ/ポストコマンド］オプション」 を参照してください。
プリコマンドが失敗したときはジョブが実行されないようにする場合は、戻りコードをチェッ
クするように Backup Exec を設定します。Backup Exec は戻りコードを使用して、プリコ
マンドが失敗したか正しく完了したかを判別します。
たとえば、バックアップの前にデータベースをシャットダウンするプリコマンドの実行でエ
ラーが発生した場合は、バックアップを実行するとデータベースが破損する恐れがありま
す。このような場合は、プリコマンドが失敗したときはバックアップジョブを実行しないよう
にする必要があります。
戻りコードをチェックするように Backup Exec が設定されている場合に、ポストコマンドで
ゼロ以外のコードが返されたときは、ポストコマンドが失敗したことがジョブログに記録され
ます。プリコマンドが正しく実行された場合にのみジョブが実行されるように選択すること
もできます。プリコマンドとジョブの両方が正常に実行された場合でも、ポストコマンドが失
敗すると、Backup Exec はそのジョブを失敗として記録します。
たとえば、プリコマンドが正常に実行され、データベースがシャットダウンされます。バック
アップジョブも正常に実行されます。しかし、ポストコマンドによってデータベースを再開
できない場合、Backup Exec はジョブとポストコマンドを失敗としてジョブログに記録しま
す。
［バックアップ先の各サーバー］オプションを選択した場合、プリコマンドとポストコマンドの
選択項目は各サーバーに別個に適用されます。プリコマンドとポストコマンドは 1 つの
サーバーに対して同時に実行されてから、選択した次のサーバー上で実行されます。

Granular Recovery Technology を使って個々の項目を
リストアする方法
Granular Recovery Technology (GRT) を使ってバックアップセットから特定の個々の
項目をリストアすることができます。たとえば、Agent for Microsoft Exchange Server を
使用することで、メールボックス全体をリストアしなくても、バックアップから電子メールをリ
ストアできます。または、サイト全体をリストアしないでリストをリストアするために Agent for
Microsoft SharePoint を使うことができます。
個々の項目をリストアするには、バックアップジョブを作成するときに Granular Recovery
Technology 機能を有効にする必要があります。
デフォルトでは、GRT は次のエージェントのバックアップ用に有効になります。
■

Agent for Microsoft Active Directory

■

Agent for Microsoft Exchange Server

■

Agent for Microsoft SharePoint

■

Agent for VMware and Hyper-V
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GRT 対応バックアップからはバックアップセット全体または個々の項目のいずれかをリス
トアできます。
デフォルトで、Agent for VMware と Hyper-V は Granular Recovery Technology を
使用して、より詳細なレベルでファイルとフォルダを保護します。また、仮想マシン上の
Microsoft Exchange、SQL、SharePoint、Active Directory アプリケーションデータを
個別にリカバリすることもできます。
Exchange または SharePoint バックアップの個別リカバリを有効にすると、カタログ操作
はバックアップ操作の後で実行されます。 同じ期間に複数の GRT 対応バックアップジョ
ブが実行されるようにスケジュール設定しても、カタログ操作は 24 時間ごとに一度実行
されます。 カタログ操作は異なる時間に実行されるので、GRT 対応バックアップジョブ
は、他のスケジュール設定された GRT 対応バックアップジョブが時間どおりに開始する
のを遮断しません。 サーバー詳細を表示するとき、カタログ操作は［ジョブ］リストおよび
［ジョブ履歴］でバックアップ操作と別に表示されます。 GRT 対応バックアップジョブの個
別のバックアップおよびカタログ操作は、仮想マシンにある Exchange および SharePoint
データベースではサポートされません。
次の表に、各エージェントに対してリストアできる個々の項目を示します。
表 18-3

各エージェントに対してリカバリできる個々の項目

エージェント

個々の項目

Agent for Microsoft Active
Directory

次の個々の項目をリストアできます。

Agent for Microsoft
Exchange Server

■

Active Directory のオブジェクトおよび属性

■

Active Directory Application Mode (ADAM) と Active
Directory Lightweight Directory Services (AD LDS) のオ
ブジェクトおよび属性

次の個々の項目をリストアできます。
■

メールボックス

■

メールメッセージとその添付ファイル

■

パブリックフォルダ

■

カレンダー項目

■

連絡先

■

説明

■

タスク
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エージェント

個々の項目

Agent for Microsoft
SharePoint

リストアできる個々の項目の例を次に示します。

Agent for VMware and
Hyper-V

■

サイトコレクション

■

サイトまたはサブサイト

■

文書または画像ライブラリ

■

リスト

■

個々のリスト項目

■

ライブラリに保存されている文書、画像、または他のファイル

Windows オペレーティングシステムを実行する仮想マシンから
ドライブ、フォルダとファイルをリストアできます。
また、仮想マシン上の Microsoft Exchange、SQL、SharePoint、
Active Directory アプリケーションデータを個別にリカバリするこ
ともできます。
p.774 の 「Backup Exec で仮想マシンの Microsoft アプリケー
ションデータをバックアップする方法」 を参照してください。

GRT 対応バックアップジョブを実行すると、Backup Exec は IMG という接頭辞を付けた
メディア (IMG00001 など) を作成します。IMG メディアは、Backup Exec が GRT 対応の
バックアップ操作専用に作成する特別なメディアタイプです。GRT 対応バックアップジョ
ブを実行すると、IMG メディアにバックアップデータが格納されます。
メモ: ディスクストレージでは GRT 対応ジョブの暗号化はサポートされていません。
始める前に GRT 対応バックアップに使うデバイスについて検討してください。 またバック
アップするデータの種類に関する特別な必要条件についても検討してください。
p.535 の 「Granular Recovery Technology を使うバックアップ用の推奨デバイス」 を参
照してください。
p.537 の 「Granular Recovery Technology を使うジョブの必要条件について」 を参照し
てください。

Granular Recovery Technology を使うバックアップ用の推奨デバイス
GRT（Granular Recovery Technology）を使用できるバックアップにはディスクストレー
ジデバイスを選択することをお勧めします。ディスクストレージデバイスはファイルサイズ
の制限がないボリュームに置く必要があります。ファイルサイズの制限がないボリュームの
例としては、NTFS ドライブがあります。 ファイルサイズの制限があるボリュームの例として
は、FAT ボリューム、FAT32 ボリュームなどがあります。
ファイルサイズの制限があるボリューム上でディスクストレージデバイスを使う必要がある
場合、Backup Exec ではステージングの場所が必要です。Backup Exec はバックアップ
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ジョブの実行中に少しのメタデータをステージングの場所に一時的に格納します。 バック
アップが終了したら、ステージングの場所からデータを削除します。 ただし、ファイルサイ
ズの制限がないボリューム上のディスクストレージデバイスを宛先として使う場合、ステー
ジングの場所は必要ありません。
ステージングの場所のデフォルトのパスは C:¥temp です。
バックアップジョブのステージングの場所に使われるボリュームは次の必要条件を満たす
必要があります。
■

Backup Exec サーバーに対してローカルである

■

ファイルサイズの制限がない

また、シマンテック社はディスク領域問題を避けるために次の条件を満たすこともお勧め
します。
■

システムボリュームではない

■

利用可能な領域が少なくとも 1 GB ある

Backup Exec はファイルサイズの制限があるボリューム上のディスクストレージデバイス、
またはテープから GRT 対応データをリストアする場合もステージングの場所を使います。
ステージングの場所はファイルサイズの制限がなく、Backup Exec サーバーに対してロー
カルであるボリュームでなければなりません。NTFS などのファイルサイズの制限がない
ボリューム上のディスクストレージから GRT 対応データをリストアする場合、ステージング
の場所は必要ありません。
Backup Exec は次の種類のリストアではステージングエリアを異なる方法で使います。
表 18-4

ステージングの処理

リストア対象のデータがある ステージングの処理
場所
テープ

Backup Exec はバックアップセット全体をステージングエリアにコ
ピーします。 ステージングエリアには個々の項目のリストア元の
バックアップセット全体に対応する十分なディスク領域が必要で
す。
GRT 対応バックアップにテープデバイスを使う前に、リストアの実
行に十分なディスク領域が利用可能であることを確認します。
リストアのジョブが完了すると、Backup Exec はステージングエリ
アからデータを削除します。

ファイルサイズの制限があるボ Backup Exec は、リストアを完了するためにバックアップセットに
リューム上のディスクストレージ 関連付けられている少しのメタデータをステージングエリアにコ
デバイス（FAT、FAT32 など） ピーする必要があります。
リストアのジョブが完了すると、Backup Exec はステージングエリ
アからデータを削除します。
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ステージングの場所のデフォルトのパスは C:¥temp です。 Backup Exec 設定で、デフォ
ルトのバックアップ用およびリストア用のステージングの場所を変更できます。
p.453 の 「Backup Exec のグローバル設定について」 を参照してください。
p.533 の 「Granular Recovery Technology を使って個々の項目をリストアする方法」 を
参照してください。
p.537 の 「Granular Recovery Technology を使うジョブの必要条件について」 を参照し
てください。

Granular Recovery Technology を使うジョブの必要条件について
リストにあるエージェントで Granular Recovery Technology (GRT) を使うときは次の必
要条件に留意します。
表 18-5

Granular Recovery Technology の必要条件

エージェント

制限事項

Agent for Microsoft Active
Directory

GRT 対応ジョブでは完全バックアップのみを実行できます。

Agent for Microsoft
Exchange Server

Backup Exec は、インフォメーションストアのバックアップおよびリ
ストアを行うために、Exchange 組織内に存在する一意の名前の
メールボックスへのアクセスが可能である必要があります。
p.832 の 「Exchange メールボックスにアクセスするための必要条
件 」 を参照してください。

Agent for Microsoft
SharePoint

SharePoint ファームに含まれているすべてのサーバーに現在
のバージョンの Agent for Windows をインストールしておく必要
があります。

Agent for VMware and
Hyper-V

Windows オペレーティングシステムを実行する仮想マシンには
個々の項目のみリカバリできます。
デフォルトで、Agent for VMware と Hyper-V は Granular
Recovery Technology を使用して、より詳細なレベルでファイル
とフォルダを保護します。また、仮想マシン上の Microsoft
Exchange、SQL、SharePoint、Active Directory アプリケーショ
ンデータを個別にリカバリすることもできます。

p.533 の 「Granular Recovery Technology を使って個々の項目をリストアする方法」 を
参照してください。
p.535 の 「Granular Recovery Technology を使うバックアップ用の推奨デバイス」 を参
照してください。
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バックアップネットワークの指定について
バックアップネットワーク機能を使用して、Backup Exec が生成するプライマリバックアッ
プトラフィックを特定のローカルネットワークに送信できます。バックアップジョブは、基幹
ネットワークとは異なる専用のローカルネットワークで処理されるため、基幹ネットワークに
接続されている他のネットワークへのバックアップトラフィックによる影響を回避することが
できます。 バックアップネットワークは、データのリストアにも使用できます。Backup Exec
サーバーでこの機能を有効にすると、指定したローカルネットワーク上に存在するすべて
のリモートコンピュータを保護できます。
p.189 の 「［ネットワーク］のオプション」 を参照してください。
バックアップネットワークを指定してジョブをサブミットすると、Backup Exec は、Backup
Exec サーバーで選択したインターフェースと同じサブネット上にリモートコンピュータが
存在するかどうかを確認します。選択したサブネット上にリモートコンピュータが存在する
場合、バックアップ操作は実行されます。
選択したサブネット上にリモートコンピュータが存在しない場合、ジョブは失敗します。 た
だし、利用可能なネットワークがあれば、そのネットワークを使用し、リモートコンピュータ
をバックアップするように設定することもできます。
バックアップネットワークの構成例を次の図に示します。
図 18-1

バックアップネットワークの例
バックアップネットワーク
ネットワーク ID: 128.10.0.0
サブネットマスク: 255.255.0.0

IP アドレス:
128.10.0.1

IP アドレス:
128.10.0.2
IP アドレス:
10.67.00.2

IP アドレス:
10.67.0.1

Backup Exec サーバー

データベース
サーバー

IP アドレス:
128.10.0.3
IP アドレス:
10.67.0.3

ルーター A

Exchange サーバー

ルーター B

社内ネットワーク
ネットワーク ID: 128.20.0.0
サブネットマスク: 255.255.0.0

データベースユーザー

電子メールユーザー

データベースおよび
電子メールユーザー
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この例では、データベースサーバーとメールサーバーが、バックアップネットワークと社内
ネットワークの両方に接続されています。
Backup Exec サーバーでバックアップ処理が実行されるとき、バックアップデータはバッ
クアップネットワークか社内ネットワークを使用してデータベースサーバーをバックアップ
します。バックアップデータが社内ネットワーク通る場合は、データベースサーバーのバッ
クアップに要する時間が長くなります。2 つのコンピュータ間のネットワーク経路がより長
いため、要する時間もより長くなります。ネットワークトラフィックが増大するため、メール
サーバーにアクセスするときにネットワーク遅延が生じることがあります。
一方、バックアップネットワークを指定してデータベースサーバーをバックアップする場合
は、バックアップデータトラフィックがバックアップネットワークから分離されます。メール
サーバーにアクセスしようとしているユーザーが影響を受けることはありません。バックアッ
プネットワークにバックアップ対象のリモートコンピュータが接続されていれば、すべての
バックアップ操作は、この専用ネットワークを通じて行われます。
バックアップネットワークに接続されていないリモートコンピュータのバックアップを実行す
るには、利用可能なネットワーク経路を使用するように設定します。利用可能なネットワー
クを選択すると、バックアップネットワークにネットワークがない場合でも、リモートコンピュー
タをバックアップできます。
p.462 の 「ファイアウォール環境での Backup Exec の使用について」 を参照してください。
p.464 の 「ファイアウォールを通したシステムの参照」 を参照してください。

Backup Exec での IPv4 および IPv6 の使用について
Backup Exec では、一般的に IPv4 および IPv6 と呼ばれるインターネットプロトコル (IP)
のバージョン 4 およびバージョン 6 がサポートされます。バックアップネットワークおよび
リストアネットワークで IPv4 および IPv6 を使用することができます。IPv6 のサポートは、
オペレーティングシステムのプロトコルサポートおよびネットワークが適切に設定されてい
るかに依存します。
IPv4 と IPv6 が混在した環境または IPv4 のみの環境で Backup Exec を使用することが
できます。
次の場合を除き、Backup Exec でコンピュータ名を入力するすべてのコンピュータの IPv4
アドレスまたは IPv6 アドレスを入力します。
■

ユーザー定義選択。

■

クラスタMicrosoft Windows ではクラスタコンピュータに IPv6 アドレスはサポートさ
れません。

■

［Backup Exec サーバーに接続する］ダイアログボックス。

IPv6 をサポートする Backup Exec Agent では、IPv6 準拠の Backup Exec サーバーか
らのみ IPv6 を使用してバックアップまたはリストアできます。
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Symantec Endpoint Protection での Backup Exec の
使用について
ウイルスまたはマルウェアの脅威が大きい場合は、Backup Exec とともに Symantec
Endpoint Protection バージョン 11.0 以上を使用してセキュリティ機能を追加することが
できます。 Symantec Endpoint Protection では、ThreatCon レベルを使用してグロー
バルインターネットセキュリティの全体図が表示されます。 Symantec ThreatCon レベル
は 4 段階評価に基づいており、レベル 4 が最も高い脅威レベルです。
次の URL で Symantec ThreatCon レベルに関する詳しい情報を参照できます。
http://www.symantec.com
ThreatCon が指定したレベルに達した場合に Backup Exec によってバックアップジョブ
が自動的に実行されるように設定することができます。 たとえば、最も重要なデータに対
して特別なジョブを設定することができます。 この戦略によって、グローバルな脅威が検
出された場合にただちに重要なデータが安全にバックアップされます。
自動的にトリガされるジョブの種類と、システムリソースに与える潜在的な影響を考慮する
必要があります。ThreatCon レベルは頻繁に更新され、警告なしに高いレベルに変更さ
れる可能性があります。 大容量のジョブまたはリソースを多く利用するジョブが自動的に
起動されるように設定した場合、それらのジョブは通常の業務に影響する可能性がありま
す。
Backup Exec サーバーは、ThreatCon レベルを監視するためにインターネットに接続す
る必要があります。Backup Exec サーバーがインターネットに接続されていない場合は、
バックアップジョブは ThreatCon レベルが上がったときトリガされません。
Symantec Endpoint Protection について詳しくは『Symantec Endpoint Protection
および Symantec Network Access Control 管理者ガイド』を参照してください。
p.446 の 「バックアップジョブのデフォルト設定」 を参照してください。
p.195 の 「セキュリティオプション」 を参照してください。

暗号化について
Backup Exec では、データを暗号化することができます。データを暗号化すると、その
データは不正なアクセスから保護されます。データのアクセスには暗号化キーが必要で
す。Backup Exec ではソフトウェア暗号化が提供されますが、T10 標準のハードウェア暗
号化機能を提供する一部のデバイスもサポートされます。
Backup Exec では、128 ビット AES (Advanced Encryption Standard) と 256 ビット
AES の 2 つのセキュリティレベルの暗号化をサポートしています。256 ビット AES 暗号化
は、キーが 128 ビット AES のキーよりも長いため、より強力なセキュリティレベルを実現し
ます。ただし、128 ビット AES を使用した暗号化の方がバックアップジョブを速く実行でき
ます。T10 標準を使用するハードウェア暗号化には、256 ビット AES が必要です。
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p.541 の 「ソフトウェア暗号化について」 を参照してください。
p.541 の 「ハードウェア暗号化について」 を参照してください。
p.542 の 「暗号化キー」 を参照してください。

ソフトウェア暗号化について
Backup Exec のインストール時に、インストールプログラムによって、暗号化ソフトウェア
が Backup Exec サーバーと Backup Exec Agent を使用するすべてのリモートコンピュー
タにインストールされます。Backup Exec では、Backup Exec Agent を使用するコンピュー
タでデータを暗号化して、暗号化されたデータを Backup Exec サーバーに転送できま
す。その後、暗号化されたデータを設定に基づいてテープまたはディスクへのバックアッ
プフォルダに書き込みます。
Backup Exec では、次の種類のデータを暗号化することができます。
■

ファイルや Microsoft Exchange データベースなどのユーザーデータ

■

ファイル名、属性、オペレーティングシステム情報などのメタデータ

■

テープ上のカタログファイルおよびディレクトリ情報

Backup Exec のメタデータやディスク上のカタログファイルおよびディレクトリ情報は暗号
化されません。
バックアップジョブに対して、暗号化とともにソフトウェア圧縮を使用できます。Backup
Exec では、ファイルを圧縮してから暗号化が行われます。ただし、暗号化圧縮とソフトウェ
ア圧縮の両方を行う場合は、バックアップジョブにかかる時間が長くなります。
ハードウェア圧縮をソフトウェア暗号化とともに使用することはお勧めしません。ハードウェ
ア圧縮は、暗号化の後に実行されます。暗号化処理中にデータはランダムな状態になり
ます。ランダムな状態のデータで圧縮は効果的に動作しません。
p.540 の 「暗号化について」 を参照してください。

ハードウェア暗号化について
Backup Exec では、T10 暗号化標準を使用するストレージデバイスのハードウェア暗号
化がサポートされます。ハードウェア暗号化を使用すると、データはホストコンピュータか
らターゲットデバイスに送信され、そのデバイス上で暗号化されます。暗号化されたデー
タへのアクセスに使用する暗号化キーは、Backup Exec によって管理されます。
Backup Exec では、T10 暗号化に対して認定されたデバイスのみがサポートされます。
互換性があるデバイスのリストは、次の URL で参照できます。
http://entsupport.symantec.com/umi/v-269-2
p.540 の 「暗号化について」 を参照してください。
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暗号化キー
すべてのバックアップジョブに使用するデフォルトの暗号化キーを設定できます。ただし、
特定のバックアップジョブのデフォルトキーは変更できます。バックアップ複製ジョブの実
行時に、すでに暗号化されたバックアップセットが再度暗号化されることはありません。た
だし、暗号化されていないバックアップセットを暗号化することができます。
合成バックアップに暗号化を使用する場合は、関連付けられたすべてのバックアップで
同じ暗号化キーを使う必要があります。ベースラインが作成された後は、暗号化キーを変
更しないでください。ベースラインのバックアップに選択した暗号化キーは、関連するす
べてのバックアップに自動的に適用されます。
リストア対象として暗号化されたデータを選択すると、そのデータの暗号化キーがデータ
ベースに存在するかどうかが確認されます。キーが存在しない場合、消失したキーを再
作成するようにメッセージが表示されます。ジョブの実行をスケジュール設定した後にキー
を削除した場合、ジョブは失敗します。
Backup Exec では、カタログジョブの実行中に暗号化キーが見つからない場合、アラー
トが送信されます。その後、パスフレーズを知っている場合は、消失した暗号化キーを再
作成することができます。
Simplified Disaster Recovery オプションで暗号化キーを使用している場合は、特別な
考慮事項が適用されます。
p.708 の 「暗号化されたバックアップセットとこのコンピュータをリカバリするウィザードにつ
いて」 を参照してください。
p.540 の 「暗号化について」 を参照してください。
p.446 の 「バックアップジョブのデフォルト設定」 を参照してください。
p.467 の 「暗号化キーの管理について」 を参照してください。

所有者専用キーおよび共用キーの暗号化について
Backup Exec には、次の種類の暗号化キーが用意されています。
表 18-6

暗号化キーの種類

キーの種類

説明

共用

どのユーザーも、このキーを使用して、バックアップジョブでの
データの暗号化および暗号化されたデータのリストアを行うことが
できます。
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キーの種類

説明

所有者専用

どのユーザーも、このキーを使用してバックアップジョブ中にデー
タを暗号化できますが、キーの所有者以外のユーザーはパスフ
レーズを把握しておく必要があります。キーの所有者以外のユー
ザーが暗号化されたデータをリストアしようとすると、パスフレーズ
の入力を求めるメッセージが表示されます。キーの正しいパスフ
レーズを入力できなければ、データのリストアを行うことはできま
せん。

パスフレーズの暗号化について
暗号化キーにはパスフレーズが必要です。パスフレーズはパスワードと似ています。 通
常、パスフレーズはパスワードよりも長く、いくつかの文字列またはテキストの集まりで構
成されます。 パスフレーズは、8 文字から 128 文字までの間で指定することをお勧めしま
す。128 ビット AES 暗号化の最小文字数は 8 文字です。 256 ビット AES 暗号化の最小
文字数は 16 文字です。最小文字数よりも多い文字数を使用することをお勧めします。
メモ: T10 標準を使用するハードウェア暗号化には、256 ビット AES が必要です。 Backup
Exec では、ジョブのハードウェア暗号化を有効にするには、16 文字以上のパスフレーズ
を使用する必要があります。
また、パスフレーズには、大文字や小文字の半角英数字および特殊文字の組み合わせ
を含めることをお勧めします。 パスフレーズに引用符を使用しないでください。
パスフレーズには、印刷可能な ASCII 文字 (コード 32 から 126) のみを含めることができ
ます。ASCII 文字コード 32 は空白文字であり、キーボードのスペースバーを使用して入
力します。 ASCII 文字コード 33 から 126 を次に示します。
!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
[¥]^_‘abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~
p.467 の 「暗号化キーの管理について」 を参照してください。
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19
レポート
この章では以下の項目について説明しています。
■

Backup Exec のレポートについて

■

レポートグループについて

■

レポートグループの利用可能なレポートのリストの表示

■

レポートの実行

■

レポートの保存

■

Backup Exec レポートビューアからのレポートの印刷

■

標準レポートの追加設定

■

スケジュール済みレポートの表示

■

スケジュール設定済みレポートの編集

■

カスタムレポートのコピー

■

完了したレポートの再実行

■

カスタムレポートまたはスケジュール済みレポートの削除

■

レポートジョブのスケジュール設定および通知受信者の設定について

■

Backup Exec のカスタムレポートについて

■

カスタムレポートの作成

■

カスタムレポートのコピー

■

カスタムレポートの編集

■

カスタムレポートの削除
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■

レポートのアプリケーション設定の編集

■

レポートのプロパティの表示

■

レポートのプロパティ

■

利用可能なレポート

Backup Exec のレポートについて
Backup Exec には、システムの詳細情報を表示する標準レポートが用意されています。
多くのレポートの生成時に、フィルタパラメータや日数、時間などの範囲を設定し、レポー
トに含めるデータを絞り込むことができます。指定したレポートをただちに実行して表示す
ることも、レポートデータを［予定を確認］レポートグループに保存する新しいスケジュー
ル済みのレポートジョブを作成することもできます。また、各レポートの一般的なプロパティ
を表示することも可能です。
また、次の機能が提供されています。
■

指定した日時または指定した周期でのレポートの実行

■

Backup Exec の通知を使用したレポートの配信

複数の Backup Exec サーバー間でレポートを実行するには、共有ストレージ環境で使
用していない場合でも、Backup Exec Enterprise Server Option をインストールする必
要があります。
レポートは次のファイル形式で表示および印刷できます。
■

PDF

■

HTML

■

XML

■

Microsoft Excel (XLS)

■

Comma Separated Value (CSV)

Backup Exec に統合されているレポートを正しくフォーマットするには、Windows の［コ
ントロール パネル］の［プリンタ］アイコンを使用し、デフォルトプリンタを設定しておく必要
があります。 システムにプリンタが接続されていない場合でも、この設定は必要です。
Windows の［コントロール パネル］の［プリンタ］アイコンを使用したプリンタの設定につ
いては、Microsoft の Windows のマニュアルを参照してください。
p.548 の 「レポートグループの利用可能なレポートのリストの表示」 を参照してください。
p.548 の 「レポートの実行」 を参照してください。
p.555 の 「レポートジョブのスケジュール設定および通知受信者の設定について」 を参照
してください。
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p.578 の 「利用可能なレポート」 を参照してください。

レポートグループについて
レポートは［レポート］タブの［レポートグループ］の下に表示されるグループリストで分類
されます。
次の表にレポートグループを示します。
表 19-1

レポートグループ

レポートグループ

説明

完了を確認

実行が完了したスケジュール設定済みレポート
が含まれます。
レポート名をダブルクリックすることでそのレポー
トを再度表示できます。

予定を確認

特定の日の特定の時刻に実行するようスケジュー
ル設定されたレポートが含まれます。

カスタム

［新規カスタムレポート］を使用して作成したカス
タムレポートが含まれます。

アーカイブ

Backup Exec Archiving Option と関連する
Backup Exec の活動についての情報を表示す
るレポートが含まれます。

設定

Backup Exec の機能およびオプションの設定の
変更と状態についての情報を表示するレポート
が含まれます。

ジョブ

Backup Exec ジョブに関連する様々な活動につ
いての情報を表示するレポートが含まれます。

メディア

Backup Exec で使用する各種のメディアについ
ての情報を表示するレポートが含まれます。

デバイス

Backup Exec で使用する各種のデバイスにつ
いての情報を表示するレポートが含まれます。

アラート

Backup Exec が生成するアラートについての履
歴情報を表示するレポートが含まれます。
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レポートグループの利用可能なレポートのリストの表示
各レポートグループの利用可能なレポートのリストを表示するには、次の手順を実行しま
す。
p.578 の 「利用可能なレポート」 を参照してください。
レポートグループの利用可能なレポートのリストを表示する方法

1

［レポート］タブで、［レポートグループ］のレポートをクリックします。

2

利用可能なレポートのリストをソートするには、ソートする列の見出しをクリックします。

レポートの実行
レポートの実行時に、条件を指定し、レポートに表示する項目を絞り込むことができます。
指定可能な設定 (パラメータ) は、レポートに表示するデータの種類によって決まります。
レポートを生成すると、指定した条件に一致する項目のみが表示されます。
p.549 の 「レポートの保存」 を参照してください。
p.549 の 「Backup Exec レポートビューアからのレポートの印刷」 を参照してください。
p.555 の 「レポートジョブのスケジュール設定および通知受信者の設定について」 を参照
してください。
p.578 の 「利用可能なレポート」 を参照してください。
レポートを実行する方法

1

［レポート］タブの［レポートグループ］で、実行するレポートのレポートグループをク
リックします。

2

実行するレポートを右クリックし、［今すぐに実行］をクリックします。

3

［レポートの作成 - <レポート名>］プロパティページが表示されたら、レポートに含め
るデータに対し、該当する設定またはフィルタパラメータを選択し、［OK］をクリックし
ます。
そのレポートで利用可能なフィルタパラメータのみが表示されます。 適切なオプショ
ンを選択します。
p.551 の 「標準レポートの追加設定」 を参照してください。
レポートが表示され、レポート実行時に指定した条件に基づいてデータが表示され
ます。

4

レポートの表示が終わったら、［閉じる］をクリックします。
Backup Exec はレポートビューアを閉じるときにレポートを自動的に削除します。
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レポートの保存
レポートを保存するには、次の手順を実行します。
p.549 の 「Backup Exec レポートビューアからのレポートの印刷」 を参照してください。
レポートを保存する方法

1

レポートの［レポートビューア］で、［名前を付けて保存］をクリックします。

2

プロンプトが表示されたら、レポートを保存するファイルの名前と場所を入力します。

3

［ファイルの種類］フィールドで、レポートを保存する形式を選択します。
HTML 形式でレポートを保存すると、HTML ファイルと .GIF イメージファイルの両
方が保存されます。

4

［保存］をクリックします。

完了時におけるスケジュール済みレポートの新しい場所への保存
実行されたスケジュール済みレポートが保存される場所を指定できます。Backup Exec
はイメージとレポートページの両方を保存し、これにより保存したレポートを表示すること
ができます。
p.549 の 「Backup Exec レポートビューアからのレポートの印刷」 を参照してください。
完了時にスケジュール済みレポートを新しい場所に保存する方法

1

［レポート］タブで、［レポートグループ］の［完了を確認］をクリックします。

2

新しい場所に保存する完了済みレポートをダブルクリックします。

3

PDF レポートの場合は、［名前を付けて保存］アイコンをクリックします。

4

保存するレポートのファイル名と場所を入力し、［保存］をクリックします。

Backup Exec レポートビューアからのレポートの印刷
ローカル接続されたプリンタかネットワークプリンタからレポートを印刷できます。 レポート
を印刷するには、横向き印刷で印刷するようにプリンタを設定しなければなりません。
p.549 の 「レポートの保存」 を参照してください。
p.550 の 「PDF 形式で保存されているレポートの印刷」 を参照してください。
p.550 の 「HTML 形式で保存されているレポートの印刷」 を参照してください。
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Backup Exec レポートビューアからレポートを印刷する方法

1

レポートを実行します。
p.548 の 「レポートの実行」 を参照してください。

2

［レポートビューア］で、［印刷］をクリックします。

3

印刷オプションに関するメッセージを確認し、［OK］をクリックします。

4

Windows の［印刷］ダイアログボックスからプリンタを選択します。

5

［印刷］をクリックします。

PDF 形式で保存されているレポートの印刷
PDF 形式で保存したレポートを印刷するには、次の手順を実行します。
メモ: PDF 形式で保存したレポートを印刷するコンピュータに Adobe Reader をインストー
ルしておかなければなりません。
p.550 の 「HTML 形式で保存されているレポートの印刷」 を参照してください。
p.549 の 「レポートの保存」 を参照してください。
PDF 形式で保存されているレポートを印刷する方法

1

PDF 形式でレポートを保存したフォルダに移動します。

2

レポートの PDF アイコンをダブルクリックすることによってレポートを開きます。

3

Adobe Reader のメニューバーから、［ファイル］>［印刷］をクリックします。

HTML 形式で保存されているレポートの印刷
HTML 形式で保存したレポートを印刷するには、次の手順を実行します。
p.550 の 「PDF 形式で保存されているレポートの印刷」 を参照してください。
p.549 の 「レポートの保存」 を参照してください。
HTML 形式で保存されているレポートを印刷する方法

1

HTML でレポートを保存した場所に移動します。

2

保存したレポートのフォルダ名をダブルクリックします。

3

<レポートの名前>_.htm という名前の HTML ファイルを右クリックします。
たとえば、Media Required for Recovery.htm です。

4

ショートカットメニューの［印刷］をクリックします。
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5

Windows の［印刷］ダイアログボックスからプリンタを選択します。

6

［印刷］をクリックします。

標準レポートの追加設定
レポートを実行するか、または新しいレポートジョブを作成するときに、追加のレポートオ
プションを設定できます。
メモ: そのレポートで利用可能な設定のみが表示されます。
p.548 の 「レポートの実行」 を参照してください。
次の表はレポートに設定できる設定を記述したものです。
表 19-2

標準レポートの追加設定

項目

説明

メディアセット

レポートに表示するデータを、メディアセットに基づいて絞り込みます。 メディ
アセットには、ストレージデバイスに挿入されているすべてのメディアが含ま
れています。
次のオプションがあります。
■

Backup Exec および Windows NT Backup メディア

■

クリーニングメディア

■

異種メディア

■

データを 4 週間保持

■

データを無期限に保持 - 上書きを禁止する

■

破棄メディア

■

スクラッチメディア

Backup Exec サー
バー

レポートに表示するデータを、Backup Exec サーバーの名前に基づいて絞
り込みます。Backup Exec サーバーとは Backup Exec がインストールされ
ているサーバーです。この設定は、Enterprise Server Option がインストー
ルされている場合のみ利用できます。

ジョブ状態

レポートに表示するデータを、ジョブの状態に基づいて絞り込みます。

Backed up servers レポートに表示するデータを、バックアップサーバーの名前に基づいて絞り
込みます。バックアップサーバーとは、バックアップされているサーバーのこ
とです。
ボルト

レポートに表示するデータを、ボルト名に基づいて絞り込みます。 メディアボ
ルトとは、メディアの物理的な所在を仮想的に表現した概念です。
p.376 の 「メディアボルトについて」 を参照してください。
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項目

説明

範囲

レポートに表示するデータを、時間範囲に基づいて絞り込みます。 利用可
能な範囲パラメータが存在しない場合は、このパラメータを選択することがで
きません。
選択可能な範囲パラメータまたはオプションを次に示します。
［日数］。 日付フィルタを有効にします。
- ［レポートを実行するまでの日数］。本日より何日前のデータから、レ
ポートに表示するデータにフィルタを適用するかを日数で指定します。
入力可能な日数の範囲は、0 - 32,000 です。
- ［レポートを実行してからの日数］。本日より何日後のデータから、レポー
トに表示するデータにフィルタを適用するかを日数で指定します。 入力
可能な日数の範囲は、0 - 32,000 です。
■ ［時間］。 時間フィルタを有効にします。
- この時間内にレポートを実行する: 現時点より何時間前または何時間
後から、レポートに表示するデータにフィルタを適用するかを時間数で
指定します。 指定可能な時間数は、生成するレポートの種類によって決
まります。 入力可能な時間の範囲は、0 - 32,000 です。
■ ［イベント数］。 イベントカウントフィルタを有効にします。
-［最大イベント数］。 レポートに表示するイベントの数を指定します。 ア
ラートを生成するイベントの発生元は、システム、ジョブ、メディアまたは
デバイスのいずれかです。 入力可能なイベント数の範囲は、0 - 32,000
です。
レポートに含まれるデータの量を無制限にする場合は、範囲パラメータ
としてゼロの値を入力します。この場合、レポートが膨大な量になること
があります。
■

スケジュール済みレポートの表示
スケジュールに基づいて実行が完了したレポートは、［完了を確認］レポートグループに
表示されます。
完了したレポートを表示するには、次の手順を実行します。
p.549 の 「レポートの保存」 を参照してください。
p.553 の 「スケジュール設定済みレポートの編集」 を参照してください。
p.554 の 「完了したレポートの再実行」 を参照してください。
p.553 の 「カスタムレポートのコピー」 を参照してください。
p.554 の 「カスタムレポートまたはスケジュール済みレポートの削除 」 を参照してください。
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スケジュール済みレポートを表示する方法

1

［レポート］タブで、［レポートグループ］の［完了を確認］をクリックします。

2

表示するレポートをダブルクリックします。

スケジュール設定済みレポートの編集
スケジュール設定済みレポートを実行する前にそのプロパティを編集するには、次の手
順を実行します。
p.552 の 「スケジュール済みレポートの表示」 を参照してください。
p.554 の 「完了したレポートの再実行」 を参照してください。
p.553 の 「カスタムレポートのコピー」 を参照してください。
p.554 の 「カスタムレポートまたはスケジュール済みレポートの削除 」 を参照してください。
スケジュール設定済みレポートを編集する方法

1

［レポート］タブで、［レポートグループ］の［予定を確認］をクリックします。

2

編集するレポートを右クリックし、［編集］をクリックします。

3

レポートのプロパティを編集し、［OK］をクリックします。

カスタムレポートのコピー
カスタムレポートの 1 つ以上のコピーを作成できます。カスタムレポートの各コピーは、元
のカスタムレポートとともに［カスタム］レポートグループ内に置かれます。
p.552 の 「スケジュール済みレポートの表示」 を参照してください。
p.553 の 「スケジュール設定済みレポートの編集」 を参照してください。
p.554 の 「カスタムレポートまたはスケジュール済みレポートの削除 」 を参照してください。
カスタムレポートをコピーするには、次の手順を実行します。
カスタムレポートをコピーする方法

1

［レポート］タブで、［レポートグループ］の［カスタム］をクリックします。

2

コピーするカスタムレポートを右クリックし、［コピー］をクリックします。

3

レポートの名前を入力し、［OK］をクリックします。
カスタムレポートのコピーが［カスタム］レポートグループに表示されます。

553

554

第 19 章 レポート
完了したレポートの再実行

完了したレポートの再実行
［完了を確認］レポートグループに表示されたレポートを複数回実行できます。
p.552 の 「スケジュール済みレポートの表示」 を参照してください。
p.553 の 「スケジュール設定済みレポートの編集」 を参照してください。
p.553 の 「カスタムレポートのコピー」 を参照してください。
p.554 の 「カスタムレポートまたはスケジュール済みレポートの削除 」 を参照してください。
完了したレポートを再実行するには、次の手順を実行します。
完了したレポートを再実行する方法

1

［レポート］タブで、［レポートグループ］の［完了を確認］をクリックします。

2

レポートを右クリックし、［レポートを今すぐ再試行］をクリックします。
Backup Exec によって、レポートが再度作成されます。

3

レポートを再度表示するには、新しいレポートをダブルクリックします。

カスタムレポートまたはスケジュール済みレポートの削
除
［今すぐに実行］オプションを使用して作成するレポートは、レポートを表示した後、自動
的に削除されます。ただし、カスタムレポートやスケジュール済みレポートは自由に削除
できます。
メモ: デフォルトの Backup Exec レポートは削除できません。
レポートを削除するには、次の手順を実行します。
p.552 の 「スケジュール済みレポートの表示」 を参照してください。
p.553 の 「スケジュール設定済みレポートの編集」 を参照してください。
p.553 の 「カスタムレポートのコピー」 を参照してください。
レポートを削除する方法
◆

［レポートグループ］の下で、次のいずれかを実行します。
カスタムレポートを削除する方法

次に示す順序で操作を実行します。
■

［カスタム］をクリックします。

■

カスタムレポートを右クリックし、［削除］を
クリックします。

第 19 章 レポート
レポートジョブのスケジュール設定および通知受信者の設定について

スケジュール済みレポートを削除する方法

完了したレポートを削除する方法

次に示す順序で操作を実行します。
■

［予定を確認］をクリックします。

■

スケジュール済みレポートを右クリックし、
［削除］をクリックします。

次に示す順序で操作を実行します。
■

［完了を確認］をクリックします。

■

完了したレポートを右クリックし、［削除］を
クリックします。

レポートジョブのスケジュール設定および通知受信者の
設定について
レポートジョブを作成して、指定した時間に実行したり定期的に実行するようにスケジュー
ルを設定することができます。レポートの実行をスケジュールしたら、レポートは実行され
るまで［レポートグループ］の下にある［予定を確認］に存在します。レポートが実行される
と、レポートは Backup Exec によって［完了を確認］ という名前のレポートグループに移
動します。
［予定を確認］レポートグループにあるレポートは、レポート名を右クリックして編集または
削除できます。定義したスケジュールを上書きしてすぐにレポートを実行することもできま
す。
p.548 の 「レポートの実行」 を参照してください。
p.182 の 「スケジュールオプション」 を参照してください。
また、バックアップやリストアなどの Backup Exec ジョブと同様に、レポートジョブに対して
も通知受信者を割り当てることができます。
p.287 の 「アラート通知のための個人の受信者の設定」 を参照してください。

Backup Exec のカスタムレポートについて
組織の特定の必要条件を満たす情報を含むレポートを作成できます。 レポートに含める
データを選択し、そのデータをフィルタ、ソートおよびグループ化する方法を決定します。
また、円グラフおよび棒グラフを設定してレポートデータを図式化することもできます。
次のようにレポートの表示をカスタマイズできます。
■

レポートにカスタマイズされたロゴを追加する

■

バナーの色を変更する

■

フッターにテキストを追加する
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p.556 の 「カスタムレポートの作成」 を参照してください。

カスタムレポートの作成
組織の特定の必要条件を満たす情報を含むレポートを作成できます。
カスタムレポートを作成する方法

1

［レポート］タブで、［新規カスタムレポート］をクリックします。

2

［カスタムレポート］ダイアログボックスで、レポートの名前および説明を入力します。

3

このレポートにデフォルトのヘッダーおよびフッターの設定を含めない場合は、
［Backup Exec 設定で指定されたヘッダーとフッターの設定を使用します］のチェッ
クマークをはずします。

4

左側のペインで、［フィールド選択］をクリックします。

5

［カテゴリ］ボックスで、レポートを作成するグループを選択します。
p.568 の 「カスタムレポートのフィールドの選択元となる利用可能なグループ」 を参照
してください。

6

追加のフィールドを選択するため、［拡張フィールドを表示する］をクリックします。

7

レポートに含めるフィールドを選択します。
p.558 の 「カスタムレポートのフィールドの選択オプション」 を参照してください。

8

9

フィールドの列の幅を調整するには、次に示す順序で操作を実行します。
■

［レポート用に選択したフィールド］リストで、フィールド名をクリックします。

■

［列の幅］ボックスに、新しい幅を入力します。

■

［セット］をクリックします。

次のいずれかを実行します。
レポートのフィルタ条 左側のペインで、［フィルタ］をクリックします。
件を設定する場合
p.563 の 「カスタムレポートのフィルタの設定」 を参照してください。
レポートのフィールド 次に示す順序で操作を実行します。
をグループ化する場
■ 左側のペインで、［グループ化］をクリックします。
合
■ 必要なグループオプションを設定します。
p.566 の 「カスタムレポートのフィールドのグループ化について」 を
参照してください。
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レポートのフィールド 次に示す順序で操作を実行します。
をソートする場合
■ 左側のペインで、［ソート中］をクリックします。
■

レポートのグラフオ
プションを設定する
場合

必要なソートオプションを設定します。
p.569 の 「カスタムレポートの［ソート］オプション」 を参照してくださ
い。

次に示す順序で操作を実行します。
■

左側のペインで、［グラフのオプション］をクリックします。

■

必要なグラフオプションを設定します。
p.571 の 「カスタムレポートのグラフオプション」 を参照してください。

レポートをプレビュー 左側のペインで、［プレビュー］をクリックします。
する方法
レポートを終了して
閉じる場合

［OK］をクリックします。

カスタムレポートの［名前と説明］オプション
作成するレポートに重複しない名前を指定できます。また、レポートの詳細な説明も入力
できます。
p.556 の 「カスタムレポートの作成」 を参照してください。
表 19-3

カスタムレポートの［名前と説明］オプション

項目

説明

名前

レポートの重複しない名前を示します。
すべてのカスタムレポートに名前を付ける必要
があります。

説明

レポートの説明を示します。

[Backup Exec の設定] で指定されたヘッダーと カスタムレポートにヘッダーおよびフッター情報
フッターの設定を使用します
を表示するにはこのオプションを有効にします。
このオプションでは、すべてのレポートに対して、
指定したデフォルトのヘッダーおよびフッター設
定が使用されます。
［Backup Exec］ボタンをクリックし、［構成と設
定］、［Backup Exec の設定］、［レポート］の順に
選択します。
p.575 の 「レポートのアプリケーション設定の編
集」 を参照してください。
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カスタムレポートのフィールドの選択オプション
レポートに含めるフィールドを選択します。フィールドは［レポート用に選択したフィール
ド］フィールドで配置した順序で表示されます。すべてのフィールドは、左から右に水平
に配置されます。リスト内の 1 番目のフィールドはレポートの左側に表示されます。
p.556 の 「カスタムレポートの作成」 を参照してください。
表 19-4

［フィールドの選択］オプション

項目

説明

カテゴリ

Backup Exec の機能に基づくカスタムレポート
のフィールドを選択できます。フィールドのカテ
ゴリには次が含まれます。
■

アラートグループ

■

デバイスグループ

■

ジョブグループ

■

ジョブ履歴グループ

■

メディアグループ

p.568 の 「カスタムレポートのフィールドの選択元
となる利用可能なグループ」 を参照してくださ
い。
設定可能なフィールド

各カテゴリで利用可能なフィールドのリストを表
示します。
Backup Exec のデフォルトでは、各カテゴリの基
本フィールドのみが表示されます。基本フィール
ドには、レポートで使用される可能性が高い
フィールドが含まれます。設定可能なフィールド
をすべて表示するには、［詳細なフィールドを表
示する］にチェックマークを付けます。
順番に並んでいる複数のフィールドを選択する
場合は、最初のフィールドをクリックし、Shift キー
を押しながら最後のフィールドをクリックします。
ランダムにフィールドを選択する場合は、Ctrl
キーを押しながら各フィールドをクリックします。
選択したフィールドを［レポート用に選択した
フィールド］ボックスに移動するには、［>>］をク
リックします。
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項目

説明

レポート用に選択したフィールド

レポートで表示されるように選択されているフィー
ルドを表示します。
フィールドは、［レポート用に選択したフィールド］
ボックスに表示される順序でレポートに表示され
ます。リスト内の 1 番目のフィールドはレポートの
左側に表示されます。
レポートのフィールドの位置を変えるには、［上
に移動］か［下に移動］をクリックします。
フィールドを削除するには、アイテムをダブルク
リックします。

カスタムレポートのためのフィルタ条件とフィルタ式について
フィルタを使用すると、特定の条件を満たす情報のみを含めるようにレポートをカスタマイ
ズできます。
たとえば、次の項目を検索するためのフィルタを使用できます。
■

特定の語を含むジョブ

■

特定の日に発生したアラート

■

特定の場所にあるメディア

フィルタ式を作成するため、フィルタ条件を使います。1 つまたは複数のフィルタ式を使
用できます。フィルタ式はフィールド名、演算子、値で構成されます。
次のフィルタ式は、エラーに関するすべてのアラートを見つけます。
表 19-5

エラーに関するアラートを見つけるためのフィルタ式

フィルタの種類

データ

フィールド名

アラートの種類

演算子

= (等しい)

値

エラー

特定の日に発生したエラーに関するアラートのみをレポートに含める場合、日時につい
ての別のフィルタ式を追加します。
次のフィルタ式は、特定の日のアラートを見つけます。
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表 19-6

特定の日のアラートを見つけるためのフィルタ式

フィルタの種類

データ

フィールド名

入力日付

演算子

= (等しい)

値

06/03/2011 | <時刻>

p.560 の 「カスタムレポートを定義するためのフィルタ式」 を参照してください。
p.563 の 「カスタムレポートのフィルタの設定」 を参照してください。
p.566 の 「カスタムレポートのフィールドのグループ化について」 を参照してください。
p.568 の 「カスタムレポートのフィールドのソートについて」 を参照してください。
p.570 の 「カスタムレポートのグラフオプションの設定」 を参照してください。

カスタムレポートを定義するためのフィルタ式
1 つ以上のフィルタ式を定義してフィルタを作成できます。
p.563 の 「カスタムレポートのフィルタの設定」 を参照してください。
表 19-7

カスタムレポートを定義するためのフィルタ式

項目

説明

詳細なフィールドを表示する

フィルタ処理で設定可能なすべてのフィールド
を表示するには、［詳細なフィールドを表示する］
を選択します。デフォルトでは、最も一般的な
フィールドのみが表示されます。

フィールド名

フィルタするフィールドを選択します。
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項目
演算子

説明
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項目

説明
フィルタの適切な演算子を選択します。演算子
によって、フィールド名および値のリンク方法が
決定されます。Backup Exec では、次の演算子
を利用できます。ただし、表示されるリストは、
［フィールド名］で選択したフィールドの種類に
よって異なります。
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

= (等しい):フィールド名が値と等しい必要が
あります。
<> (等しくない):フィールド名が値と等しくな
い必要があります。
> (よりも大きい):フィールド名が値よりも大き
い必要があります。
>= (以上):フィールド名が値よりも大きいか、
または値と等しい必要があります。
< (よりも小さい):フィールド名が値よりも小さ
い必要があります。
<= (以下):フィールド名が値よりも小さいか、
または値と等しい必要があります。
$ (含む):［値］フィールドに入力したテキスト
がフィールド名に含まれます。
NOT$ (含まない):［値］フィールドに入力した
テキストがフィールド名に含まれません。
IN LAST:レポートの作成時刻を基準にした
時間帯です。この演算子は、レポートの作成
時よりも前の日時を定義します。この演算子
は、日時のフィールドでのみ利用可能です。
［値］フィールドに時間を入力した場合、日を
入力した場合よりも詳細な結果を得ることが
できます。日の値を入力した場合、前の日の
午前 0 時 (00:00) からレポートの実行時刻ま
でが計算されます。
たとえば、［値］フィールドに 1 日と入力した
場合、レポートがその日の 23:59 に実行され
ると、レポートには過去 47 時間 59 分の結
果が含まれます。ただし、24 時間と入力した
場合は、レポートの実行時刻から正確に 24
時間前までの情報が取得されます。
IN NEXT:レポートの作成時刻を基準にした
時間帯です。この演算子は、レポートの作成
時よりも後の日時を定義します。たとえば、3
日以内に実行するようにスケジュールされた
バックアップジョブを検索するには、この演算
子を選択して、［値］フィールドに 3 日の値を
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項目

説明
入力します。これは、日時のフィールドでの
み利用可能です。

値

フィルタする値を入力または選択します。入力で
きる値の種類は、選択されたフィールド名の種類
によって異なります。たとえば、［フィールド名］で
［次の期日］を選択した場合は、日時の値が表
示されます。

カスタムレポートのフィルタの設定
作成するカスタムレポートのフィルタを設定するには次の手順を実行します。
カスタムレポートのフィルタを設定する方法

1

［レポート］タブで、［レポートグループ］の［カスタムレポート］をクリックします。

2

レポートのリストで、フィルタを設定するレポートを右クリックし、［編集］をクリックしま
す。

3

左側のペインで、［フィルタ］をクリックします。

4

1 つ以上のフィルタ式を定義してフィルタを作成します。
p.560 の 「カスタムレポートを定義するためのフィルタ式」 を参照してください。

5

［追加］をクリックします。

6

さらにフィルタを追加するには、手順 4 および手順 5 を繰り返します。

7

フィルタ式を結合するには、次のいずれかを実行します。
両方の式が真である ［AND］をクリックします。
場合に結果が真に たとえば、失敗したすべてのバックアップジョブを検索するには、次の
なるように 2 つのフィ 式を追加します。
ルタを結合する場合
■ 状態 = 失敗
■

種類 = バックアップ

式を設定したら、次の手順を実行します。
■

［AND］をクリックして、この 2 つの式を結合します。

結合した式は次のようになります。
状態 = 失敗 AND 種類 = バックアップ
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いずれかの式が真
である場合に結果が
真になるように 2 つ
のフィルタ式を結合
する場合

［OR］をクリックします。
たとえば、失敗したか、またはキャンセルされたジョブを検索するには、
次の式を追加します。
■

状態 = 失敗

■

状態 = キャンセル

式を設定したら、次の手順を実行します。
■

［OR］をクリックして、「状態 = 失敗」と「状態 = キャンセル」を結合し
ます。

結合した式は次のようになります。
状態 = 失敗 OR 状態 = キャンセル
2 つのフィルタ式を ［( ) +］をクリックします。
結合して 1 つの式に たとえば、失敗したバックアップジョブとリストアジョブを検索するには、
する場合
次の式を追加します。
■

状態 = 失敗

■

種類 = バックアップ

■

種類 = リストア

式を設定したら、次の手順を実行します。
［OR］を使用して、「種類 = バックアップ」と「種類 = リストア」を結合
します。
■ Ctrl キーを押しながら「種類 = バックアップ」と「種類 = リストア」を
クリックします。
■ ［( ) +］をクリックして、「種類 = バックアップ」と「種類 = リストア」を結
合します。
■ ［AND］を使用して、「状態 = 失敗」と (「種類 = バックアップ」OR「種
類 = リストア」) を結合します。
■

結合した式は次のようになります。
状態 = 失敗 AND (種類 = バックアップ OR 種類 = リストア)
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1 つの式に結合され ［( ) -］をクリックします。
たフィルタ式を 2 つ
たとえば、［( ) +］を使用して「種類 = バックアップ」と「種類 = リストア」
に分ける場合
を結合した場合は、［フィルタ］ダイアログボックスに次のように表示され
ます。
(種類 = バックアップ OR 種類 = リストア)
結合された式を 2 つの個別の式に分けるには、次の手順を実行しま
す。
Ctrl キーを押しながら「種類 = バックアップ」と「種類 = リストア」の
両方をクリックします。
■ ［( ) -］をクリックします。
■

分けられた式は、カッコで囲まれていない状態で表示されます。

8

9

式を変更するには、次の手順を実行します。
■

［フィルタ条件］ボックスで、変更する式を選択します。

■

［編集］をクリックします。

■

［フィルタ式］エリアで、式の値を編集します。

■

［更新］をクリックします。

式を削除するには、式を選択して、［リムーブ］をクリックします。

10 次のいずれかを実行します。
レポートのフィールド 次に示す順序で操作を実行します。
をグループ化する場
■ 左側のペインで、［グループ化］をクリックします。
合
■ 必要なグループオプションを設定します。
p.567 の 「カスタムレポートの［グループ］オプション」 を参照してく
ださい。
レポートのフィールド 次に示す順序で操作を実行します。
をソートする場合
■ 左側のペインで、［ソート中］をクリックします。
■

レポートのグラフオ
プションを設定する
場合

必要なソートオプションを設定します。
p.569 の 「カスタムレポートの［ソート］オプション」 を参照してくださ
い。

次に示す順序で操作を実行します。
■

左側のペインで、［グラフのオプション］をクリックします。

■

必要なグラフオプションを設定します。
p.571 の 「カスタムレポートのグラフオプション」 を参照してください。
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レポートをプレビュー 左側のペインで、［プレビュー］をクリックします。
する方法
レポートを終了して
閉じる場合

［OK］をクリックします。

カスタムレポートのフィールドのグループ化について
カスタムレポートは、レポートで選択した最大 3 つのフィールドごとにグループ化できま
す。 フィールドのグループ化によって、レポートにセクションが作成されます。 たとえば、
Backup Exec サーバーごとにグループ化した場合、フィルタ条件に一致する Backup
Exec サーバーごとにセクションが作成されます。レポートの各 Backup Exec サーバーの
セクションの下には、レポートで選択した残りのフィールドに対応するデータが表示されま
す。
レポートには、グループ化されていないフィールドが少なくとも 1 つ含まれている必要が
あります。 たとえば、レポートで 3 つのフィールドを選択した場合、グループ化できるフィー
ルドは 2 つのみです。 すべてのフィールドをグループ化すると、すべてのデータがグルー
プセクションのタイトルに表示されるため、レポートに表示されるデータがなくなります。 ま
た、3 つのグループフィールドをすべて使用するには、少なくとも 4 つのフィールドがレ
ポートに存在する必要があります。
レポートをグループ化するフィールドを選択した後、そのフィールドのデータを昇順また
は降順でグループ化できます。 昇順では、数値は最小値から最大値の順に、文字はア
ルファベット順に一覧表示されます。 降順では、数値は最大値から最小値の順に、文字
はアルファベットの逆順に一覧表示されます。 たとえば、日付のフィールドごとに昇順で
グループ化した場合、レポートのデータは最も早い日から日付ごとにグループ化されま
す。
p.566 の 「カスタムレポートのフィールドのグループ化」 を参照してください。

カスタムレポートのフィールドのグループ化
カスタムレポートのフィールドをグループ化するには、次の手順を実行します。
p.566 の 「カスタムレポートのフィールドのグループ化について」 を参照してください。
カスタムレポートのフィールドをグループ化する方法

1

［レポート］タブで、［レポートグループ］の［カスタム］をクリックします。

2

カスタムレポートのリストで、グループ化するフィールドを含むレポートを右クリックし、
［編集］をクリックします。

3

左側のペインで、［グループ化］をクリックします。

第 19 章 レポート
カスタムレポートの作成

4

適切なオプションを選択します。
p.567 の 「カスタムレポートの［グループ］オプション」 を参照してください。

5

［グループ基準］ボックスで、データをグループ化するフィールドの名前を選択しま
す。

6

昇順で情報をグループ化する場合は［昇順］を、降順で情報をグループ化する場合
は［降順］をクリックします。

7

追加のフィールドをグループ化する場合は、［次のグループ化の基準］ボックスで手
順 5 から手順 6 を繰り返します。

8

次のいずれかを実行します。
レポートのフィールド 次に示す順序で操作を実行します。
をソートする場合
■ 左側のペインで、［ソート中］をクリックします。
■

レポートのグラフオ
プションを設定する
場合

必要なソートオプションを設定します。
p.568 の 「カスタムレポートのフィールドのソートについて」 を参照し
てください。

次に示す順序で操作を実行します。
■

左側のペインで、［グラフのオプション］をクリックします。

■

必要なグラフオプションを設定します。
p.570 の 「カスタムレポートのグラフオプションの設定」 を参照してく
ださい。

レポートをプレビュー 左側のペインで、［プレビュー］をクリックします。
してテストする場合
レポートを終了して
閉じる場合

［OK］をクリックします。

カスタムレポートの［グループ］オプション
レポートに選択したフィールドに基づいて、昇順または降順でレポートの情報をグループ
化できます。
p.566 の 「カスタムレポートのフィールドのグループ化について」 を参照してください。
表 19-8

カスタムレポートの［グループ］オプション

項目

説明

グループ基準

レポートに選択したフィールドに基づいて、レポー
ト情報をグループ化します。

567

568

第 19 章 レポート
カスタムレポートの作成

項目

説明

昇順

昇順でレポート情報をグループ化します。昇順
では、数値は最小値から最大値の順に、文字は
アルファベット順に一覧表示されます。

降順

降順でレポート情報をグループ化します。降順
では、数値は最大値から最小値の順に、文字は
アルファベットの逆順に一覧表示されます。

次のグループ基準

他のレポートフィールドに基づいてグループ化
できます。

カスタムレポートのフィールドの選択元となる利用可能なグループ
レポートを作成するグループを選択します。
p.556 の 「カスタムレポートの作成」 を参照してください。
表 19-9

レポートを作成するグループの選択

グループ

説明

アラートグループ

アラートのメッセージテキスト、アラートのタイトル、
アラートの作成日時、応答者の名前などの情報
のフィールドが含まれます。

ジョブ履歴グループ

バックアップ速度、使用されたデバイス、エラー、
メディアなどの情報のフィールドが含まれます。

ジョブグループ

ジョブ名や実行日などの情報のフィールドが含
まれます。

メディアグループ

バックアップセットの日時、バックアップの種類、
割り当て日および修正日、メディアセット名など
の情報のフィールドが含まれます。

デバイスグループ

読み書きされたバイト数、デバイスの使用時間、
デバイス上のエラー数などの情報のフィールド
が含まれます。

カスタムレポートのフィールドのソートについて
カスタムレポートは、レポートで選択した最大 3 つのフィールドごとにソートできます。
フィールドでソートすると、ソート条件に一致するすべてのデータがレポート内でまとめて
配列されます。 たとえば、［Backup Exec サーバー］フィールドで昇順でソートした場合、
Backup Exec サーバー A のすべてのデータが最初に表示され、その後に Backup Exec
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サーバー B のすべてのデータが表示されます。昇順では、数値は最小値から最大値の
順に、文字はアルファベット順に一覧表示されます。 降順では、数値は最大値から最小
値の順に、文字はアルファベットの逆順に一覧表示されます。
p.569 の 「カスタムレポートのフィールドのソート」 を参照してください。

カスタムレポートのフィールドのソート
カスタムレポートのフィールドをソートするには、次の手順を実行します。
p.568 の 「カスタムレポートのフィールドのソートについて」 を参照してください。
カスタムレポートのフィールドをソートする方法

1

ナビゲーションバーの［レポート］をクリックします。

2

ツリービューで、［カスタムレポート］をクリックします。

3

レポートのリストで、ソートするフィールドを含むレポートをクリックします。

4

タスクペインで、［編集］をクリックします。

5

［プロパティ］ペインの［レポートの定義］の下にある［ソート］をクリックします。

6

必要なソートオプションを選択します。
p.569 の 「カスタムレポートの［ソート］オプション」 を参照してください。

7

次のいずれかを実行します。
レポートのグラフオ
プションを設定する
場合

次に示す順序で操作を実行します。
■

左側のペインで、［グラフのオプション］をクリックします。

■

必要なグラフオプションを設定します。
p.570 の 「カスタムレポートのグラフオプションの設定」 を参照してく
ださい。

レポートをプレビュー 左側のペインで、［プレビュー］をクリックします。
する方法
レポートを終了して
閉じる場合

［OK］をクリックします。

カスタムレポートの［ソート］オプション
レポートに選択したフィールドに基づいて、昇順または降順でレポートの情報をソートで
きます。
p.568 の 「カスタムレポートのフィールドのソートについて」 を参照してください。
p.569 の 「カスタムレポートのフィールドのソート」 を参照してください。
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表 19-10

カスタムレポートの［ソート］オプション

項目

説明

ソート基準

レポートに選択したフィールドに基づいて、レポー
ト情報をソートします。

昇順

昇順でレポート情報をソートします。昇順では、
数値は最小値から最大値の順に、文字はアル
ファベット順に一覧表示されます。

降順

降順でレポート情報をソートします。降順では、
数値は最大値から最小値の順に、文字はアル
ファベットの逆順に一覧表示されます。

次のソート基準

他のレポートフィールドに基づいてソートできま
す。

カスタムレポートのグラフオプションの設定
カスタムレポートに円グラフまたは棒グラフを含めることができます。
［フィールドの選択］ダイアログボックスで、円グラフを作成する場合は少なくとも 2 つの
フィールドを、棒グラフを作成する場合は少なくとも 3 つのフィールドを選択する必要が
あります。
カスタムレポートのグラフオプションを設定する方法

1

［レポート］タブで、［新規カスタムレポート］をクリックします。

2

円グラフを作成するには、レポートの名前と説明を入力し、［フィールド選択］ダイア
ログボックスで少なくとも 2 つのフィールドを選択する必要があります。棒グラフを作
成するには、少なくとも 3 つのフィールドを選択する必要があります。

3

［グラフのオプション］をクリックします。

4

［グラフの種類］ボックスで、作成するグラフの種類を選択します。 ［円グラフ］か［棒
グラフ］を選択できます。

5

円グラフまたは棒グラフのオプションを設定します。
p.571 の 「カスタムレポートのグラフオプション」 を参照してください。

6

次のいずれかを実行します。
レポートをプレビュー ［プレビュー］をクリックします。
する方法
レポートを終了して
閉じる場合

［OK］をクリックします。
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カスタムレポートのグラフオプション
カスタムレポートに円グラフまたは棒グラフを含めることができます。グラフの種類を選択
した後、そのグラフに対する特定のオプションを選択できます。
p.570 の 「カスタムレポートのグラフオプションの設定」 を参照してください。
次の表は利用可能な円グラフオプションを記述したものです。
表 19-11

カスタムレポートの円グラフオプション

項目

説明

［カテゴリ］フィールド (値ごとの総計セクション)

円グラフでセクションを表示するフィールドを指
定します。
次の項目を選択できます。

［データ］フィールド

■

バックアップ速度

■

破損ファイル

■

デバイス名

値を計算するフィールドを指定します。
次の項目を選択できます。
■

バックアップ速度

■

破損ファイル

■

デバイス名
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項目

説明

集計関数

［データ］フィールドで生成された値を計算する
方法を選択します。
次の項目を選択できます。
■

■

■

■

■

最小値
最小値を計算します。これは、数字のフィー
ルドでのみ利用可能です。
最大値
最大値を計算します。これは、数字のフィー
ルドでのみ利用可能です。
平均.
平均値を計算します。これは、数字のフィー
ルドでのみ利用可能です。
個数.
値の数を計算します。テキストや日付のフィー
ルドなど、数字以外のフィールドで利用可能
なのはこのオプションのみです。また、これは
数字のフィールドにも利用可能です。
合計.
合計値を計算します。これは、数字のフィー
ルドでのみ利用可能です。

次の表は利用可能な棒グラフオプションを記述したものです。
表 19-12

カスタムレポートの棒グラフオプション

項目

説明

垂直軸のタイトル

グラフの左側に表示するタイトルを指定します。
タイトルはレポートで垂直に表示され、50 文字
に制限されています。

［系列］フィールド (値ごとの横棒)

グラフの水平な棒に表示する値を含むフィール
ドを指定します。値の凡例が作成されます。
次の項目を選択できます。
■

バックアップ速度

■

破損ファイル

■

デバイス名
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項目

説明

［カテゴリ］フィールド (値ごとの系列のセット)

グラフの左側に表示するグループ化に関する情
報を含むフィールドを指定します。
次の項目を選択できます。

［データ］フィールド

■

バックアップ速度

■

破損ファイル

■

デバイス名

グラフの下に表示するフィールドを指定します。
次の項目を選択できます。
■

バックアップ速度

■

破損ファイル

■

デバイス名

水平軸のタイトル

グラフの下に表示するタイトルを指定します。

集計関数

［データ］フィールドで生成された値を計算する
方法を選択します。
次の項目を選択できます。
■

■

■

■

■

最小値
最小値を計算します。これは、数字のフィー
ルドでのみ利用可能です。
最大値
最大値を計算します。これは、数字のフィー
ルドでのみ利用可能です。
平均.
平均値を計算します。これは、数字のフィー
ルドでのみ利用可能です。
個数.
値の数を計算します。テキストや日付のフィー
ルドなど、数字以外のフィールドで利用可能
なのはこのオプションのみです。また、これは
数字のフィールドにも利用可能です。
合計.
合計値を計算します。これは、数字のフィー
ルドでのみ利用可能です。

カスタムレポートのプレビュー
プレビュー機能を使用して、カスタムレポートが正しく作成されたことを確認します。
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カスタムレポートをプレビューする方法

1

［レポート］タブで、［新規カスタムレポート］をクリックします。

2

レポート名を追加し、必要なレポートのオプションを設定します。

3

［プレビュー］をクリックします。

4

［OK］をクリックします。

カスタムレポートのコピー
カスタムレポートのコピーを作成してから、コピーを修正できます。
カスタムレポートをコピーする方法

1

［レポート］タブで、［レポートグループ］の［カスタム］をクリックします。

2

コピーするレポートを右クリックし、［コピー］をクリックします。

3

［コピーの名前］ボックスで、コピーされたレポートの一意の名前を入力します。

4

［OK］をクリックします。
コピーされたレポートは、カスタムレポートのリストに表示されます。

カスタムレポートの編集
編集するレポートが以前のレポートジョブで実行されている場合、変更を加えることによっ
て、ジョブ履歴のレポートの外観が変わることがあります。レポートをコピーして、そのコ
ピーを編集することをお勧めします。
カスタムレポートを編集する方法

1

［レポート］タブで、［レポートグループ］の［カスタム］をクリックします。

2

編集するレポートを右クリックし、［編集］をクリックします。

3

必要に応じてレポートの設定を変更します。

4

［OK］をクリックします。

カスタムレポートの削除
カスタムレポートを削除するには、次の手順を実行します。
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カスタムレポートを削除する方法

1

［レポート］タブで、［レポートグループ］の［カスタム］をクリックします。

2

レポートのリストで、フィルタを設定するレポートを右クリックし、［削除］をクリックしま
す。

3

［はい］をクリックします。

レポートのアプリケーション設定の編集
すべてのレポートは、HTML 形式または Adobe Portable Document Format (PDF) 形
式で表示できます。デフォルト設定は HTML です。選択した形式は、通知機能を使用し
てユーザーに送信されるレポートの形式に影響しません。
また、すべてのカスタムレポートのヘッダーおよびフッターでアプリケーション設定を編集
できます。
次の操作を行うことができます。
■

ヘッダーにロゴを含める。

■

ヘッダーのバナーの色を選択する。

■

フッターにテキストを含める。

■

フッターに時刻を含める。

バナーの色を選択するには、色に対応する数値 (RGB 値) を入力するか、または表から
色を選択できます。
レポートのアプリケーション設定を編集する方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックし、［構成と設定］、［Backup Exec の設定］の順に選
択します。

2

左側のペインで、［レポート］をクリックします。

3

必要なオプションを設定します。
p.575 の 「レポートのアプリケーション設定 」 を参照してください。

4

［OK］をクリックします。

レポートのアプリケーション設定
Backup Exec のすべてのレポートのアプリケーション設定を変更できます。
p.575 の 「レポートのアプリケーション設定の編集」 を参照してください。
次の表はレポートのアプリケーション設定を記述したものです。
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表 19-13

レポートのアプリケーション設定

項目

説明

HTML

すべてのレポートが HTML 形式で表示され
るように指定します。これはデフォルト設定で
す。

PDF

すべてのレポートが Adobe Portable
Document Format (PDF) で表示されるよう
に指定します。

レポートの最大行数

レポートに表示する最大行数を示します。
デフォルトは 10,000 行です。

すべての行を表示

レポートのすべての行を表示します。

重複を排除して行を表示

一意の行のみを表示します。

カスタムイメージファイルを使用する

すべてのカスタムレポートのヘッダーに、カ
スタマイズしたイメージファイルを使用します。

イメージファイルのパス

すべてのカスタムレポートに使用するロゴへ
のパスを指定します。

赤

赤の値に対応する数値を指定します。

緑

緑の値に対応する数値を指定します。

青

青の値に対応する数値を指定します。

色

カスタムレポートのバナーに使用する基本色
を示します。
カスタムレポートのバナーのカスタム色を作
成することもできます。

テキスト

カスタムレポートのフッターに表示するテキス
トを指定します。

時刻を含める

カスタムレポートのフッターにレポートの実行
時刻を含めます。

レポートのプロパティの表示
レポートのプロパティには、各レポートについての詳細情報が表示されます。 このプロパ
ティは表示されるだけで、編集することはできません。
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レポートのプロパティを表示する方法

1

［レポート］タブの［レポートグループ］で、レポートグループを選択します。

2

プロパティを表示する項目を右クリックし、［プロパティ］をクリックします。
p.577 の 「レポートのプロパティ 」 を参照してください。

3

プロパティの表示を終了するには、［OK］をクリックします。
p.548 の 「レポートの実行」 を参照してください。

レポートのプロパティ
各レポートのプロパティは表示できますが、編集できません。
p.576 の 「レポートのプロパティの表示」 を参照してください。
次の表はレポートのプロパティを記述したものです。
表 19-14

レポートの一般プロパティ

項目

説明

タイトル

レポートの名前を表示します。

説明

このレポートに含まれているデータの種類の説明です。

カテゴリ

レポートの分類を指定します。
利用可能なカテゴリは次のとおりです。
■

メディア

■

メディアボルト

■

ジョブ

■

デバイス

■

設定

■

アラート

■

テンプレート

作成者

レポートの作成者を表示します。

件名

レポートの作成対象の製品のバージョンを表示します。

ファイル名

レポートのファイル名を表示します。

ファイルサイズ

レポートのサイズを表示します。

作成日

このレポートがシステムにインストールされた日時を表示します。
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利用可能なレポート
ここでは、Backup Exec で利用できる各レポートについて説明します。レポートのファイル
名、説明およびレポートに含まれる情報をレポートごとに示します。各レポートに含まれる
データは、そのレポートに対して指定した条件によって異なります。
Backup Exec には、次のレポートが用意されています。
表 19-15

Backup Exec のレポート

レポート名

説明

アラート履歴

アラート履歴内のすべてのアラートが最新のものから順に
一覧表示されます。
p.583 の 「［アラート履歴］レポート」 を参照してください。

Backup Exec サーバーごとのアラート Backup Exec サーバー別に、アラート履歴内のすべての
履歴
アクティブアラートが最新のものから順に一覧表示されま
す。
p.584 の 「［Backup Exec サーバーごとのアラート履歴］レ
ポート」 を参照してください。
アーカイブジョブの成功率

正常に実行されたバックアップサーバーのアーカイブジョ
ブの数が表示されます。
p.612 の 「［アーカイブジョブの成功率］レポート」 を参照し
てください。

アーカイブルールと保持カテゴリによる 各アーカイブ選択項目に適用されるアーカイブルールと
アーカイブ選択
保持カテゴリが表示されます。
p.612 の 「［アーカイブルールと保持カテゴリによるアーカ
イブ選択］レポート」 を参照してください。
監査ログ

選択したサーバーの指定した期間の監査ログの内容が一
覧表示されます。
p.585 の 「［監査ログ］レポート」 を参照してください。

バックアップジョブの成功率

バックアップジョブによる、選択したサーバーのバックアッ
プ成功率が一覧表示されます。
p.585 の 「［バックアップジョブの成功率］レポート」 を参照
してください。

バックアップの推奨事項

バックアップをよりよく管理するうえで役立つ推奨事項が
一覧表示されます。
p.586 の 「［バックアップの推奨事項］レポート」 を参照して
ください。
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レポート名

説明

バックアップの成功率 (リソース別)

選択したサーバー上のリソースに対する、指定した期間の
バックアップジョブの成功率が一覧表示されます。
p.586 の 「［バックアップの成功率 (リソース別)］レポート」
を参照してください。

バックアップセット (メディアセット別)

すべてのバックアップセットがメディアセット別に一覧表示
されます。
p.587 の 「［バックアップセット (メディアセット別)］レポート」
を参照してください。

バックアップサイズ (リソース別)

過去最大 7 回分のバックアップのリソース別のバックアッ
プサイズおよびその平均値が一覧表示されます。
p.588 の 「［バックアップサイズ (リソース別)］レポート」 を参
照してください。

ネットワークデバイスの使用率 (日別)

Backup Exec サーバーで使用されるストレージデバイス
の容量がパーセンテージで一覧表示されます。
p.588 の 「［デバイスの使用率 (日別)］レポート」 を参照し
てください。

重複排除用デバイスの概略

ローカルおよび共有の重複排除用ストレージフォルダに
対する重複排除操作の概略が表示されます。
p.590 の 「［重複排除用デバイスの概略］レポート」 を参照
してください。

重複排除の概略

Backup Exec サーバーで実行されるすべての重複排除
ジョブの重複排除の概略が表示されます。
p.591 の 「［重複排除の概略］レポート」 を参照してくださ
い。

デバイスの概略

選択した Backup Exec サーバーのデバイスの使用状況
とエラーの概略が一覧表示されます。
p.589 の 「［デバイスの概略］レポート」 を参照してください。

ディスクストレージの概要

Backup Exec サーバーのディスクストレージに関するディ
スクベースの使用統計情報が表示されます。
p.592 の 「［ディスクストレージの概要］レポート」 を参照し
てください。
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レポート名

説明

エラー処理方法

すべての定義済みのエラー処理方法が一覧表示されま
す。
p.592 の 「［エラー処理方法］レポート」 を参照してくださ
い。

イベントの受信者

各通知受信者によって登録されたすべてのイベントが一
覧表示されます。
p.594 の 「［イベントの受信者］レポート」 を参照してくださ
い。

Exchange メールボックスグループの
アーカイブ設定

各ドメインのメールボックスグループに適用されるアーカイ
ブの設定が表示されます。
p.613 の 「［Exchange メールボックスグループのアーカイ
ブ設定］レポート」 を参照してください。

失敗したアーカイブジョブ

最近失敗したアーカイブジョブが表示されます。
p.614 の 「［失敗したアーカイブジョブ］レポート」 を参照し
てください。

失敗したバックアップジョブ数

すべての失敗ジョブが、リソースサーバーおよび時間帯で
ソートされ一覧表示されます。
p.594 の 「［失敗したバックアップジョブ数］レポート」 を参
照してください。

ファイルシステムのアーカイブ設定

各サーバーのアーカイブ選択項目に適用されるアーカイ
ブの設定が表示されます。
p.615 の 「［ファイルシステムのアーカイブ設定］レポート」
を参照してください。

ジョブの概略

過去 72 時間以内に実行したすべてのジョブが、実行順
に一覧表示されます。
p.595 の 「［ジョブの概略］レポート」 を参照してください。

管理対象 Backup Exec サーバー

中央管理サーバーが管理するすべての Backup Exec
サーバーの状態と設定が一覧表示されます。
p.596 の 「［管理対象 Backup Exec サーバー］レポート」
を参照してください。

メディア監査

メディアの設定に加えられた最近の変更が一覧表示され
ます。
p.597 の 「［メディア監査］レポート」 を参照してください。
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レポート名

説明

メディアエラー

すべてのメディアで発生したエラー数が一覧表示されま
す。
p.598 の 「［メディアエラー］レポート」 を参照してください。

リカバリに必要なメディア

指定した期間に、選択したサーバー上でバックアップした
各システムのバックアップセットが格納されているメディア
が一覧表示されます。このレポートは、メディアの上書き設
定が上書き可能の場合は、正確でないことがあります。
p.598 の 「［リカバリに必要なメディア］レポート」 を参照して
ください。

メディアの概略

Backup Exec サーバーで使用しているすべてのメディア
セットとメディアが一覧表示されます。各メディアの現在の
場所が表示されます。また、メディアの使用統計情報と、
Backup Exec メディアセット内部のメディアの場所が一覧
表示されます。
p.599 の 「［メディアの概略］レポート」 を参照してください。

メディアボルト内のメディア

各メディアボルト内のメディアが一覧表示されます。
p.600 の 「［メディアボルト内のメディア］レポート」 を参照し
てください。

ボルトへのメディアの移動

メディアボルトに移動可能なメディアのすべてが一覧表示
されます。追加期間が終了している、現在メディアボルト
に存在していないメディアが表示されます。
p.600 の 「［ボルトへのメディアの移動］レポート」 を参照し
てください。

［ジョブ、メディア、アラートの概要］レ
ポート

ユーザー定義期間について、過去と将来のジョブのデー
タが一覧表示されます。
p.601 の 「［ジョブ、メディア、アラートの概要］レポート」 を
参照してください。

アーカイブの概略 (前日分)

過去 24 時間に実行したアーカイブジョブの状態が表示
されます。
p.615 の 「［アーカイブの概略 (前日分)］レポート」 を参照
してください。
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レポート名

説明

ジョブの概略 (前日分)

過去 24 時間の各リソースに対するジョブの結果が一覧表
示されます。このレポートには、スケジュールが設定されて
いたにもかかわらず実行されなかったジョブが表示されま
す。期限切れとしてマークする前に、ジョブには 24 時間
の猶予期間が与えられます。
p.603 の 「［ジョブの概略 (前日分)］レポート」 を参照してく
ださい。

正常に実行されなかったファイル

ジョブの実行中に報告されたすべての問題のあるファイル
が一覧表示されます。ファイルは日付およびリソースごと
にグループ分けされます。
p.604 の 「［正常に実行されなかったファイル］レポート」 を
参照してください。

更新されたメディア

過去 24 時間以内に変更されたすべてのメディアが一覧
表示されます。
p.605 の 「［更新されたメディア］レポート」 を参照してくだ
さい。

最近保護されたリソースのレポート

このレポートを実行する Backup Exec サーバーで発生し
たすべてのジョブの詳しい統計情報や例外が一覧表示さ
れます。
p.607 の 「［最近保護されたリソース］レポート」 を参照して
ください。

リソースのリスク評価

前回のバックアップジョブが失敗したリソースのジョブ情報
が一覧表示されます。 データはリソースサーバーによって
フィルタ処理されます。
p.606 の 「［リソースのリスク評価］レポート」 を参照してくだ
さい。

リストアセットの詳細 (リソース別)

過去 72 時間以内に実行したすべてのリストアセットが一
覧表示されます。セットはサーバーおよびリソースごとにグ
ループ分けされています。
p.606 の 「［リストアセットの詳細 (リソース別)］レポート」 を
参照してください。

ボルト内の利用可能なメディア

指定したボルト内の再利用可能なすべてのメディアが一
覧表示されます。
p.608 の 「［ボルト内の利用可能なメディア］レポート」 を参
照してください。
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レポート名

説明

ロボットライブラリのインベントリ

Backup Exec サーバーに接続されているロボットライブラ
リ内のスロットの内容が一覧表示されます。また、各メディ
アの使用統計情報が表示されます。
p.609 の 「［ロボットライブラリのインベントリ］レポート」 を参
照してください。

サーバーの予想負荷

今後 24 時間のサーバーの予想負荷が、サーバー別に
一覧表示されます。
p.609 の 「［サーバーの予想負荷］レポート」 を参照してく
ださい。

スクラッチメディアの利用可能予定

メディアの使用経過時間の分布が表示されます。現在上
書き可能なメディアの数およびメディアが上書き可能にな
る時期が表示されます。
p.610 の 「［スクラッチメディアの利用可能予定］レポート」
を参照してください。

［テスト実行の結果］レポート

選択した期間および選択した Backup Exec サーバーに
対するテスト実行ジョブの結果が表示されます。
p.611 の 「［テスト実行の結果］レポート」 を参照してくださ
い。

ボルトストア使用量の詳細

各ストア内のアーカイブと各アーカイブのサイズが表示さ
れます。
p.616 の 「［ボルトストア使用量の詳細］レポート」 を参照し
てください。

ボルトストア使用量の概略

各ボルトストア内のアーカイブ項目とボルトストアの合計サ
イズが表示されます。
p.617 の 「［ボルトストア使用量の概略］レポート」 を参照し
てください。

p.548 の 「レポートの実行」 を参照してください。
p.556 の 「カスタムレポートの作成」 を参照してください。

［アラート履歴］レポート
［アラート履歴］レポートには、アラート履歴内のすべてのアラートが最新のものから順に
一覧表示されます。 ［日数］または［イベント数］オプションに範囲パラメータを入力し、レ
ポートに表示するアラート数を制限することができます。
［アラート履歴］レポートに表示される情報を次の表に示します。
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表 19-16

［アラート履歴］レポート

項目

説明

時間

アラートが発生した日時です。

受信済み

アラートが発生した時間です。

応答済み

このアラートに応答した時間です。

応答ユーザー

このアラートに応答したユーザーの ID です。

ジョブ名

このアラートと関連のあるジョブの名前です。

Backup Exec サーバー

アラートが発生した Backup Exec サーバーの名前です。

カテゴリ

［サービスの起動］や［ジョブ失敗］など、アラートの名前です。

メッセージ

アラートの原因となったイベントについての説明です。

p.548 の 「レポートの実行」 を参照してください。
p.556 の 「カスタムレポートの作成」 を参照してください。

［Backup Exec サーバーごとのアラート履歴］レポート
［Backup Exec サーバーごとのアラート履歴］レポートには、アラート履歴内のすべてのア
クティブアラートが、Backup Exec サーバー別に、最新のものから順に一覧表示されま
す。［日数］、［イベント数］、［Backup Exec サーバー］オプションのフィルタパラメータを
選択し、レポートに表示するデータ量を制限することができます。
［Backup Exec サーバーごとのアラート履歴］レポートに表示される情報を次の表に示し
ます。
表 19-17

［Backup Exec サーバーごとのアラート履歴］レポート

項目

説明

Backup Exec サー
バー

アラートが発生した Backup Exec サーバーの名前です。

時間

アラートが発生した日時です。

受信済み

アラートが発生した時間です。

応答済み

このアラートに応答した時間です。

応答ユーザー

このアラートに応答したユーザーの ID です。

ジョブ名

このアラートと関連のあるジョブの名前です。
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項目

説明

カテゴリ

［サービスの起動］や［ジョブ失敗］など、アラートの名前です。

メッセージ

アラートの原因となったイベントについての説明です。

p.548 の 「レポートの実行」 を参照してください。
p.556 の 「カスタムレポートの作成」 を参照してください。

［監査ログ］レポート
［監査ログ］レポートには、選択したサーバーの指定した期間の監査ログの内容が一覧表
示されます。 ［Backup Exec サーバー］または［監査ログカテゴリ］オプションのフィルタパ
ラメータと、［日数］および［イベント数］オプションの範囲パラメータを入力し、レポートに
表示するデータ量を制限することができます。
［監査ログ］レポートに表示される情報を次の表に示します。
表 19-18

［監査ログ］レポート

項目

説明

カテゴリ

ログオンアカウント、アラートあるいはジョブなどの変更が発生したカテゴリで
す。

入力日付

変更が発生した日時です。

メッセージ

Backup Exec 内で変更された内容の説明です。

ユーザー名

変更を行ったユーザーです。

p.548 の 「レポートの実行」 を参照してください。
p.556 の 「カスタムレポートの作成」 を参照してください。

［バックアップジョブの成功率］レポート
［バックアップジョブの成功率］レポートには、選択したサーバーをバックアップするため
の、バックアップジョブの成功率が一覧表示されます。［バックアップサーバー］オプション
のフィルタパラメータと［日数］オプションの範囲パラメータを入力し、レポートに表示する
データ量を制限することができます。
［バックアップジョブの成功率］レポートに表示される情報を次の表に示します。
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表 19-19

［バックアップジョブの成功率］レポート

項目

説明

サーバー

バックアップするサーバーの名前です。

日付

このバックアップジョブを実行した日時です。

総ジョブ数

この Backup Exec サーバーで処理したジョブの総数です。

成功

この Backup Exec サーバーで処理した成功ジョブの総数です。

成功率

この Backup Exec サーバーで処理した成功ジョブのパーセンテージです。

p.548 の 「レポートの実行」 を参照してください。
p.556 の 「カスタムレポートの作成」 を参照してください。

［バックアップの推奨事項］レポート
［バックアップの推奨事項］レポートには、バックアップをよりよく管理するうえで役立つ推
奨事項が一覧表示されます。推奨事項には、シマンテック製品の使用方法についての
提案や特定の種類のデータをバックアップするよりよい方法などが含まれることがありま
す。
次の表は［バックアップの推奨事項］レポートの情報を記述したものです。
表 19-20

［バックアップの推奨事項］レポート

項目

説明

Backup Exec サーバー

推奨事項が適用される Backup Exec サーバー
の名前。

ジョブ名

推奨事項と関連付けられているジョブの名前。

開始時刻

推奨事項が関連付けられているジョブが実行さ
れた日時。

p.548 の 「レポートの実行」 を参照してください。
p.556 の 「カスタムレポートの作成」 を参照してください。

［バックアップの成功率 (リソース別)］レポート
［バックアップの成功率 (リソース別)］レポートには、選択したサーバー上のリソースに対
する指定した期間のバックアップジョブの成功率が一覧表示されます。［日数］オプション
の範囲パラメータを選択し、レポートに表示するデータ量を制限することができます。
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.
表 19-21

［バックアップの成功率 (リソース別)］レポート

項目

説明

リソース

バックアップしたシステムの名前です。

日付

このバックアップジョブを実行した日時です。

総ジョブ数

この Backup Exec サーバーで処理したジョブの総数です。

成功

この Backup Exec サーバーで処理した成功ジョブの総数です。

成功率

この Backup Exec サーバーで処理した成功ジョブのパーセンテージです。

p.548 の 「レポートの実行」 を参照してください。
p.556 の 「カスタムレポートの作成」 を参照してください。

［バックアップセット (メディアセット別)］レポート
［バックアップセット (メディアセット別)］レポートには、すべてのバックアップセットがメディ
アセット別に表示されます。 ［メディアセット］オプションのフィルタパラメータを選択して、
レポートに表示するデータ量を制限することができます。
［バックアップセット (メディアセット別)］レポートに表示される情報を次の表に示します。
表 19-22

［バックアップセット (メディアセット別)］レポート

項目

説明

メディアセット

ジョブの実行に使用したメディアセットの名前です。

メディアラベル

メディアラベルには、Backup Exec によって割り当てられたもの、管理者が
割り当てたものおよび割り当て済みバーコードラベルに含まれているものが
あります。

セット

メディア上のバックアップセットの通し番号です。

方式

バックアップの種類です。

日時

データをバックアップした日時です。

バックアップセットの バックアップしたデータとその格納場所についての説明です。
説明/ソース
ディレクトリ

バックアップしたディレクトリの数です。

ファイル

バックアップしたファイルの数です。
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項目

説明

サイズ

バックアップしたデータ量です。

p.548 の 「レポートの実行」 を参照してください。
p.556 の 「カスタムレポートの作成」 を参照してください。

［バックアップサイズ (リソース別)］レポート
［バックアップサイズ (リソース別)］レポートには、過去最大 7 回の各リソースジョブのバッ
クアップサイズが一覧表示されます。過去最大 7 回のジョブでバックアップされたデータ
量の平均値も表示されます。
［バックアップサーバー］オプションのフィルタパラメータを選択し、レポートに表示する
データ量を制限することができます。
［バックアップサイズ (リソース別)］レポートに表示される情報を次の表に示します。
表 19-23

［バックアップサイズ (リソース別)］レポート

項目

説明

サーバー

バックアップジョブのデータの格納先 Backup Exec サーバーの名前です。

リソース

バックアップしたリソースの名前です。

ジョブ

バックアップジョブの名前です。

ジョブ実行日時

このバックアップジョブを実行した日時です。

バックアップサイズ

バックアップしたデータ量です。

平均

過去 7 回の実行でバックアップされたデータ量の平均値です。

差%

現在のジョブと、それまでのバックアップジョブでバックアップされた量の差
異です。

p.548 の 「レポートの実行」 を参照してください。
p.556 の 「カスタムレポートの作成」 を参照してください。

［デバイスの使用率 (日別)］レポート
［デバイスの使用率 (日別)］レポートには、Backup Exec サーバーで使用されるストレー
ジデバイスの容量がパーセンテージで一覧表示されます。
［デバイスの使用率 (日別)］レポートに表示される情報を次の表に示します。
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表 19-24

［デバイスの使用率 (日別)］レポート

項目

説明

ドライブ名

デバイスが存在するストレージデバイスと Backup Exec サーバーの名前で
す。

状態

ストレージデバイスの状態
ストレージデバイスの状態は次のとおりです。
一時停止
ストレージデバイスは一時的に停止しています。
■ 有効にする
ストレージデバイスは Backup Exec で使用できます。ストレージデバイ
スが無効になっている場合は、他のアプリケーションで使用できます。
■ オンライン
ストレージデバイスは使用できます。
■ オフライン
Backup Exec はストレージデバイスにアクセスできません。
■

日付

このストレージデバイスが使用された日付です。

ジョブ

この Backup Exec サーバーのストレージデバイスで処理したジョブの総数
です。

サイズ

この Backup Exec サーバーのストレージデバイスで処理したデータの量で
す。

使用率 (%)

デバイスの使用率のパーセンテージです。

p.548 の 「レポートの実行」 を参照してください。
p.556 の 「カスタムレポートの作成」 を参照してください。

［デバイスの概略］レポート
［デバイスの概略］レポートには、選択した Backup Exec サーバーのすべてのデバイス
が一覧表示されます。［Backup Exec サーバー］オプションのフィルタパラメータを選択
し、レポートに表示するデータ量を制限することができます。
［デバイスの概略］レポートに表示される情報を次の表に示します。
表 19-25

［デバイスの概略］レポート

項目

説明

サーバー

このデバイスが存在しているサーバーの名前です。

ドライブ名

ロボットライブラリ内に存在するドライブの名前です。
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項目

説明

ターゲット

Backup Exec サーバーに接続されるストレージデバイスのアドレス。

状態

オンラインなど、デバイスの状態です。

作成日

メディアが作成された日付。

クリーニング済み

このドライブ上で前回クリーニングジョブを実行した日です。

時間

前回のクリーニング以降にこのデバイスを使用した時間です。

エラー

前回のクリーニング以降に発生したエラーの数です。

サイズ

前回のクリーニング以降に読み書きされたデータの量です。

マウント数

前回のクリーニング以降にマウントした回数です。

時間

このデバイスの総使用時間です。

エラー

このデバイス上で発生したエラーの合計です。

サイズ

このデバイスに読み書きされたデータの量です。

マウント数

このデバイスの総マウント回数です。

p.548 の 「レポートの実行」 を参照してください。
p.556 の 「カスタムレポートの作成」 を参照してください。

［重複排除用デバイスの概略］レポート
［重複排除用デバイスの概略］レポートには、ローカルおよび共有の重複排除用ストレー
ジフォルダに対する重複排除操作の概略が表示されます。
表 19-26

［重複排除用デバイスの概略］レポート

項目

説明

状態

オンラインや有効など、デバイスの状態です。

作成日

メディアの作成日です。

総容量

重複排除用ストレージフォルダの総容量です。

使用領域

重複排除用ストレージフォルダで現在使用され
ている容量です。

空き領域

重複排除用ストレージフォルダの残りの容量で
す。
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項目

説明

% 使用済み

重複排除用ストレージフォルダで利用可能なス
トレージ容量のパーセンテージです。

保護されるバイト数

重複排除の実行前にデバイスを使用してすべて
のジョブをバックアップするために選択したデー
タの総量です。

重複排除率

重複排除前のデータ量と重複排除後のデータ
量の比率です。

p.548 の 「レポートの実行」 を参照してください。
p.556 の 「カスタムレポートの作成」 を参照してください。

［重複排除の概略］レポート
［重複排除の概略］レポートには、Backup Exec サーバーで実行されるすべての重複排
除ジョブの重複排除の概略が表示されます。
表 19-27

［重複排除の概略］レポート

項目

説明

ジョブ名

ジョブの名前です。

開始時刻

Backup Exec がジョブの開始を試行した時刻で
す。

所要時間

ジョブの実行に要した時間です。

サイズ

処理したデータの量。

サイズ/分

処理したデータの 1 分あたりの KB、MB、GB 数
です。

スキャンされたバイト数

重複排除の実行前にバックアップするために選
択したデータの総量です。

格納されたバイト数

重複排除の実行後に格納された重複のないデー
タの量です。

重複排除率

重複排除前のデータ量と重複排除後のデータ
量の比率です。

状態

［完了］ (成功)、［失敗］、［キャンセル］などのジョ
ブの状態です。
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p.548 の 「レポートの実行」 を参照してください。
p.556 の 「カスタムレポートの作成」 を参照してください。

［ディスクストレージの概要］レポート
［ディスクストレージの概要］レポートには、Backup Exec サーバーのディスクストレージの
ディスク使用統計情報が表示されます。
表 19-28

［ディスクストレージの概要］レポート

項目

説明

デバイス名

ディスクストレージデバイスの名前です。

状態

デバイスの状態です。
デバイスの状態には次が含まれます。
■

オンライン

■

有効

■

オフライン

■

一時停止

■

無効

ローカルアクセスパス

バックアップデータが格納されるディスクのパス
です。

総容量

ディスクの総容量です。

使用領域

ストレージとして使用されるディスク容量です。

空き領域

ディスクの残りの空き領域です。

p.548 の 「レポートの実行」 を参照してください。
p.556 の 「カスタムレポートの作成」 を参照してください。

［エラー処理方法］レポート
［エラー処理方法］レポートには、すべてのエラー処理方法が一覧表示され、各処理方
法についての詳細が示されます。 ［Backup Exec サーバー］のフィルタパラメータを選択
し、レポートに表示するデータ量を制限することができます。
［エラー処理方法］レポートに表示される情報を次の表に示します。
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表 19-29

［エラー処理方法］レポート

項目

説明

ルール名

エラー処理方法の名前です。

注意

エラー処理方法の作成時に［注意］セクションに入力した情報が表示されま
す。

ジョブ状態

この処理方法をアクティブにした、ジョブの最終状態です。
表示される状態は次のとおりです。

エラーカテゴリ

■

エラー

■

キャンセル

この処理方法が適用されるエラーカテゴリです。
利用可能なエラーカテゴリは次のとおりです。
■

デバイス

■

ジョブ

■

メディア

■

ネットワーク

■

その他

■

リソース

■

セキュリティ

■

サーバー

■

システム

有効

この処理方法が有効であるか無効であるかが表示されます。

ジョブのキャンセル

エラー処理方法に対してこのオプションを選択した場合は、X が表示されま
す。 このオプションは、最大試行回数に達した場合、すべてのジョブをキャ
ンセルします。

ジョブの一時停止

エラー処理方法に対してこのオプションを選択した場合は、X が表示されま
す。 エラー条件を手動でクリアするまでジョブを一時停止する場合は、この
オプションを選択します。

ジョブの再試行

エラー処理方法に対してこのオプションを選択した場合は、X が表示されま
す。 このオプションを選択すると、Backup Exec がジョブを再試行します。

最大再試行数

ジョブを再試行する最大回数です。

再試行間隔 (分)

ジョブを再試行する間隔 (分単位) です。

p.548 の 「レポートの実行」 を参照してください。
p.556 の 「カスタムレポートの作成」 を参照してください。

593

594

第 19 章 レポート
利用可能なレポート

［イベントの受信者］レポート
［イベントの受信者］レポートには、各通知受信者によって登録されたイベントが一覧表示
されます。
［イベントの受信者］レポートに表示される情報を次の表に示します。
表 19-30

［イベントの受信者］レポート

項目

説明

受信者名

受信者の名前です。

受信者の種類

個々の受信者または受信者のグループのように、［イベントの受信者］レポー
トの送信先を指定します。

イベントの種類

アラートカテゴリまたは特殊ジョブです。

イベント名

アラートカテゴリまたは特殊ジョブの詳細です。

p.548 の 「レポートの実行」 を参照してください。
p.556 の 「カスタムレポートの作成」 を参照してください。

［失敗したバックアップジョブ数］レポート
［失敗したバックアップジョブ数］レポートには、失敗したすべてのバックアップジョブが一
覧表示されます。ジョブは、サーバーおよび指定した時間帯でソートして表示されます。
［バックアップサーバー］オプションのフィルタパラメータと［日数］オプションの範囲パラ
メータを入力し、レポートに表示するデータ量を制限することができます。
［失敗したバックアップジョブ数］レポートに表示される情報を次の表に示します。
表 19-31

［失敗したバックアップジョブ数］レポート

項目

説明

リソース

バックアップしたシステムの名前です。

開始時刻

バックアップジョブを開始した日時です。

所要時間

ジョブの実行に要した時間です。

ジョブ名

失敗したジョブの名前です。

カテゴリ

システム、ジョブ、メディアおよびデバイスのエラーによって生成される失敗
ジョブのカテゴリです。

エラーコード

失敗に対応するエラーコードが表示されます。
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項目

説明

説明

エラーの原因となったイベントについての説明です。

状態

［エラー］など、操作の状態です。

デバイス名

ジョブを実行したデバイスの名前です。

p.548 の 「レポートの実行」 を参照してください。
p.556 の 「カスタムレポートの作成」 を参照してください。

［ジョブの概略］レポート
［ジョブの概略］レポートには、指定した期間内に実行したすべてのジョブが表示されま
す。 ジョブは実行順に表示されます。 ［時間］オプションの範囲パラメータを選択し、レ
ポートに表示するデータ量を制限することができます。
［ジョブの概略］レポートに表示される情報を次の表に示します。
表 19-32

［ジョブの概略］レポート

項目

説明

開始時刻

ジョブを開始した日時です。

ジョブ名

完了ジョブの名前です。

所要時間

ジョブの実行に要した時間です。

サイズ

処理したデータの量。

ファイル

処理したファイルの数です。

ディレクトリ

処理したディレクトリの数です。

サイズ/分

処理したデータの 1 分あたりの KB、MB、GB 数です。

スキップ

ジョブの実行中にスキップしたファイルの数です。

破損ファイル

ジョブの実行中に見つかった破損ファイルの数です。

使用中ファイル

ジョブの実行中に使用中であったファイルの数です。

状態

［完了］ (成功)、［失敗］、［キャンセル］などのジョブの状態です。

種類

Backup Exec が指定した期間内で実行したジョブの種類が一覧表示されま
す。

p.548 の 「レポートの実行」 を参照してください。
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p.556 の 「カスタムレポートの作成」 を参照してください。

［管理対象 Backup Exec サーバー］レポート
［管理対象 Backup Exec サーバー］レポートには、Backup Exec によって管理されてい
るすべての Backup Exec サーバーの状態と設定情報が一覧表示されます。［Backup
Exec サーバー］オプションのフィルタパラメータを選択し、レポートに表示するデータ量
を制限することができます。
［管理対象 Backup Exec サーバー］レポートに表示される情報を次の表に示します。
表 19-33

［管理対象 Backup Exec サーバー］レポート

項目

説明

管理対象 Backup
Exec サーバー

管理対象 Backup Exec サーバーの名前です。

状態

サーバーの状態です。
状態は、次のいずれかです。
■

オンライン: 利用可能です。

■

通信中断: メッセージに対してすぐに応答しません。

■

通信途絶: サーバーとの通信が一定の期間失われました。

通信中断

通信状態に［通信中断］を表示するまでの制限時間です。

通信途絶

通信状態に［通信途絶］を表示するまでの制限時間です。

カタログの場所

サーバー上でカタログ情報が保持される場所です。
場所は、次のいずれかです。

ログ

■

ローカル: カタログ情報は、Backup Exec サーバー上で保持されます。

■

CASO: カタログ情報は、集中管理サーバー上で保持されます。

ジョブログを、管理対象サーバーから CASO データベースにアップロードす
るタイミングです。
アップロードのタイミングは、次のいずれかです。
■

指定したタイミング (秒単位)

■

スケジュールされた時刻

■

ジョブの完了時

■

アップロードしない
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項目

説明

履歴

ジョブ履歴を、管理対象サーバーから CASO データベースにアップロード
するタイミングです。
アップロードのタイミングは、次のいずれかです。

状態

■

指定したタイミング (秒単位)

■

スケジュールされた時刻

■

ジョブの完了時

■

アップロードしない

状態を、管理対象サーバーから CASO データベースにアップロードするタ
イミングです。
アップロードのタイミングは、次のいずれかです。
■

指定したタイミング (秒単位)

■

スケジュールされた時刻

■

ジョブの完了時

■

アップロードしない

アラートを表示

サーバー間における時刻の差が、設定されている値 (時差の最大許容範囲)
を超えた場合にアラートを表示するように設定している場合は、［はい］が表
示されます。

秒

サーバーに設定されている時刻の差の最大許容範囲 (秒単位) です。

p.548 の 「レポートの実行」 を参照してください。
p.556 の 「カスタムレポートの作成」 を参照してください。

［メディア監査］レポート
［メディア監査］レポートには、メディアの設定に加えられた最新の変更が一覧表示されま
す。 ［Backup Exec サーバー］オプションのフィルタパラメータを使用して、レポートに表
示するデータ量を制限することができます。 また、［日数］または［イベント数］オプション
に範囲パラメータを入力することもできます。
［メディア監査］レポートに表示される情報を次の表に示します。
表 19-34

［メディア監査］レポート

項目

説明

入力日付

変更が発生した日時です。

メッセージ

メディアに加えられた変更の説明です。

ユーザー名

変更を行ったユーザーです。
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p.548 の 「レポートの実行」 を参照してください。
p.556 の 「カスタムレポートの作成」 を参照してください。

［メディアエラー］レポート
［メディアエラー］レポートには、すべてのメディアで発生したエラー数が一覧表示されま
す。 ［メディアセット］オプションのフィルタパラメータを使用して、レポートに表示するデー
タ量を制限することができます。 また、［イベント数］オプションに範囲パラメータを入力す
ることもできます。
［メディア監査］レポートに表示される情報を次の表に示します。
表 19-35

［メディアエラー］レポート

項目

説明

メディアラベル

メディアラベルには、Backup Exec によって割り当てられたもの、管理者が
割り当てたものおよび割り当て済みバーコードラベルに含まれているものが
あります。

総マウント数

このメディアをマウントした合計回数です。

総使用時間

このメディアの総使用時間です。

総エラー数

システム、ジョブ、メディアおよびデバイスのエラーアラートの合計数です。

p.548 の 「レポートの実行」 を参照してください。
p.556 の 「カスタムレポートの作成」 を参照してください。

［リカバリに必要なメディア］レポート
［リカバリに必要なメディア］レポートには、指定した期間に、選択した Backup Exec サー
バー上でバックアップした各システムのバックアップセットが格納されているメディアが一
覧表示されます。 このレポートは、メディアの上書き設定が上書き可能の場合は、正確で
ないことがあります。 ［バックアップサーバー］オプションのフィルタパラメータと［日数］オ
プションの範囲パラメータを選択し、レポートに表示するデータ量を制限することができま
す。
［リカバリに必要なメディア］レポート表示される情報を次の表に示します。
表 19-36

［リカバリに必要なメディア］レポート

項目

説明

日付

このバックアップセットが作成された日時です。
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項目

説明

メディアの場所

バックアップジョブに使用されたメディアが保存されるストレージデバイスの
名前です。

メディアラベル

メディアラベルには、Backup Exec によって割り当てられたもの、管理者が
割り当てたものおよび割り当て済みバーコードラベルに含まれているものが
あります。

バックアップ方式

バックアップの種類です。
p.518 の 「バックアップ方式について」 を参照してください。

再利用時刻

このメディアに対する上書き禁止期間の設定を表示します。

p.548 の 「レポートの実行」 を参照してください。
p.556 の 「カスタムレポートの作成」 を参照してください。

［メディアの概略］レポート
［メディアの概略］レポートには、Backup Exec サーバーで使用されているすべてのメディ
アセットとメディアが一覧表示されます。また、各メディアの使用統計情報が表示されま
す。 ［メディアの概略］オプションのフィルタパラメータを選択して、レポートに表示する
データ量を制限することができます。
［メディアの概略］レポートに表示される情報を次の表に示します。
表 19-37

［メディアの概略］レポート

項目

説明

メディアラベル

メディアラベルには、Backup Exec によって割り当てられたもの、管理者が
割り当てたものおよび割り当て済みバーコードラベルに含まれているものが
あります。

メディアの種類

メディアカートリッジの種類です (4mm など)。

割り当て

上書き操作の結果、メディアがメディアセットに割り当てられた日付です。

修正日

このメディアに、前回のデータが書き込まれた日付です。

時間

メディアの総使用時間です。

マウント数

メディアをマウントした合計回数です。

ソフトエラー

リカバリ可能な読み取りエラーの発生回数です。

ハードエラー

リカバリ不可能な読み取りエラーの発生回数です。
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項目

説明

書き込みサイズ

メディアに現在までに書き込まれたデータの量です。

現在のサイズ

メディア上の現在の推定データ量です。

p.548 の 「レポートの実行」 を参照してください。
p.556 の 「カスタムレポートの作成」 を参照してください。

［メディアボルト内のメディア］レポート
［メディアボルト内のメディア］レポートには、指定のメディアボルト内に存在するすべての
メディアが一覧表示されます。 ［ボルト］オプションのフィルタパラメータを選択し、レポー
トに表示するデータ量を制限することができます。
［メディアボルト内のメディア］レポートに表示される情報を次の表に示します。
表 19-38

［メディアボルト内のメディア］レポート

項目

説明

ボルト名

メディアの場所です。

メディアラベル

メディアラベルには、Backup Exec によって割り当てられたもの、管理者が
割り当てたものおよび割り当て済みバーコードラベルに含まれているものが
あります。

上書き禁止期間の
終了日

メディア上のデータが上書き可能になる日付です。

ボルトメディアルー
ル移動日

メディアがボルトから移動可能になる日付です。

メディアセット

メディアが属するメディアセットの名前です。

ボルトメディアルー
ル名

ボルトメディアルールの名前です。

p.548 の 「レポートの実行」 を参照してください。
p.556 の 「カスタムレポートの作成」 を参照してください。

［ボルトへのメディアの移動］レポート
［ボルトへのメディアの移動］レポートには、メディアボルトに移動可能なすべてのメディア
が一覧表示されます。
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次のいずれかの条件を満たす、現在メディアボルトに存在していないメディアが表示され
ます。
■

メディアが格納されているデバイスに指定されているボルトへの移動日が到来したか、
または経過した。

■

追加期間は終了したが、上書き禁止期間内にある。

［Backup Exec サーバー］のフィルタパラメータと［日数］オプションの範囲パラメータを入
力し、レポートに表示するデータ量を制限することができます。
［ボルトへのメディアの移動］レポートに表示される情報を次の表に示します。
表 19-39

［ボルトへのメディアの移動］レポート

項目

説明

Backup Exec サー
バー

バックアップジョブのデータの格納先 Backup Exec サーバーの名前です。

メディアセット

メディアセットの名前です。

メディアラベル

メディアラベルには、Backup Exec によって割り当てられたもの、管理者が
割り当てたものおよび割り当て済みバーコードラベルに含まれているものが
あります。

場所

メディアの場所です。

追加期間の終了日

メディアにデータを追記できる最終の日付です。

上書き禁止期間の
終了日

メディア上のデータが上書き可能になる日付です。

ボルトメディアルー
ル移動日

メディアがボルトに移動可能になる日付です。

ボルト名

メディアの移動先ボルトの名前です。

ボルトメディアルー
ル名

ボルトメディアルールの名前です。

p.548 の 「レポートの実行」 を参照してください。
p.556 の 「カスタムレポートの作成」 を参照してください。

［ジョブ、メディア、アラートの概要］レポート
［ジョブ、メディア、アラートの概要］レポートには、過去と将来の Backup Exec ジョブの詳
細が一覧表示されます。［日数］または［イベント数］オプションに範囲パラメータを入力
し、レポートに表示するデータ量を制限することができます。
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［ジョブ、メディア、アラートの概要］レポートに表示される情報を次の表に示します。
表 19-40
項目

［ジョブ、メディア、アラートの概要］レポート
説明

過去に完了したジョ 指定期間の、Backup Exec ジョブのアクティビティの詳細です。
ブ X 時間
エラー

システム、ジョブ、メディアおよびデバイスのエラーアラートの合計数です。

警告

ジョブ、メディアおよびデバイスの警告アラートの合計数です。

情報

システム、ジョブ、メディアおよびデバイスの情報アラートの合計数です。

要注意

ユーザーの応答を要求したアラートの合計数です。

完了 (失敗)

失敗したジョブの合計数です。

完了 (キャンセル)

キャンセルされたジョブの総数です。

完了 (成功)

成功したジョブの合計数です。

例外

ジョブの実行は成功したが、1 つ以上のファイルのスキップ、破損ファイル、
ウイルス感染ファイルまたは使用中のファイルを含むジョブの合計数です。

バックアップデータ
合計

バックアップしたデータの合計量 (KB、MB、GB 単位) です。

使用メディア 合計

完了ジョブでのバックアップに使用したメディアの合計です。

未処理

未処理ジョブの総数です。

リカバリ

リカバリされたジョブの総数です。

実行中のジョブ

実行中のジョブの総数です。

スケジュール済み
ジョブ

スケジュール設定された開始時刻が、作成されるジョブの 72 時間以内に始
まるジョブを表示します。定期的なジョブも、ジョブの開始時刻が、ジョブの
最新の開始時刻の 72 時間以内に始まる場合は表示されます。

保留中のジョブ一覧 保留状態のジョブの総数です。
ジョブ状態

ジョブの状態です。

スクラッチメディア

利用可能なスクラッチメディアの総数です。

再利用可能

利用可能な再利用可能メディアの総数です。

インポートメディア

インポートメディア (他の Backup Exec システムまたはバックアップ製品で作
成したメディア) の数です。

第 19 章 レポート
利用可能なレポート

項目

説明

割り当て

割り当て済みメディア (ユーザーメディアセットに所属しているメディア) の数
です。

上書き可能メディア 利用可能な上書き可能メディアの総数です。
合計
追記可能メディア 合 利用可能な追記可能メディアの総数です。
計
メディアの上書き禁
止レベル

メディアに割り当てられた上書き保護レベル (すべて禁止する、一部許可す
る、すべて許可する) が表示されます。

オンラインのデバイ
ス

オンラインのデバイスの総数です。

オフラインのデバイ
ス

オフラインのデバイスの総数です。

無効なデバイス

無効なデバイスの総数です。

一時停止中のデバ
イス

一時停止中のデバイスの総数です。

無効

無効になるデバイスの名前が一覧表示されます。

一時停止

一時停止中のデバイスの名前です。

p.548 の 「レポートの実行」 を参照してください。
p.556 の 「カスタムレポートの作成」 を参照してください。

［ジョブの概略 (前日分)］レポート
［ジョブの概略 (前日分)］レポートには、過去 24 時間の各リソースに対するバックアップ
ジョブの結果が一覧表示されます。 このレポートには、スケジュールが設定されていたに
もかかわらず実行されなかったバックアップジョブも表示されます。 期限切れとしてマー
クする前に、ジョブには 24 時間の猶予期間が与えられます。 ［バックアップサーバー］オ
プションのフィルタパラメータを選択し、レポートに表示するデータ量を制限することがで
きます。
［ジョブの概略 (前日分)］レポートに表示される情報を次の表に示します。
表 19-41

［ジョブの概略 (前日分)］レポート

項目

説明

リソース

バックアップされているシステムです。
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項目

説明

種類

［ジョブの概略 (前日分)］レポートを作成するために Backup Exec が実行す
るジョブの種類を表示します。
［ジョブの概略 (前日分)］レポートには、過去 24 時間の各リソースに対する
バックアップジョブの結果が一覧表示されるので、［バックアップ］は常に表
示されるジョブの種類です。

開始時刻

ジョブを開始した日時です。

状態

ジョブの状態です。

エラーカテゴリ

システム、ジョブ、メディアおよびデバイスのエラーによって生成されるジョブ
のカテゴリです。

Backup Exec
Server

ジョブを実行した Backup Exec サーバーの名前です。

デバイス名

ジョブを実行したデバイスの名前です。

タスク総数

過去 24 時間以内に実行したジョブの総数です。

未解決の例外

失敗した結果、再試行されても成功しなかったジョブの総数です。
過去 24 時間に実行したアーカイブジョブのいくつかで例外が発生しました。
例外を解決する必要があります。 さもなければ、例外が解決されるまで以降
の 24 時間、例外のために失敗するジョブが表示され続けます。

サービスレベル

成功したジョブのパーセンテージです。

p.548 の 「レポートの実行」 を参照してください。
p.556 の 「カスタムレポートの作成」 を参照してください。

［正常に実行されなかったファイル］レポート
［正常に実行されなかったファイル］レポートには、ジョブの実行中に問題が報告された
すべてのファイルが一覧表示されます。 ファイルは日付およびリソースごとにグループ分
けされます。 ［バックアップサーバー］オプションのフィルタパラメータと［日数］オプション
の範囲パラメータを選択し、レポートに表示するデータ量を制限することができます。
［正常に実行されなかったファイル］レポートに表示される情報を次の表に示します。
表 19-42

［正常に実行されなかったファイル］レポート

項目

説明

日付

問題のあるファイルが見つかった日付です。

第 19 章 レポート
利用可能なレポート

項目

説明

リソース

問題のあるファイルが存在しているシステムの名前です。

時間

問題のあるファイルが見つかった時間です。

原因

ジョブログの概略に記録されたエラーコードです。

ファイル名

問題のあるファイルの名前です。

種類

問題のあるファイルが検出されたときに Backup Exec が実行したジョブの種
類が一覧表示されます。

Backup Exec
Server

問題のあるファイルが存在している Backup Exec サーバーの名前です。

p.548 の 「レポートの実行」 を参照してください。
p.556 の 「カスタムレポートの作成」 を参照してください。

［更新されたメディア］レポート
［更新されたメディア］レポートには、指定した期間内に変更されたすべてのメディアが一
覧表示されます。 ［時間］オプションの範囲パラメータを選択し、レポートに表示するデー
タ量を制限することができます。
［更新されたメディア］レポートに表示される情報を次の表に示します。
表 19-43

［更新されたメディア］レポート

項目

説明

メディアラベル

メディアラベルには、Backup Exec によって割り当てられたもの、管理者が
割り当てたものおよび割り当て済みバーコードラベルに含まれているものが
あります。

場所

ストレージボルト名やドライブ名など、メディアの存在する場所です。

セット

バックアップセットの名前です。

修正日時

メディアの最終修正日時です。

p.548 の 「レポートの実行」 を参照してください。
p.556 の 「カスタムレポートの作成」 を参照してください。
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［リソースのリスク評価］レポート
［リソースのリスク評価］レポートには、前回のバックアップジョブが失敗したリソースのジョ
ブ情報が表示されます。 ［バックアップサーバー］オプションのフィルタパラメータを選択
し、レポートに表示するデータ量を制限することができます。
［リソースのリスク評価］レポートに表示される情報を次の表に示します。
表 19-44

［リソースのリスク評価］レポート

項目

説明

リソース

ジョブを実行したシステムの名前です。

エラーテキスト

ジョブが失敗する原因となったカテゴリについての説明です。

開始時刻

ジョブの実行を開始した時刻です。

ジョブ

失敗したジョブの名前です。

エラーカテゴリ

システム、ジョブ、メディアおよびデバイスのエラーによって生成される失敗
ジョブのカテゴリです。

Backup Exec サー
バー

ジョブを実行した Backup Exec サーバーの名前です。

デバイス名

ジョブを実行したデバイスの名前です。

p.548 の 「レポートの実行」 を参照してください。
p.556 の 「カスタムレポートの作成」 を参照してください。

［リストアセットの詳細 (リソース別)］レポート
［リストアセットの詳細 (リソース別)］レポートには、指定した期間内に指定したサーバー上
で実行したすべてのリストアジョブが一覧表示されます。 ジョブはサーバーおよびリソー
スごとにグループ分けされています。 ［バックアップサーバー］オプションのフィルタパラ
メータと［時間］オプションの範囲パラメータを入力し、レポートに表示するデータ量を制
限することができます。
［バックアップセットの詳細 (リソース別)］に表示される情報を次の表に示します。
表 19-45

［リストアセットの詳細 (リソース別)］レポート

項目

説明

リソース

バックアップしたシステムの名前です。

開始時刻

ジョブを開始した日時です。
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項目

説明

所要時間

ジョブの実行に要した時間です。

サイズ

処理したデータの量。

ファイル

処理したファイルの数です。

ディレクトリ

処理したディレクトリの数です。

データ/分

1 分あたり処理されたデータの量です。

スキップ

ジョブの実行中にスキップしたファイルの数です。

破損ファイル

ジョブの実行中に見つかった破損ファイルの数です。

使用中ファイル

ジョブの実行中に使用中であったファイルの数です。

状態

［完了］など、ジョブの状態です。

p.548 の 「レポートの実行」 を参照してください。
p.556 の 「カスタムレポートの作成」 を参照してください。

［最近保護されたリソース］レポート
［最近保護されたリソース］レポートには、このレポートを実行する Backup Exec サーバー
で発生したすべてのジョブの詳細な統計情報と例外が一覧表示されます。
表 19-46

［最近保護されたリソース］レポート

項目

説明

開始時刻

バックアップジョブを開始した日時です。

所要時間

バックアップジョブを完了するためにかかった時
間です。

サイズ

バックアップしたデータ量です。

ファイル

バックアップしたファイルの数です。

ディレクトリ

バックアップしたディレクトリの数です。

分当たりのサイズ

分単位のバックアップしたデータ量です。

スキップ

バックアップ中にスキップしたファイルの数です。

破損ファイル

バックアップ中に検出された破損ファイルの数で
す。
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項目

説明

使用中ファイル

バックアップ中に使用中であったファイルの数で
す。

状態

バックアップジョブの状態です。
p.258 の 「完了ジョブの状態」 を参照してくださ
い。

p.548 の 「レポートの実行」 を参照してください。
p.556 の 「カスタムレポートの作成」 を参照してください。

［ボルト内の利用可能なメディア］レポート
［ボルト内の利用可能なメディア］レポートには、指定したメディアボルト内に存在するす
べての再利用可能メディアが一覧表示されます。 ［ボルト］オプションのフィルタパラメー
タを選択し、レポートに表示するデータ量を制限することができます。
［ボルト内の利用可能なメディア］レポートに表示される情報を次の表に示します。
表 19-47

［ボルト内の利用可能なメディア］レポート

項目

説明

カートリッジラベル

ディスクカートリッジの名前を表示します。ディスクカートリッジの名前は 128
文字を超過できません。
ディスクカートリッジの名前は変更できます。
p.310 の 「ディスクカートリッジのプロパティの編集」 を参照してください。

ボルト名

メディアが存在しているボルトの名前を表示します。

メディアセット名

メディアセットの名前を表示します。

オフサイト返却日

メディアがオフサイトのボルトに返却された日付を表示します。

再利用日

このメディアに対する上書き禁止期間の設定を表示します。

追記日なし

Backup Exec がメディアにデータを追加できなくなる日付を表示します。

ルール名

メディアに適用されるボルトメディアルールの名前を表示します。

p.548 の 「レポートの実行」 を参照してください。
p.556 の 「カスタムレポートの作成」 を参照してください。
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［ロボットライブラリのインベントリ］レポート
［ロボットライブラリのインベントリ］レポートには、Backup Exec サーバーに接続されてい
るロボットライブラリ内のスロットの内容が一覧表示されます。また、各メディアの使用統計
情報が表示されます。 ［Backup Exec サーバー］オプションのフィルタパラメータを選択
し、レポートに表示するデータ量を制限することができます。
［ロボットライブラリのインベントリ］レポートに表示される情報を次の表に示します。
表 19-48

［ロボットライブラリのインベントリ］レポート

項目

説明

サーバー

ロボットライブラリが接続しているサーバーの名前です。

デバイス名

ロボットライブラリの名前です。

スロット

ロボットライブラリ内での、このスロットの通し番号です。

メディアラベル

メディアラベルには、Backup Exec によって割り当てられたもの、管理者が
割り当てたものおよび割り当て済みバーコードラベルに含まれているものが
あります。

状態

スロット操作の状態です。 ［一時停止］、［使用不能］、［使用可能］、［オフラ
イン］、［オンライン］のいずれかです。

修正日

スロット内のこのメディアに前回アクセスした日時です。

書き込み

このメディアに書き込まれたデータ量 (MB 単位) です。

フル

メディア上の空き領域を示します。メディア上の利用可能容量について、［1］
は空きがないこと、［0］は空きがあることを示します。

時間

このメディアの総使用時間です。

マウント数

このメディアをマウントした合計回数です。

追加

このメディアの追加期間の残りの時間です。

p.548 の 「レポートの実行」 を参照してください。
p.556 の 「カスタムレポートの作成」 を参照してください。

［サーバーの予想負荷］レポート
［サーバーの予想負荷］レポートには、今後 24 時間またはユーザー定義の時間帯のサー
バーの予想負荷が表示されます。 レポートは少なくとも 1 回実行されている定期実行ジョ
ブのみを表示します。1 回限りのジョブは表示されません。 ［Backup Exec サーバー］オ
プションのフィルタパラメータを使用して、レポートに表示するデータ量を制限することが
できます。また、［時間］オプションに範囲パラメータを入力することもできます。
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［サーバーの予想負荷］レポートに表示される情報を次の表に示します。
表 19-49

［サーバーの予想負荷］レポート

項目

説明

Backup Exec サー
バー

このスケジュール済みジョブを実行する Backup Exec サーバーの名前で
す。

ジョブ

実行スケジュールが設定されているジョブの名前です。

次の期日

このジョブを実行する次回の予定日時です。

バックアップサイズ

今後 24 時間に処理するデータの予想量です。

合計サイズ

サーバー上で今後 24 時間に処理されるデータの総量です。

合計サイズ

すべての Backup Exec サーバー上で処理されるデータの総量です。

p.548 の 「レポートの実行」 を参照してください。
p.556 の 「カスタムレポートの作成」 を参照してください。

［スクラッチメディアの利用可能予定］レポート
［スクラッチメディアの利用可能予定］レポートには、メディアの使用経過時間の分布、上
書き可能なメディア数、他のメディアが上書き可能になる時期が表示されます。 ［日数］
オプションの範囲パラメータを選択し、レポートに表示するデータ量を制限することができ
ます。
［スクラッチメディアの利用可能予定］レポートに表示される情報を次の表に示します。
表 19-50

［スクラッチメディアの利用可能予定］レポート

項目

説明

カートリッジラベル

カートリッジラベルには、Backup Exec によって割り当てられたもの、管理者
が割り当てたものおよび割り当て済みバーコードラベルに含まれているもの
があります。
カートリッジの名前は変更できます。
p.310 の 「ディスクカートリッジのプロパティの編集」 を参照してください。

メディアの場所名

実際のメディアを含んでいるストレージデバイスの名前です。

総容量

圧縮を使用しないスクラッチメディアの合計ネイティブ容量です。

残りの追記期間 (時 追記可能なスクラッチメディアの容量です。
間)
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項目

説明

残りの容量

圧縮のないスクラッチメディアの残りのネイティブ容量の合計量です。

残りの保持期間 (時 メディアを保持して、上書きからメディアが保護されている残りの期間です。
間)

p.548 の 「レポートの実行」 を参照してください。
p.556 の 「カスタムレポートの作成」 を参照してください。

［テスト実行の結果］レポート
［テスト実行の結果］レポートには、選択した期間および選択した Backup Exec サーバー
についてのテスト実行ジョブの結果が表示されます。［Backup Exec サーバー］オプショ
ンのフィルタパラメータと［時間］オプションの範囲パラメータを選択し、レポートに表示す
るデータ量を制限することができます。
［テスト実行の結果］レポートに表示される情報を次の表に示します。
表 19-51

［テスト実行の結果］レポート

項目

説明

Backup Exec サー
バー

ジョブを実行した Backup Exec サーバーの名前です。

ジョブ実行日時

このバックアップジョブを実行した日時です。

ジョブ名

テスト実行ジョブの名前です。

バックアップセット

バックアップセットの名前です。

クレデンシャルチェッ バックアップ対象のリソースに対して、Backup Exec ログオンアカウントが正
ク
しく認証されたかどうかを表示します。
バックアップサイズ

このバックアップのサイズ (KB、MB、GB 単位) です。

メディアの種類

使用したメディアカートリッジの種類です (4mm など)。

デバイス名

ロボットライブラリの名前など、デバイスの名前です。

最大必要容量 (MB) このジョブの実行に必要なメディアの容量です。
オンライン

デバイス上の、データの追記が可能なメディアの容量です。

メディア合計

システムで利用可能な追記可能メディアの総容量です。

オンライン

デバイス上の、データの上書きが可能なメディアの容量です。
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項目

説明

メディア合計

システムで利用可能な上書き可能メディアの総容量です。

p.548 の 「レポートの実行」 を参照してください。
p.556 の 「カスタムレポートの作成」 を参照してください。

［アーカイブジョブの成功率］レポート
［アーカイブジョブの成功率］レポートには、バックアップされるサーバーのアーカイブジョ
ブが正常に実行された回数が表示されます。
表 19-52

［アーカイブジョブの成功率］レポート

項目

説明

日付

アーカイブジョブが実行された日付が表示され
ます。

総ジョブ数

実行したアーカイブジョブの合計数が表示され
ます。

成功

成功したアーカイブジョブの合計数が表示され
ます。

成功率

アーカイブジョブの成功率がパーセントで表示
されます。

p.548 の 「レポートの実行」 を参照してください。
p.556 の 「カスタムレポートの作成」 を参照してください。

［アーカイブルールと保持カテゴリによるアーカイブ選択］レポート
［アーカイブルールと保持カテゴリによるアーカイブ選択］レポートは、各アーカイブ選択
項目に適用される保持カテゴリとアーカイブルールを表示します。
表 19-53

［アーカイブルールと保持カテゴリによるアーカイブ選択］レポート

項目

説明

アーカイブルール

アーカイブ可能なファイルとメールメッセージを
識別するために指定するアーカイブルールを表
示します。
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項目

説明

アーカイブ選択

アーカイブ選択項目のみを表示します。
NTFS アーカイブの場合には、ネットワークパス
が表示されます。
Exchange メールボックスアーカイブの場合に
は、メールボックスグループがメールボックスグ
ループの選択項目についての情報とともに表示
されます。

アーカイブの種類

アーカイブするデータの種類を表示します。
アーカイブの種類は下記のものを含んでいます:
■

ファイルシステムのアーカイブ

■

メールボックスのアーカイブ

Windows ドメイン

アーカイブされた選択項目が存在する Windows
ドメインを表示します。

保持カテゴリ

アーカイブジョブでファイルシステムの選択項目
に適用される保持カテゴリを表示します。保持カ
テゴリでアーカイブ項目を保持する期間を指定
します。

p.548 の 「レポートの実行」 を参照してください。
p.556 の 「カスタムレポートの作成」 を参照してください。

［Exchange メールボックスグループのアーカイブ設定］レポート
［Exchange メールボックスグループのアーカイブ設定］レポートは、各ドメインのメール
ボックスグループに適用されるアーカイブ設定を表示します。
表 19-54

Exchange メールボックスグループのアーカイブ設定

項目

説明

Windows ドメイン

Exchange Server が属する Windows ドメイン
の名前を表示します。

メールボックスグループ

アーカイブするメールボックスグループの名前を
表示します。

アーカイブルール

メールボックスグループのアーカイブに使われる
アーカイブルールを表示します。
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項目

説明

保持カテゴリ

アーカイブジョブでメールボックスグループの選
択項目に適用される保持カテゴリを表示します。
保持カテゴリでアーカイブ項目を保持する期間
を指定します。

p.548 の 「レポートの実行」 を参照してください。
p.556 の 「カスタムレポートの作成」 を参照してください。

［失敗したアーカイブジョブ］レポート
［失敗したアーカイブジョブ］レポートは、最近失敗したアーカイブジョブを表示します。
表 19-55

［失敗したアーカイブジョブ］レポート

項目

説明

開始時刻

アーカイブジョブが開始された時間を表示しま
す。

所要時間

アーカイブジョブの実行にかかった時間を表示
します。

ジョブ名

アーカイブジョブの名前を表示します。

カテゴリ

失敗したアーカイブジョブの状態を表示します。

エラーコード

アーカイブジョブの失敗を引き起こしたエラーの
エラーコードを表示します。

説明

アーカイブジョブの失敗を引き起こしたエラーの
説明を表示します。

状態

システム、ジョブ、メディア、またはデバイスの問
題が原因で生成される場合があるエラーのカテ
ゴリを表示します。

デバイス名

アーカイブジョブを処理したストレージデバイス
の名前を表示します。

p.548 の 「レポートの実行」 を参照してください。
p.556 の 「カスタムレポートの作成」 を参照してください。
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［ファイルシステムのアーカイブ設定］レポート
［ファイルシステムのアーカイブ設定］レポートは、各サーバーのアーカイブ選択項目に
適用されるアーカイブの設定を表示します。
表 19-56

［NTFS アーカイブ設定］レポート

項目

説明

サーバー

データのアーカイブ元の Windows サーバーの
名前を表示します。

リソース

リソースのパスを表示します。

アーカイブルール

ファイルのアーカイブに使われるアーカイブルー
ルを表示します。

ボルトストア

アーカイブしたファイルが存在するボルトストア
の名前を表示します。

保持カテゴリ

アーカイブジョブでファイルの選択項目に適用さ
れる保持カテゴリを表示します。
保持カテゴリでアーカイブ項目を保持する期間
を指定します。

p.548 の 「レポートの実行」 を参照してください。
p.556 の 「カスタムレポートの作成」 を参照してください。

［アーカイブの概略 (前日分)］レポート
［アーカイブの概略 (前日分)］レポートは、過去 24 時間に実行したアーカイブジョブの状
態を表示します。
表 19-57

［アーカイブの概略 (前日分)］レポート

項目

説明

リソース

保護するサーバーの名前を表示します。

種類

過去 24 時間に実行したジョブの種類を表示し
ます。

開始時刻

アーカイブ操作が開始された日時を表示します。

状態

アーカイブ操作の状態を表示します。
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項目

説明

エラーカテゴリ

システム、ジョブ、メディア、またはデバイスの問
題が原因で生成される場合があるエラーのカテ
ゴリを表示します。

Backup Exec サーバー

ジョブを実行した Backup Exec サーバーの名前
を表示します。

デバイス名

ジョブを実行したデバイスの名前を表示します。

タスク総数

先行する 24 時間の間に実行したアーカイブジョ
ブの合計数を表示します。

未解決の例外

エラー状態が解決されなかったために失敗し、
再実行で正常に完了しなかったアーカイブジョ
ブの数を表示します。

サービスレベル

成功したジョブのパーセンテージを表示します。

p.548 の 「レポートの実行」 を参照してください。
p.556 の 「カスタムレポートの作成」 を参照してください。

［ボルトストア使用量の詳細］レポート
［ボルトストア使用量の詳細］レポートは、各ストア内のアーカイブと各アーカイブのサイズ
を表示します。
表 19-58

［ボルトストア使用量の詳細］レポート

項目

説明

ボルトストア

Backup Exec アーカイブが保存されるボルトスト
アの名前を表示します。

アーカイブ名

Archiving Option がアーカイブに与える名前
を表示します。

アーカイブの種類

アーカイブするデータの種類を表示します。
アーカイブの種類は下記のものを含んでいます:

アーカイブ項目の数

■

ファイルシステムのアーカイブ

■

メールボックスのアーカイブ

ボルトストアにあるアーカイブ項目の数を表示し
ます。
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項目

説明

合計サイズ

ボルトストアのアーカイブ項目の合計サイズを表
示します。

p.548 の 「レポートの実行」 を参照してください。
p.556 の 「カスタムレポートの作成」 を参照してください。

［ボルトストア使用量の概略］レポート
［ボルトストア使用量の概略］レポートは、各ボルトストア内のアーカイブ項目とボルトストア
の合計サイズを表示します。
表 19-59

［ボルトストア使用量の概略］レポート

項目

説明

ボルトストア

Backup Exec アーカイブが保存されるディスク
ベースのボルトストアの名前を表示します。

データベース名

設定データとパーティション内の各アーカイブに
ついての情報を含んでいるボルトストアデータ
ベースの名前を表示します。

ボルトストアのオープンパーティション

Backup Exec アーカイブが保存されるボルトスト
アのオープンパーティションの名前を表示しま
す。

ボルトストアパーティションの空きサイズ

ボルトストアのオープンパーティションの利用可
能な空き領域の量を表示します。

ボルトストアのアーカイブ数

ボルトストアの既存の Backup Exec アーカイブ
の合計数を表示します。

合計サイズ

ボルトストアの既存の Backup Exec アーカイブ
の合計サイズを表示します。

p.548 の 「レポートの実行」 を参照してください。
p.556 の 「カスタムレポートの作成」 を参照してください。
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20
障害対策とディザスタリカバ
リ (障害回復)
この章では以下の項目について説明しています。
■

障害対策について

■

障害対策 (DPP) の主な要素について

■

前回正常起動時の構成へのリカバリ

■

ハードウェアプロファイルのコピー作成

■

Windows の自動システム回復やシステムリストアを使用した、Windows XP または
Windows Server 2003 システムのリカバリについて

■

手動による Windows コンピュータのディザスタリカバリについて

■

ローカル Windows コンピュータの手動によるディザスタリカバリ (ドメインコントローラ
の Active Directory の［権限のない復元］および［権限のある復元］を含む) につい
て

■

ローカル Windows コンピュータの手動によるディザスタリカバリ (ドメインコントローラ
の Active Directory の［権限のない復元］および［権限のある復元］を含む) の実行

■

リモート Windows コンピュータのディザスタリカバリ操作について (ドメインコントロー
ラの Active Directory の［権限のない復元］および［権限のある復元］を含む)

■

リモート Windows コンピュータのディザスタリカバリ操作の実行 (ドメインコントローラ
の Active Directory の［権限のない復元］および［権限のある復元］を含む)
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障害対策について

障害対策について
障害対策とは、データの破壊を伴う障害の発生を想定して、その被害を最小限にする戦
略と手順を策定しておくことです。このような障害が発生した場合、その被害を最小限に
抑えることはできますが (無停電電源やパスワード保護など)、残念ながらデータを完全に
保護する方法はありません。
障害対策 (DPP: Disaster Preparation Plan) の目的は、可能な限り早く業務を再開で
きるようにすることです。Backup Exec は DPP に不可欠な強力なデータ管理ツールで
す。このセクションでは、Backup Exec を使用して障害対策を策定する方法を説明しま
す。
ディザスタリカバリの手段として、次の基本的な方法があります。
■

手動リカバリ:ローカルとリモートの両方の Windows コンピュータを手動でリカバリで
きます。

■

自動リカバリ: Backup Exec の Simplified Disaster Recovery (SDR) のオプションを
使用して、Windows コンピュータのディザスタリカバリプロセスを自動化することがで
きます。

p.692 の 「Simplified Disaster Recoveryについて」 を参照してください。
p.621 の 「前回正常起動時の構成へのリカバリ」 を参照してください。
p.623 の 「手動による Windows コンピュータのディザスタリカバリについて」 を参照してく
ださい。

障害対策 (DPP) の主な要素について
Backup Exec システムによる障害対策は、ネットワーク環境に合わせて作成する必要が
あります。
さまざまなネットワーク環境が存在しますが、総合的な障害対策を作成するときには次の
要素を検討してください。
表 20-1

DPP の主な要素

要素

説明

ハードウェアの保護

ネットワーク上のハードウェア (CPU、ハードディスク、ビデオカー
ドなど) は、障害に対して脆弱です。 現在ではハードウェアの保
護に、無停電電源 (UPS) 、過電流保護器、セキュリティ監視デバ
イスが広く使用されています。 これらの装置を使用することをお
勧めします。 この初期投資は、これらの装置によって防止できる
障害による損失とは比べものになりません。
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前回正常起動時の構成へのリカバリ

要素

説明

障害発生時の業務の継続

ネットワークに障害が発生した場合でも、業務への影響を最小限
に減らすための対策を行っておく必要があります。 たとえば、サー
バーがダウンしているときでも、注文の電話の内容をサーバーが
リカバリするまで手作業で記録できるようにしておくことが必要で
す。 各部門で、このような状態への対策を用意しておく必要があ
ります。 短時間でサーバーを再構築し、元の業務を続行できる
ようにするには、そのための対策を講じておくことが重要です。

確実なバックアップ戦略

短時間でファイルサーバーをリストアするには、適切なメディア
ローテーション方式を含む、優れたバックアップ戦略が重要な役
割を果たします。

別の場所へのバックアップおよ バックアップデータは定期的に別の場所に移して保管しておく必
び複製ステージバックアップ。 要があります。 ストレージメディアとしてディスクを使用する場合、
ステージを追加して他のストレージにバックアップを複製すること
を考慮してください。これにより、設備に何かが起こっても、バック
アップのすべては破壊されません。データの重要度に応じて、保
管施設の数を増やします。 テープの引き取りと配達を定期的に
行う保管サービス会社を利用する方法もあります。
障害対策の履行管理

最も重要な項目は、策定した障害対策を正しく実行することで
す。 担当者または担当部門を設定し、社内の障害対策が正しく
履行されていることを絶えず監視する必要があります。 ハードウェ
ア保護装置の設置と保守の責任者を決め、サーバーが一時的
にダウンした場合の対策をすべての部門で確認し、定期的にバッ
クアップを作成し別の場所に確実に保管されるようにします。 ま
た、障害対策を文書化し、各部門でマニュアルとして使用できる
ようにしておくことも重要です。

信頼性が高く簡単にファイルのバックアップとリストアを行うことができる Backup Exec は、
障害対策で重要な役割を果たします。 この章では、障害発生時にシステムをできるだけ
簡単にリストアするために必要な事前に取るべき手順を示します。
p.156 の 「データのバックアップ」 を参照してください。

前回正常起動時の構成へのリカバリ
システム構成の変更が原因で、システムがブートしなくなることがあります。 システムが
ブートしなくなった原因が構成を変更したためであると考えられる場合は、前回正常起動
時の構成に戻すことで問題が解決することがあります。 この方法は簡単ですぐに実行す
ることができ、Windows コンピュータのブートに関する問題の解決に役立ちます。
最後に設定を保存した後でシステムに加えた変更内容は、すべて失われます。
p.622 の 「ハードウェアプロファイルのコピー作成」 を参照してください。
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ハードウェアプロファイルのコピー作成

以前の構成にリカバリする方法

1

システムを再起動します。

2

起動時に F8 キーを押します。

3

次のオプションのいずれかを選択します。
セーフモード

システム起動時の問題を診断して修正することができます。
詳しくは Microsoft のマニュアルを参照してください。

前回正常起動時の構成

前回正常に起動したときの構成に戻すことができます。

ハードウェアプロファイルのコピー作成
ハードウェアの構成を大幅に変更する場合は、事前に、現在のハードウェアプロファイル
をコピーして新しいハードウェアプロファイルを作成します。新しく作成したプロファイルを
使用してコンピュータをブートし、ハードウェアの追加や変更を行います。 この方法を使
用すると、問題が発生した場合に、簡単に元の構成に戻すことができます。
p.621 の 「前回正常起動時の構成へのリカバリ」 を参照してください。
現在のハードウェアプロファイルのコピーを作成し、そのコピーを使用してコンピュータを
ブートする方法

1

［マイコンピュータ］アイコンを右クリックします。

2

［プロパティ］をクリックします。［システムのプロパティ］ダイアログボックスが開きます。

3

［ハードウェア］をクリックします。

4

［ハードウェアプロファイル］をクリックします。

5

現在のハードウェアプロファイルを選択し、［コピー］をクリックします。

6

新規に作成するプロファイルの名前を［新しい名前］フィールドに入力し、［OK］をク
リックします。

7

新規作成したプロファイルを使用してコンピュータをブートするには、そのプロファイ
ルを選択し、リストボックスの右側の上向き矢印をクリックして、使用するプロファイル
をリストボックスの最上部に移動します。

8

［ハードウェアプロファイルの選択］ボックスで、Windows の起動時に［ハードウェア
プロファイルをユーザーが選択するまで待つ］または［一定の時間後、プロファイル
を自動的に選択する］ように選択します。

9

［OK］をクリックします。
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Windows の自動システム回復やシステムリストアを使用した、Windows XP または Windows Server 2003 システムのリカバ
リについて

Windows の自動システム回復やシステムリストアを使
用した、Windows XP または Windows Server 2003 シ
ステムのリカバリについて
Windows XP や Windows Server 2003 のシステム修復ディスクに代わる ASR 機能で
は、他のリカバリ方法が機能しない場合でも、Windows XP Professional や Windows
Server 2003 を起動できるようにオペレーティングシステムを以前の状態にリストアできま
す。
Microsoft 社では、ASR にリストアする前に、変更の増分のみを保存して Windows XP
Professiona を通常モードまたはセーフモードで起動できるシステムリストアを使用する
ことを推奨しています。ASR やシステムリストアについて詳しくは、Microsoft のマニュア
ルを参照してください。
p.623 の 「手動による Windows コンピュータのディザスタリカバリについて」 を参照してく
ださい。

手動による Windows コンピュータのディザスタリカバリ
について
システムが Simplified Disaster Recovery (SDR) によって保護されていない場合は、手
動でコンピュータをリカバリできます。
p.625 の 「ローカル Windows コンピュータの手動によるディザスタリカバリ (ドメインコント
ローラの Active Directory の［権限のない復元］および［権限のある復元］を含む) の実
行」 を参照してください。
システムが SDR によって保護されている場合は、自動ディザスタリカバリを使用してくだ
さい。
p.692 の 「Simplified Disaster Recoveryについて」 を参照してください。
手動ディザスタリカバリの手順は、コンピュータのオペレーティングシステムを障害発生前
の状態に戻し、Backup Exec の各データベースエージェントによって保護されていない
ファイルをリストアするためのものです。
手動ディザスタリカバリは、次のような場合に使用してください。
■

Windows オペレーティングシステムに障害が発生し、システム修復ディスクを使用し
てもリストアすることができない場合。

■

Windows オペレーティングシステムをインストールしたハードディスクに、再フォー
マットを必要とするリカバリ不可能なエラーが発生した場合。

■

Windows オペレーティングシステムをインストールしたハードディスクを交換する必
要がある場合。
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ローカル Windows コンピュータの手動によるディザスタリカバリ (ドメインコントローラの Active Directory の［権限のない復
元］および［権限のある復元］を含む) について

ローカル Windows コンピュータの手動によるディザスタ
リカバリ (ドメインコントローラの Active Directory の［権
限のない復元］および［権限のある復元］を含む) につい
て
この手順は、コンピュータのオペレーティングシステムを障害発生前の状態にリストアしま
す。 また、Agent for Microsoft Exchange Server (Exchange Agent) や Agent for
Microsoft SQL Server (SQL Agent) などの Backup Exec のデータベースエージェント
の 1 つによって保護されているデータファイル以外のデータファイルもリストアします。ご
使用のデータが Backup Exec エージェントによって保護されている場合、ディザスタリカ
バリを開始する前に、エージェントによって保護されているデータのリストアに関するセク
ションを参照してください。
Simplified Disaster Recovery (SDR) を使用してシステムの保護を行っている場合、ディ
ザスタリカバリには SDR を使用してください。
p.692 の 「Simplified Disaster Recoveryについて」 を参照してください。
ここでは、SDR を使用していない場合に手動でコンピュータをリカバリする手順を説明し
ます。
テープドライブまたはロボットライブラリのようなストレージデバイスはリカバリされているコ
ンピュータに接続する必要があります。
また、次のものも用意してください。
■

リカバリするコンピュータの最新の完全バックアップと、それ以降の増分または差分
バックアップ

■

Windows インストール用メディア

■

Backup Exec インストールメディア

メモ: BitLocker の暗号化が有効になっている Windows コンピュータをリカバリする場合
は、リストア後に BitLocker の暗号化を再び有効にする必要があります。
BitLocker ドライブ暗号化について詳しくは Microsoft のマニュアルを参照してください。
p.625 の 「ローカル Windows コンピュータの手動によるディザスタリカバリ (ドメインコント
ローラの Active Directory の［権限のない復元］および［権限のある復元］を含む) の実
行」 を参照してください。
p.629 の 「リモート Windows コンピュータのディザスタリカバリ操作について (ドメインコン
トローラの Active Directory の［権限のない復元］および［権限のある復元］を含む)」 を
参照してください。
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ローカル Windows コンピュータの手動によるディザスタリカバリ (ドメインコントローラの Active Directory の［権限のない復
元］および［権限のある復元］を含む) の実行

p.623 の 「手動による Windows コンピュータのディザスタリカバリについて」 を参照してく
ださい。

ローカル Windows コンピュータの手動によるディザスタ
リカバリ (ドメインコントローラの Active Directory の［権
限のない復元］および［権限のある復元］を含む) の実行
ローカル Windows コンピュータの手動によるリカバリ (ドメインコントローラの Active
Directory の［権限のない復元］および［権限のある復元］を含む) を実行するには、次の
手順を実行します。
ローカル Windows コンピュータの手動によるディザスタリカバリ (ドメインコントローラの
Active Directory の［権限のない復元］および［権限のある復元］を含む) を実行する方
法

1

元の Windows をインストールします。
この Windows の基本インストールは、リストア先のシステムを Backup Exec で認識
するために必要です。 コンピュータ名、システムディレクトリおよびファイルシステム
は、元の Windows のインストールと同じにしてください。 この基本インストールは、
後でバックアップファイルで上書きされ、システム設定、アプリケーション設定および
セキュリティ設定がリストアされます。
ハードディスクの障害からシステムをリカバリしている場合は、オペレーティングシス
テムのインストール時に新しいハードディスクにパーティションを作成し、フォーマッ
トを行います。
ハードディスクのパーティションの構成とフォーマットは、次のように元のハードディス
クと同じにします。

2

■

システムが特定のドメインまたはワークグループに属していた場合、この時点で
は、そのドメインまたはワークグループに参加させないでください。

■

ドメインコントローラをリカバリする場合、この時点では、ドメインコントローラのイン
ストールを実行しないでください。

元のディレクトリとは異なるディレクトリに、Backup Exec をインストールします (これは
一時的なインストールです)。
この手順を実行するには Administrator または同等の権限のあるアカウントを使用
して Windows にログオンしている必要があります。

3

Backup Exec を起動します。

4

テープドライブを使用している場合、［ストレージ］タブの［ストレージの設定］をクリッ
クして、接続されたテープドライブ用の適切なデバイスドライバをインストールします。
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ローカル Windows コンピュータの手動によるディザスタリカバリ (ドメインコントローラの Active Directory の［権限のない復
元］および［権限のある復元］を含む) の実行

5

［ストレージ］タブの［インベントリとカタログ］をクリックして、リカバリするコンピュータ
の最新の完全バックアップが格納されているメディアのインベントリとカタログ登録の
両方を行います。

6

ハードディスク上の論理ドライブを含む完全バックアップと増分バックアップから、す
べてのバックアップセットをリストアします。差分バックアップをリストアする場合は、最
新の差分バックアップのみを選択します。

7

［バックアップとリストア］タブを選択し、次に［リストア］をクリックします。

8

［ファイルおよびフォルダのバックアップ（File and folder backups）］をクリックして、
次に［次へ］をクリックします。

9

リストアするドライブを選択して、［次へ］をクリックします。

10 ［元の場所に（To the original location）］を選択し、［次へ］をクリックします。
11 オプション［常にディスク上のファイルを上書きする］が選択され、［リストアしたデー
タのファイルの整合性と階層の維持方法を指定してください。］パネルでデフォルト
の値が選択されていることを確認します。

12 ［次へ］をクリックします。
13 ［オペレーティングシステムの機能のリストア方法を指定してください。］パネルで［次
へ］をクリックします。

14 ［リストアの前後に実行する追加タスクを指定してください。］パネルで［次へ］をクリッ
クします。

15 実行するジョブをスケジュールし、［次へ］をクリックします。
16 ［リストアの概略］パネルで［完了］をクリックします。
17 リストアジョブの完了後で、システム状態をリストアしてください。
18 ［バックアップとリストア］タブで、［リストア］をクリックします。
19 ［コンピュータのオンラインリストアまたはシステムコンポーネントのリストアの完了］を
クリックし、［次へ］をクリックします。

20 ［Active Directory、ADAM/AD LDS、システム状態］をクリックし、［次へ］をクリック
します。

21 リストアするシステム状態を選択して、［次へ］をクリックします。
22 元の場所にシステム状態をリストアしてください。
23 オプション［常にディスク上のファイルを上書きする］が選択され、［リストアしたデー
タのファイルの整合性と階層の維持方法を指定してください。］パネルでデフォルト
の値が選択されていることを確認します。

24 ［次へ］をクリックします。
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ローカル Windows コンピュータの手動によるディザスタリカバリ (ドメインコントローラの Active Directory の［権限のない復
元］および［権限のある復元］を含む) の実行

25 ドメイン内の唯一のドメインコントローラであるコンピュータをリストアする場合、または
ドメイン全体を再作成中で、このコンピュータが最初のドメインコントローラである場
合は、［システム状態の SYSVOL のリストア時に、このサーバーを複製用のプライマ
リ判別子としてマークする］をクリックし、［次へ］をクリックします。

26 ［削除したオブジェクトを再作成しますか?］パネルで、［いいえ。削除したオブジェク
トを再作成しません］を選択し、［次へ］をクリックします。

27 ［リストアの前後に実行する追加タスクを指定してください。］パネルで［次へ］をクリッ
クします。

28 実行するジョブをスケジュールし、［次へ］をクリックします。
29 ［リストアの概略］パネルで［完了］をクリックします。
30 ドメイン内で唯一のドメインコントローラであるコンピュータをリストアする場合、または
ドメイン全体を再構築中で、このコンピュータが最初のドメインコントローラである場
合は、リストアジョブの完了後にコンピュータを再ブートします。
これで、コンピュータは、障害発生前の状態にリストアされました。 データファイルは、
Backup Exec データベースエージェントによって保護されているものを除き、リストア
されています。

31 次のいずれかに従います。
［権限のある復元］を実行する
場合

手順 32 に進みます。

［権限のある復元］を実行しない リカバリは完了です。
場合

32 次の操作を実行して、Backup Exec サービスがローカルシステムアカウントを使用し
て実行されるように変更します。
■

［マイコンピュータ］を右クリックし、［管理］を選択します。

■

［コンピュータの管理］の左ペインで、［サービスとアプリケーション］をダブルクリッ
クします。

■

［サービス］をクリックします。

■

右ペインで、Backup Exec の各サービスをクリックし、［ログオン］タブで、［アカウ
ント］を［ローカルシステムアカウント］に変更します。

■

［コンピュータの管理］を閉じます。

33 コンピュータを再起動します。
34 起動時に F8 キーを押します。
システム起動時の問題を診断して修正するメニューが表示されます。
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第 20 章 障害対策とディザスタリカバリ (障害回復)
ローカル Windows コンピュータの手動によるディザスタリカバリ (ドメインコントローラの Active Directory の［権限のない復
元］および［権限のある復元］を含む) の実行

35 ［ディレクトリサービス復元モード］を選択します。
36 Backup Exec を起動します。
37 ［リストアウィザード］を実行し、［コンピュータのオンラインリストアまたはシステムコン
ポーネントのリストアの完了］を選択します。

38 システム状態かシャドウコピーコンポーネントをリストア選択項目として選び、次にリス
トアジョブを実行します。

39 この時点で、Active Directory 全体をリストアするのか、または Active Directory
の特定のオブジェクトをリストアするのかを選択できます。
Active Directory 全体をリストアする場合の手順は次のとおりです。
■

コマンドプロンプトを開きます。

■

「NTDSUTIL」と入力して Enter キーを押します。

■

「権限のある復元」と入力して Enter キーを押します。

■

「データベースのリストア」と入力して Enter キーを押し、［OK］をクリックし、［は
い］をクリックします。

Windows Server 2008/2008 R2 での NTDSUTIL の実行について詳しくは
Microsoft のマニュアルを参照してください。
Active Directory の特定のオブジェクトをリストアする場合の手順は次のとおりで
す。
■

コマンドプロンプトを開きます。

■

「NTDSUTIL」と入力して Enter キーを押します。

■

「権限のある復元」と入力して Enter キーを押します。

■

「Restore Subtree "ou=<OU Name>.dc=<domain name>,dc=<xxx>」(引用
符を使用しない) と入力して、Enter キーを押します。<OU Name> にはリストア
対象の組織ユニットの名前、<domain name> には組織ユニットが属するドメイ
ン名、<xxx> にはドメインコントローラのトップレベルのドメイン名 (com、org、net
など) を指定します。 リストアの必要があるオブジェクト数と同じ回数これを実行
します。

40 Active Directory 情報のリストアが終了したら、NTDSUTIL を終了します。
41 コンピュータを再起動します。
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リモート Windows コンピュータのディザスタリカバリ操作について (ドメインコントローラの Active Directory の［権限のない復
元］および［権限のある復元］を含む)

リモート Windows コンピュータのディザスタリカバリ操作
について (ドメインコントローラの Active Directory の［権
限のない復元］および［権限のある復元］を含む)
Backup Exec サーバーとネットワークで接続されているリモートコンピュータのディザスタ
リカバリを行うことができます。この手順は、コンピュータのオペレーティングシステムを障
害発生前の状態にリストアします。 また、Backup Exec エージェントで保護されていない
データファイルをリストアします。
Backup Exec エージェントによって保護されているデータがある場合は、ディザスタリカ
バリを始める前にエージェントの概要を確認します。
Backup Exec Simplified Disaster Recovery (SDR) を使用してシステムの保護を行っ
ている場合、ディザスタリカバリには SDR を使用してください。
p.692 の 「Simplified Disaster Recoveryについて」 を参照してください。
ここでは、SDR を使用していない場合に手動でコンピュータをリカバリする手順を説明し
ます。
次のものを用意してください。
■

リカバリするコンピュータの最新の完全バックアップと、それ以降の増分または差分
バックアップ

■

Windows インストール用メディア

この手順を実行するには Administrator または同等の権限のあるアカウントを使用して
Windows にログオンしている必要があります。
メモ: BitLocker の暗号化が有効になっている Windows コンピュータをリカバリする場合
は、リストア後に BitLocker の暗号化を再び有効にする必要があります。
BitLocker ドライブ暗号化について詳しくは Microsoft のマニュアルを参照してください。
p.623 の 「手動による Windows コンピュータのディザスタリカバリについて」 を参照してく
ださい。

リモート Windows コンピュータのディザスタリカバリ操作
の実行 (ドメインコントローラの Active Directory の［権
限のない復元］および［権限のある復元］を含む)
リモート Windows コンピュータでディザスタリカバリ操作を実行するには次の手順を実行
します。
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第 20 章 障害対策とディザスタリカバリ (障害回復)
リモート Windows コンピュータのディザスタリカバリ操作の実行 (ドメインコントローラの Active Directory の［権限のない復
元］および［権限のある復元］を含む)

リモート Windows コンピュータでディザスタリカバリ操作を実行する方法

1

リモートコンピュータで、元の Windows をインストールします。
この Windows の基本インストールは、リストア先のシステムを Backup Exec で認識
するために必要です。 コンピュータ名、システムディレクトリおよびファイルシステム
は、元の Windows のインストールと同じにしてください。 この基本インストールは、
後でバックアップファイルで上書きされ、システム設定、アプリケーション設定および
セキュリティ設定がリストアされます。
ハードディスクの障害からシステムをリカバリしている場合は、オペレーティングシス
テムのインストール時に新しいハードディスクにパーティションを作成し、フォーマッ
トを行います。
ハードディスクのパーティションの構成とフォーマットは、次のように元のハードディス
クと同じにします。

2

■

システムが特定のドメインまたはワークグループに属していた場合、この時点で
は、そのドメインまたはワークグループに参加させないでください。

■

ドメインコントローラをリカバリする場合、この時点では、ドメインコントローラのイン
ストールを実行しないでください。

Backup Exec サーバーで、リモートコンピュータに Backup Exec Agent for Windows
をインストールします。
p.79 の 「Agent for Windows のインストールについて」 を参照してください。

3

Backup Exec を起動します。

4

テープドライブを使用している場合、［ストレージ］タブの［ストレージの設定］を使用
して、接続されたテープドライブ用の適切なデバイスドライバをインストールします。

5

［ストレージ］タブの［インベントリとカタログ］をクリックして、リカバリするコンピュータ
の最新の完全バックアップが格納されているメディアのインベントリとカタログ登録の
両方を行います。

6

ハードディスク上の論理ドライブを含む完全バックアップと増分バックアップから、す
べてのバックアップセットをリストアします。差分バックアップをリストアする場合は、最
新の差分バックアップのみを選択します。

7

［バックアップとリストア］タブを選択し、次に［リストア］をクリックします。

8

［コンピュータのオンラインリストアまたはシステムコンポーネントのリストアの完了］を
クリックし、［次へ］をクリックします。

9

［ファイルおよびフォルダのバックアップ（File and folder backups）］をクリックして、
次に［次へ］をクリックします。

10 リストアするドライブを選択して、［次へ］をクリックします。
11 ［元の場所に（To the original location）］を選択し、［次へ］をクリックします。
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リモート Windows コンピュータのディザスタリカバリ操作の実行 (ドメインコントローラの Active Directory の［権限のない復
元］および［権限のある復元］を含む)

12 ［リストアしたデータのファイルの整合性と階層の維持方法を指定してください。］パ
ネルでデフォルトの値を選択し、次に［次へ］をクリックします。

13 ［オペレーティングシステムの機能のリストア方法を指定してください。］パネルで［次
へ］をクリックします。

14 ［リストアの前後に実行する追加タスクを指定してください。］パネルで［次へ］をクリッ
クします。

15 実行するジョブをスケジュールし、［次へ］をクリックします。
16 ［リストアの概略］パネルで［完了］をクリックします。
17 リストアジョブの完了の後で、システム状態をリストアしてください。
18 ［バックアップとリストア］タブで、［リストア］をクリックします。
19 ［コンピュータのオンラインリストアまたはシステムコンポーネントのリストアの完了］を
クリックし、［次へ］をクリックします。

20 ［Active Directory、ADAM/AD LDS、システム状態］をクリックし、［次へ］をクリック
します。

21 リストアするシステム状態を選択して、［次へ］をクリックします。
22 元の場所にシステム状態をリストアしてください。
23 オプション［常にディスク上のファイルを上書きする］が選択され、［リストアしたデー
タのファイルの整合性と階層の維持方法を指定してください。］パネルでデフォルト
の値が選択されていることを確認します。

24 ドメイン内の唯一のドメインコントローラであるコンピュータをリストアする場合、または
ドメイン全体を再作成中で、このコンピュータが最初のドメインコントローラである場
合は、［システム状態の SYSVOL のリストア時に、このサーバーを複製用のプライマ
リ判別子としてマークする］をクリックし、［次へ］をクリックします。

25 ［削除したオブジェクトを再作成しますか?］パネルで、［いいえ。削除したオブジェク
トを再作成しません］を選択し、［次へ］をクリックします。

26 ［リストアの前後に実行する追加タスクを指定してください。］パネルで［次へ］をクリッ
クします。

27 実行するジョブをスケジュールし、［次へ］をクリックします。
28 ［リストアの概略］パネルで［完了］をクリックします。
29 ドメイン内で唯一のドメインコントローラであるコンピュータをリストアする場合、または
ドメイン全体を再構築中で、このコンピュータが最初のドメインコントローラである場
合は、リストアジョブの完了後にコンピュータを再ブートします。
これで、コンピュータは、障害発生前の状態にリストアされました。 データファイルは、
Backup Exec データベースエージェントによって保護されているものを除き、リストア
されています。
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第 20 章 障害対策とディザスタリカバリ (障害回復)
リモート Windows コンピュータのディザスタリカバリ操作の実行 (ドメインコントローラの Active Directory の［権限のない復
元］および［権限のある復元］を含む)

30 次のいずれかに従います。
［権限のある復元］を実行する
場合

手順 31 に進みます。

［権限のある復元］を実行しない リカバリは完了です。
場合

31 リモートサーバーで、起動時に F8 キーを押します。
システム起動時の問題を診断して修正するメニューが表示されます。

32 ［ディレクトリサービス復元モード］を選択します。
33 Backup Exec サーバーで、Backup Exec を起動します。
34 ［リストアウィザード］を実行し、［コンピュータのオンラインリストアまたはシステムコン
ポーネントのリストアの完了］を選択します。

35 システム状態かシャドウコピーコンポーネントをリストア選択項目として選び、次にリス
トアジョブを実行します。

36 リストアジョブを実行します。
37 リモートサーバーで、次のように実行してください。
38 この時点で、Active Directory 全体をリストアするのか、または Active Directory
の特定のオブジェクトをリストアするのかを選択できます。
Active Directory 全体をリストアする場合の手順は次のとおりです。
■

コマンドプロンプトを開きます。

■

「NTDSUTIL」と入力して Enter キーを押します。

■

「権限のある復元」と入力して Enter キーを押します。

■

「データベースのリストア」と入力して Enter キーを押し、［OK］をクリックし、［は
い］をクリックします。

Windows Server 2008/2008 R2 での NTDSUTIL の実行について詳しくは
Microsoft のマニュアルを参照してください。
Active Directory の特定のオブジェクトをリストアする場合の手順は次のとおりで
す。
■

コマンドプロンプトを開きます。

■

「NTDSUTIL」と入力して Enter キーを押します。

■

「権限のある復元」と入力して Enter キーを押します。

■

「Restore Subtree "ou=<OU Name>.dc=<domain name>,dc=<xxx>」(引用
符を使用しない) と入力して、Enter キーを押します。<OU Name> にはリストア

第 20 章 障害対策とディザスタリカバリ (障害回復)
リモート Windows コンピュータのディザスタリカバリ操作の実行 (ドメインコントローラの Active Directory の［権限のない復
元］および［権限のある復元］を含む)

対象の組織ユニットの名前、<domain name> には組織ユニットが属するドメイ
ン名、<xxx> にはドメインコントローラのトップレベルのドメイン名 (com、org、net
など) を指定します。 リストアの必要があるオブジェクト数と同じ回数これを実行
します。

39 Active Directory 情報のリストアが終了したら、NTDSUTIL を終了します。
40 コンピュータを再起動します。
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第 20 章 障害対策とディザスタリカバリ (障害回復)
リモート Windows コンピュータのディザスタリカバリ操作の実行 (ドメインコントローラの Active Directory の［権限のない復
元］および［権限のある復元］を含む)

21
Backup Exec のトラブル
シューティング
この章では以下の項目について説明しています。
■

ハードウェアに関係する問題のトラブルシューティング

■

アラートとエラーメッセージについてより多くの情報を手に入れる方法

■

バックアップ問題のトラブルシューティング

■

SAN で障害が発生したコンポーネントのトラブルシューティング

■

Backup Exec のパフォーマンスを向上させる方法

■

Symantec Online へのアクセス

■

シマンテック社のナレッジベースについて

■

テクニカルサポートへの連絡について

■

Backup Exec の診断ツールについて

■

Symantec Backup Exec Support Tool について

■

Backup Exec の診断アプリケーションについて

■

BEGather ユーティリティの実行による Linux サーバーの Backup Exec コンポーネ
ントのトラブルシューティング

■

トラブルシューティングのための Backup Exec の Debug Monitor の使用

■

Backup Exec デバッグツールについて
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ハードウェアに関係する問題のトラブルシューティング
ハードウェアに関係する一般的な問題については、次のよく寄せられる質問を参照して
ください。
表 21-1
質問

ストレージハードウェアに関する質問
回答

自分のストレージデバイスがサポートされているかど 互換性があるデバイスのリストは、次の URL
うかを確認する方法を教えてください。
で参照できます。
http://entsupport.symantec.com/umi/V-269-2
ご使用のドライブがハードウェア互換性リスト
に掲載されている場合、［ストレージを設定］
ウィザードを実行して Symantec デバイスド
ライバをインストールします。
p.141 の 「［ストレージを設定］ウィザードにつ
いて」 を参照してください。
［ストレージを設定］ウィザードでは、ご使用の
テープドライブに最適なドライバが Symantec
デバイスドライバインストールウィザードによっ
て検出されてインストールされます。
ロボットライブラリまたはテープドライブの問題をトラ 次の URL には、トラブルシューティングのヒ
ブルシューティングする方法を教えてください。
ントや、テープドライブハードウェアの設定お
よびトラブルシューティングに関するビデオ
チュートリアルがあります。
http://www.symantec.com/business/support/
index?page=content&id=TECH24414
p.502 の 「Backup Exec サービスの起動およ
び停止」 を参照してください。
p.411 の 「ストレージデバイスの削除」 を参照
してください。
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質問
［バックアップデバイス (device) が、要求
(read/write data to/from media) へのエラーを返
しました。エラー: Data error (cyclic redundancy
check)］というエラーが表示されます。 どのように対
処すればよいでしょうか ?

回答
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ハードウェアに関係する問題のトラブルシューティング

質問

回答
巡回冗長検査 (CRC) エラーは、さまざまな原
因によって発生します。
次に、このエラーの最も一般的な原因とその
解決方法を示します。
■

■

■

■

■

■

テープデバイスの読み取り/書き込みヘッ
ドが汚れている。
ハードウェアの製造元に、適切なクリーニ
ング方法をお問い合わせください。
メディアが損傷している。
メディアを交換します。 ハードウェアの製
造元に認定されている新しいテープで試
行してください。
テープドライバ。
Backup Exec の適切なテープドライバを
ロードします。
互換性があるデバイスのリストは、次の
URL で参照できます。
http://entsupport.symantec.com/umi/V-269-2
SCSI コントローラのワイド転送が適切に
設定されていない。
Wide (68 ピン) の SCSI デバイスの場合、
ワイド転送が使用されます。 Narrow (50
ピン) の SCSI デバイスの場合、ワイド転
送を無効にしてください。 製造元が提供
する SCSI インストールプログラムを使用
して、SCSI コントローラカードのワイド転
送を無効にします。
SCSI コントローラの転送速度が高すぎ
る。
製造元が提供する SCSI インストールプ
ログラムを使用して、SCSI 転送速度を低
くします。コントローラやデバイスの製造
元に、SCSI の転送速度を適切に設定す
る方法をお問い合わせください。
SCSI コントローラの同期転送 (Sync
Negotiation) が有効になっている。
製造元が提供する SCSI インストールプ
ログラムを使用して、SCSI コントローラ
カードの同期転送を無効にします。コント
ローラやデバイスの製造元に、SCSI の同
期転送を適切に設定する方法をお問い
合わせください。
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質問

回答
ターミネータが不適切か、またはケーブ
ルに問題がある。
SCSI ケーブルに問題がなく、適切な
SCSI ターミネータが取り付けられている
ことを確認します。 パッシブターミネータ
とアクティブターミネータを混在させない
でください。
■ テープドライブが正しく動作することを確
認する。
テープドライブの製造元に、テープドライ
ブのハードウェアの状態をテストするため
の診断ソフトウェアについてお問い合わ
せください。
■ SCSI の一般的な問題。
テープドライブだけを接続したコントロー
ラカードにより他と分離するか、または別
の SCSI カードで試します。
■

DLT テープドライブで、ある種のテープのカタログ DLT テープドライブは、テープの内部情報を
登録を実行すると一時停止するのはどうしてですか テープディレクトリトラック上で管理していま
?
す。 ディレクトリトラックは、ドライブからテープ
が取り出される前に更新されます。 テープを
取り出さずにドライブの電源をオフにすると、
この情報が消失します。
テープディレクトリ情報の再作成には数時間
かかるため、ドライブがハングしたように見え
ます。 テープディレクトリの作成が終わるまで
待ってからテープを取り出してください。 ディ
レクトリトラックの更新が終了すると、正常動
作に復帰します。
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質問

回答

DLT テープドライブへのバックアップが、99 % で止 ［ジョブの完了後にメディアを取り出す］スト
まった状態で完了しました。 どのように対処すれば レージオプションが選択されていますが、テー
よいでしょうか ?
プドライブでこの操作がサポートされていな
いため、バックアップが完了できなかった可
能性が高いです。DLT (Digital Linear
Tape)、LTO (Linear Tape-Open)、Travon、
Onstream など、一部のテープドライブでは
手動でテープを取り出す必要があります。
この状況を解決するには、［ジョブの完了後
にメディアを取り出す］ストレージオプションの
チェックマークをはずすか、アクティブアラー
トへの自動応答を設定します。
p.183 の 「ストレージオプション」 を参照してく
ださい。
p.281 の 「アラートカテゴリの設定」 を参照し
てください。

アラートとエラーメッセージについてより多くの情報を手
に入れる方法
Backup Exec は、ユーザーに注意を喚起する場合またはユーザーの応答が必要な場合
に、エラーメッセージを生成します。 通常、アラートおよびエラーメッセージだけでその内
容を判断できますが、状態を解決するためにさらに詳細な情報が必要な場合もあります。
Backup Exec のアラートおよびエラーメッセージの詳細情報は、次の方法で入手できま
す。
■

アラートメッセージで、詳細情報のリンクをクリックするか、またはジョブログを参照し、
UMI リンクをクリックします。このコードは、シマンテック社テクニカルサポート Web サ
イトへのハイパーリンクです。 アラートに関連する技術情報にアクセスできます。
p.261 の 「ジョブログからシマンテック社テクニカルサポート Web サイトへのリンク」 を
参照してください。

■

シマンテック社テクニカルサポートのナレッジベースでエラーを検索します。
p.649 の 「シマンテック社のナレッジベースの検索」 を参照してください。

バックアップ問題のトラブルシューティング
データのバックアップで問題が発生した場合は、次の質問を確認してください。
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表 21-2
質問

バックアップに関する質問
回答

システム上に存在するファイルで、他のプロセスで スナップショット以外のバックアップの場合、
使用されているファイルをバックアップすることが Backup Exec は他のプロセスで使用されてい
できません。これはなぜでしょうか ?
るファイルを検出すると、そのファイルをスキッ
プするか、ファイルがバックアップできるように
なるまで待機します。これらのアクションは、バッ
クアップの作成時に設定するスナップショット以
外のバックアップのオプションによって異なりま
す。
p.198 の 「ファイルとフォルダのオプション」 を参
照してください。
オープンファイルをロックしてバックアップする
ように Backup Exec を設定している場合、別
のモードでファイルを開こうとします。バックアッ
プ中は他のプロセスが書き込めないようにこれ
らのファイルをロックします。一貫性のとれた状
態でファイルをバックアップするために、ファイ
ルが開いたままのアプリケーションを閉じること
をお勧めします。
Windows コンピュータでオープンファイルを
バックアップするには、［Advanced Open File］
オプションを使用して、スナップショットテクノロ
ジを使用するバックアップを設定します。
p.193 の 「Advanced Open File Option」 を参
照してください。
Backup Exec 管理コンソールを実行していないと Backup Exec はクライアント/サーバーアプリ
きでも、ストレージデバイスが Backup Exec に割 ケーションであるため、ローカルおよびリモート
り当てられたままであるのはなぜでしょうか ?
の両方の管理コンソールでサブミットされるジョ
ブを、いつでも処理できる状態になっている必
要があります。
Backup Exec サービスは、サービスの実行中
は常に Backup Exec サーバーに接続された
すべてのストレージデバイスを要求します。
Backup Exec は、メディアやストレージデバイ
スの使用率に関する統計情報を収集し、必要
に応じてメディアの上書き禁止を行うために、
常にストレージデバイスを管理下に置いておく
必要があります。
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質問

回答

ローカルバックアップを実行した際に、Backup
この問題は、システムのパーティションフォー
Exec でバックアップしたバイト数の合計が、
マットの種類に起因する可能性があります。
Windows で表示されているバイト数と一致しませ
NTFS ボリュームで圧縮を有効にしている場
ん。これはなぜでしょうか ?
合、Backup Exec はバックアップするファイル
の圧縮前のバイト数を表示します。一方、
Windows のエクスプローラはハードディスクド
ライブ上のファイルの圧縮後のバイト数を表示
します。たとえば、1 GB のデータを持つ NTFS
ボリュームが、ファイルシステムにより 500 MB
に圧縮された場合を想定します。この場合、エ
クスプローラでは 500 MB の圧縮データが存
在すると表示されますが、Backup Exec でこの
ボリュームをバックアップした場合、ジョブログ
にはバイト数が 1 GB と表示されます。
FAT ボリュームの場合、Backup Exec は実際
にバックアップしたバイト数を報告しますが、エ
クスプローラではより大きなディスク領域が表示
されます。 たとえば、2 GB の FAT ボリューム
が 32 KB のクラスタサイズでフォーマットされて
おり、エクスプローラではこのディスクの 1.9 GB
が使用済みであると表示されていたとします。
Backup Exec でこのボリュームをバックアップ
した場合、ジョブログにはバイト数が 1.4 GB と
表示されることがあります。 50 MB の
pagefile.sys がバックアップから除外されたと
しても、バイト数には 450 MB の違いがありま
す。
ボリュームを FAT から NTFS に変換すると、
NTFS の方が効率がよく、デフォルトのクラスタ
サイズが FAT よりも小さいため、ディスクの空
き領域が増加します。デフォルト以外の任意の
クラスタサイズも設定できますが、システムのパ
フォーマンスが低下することがあります。詳しく
は Windows のマニュアルを参照してください。

SAN で障害が発生したコンポーネントのトラブルシュー
ティング
SAN 内のいかなる場所でも、問題が発生する可能性があります。
Backup Exec が適切に機能するには、次のように各場所でストレージデバイスが認識さ
れる必要があります。
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■

ブリッジまたはルーターで SCSI デバイスとして認識される必要があります。

■

オペレーティングシステムでデバイスとして認識される必要があります。

■

Backup Exec でサポート対象のデバイスとして認識される必要があります。

場合によっては、ハードウェアの問題によってハードウェアベンダーに技術的なサポート
を依頼する必要が生じることがあります。
ブリッジやスイッチなどの SAN のコンポーネントの交換が必要な場合もあります。ハード
ウェアの交換手順については、ハードウェア販売元の説明書を参照してください。
p.643 の 「SAN でのオフラインのストレージデバイスのトラブルシューティング 」 を参照し
てください。

SAN でのオフラインのストレージデバイスのトラブルシューティング
SAN 内のデバイスがオフラインになった場合は、次の手順によって問題の原因を切り分
けてください。
トラブルシューティングを実行する前に、使用しているストレージデバイスが Backup Exec
のサポート対象デバイスリストに表示されていることを確認します。
互換性があるオペレーティングシステム、プラットフォーム、アプリケーションのリストは、次
の URL で参照できます。
http://entsupport.symantec.com/umi/V-269-1
また、すべてのハードウェアドライバが最新バージョンで、動作していることを確認します。
ハードウェアに関連するエラーが発生した場合は、ハードウェア販売元にお問い合わせ
ください。
表 21-3

SAN でのオフラインのストレージデバイスのトラブルシューティング

手順

処理

手順 1

Windows のデバイスマネージャを使用して、デ
バイスがオペレーティングシステムで認識されて
いることを確認します。
デバイスが認識されていない場合は、デバイス
のトラブルシューティングが必要となることがあり
ます。
p.645 の 「SAN でのハードウェアエラーの検出」
を参照してください。
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手順

処理

手順 2

ロボットライブラリの場合は、ロボットライブラリサ
ポートがインストールされていることを確認しま
す。
p.329 の 「Library Expansion Option について
」 を参照してください。

手順 3

システムイベントログで、SAN の通信エラーを示
す SCSI エラー 9、11 および 15、またはストレー
ジに関連するタイムアウトエラーを確認します。
アプリケーションイベントログで、複数イベント
33152 を確認します。これらのイベントは SAN
の通信エラーを示します。
p.645 の 「SAN でのハードウェアエラーの検出」
を参照してください。
ハードウェア販売元への連絡が必要となる場合
もあります。

手順 4

ライブラリがオンラインで、一部またはすべての
ドライブがオフラインの場合は、Backup Exec を
使用してライブラリを初期化します。
p.416 の 「ロボットライブラリの初期化」 を参照し
てください。

手順 5

ライブラリを初期化してもストレージデバイスがオ
ンラインにならない場合、前面パネルにエラーが
表示されていないか、機械的な問題がないか、
またはテープがドライブに適切に挿入されてい
るかを確認します。 エラーが発生している場合
は修正します。

手順 6

ライブラリでエラーが発生していない場合、また
はエラーを修正してもストレージデバイスがオフ
ラインのままである場合は、Backup Exec サー
ビスを停止した後、サービスを再起動します。
p.502 の 「Backup Exec サービスの起動および
停止」 を参照してください。

手順 7

サービスを再起動してもストレージデバイスがオ
ンラインにならない場合、オペレーティングシス
テムを再起動します。 再起動時には、Backup
Exec ジョブが実行されていないことを確認してく
ださい。
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手順

処理

手順 8

オペレーティングシステムを再起動してもストレー
ジデバイスがオンラインにならない場合、SAN を
リセットして問題のあるテープストレージを検出し
ます。 SAN を再利用すると、ファイバーチャネル
の問題が解決する場合があります。
p.646 の 「SAN のリセット」 を参照してください。

SAN でのハードウェアエラーの検出
SAN で起きる共通ハードウェアエラーを見つけるには、次の手順を実行します。ハード
ウェアに関連するエラーが発生した場合は、ハードウェア販売元にお問い合わせくださ
い。
表 21-4

SAN でのハードウェアエラーの検出

手順

処理

手順 1

適切なデバイスドライバがインストールされてい
ることを確認します。

手順 2

ファイバーケーブルが HBA およびファイバース
イッチに正しく接続されていることを確認します。

手順 3

ファイバー接続がファイバースイッチからロボット
ライブラリに正しく接続されていることを確認しま
す。

手順 4

サーバーとファイバースイッチ間に障害が発生
したハードウェアがあるかどうかを確認します。ス
トレージデバイスが SAN 内の一部のサーバー
で認識されて、他のサーバーでは認識されない
場合があります。SAN 内のすべてのサーバーで
ストレージデバイスが認識されない場合は、ファ
イバースイッチとストレージデバイス間に障害が
発生したハードウェアコンポーネントがあるかど
うかを確認します。

手順 5

SAN をリセットします。これによって、障害が発
生したハードウェアが検出され、ファイバーの問
題が解決する場合があります。
p.646 の 「SAN のリセット」 を参照してください。
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SAN のリセット
SAN をリセットするには、SAN のコンポーネントの電源をオフにし、特定の順序でコンポー
ネントの電源をオンにする必要があります。
表 21-5

SAN のリセット

手順

処理

手順 1

SAN 内のすべてのサーバー、ロボットライブラ
リ、およびファイバーブリッジの電源をオフにしま
す。
ファイバースイッチの電源もオフにする必要があ
る場合があります。スイッチの電源をオフにする
必要がある場合は、他のコンポーネントの前に
それの電源をオンにする必要があります。すべ
てのチェックが完了するまで待機してから、他の
コンポーネントの電源をオンにします。

手順 2

ロボットライブラリをオンにします。
p.416 の 「ロボットライブラリの初期化」 を参照し
てください。

手順 3

ファイアースイッチでロボットライブラリが認識さ
れていることを確認します。

手順 4

集中管理サーバーの電源をオンにします。

手順 5

オペレーティングシステムでロボットライブラリお
よびドライブが認識されていることを確認します。

手順 6

いずれかの管理対象 Backup Exec サーバーの
電源をオンにします。管理対象 Backup Exec
サーバーが始動するまで待機してから、他の管
理対象 Backup Exec サーバーの電源をオンに
します。

SAN での突然のデバイスの取り外しイベント後のストレージデバイスの
オンライン化
突然のデバイスの取り外しイベント時に Backup Exec によってストレージデバイスが使用
されていた場合、デバイスは Backup Exec でオフラインと表示されます。
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表 21-6

突然のデバイスの取り外しイベント後にデバイスをオンラインにする
方法

手順

処理

手順 1

SAN 内で Backup Exec ジョブが実行されてい
ないことを確認します。

手順 2

ライブラリがオンラインでドライブがオフラインの
場合は、Backup Exec を使用してロボットライブ
ラリを初期化します。
p.416 の 「ロボットライブラリの初期化」 を参照し
てください。

手順 3

ライブラリがオフラインの場合、または初期化後
もドライブがオフラインの場合は、すべての
Backup Exec サービスをいったん停止してから
再起動します。
デバイスがオンラインになっていない場合は、デ
バイスのトラブルシューティングが必要となること
があります。
p.645 の 「SAN でのハードウェアエラーの検出」
を参照してください。

Backup Exec のパフォーマンスを向上させる方法
Backup Exec で最高のパフォーマンスを得るには、いくつかの要素を確認する必要があ
ります。
■

データ転送パス

■

Backup Exec Agent のパフォーマンス

■

ネットワークパフォーマンス

■

Backup Exec サーバーのパフォーマンス

■

ストレージデバイスのパフォーマンス

これらの項目のパフォーマンスを測定して調整する方法について詳しくは、次の URL を
参照してください。
http://entsupport.symantec.com/umi/V-269-38
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Symantec Online へのアクセス
Symantec コミュニティフォーラムにアクセスして、教育サービスコースについて学び、
Symantec の Web サイトを表示できます。
表 21-7

Symantec Online のメニュー項目

項目

説明

アイディアの共有

SymConnect フォーラムに接続して、Backup
Exec を改善するためのアイデアを投稿できま
す。
次の URL から SymConnect にアクセスするこ
ともできます。
http://www.symantec.com/connect/

教育サービス

Symantec 教育のすべての教育サービスとカス
タム学習サービスへのリンクを提供します。

Backup Exec の教育サービス

Backup Exec の教育サービスコース、認定プロ
グラム、クラスルームの場所、および教育サービ
スに関する他の情報を提供します。

Backup Exec 製品情報

Backup Exec リソースへのリンクを提供します。

シマンテック社のホームページ

Symantec の Web サイトに接続します。

Symantec Online にアクセスする方法
◆

［Backup Exec］ボタンをクリックし、［Symantec Online］を選択して、該当するメ
ニュー項目を選択します。

p.648 の 「シマンテック社のナレッジベースについて 」 を参照してください。

シマンテック社のナレッジベースについて
シマンテック社のナレッジベースはシマンテック製品についての詳しい情報を見つけるこ
とができる集中管理された場所です。ナレッジベースはシマンテック製品のインストール、
アップグレード、設定、使用についての情報を含んでいます。また、必要条件、ベストプ
ラクティス、問題をトラブルシューティングする方法についての情報を含んでいます。 シ
マンテック社のナレッジベースは Backup Exec 内からアクセスできます。
メモ: シマンテック社のナレッジベースにアクセスするにはインターネット接続をアクティブ
にする必要があります。
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ナレッジベースはキーワードベースの検索技術を使います。検索で重要なキーワードに
焦点を合わせ、他の検索句と比較して最良の結果を提供します。 検索パラメータを提供
するためにブール検索機能と式の問い合わせを使うことができます。 最良の結果を得る
には、質問を最もよく表す少数のキーワードに焦点を合わせます。
p.649 の 「シマンテック社のナレッジベースの検索」 を参照してください。
p.649 の 「テクニカルサポートへの連絡について 」 を参照してください。

シマンテック社のナレッジベースの検索
ナレッジベースを検索すると、新しいブラウザウィンドウが起動し、検索結果が表示されま
す。
p.648 の 「シマンテック社のナレッジベースについて 」 を参照してください。
シマンテック社のナレッジベースを検索する方法

1

2

次のいずれかを実行します。
■

［Backup Exec］ボタンをクリックし、［テクニカルサポート］、［ナレッジベースの検
索］の順に選択します。

■

［ホーム］タブで、［サポート］グループの［テクニカルサポート］にチェックマークを
付けます。次に、［テクニカルサポート］パネルで、［シマンテック社テクニカルサ
ポート］をクリックします。

キーワードまたはフレーズを入力し、検索アイコンをクリックします。

テクニカルサポートへの連絡について
対策を試みても問題が解決しない場合は、テクニカルサポートに Symantec MySupport
を使ってインターネットを介して連絡するか、または電話で連絡できます。
電話番号のリストは、次の URL で参照できます。
http://entsupport.symantec.com/phonesup
テクニカルサポートでの処理を迅速にするため、以下の準備をお願いします。
■

Backup Exec のバージョンおよびリビジョン情報の確認。

■

Backup Exec に付属のいずれかの診断ユーティリティの実行。テクニカルサポートが
問題を診断する際に使用する情報が収集されます。

p.131 の 「Backup Exec バージョンの表示」 を参照してください。
p.651 の 「Backup Exec の診断アプリケーションについて」 を参照してください。
p.648 の 「Symantec Online へのアクセス」 を参照してください。
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Backup Exec の診断ツールについて
次の診断ツールは、Backup Exec の問題のトラブルシューティングに役立ちます。
表 21-8

Backup Exec の診断ツール

項目

説明

Backup Exec Support Tool

ローカルコンピュータをスキャンし、Backup Exec
の環境の共通の問題についてのレポートを生成
します。
p.650 の 「Symantec Backup Exec Support Tool
について」 を参照してください。

Backup Exec の診断アプリケーション

Windows コンピュータのトラブルシューティング
についての関連情報を集めます。
p.651 の 「Backup Exec の診断アプリケーション
について」 を参照してください。

Gather utility for Linux servers

パケットファイルを作成し、集約します。 ファイル
には、インストール、診断およびエラーレポート
に関する詳細情報が含まれます。
p.656 の 「BEGather ユーティリティの実行による
Linux サーバーの Backup Exec コンポーネント
のトラブルシューティング」 を参照してください。

Backup Exec Debug Monitor

Backup Exec からのデバッグの出力をキャプチャ
し、デバッグログに保存します。
p.657 の 「トラブルシューティングのための
Backup Exec の Debug Monitor の使用」 を参
照してください。

Backup Exec のデバッグツール

予想外にシャットダウンした Backup Exec 処理
についての診断情報を生成します。
p.657 の 「Backup Exec デバッグツールについ
て」 を参照してください。

Symantec Backup Exec Support Tool について
Symantec Backup Exec Support Tool は、ローカルコンピュータをスキャンし、Backup
Exec 環境の共通の問題についてのレポートを生成する診断ツールです。 シマンテック
社のテクニカルサポートに問い合わせる前に、レポートを表示し、問題を解決することを
試みることができます。 問題を解決できなければ、シマンテック社のテクニカルサポート
に送信するためにデータを収集することを選択できます。
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レポートでは、次のような項目についての問題が示されます。
■

システムの必要条件

■

Backup Exec サービスアカウント

■

Backup Exec サービスアカウントのクレデンシャル

■

Windows リムーバブル記憶域サービス

次の URL でレポートの説明とレポートについての詳細情報を参照できます。
http://entsupport.symantec.com/umi/V-370-2378-00002
次の URL で Backup Exec Support Tool についての詳細情報を参照できます。
http://entsupport.symantec.com/umi/V-370-2378-00001
p.651 の 「Backup Exec Support Tool の実行」 を参照してください。

Backup Exec Support Tool の実行
システム分析を実行するか、またはテクニカルサポート用のデータを収集するために
Backup Exec Support Tool を使うことができます。 Backup Exec Support Tool を実行
するとき、自動的にツールの更新済みバージョンがチェックされます。 新しいバージョン
があれば、Backup Exec は自動的に新しいバージョンをダウンロードし、実行します。
また、次の URL で Backup Exec Support Tool の最新版を見つけることもできます。
http://entsupport.symantec.com/umi/V-370-2378-00003
p.650 の 「Symantec Backup Exec Support Tool について」 を参照してください。
Backup Exec Support Tool を実行する方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックし、［テクニカルサポート］、［サポートツールを実行し
て問題を解決する］の順に選択します。

2

画面の案内に従って作業を進めます。

Backup Exec の診断アプリケーションについて
Backup Exec には、トラブルシューティングに必要な、Windows コンピュータについて
の情報を収集する診断用アプリケーション (bediag.exe) が付属しています。 このアプリ
ケーションは、Backup Exec サーバーまたはリモートコンピュータで実行することができま
す。また、このアプリケーションは、Backup Exec から実行することも、コマンドラインで実
行することもできます。 Bediag コマンドラインユーティリティは、ハードディスクドライブ上
の Backup Exec ディレクトリ (デフォルトでは ¥Program Files¥Symantec¥Backup
Exec) に格納されています。
bediag.txt ファイルに保存される情報は次のとおりです。
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■

アカウントグループ、アカウント権限および環境設定

■

Backup Exec ソフトウェアのバージョンとレジストリ情報、Backup Exec Agent のリス
ト、Windows のバージョン情報、SCSI のハードウェア構成、SQL Server 情報、各ド
ライバのサービス情報、Windows の各サービスの情報

■

サーバー情報、サポートされている共有ディレクトリおよび Windows ソケットの情報

p.652 の 「トラブルシューティングの診断ファイルの生成 」 を参照してください。
p.655 の 「リモート Backup Exec サーバーでの診断ファイルの生成」 を参照してください。
p.653 の 「トラブルシューティングの診断ファイルを生成するためのコマンドラインの使用
」 を参照してください。

トラブルシューティングの診断ファイルの生成
トラブルシューティングの情報を集めるために Backup Exec の診断アプリケーションを実
行できます。 診断情報がテキストファイルとして表示されます。
p.651 の 「Backup Exec の診断アプリケーションについて」 を参照してください。
トラブルシューティングの診断ファイルを生成する方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックし、［テクニカルサポート］、［Backup Exec
Diagnostics］の順に選択します。

2

適切なオプションを選択します。
p.652 の 「Backup Exec Diagnostics」 を参照してください。

3

［診断を実行］をクリックします。

4

［閉じる］をクリックします。

Backup Exec Diagnostics
サーバーを選択し、トラブルシューティングの情報を集めるために診断ファイルを生成し
ます。
p.652 の 「トラブルシューティングの診断ファイルの生成 」 を参照してください。
表 21-9

［Backup Exec Diagnostics］のオプション

項目

説明

サーバーを選択

診断を実行する Backup Exec サーバーの名前
を表示します。

ユーザー名

Backup Exec サーバーに対して権限があるアカ
ウントのユーザー名を示します。
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項目

説明

パスワード

Backup Exec サーバーに対して権限があるアカ
ウントのパスワードを示します。

ドメイン

Backup Exec サーバーが存在するドメインを示
します。

サーバーを選択

診断アプリケーションを実行するために異なる
サーバーを選択することを許可します。

最後の診断結果を表示

最後に実行された診断ユーティリティの結果を
表示します。

診断を実行

トラブルシューティングを目的とする情報を集め
るために診断アプリケーションを実行します。

トラブルシューティングの診断ファイルを生成するためのコマンドライン
の使用
トラブルシューティングの情報を集めるためにコマンドラインから Backup Exec の診断ア
プリケーションを実行できます。
p.651 の 「Backup Exec の診断アプリケーションについて」 を参照してください。
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トラブルシューティングの診断ファイルを生成するためにコマンドラインを使用する方法

1

コマンドプロンプトを起動します。

2

次のいずれかを実行します。
Backup Exec サーバーの診断ファイルを生
成する場合

ディレクトリ Program
Files¥Symantec¥Backup Exec¥ から、
bediag [switches] servername と入力しま
す。
p.654 の 「診断ファイルのコマンドラインスイッ
チ」 を参照してください。

リモートコンピュータの診断ファイルを生成す ディレクトリ Program
る場合
Files¥Symantec¥Backup Exec¥ から、
bediag [switches] workstationname と入力
します。
p.654 の 「診断ファイルのコマンドラインスイッ
チ」 を参照してください。

3

Bediag.exe が含まれるディレクトリ (デフォルトでは、Program
Files¥Symantec¥Backup Exec) の「Bediag.txt」を開きます。

診断ファイルのコマンドラインスイッチ
トラブルシューティングの診断ファイルを生成するときに追加情報を集めるための次のス
イッチを追加できます。
p.653 の 「トラブルシューティングの診断ファイルを生成するためのコマンドラインの使用
」 を参照してください。
表 21-10

診断ファイルのコマンドラインスイッチ

スイッチ

説明

/a

Agent リストをダンプします。

/b:[server]

サービスアカウント情報のポーリングを行う Backup Exec サーバーを指定し
ます。

/c

レジストリの Backup Exec ソフトウェアの設定情報をダンプします。

/app

アプリケーションのイベントログをダンプします。

/sys

システムのイベントログをダンプします。
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スイッチ

説明

/bex

アプリケーションイベントログの中から Backup Exec のエントリのみをダンプ
します。

/err

すべてのイベントログからエラーイベントのみをダンプします。

/recs:n

指定したイベントログから最新の n 個の記録のみをダンプします。
/bex、/err、/recs の各スイッチは、/app スイッチや /sys スイッチとともに使
用する必要があります。

/o:[file]

追記先の出力ジョブログを指定します。
[file] を省略した場合は、画面に出力します。

/h

レジストリの SCSI ハードウェアのサブキーをダンプします。

/l

Lotus Notes の情報をダンプします。

/n

Windows ソケットのネットワークプロトコルをダンプします。

/p

ユーザーの権限情報をダンプします。
Microsoft SQL Server の情報をダンプします。

/s

サービスについての情報をダンプします。

/u

Microsoft の更新情報をダンプします。

/v

サーバーの情報をダンプします。

/w

Windows のバージョン情報をダンプします。

/x

Microsoft Exchange Server の情報をダンプします。

/?

使用方法を表示します (ヘルプ)。

リモート Backup Exec サーバーでの診断ファイルの生成
次の必要条件を満たせば、リモート Backup Exec サーバーで診断を実行できます。
■

メディアサーバー上に Backup Exec がインストールされている。

■

Backup Exec サービスが実行中である。

診断情報がテキストファイルとして表示されます。
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リモート Backup Exec サーバーで診断ファイルを生成する方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックし、［テクニカルサポート］、［Backup Exec
Diagnostics］の順に選択します。

2

［サーバーを選択］をクリックして、診断ユーティリティを実行するリモート Backup
Exec サーバーを選択します。

3

適切なオプションを選択します。
p.652 の 「Backup Exec Diagnostics」 を参照してください。

4

［診断を実行］をクリックします。

5

［閉じる］をクリックします。

BEGather ユーティリティの実行による Linux サーバー
の Backup Exec コンポーネントのトラブルシューティング
BEGather ユーティリティは、Linux サーバーの Backup Exec コンポーネントの問題を診
断するのに役立つファイルを収集します。 実行すると、BEGather ユーティリティは作成
するパケットファイルの名前を表示します。 収集されたファイルには、インストール、診断
およびエラーレポートに関する詳細情報が含まれます。 テクニカルサポートに連絡する
前にこれらのファイルを確認すると、問題の原因を明確にすることができます。 収集され
たファイルで解決方法が明確でない場合も、テクニカルサポートへの連絡時に備えてパ
ケットファイルを保存しておいてください。 サポート部門から、パケットファイルを添付した
電子メールを送ることを依頼する場合があります。
BEGather ユーティリティを実行して Linux サーバーの Backup Exec コンポーネントをト
ラブルシューティングする方法

1

Backup Exec コンポーネントがインストールされている Linux サーバーに root とし
てログオンします。

2

次のディレクトリに移動します。
/opt/VRTSralus/bin
次に例を示します。
cd /opt/VRTSralus/bin

3

BEGather ユーティリティを起動します。
次に例を示します。
./begather

4

画面に表示されるパケットファイルの場所に注意してください。
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トラブルシューティングのための Backup Exec の Debug
Monitor の使用
Backup Exec の Debug Monitor または SGMon は、Backup Exec からデバッグの出力
を取得し、デバッグログに保存する診断ツールです。 SGMon のデバッグログはバックアッ
プ問題のトラブルシューティングに役立てることができます。 また、デバッグログはシマン
テック社テクニカルサポートが問題を診断し、修復するのに役立てることもできます。
SGMon を開くと、Backup Exec のサービスからデバッグデータが自動的に取得されま
す。 SGMon が閉じられている間にデバッグ情報を収集するには、SGMon の外でデバッ
グログの作成を有効にし、ログの保存先のディレクトリを指定します。
Debug Monitor を設定する方法とログファイルを確認する方法について詳しくは Debug
Monitor 内のヘルプを参照してください。
トラブルシューティングのために Backup Exec の Debug Monitor を使用する方法
◆

［Backup Exec］ボタンをクリックし、［テクニカルサポート］、［デバッグ出力を収集す
る］の順に選択します。

Backup Exec デバッグツールについて
Backup Exec は、予想外にシャットダウンした Backup Exec 処理についての診断情報
を生成するデバッグツール (BEDBG) を含んでいます。 診断情報は、シマンテック社のテ
クニカルサポートが問題を診断し、修復するのに役立ちます。 Backup Exec デバッグツー
ルは Backup Exec でデフォルトで実行されます。 ツールが集めるデータは、¥Program
Files¥Symantec¥Backup Exec にある BEDBG フォルダにコピーされます。
次の URL で Backup Exec のデバッグツールについての詳細情報を参照できます。
http://seer.entsupport.symantec.com/docs/327408.htm
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22
クラスタ環境での Backup
Exec の使用
この章では以下の項目について説明しています。
■

Backup Exec とクラスタについて

■

Microsoft Cluster Server 環境での Backup Exec のクラスタ化の必要条件

■

Microsoft Cluster Server 環境での Backup Exec の動作

■

Microsoft Cluster Server への Backup Exec のインストールの必要条件

■

Microsoft Cluster Server への Backup Exec のインストール

■

Microsoft クラスタ上の Backup Exec のアップグレード

■

Microsoft クラスタへの Backup Exec 追加オプションのインストール

■

Microsoft クラスタからの Backup Exec のアンインストール

■

Microsoft Cluster Server 用のストレージデバイスプールの作成

■

Microsoft Cluster Server フェールオーバーでの「チェックポイントから再開」機能の
使用

■

フェールオーバーノードの変更

■

Microsoft Cluster Server での新しい集中管理サーバーの指定

■

Backup Exec と Microsoft Cluster Server の構成

■

Microsoft クラスタおよびストレージエリアネットワークとの Central Admin Server
Option の使用

■

Microsoft Cluster Server のバックアップについて
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■

Microsoft クラスタへのデータのリストアについて

■

クラスタのディザスタリカバリ

■

Microsoft Cluster Server データファイルのリストア

■

Microsoft クラスタ内のすべての共有ディスクのリカバリ

■

Microsoft クラスタでの Backup Exec のリカバリ

■

クォーラムディスクの署名の変更

■

手動での 2 つのクラスタディスクグループの結合およびボリュームの再同期化

■

クラスタのトラブルシューティング

Backup Exec とクラスタについて
サーバークラスタでは、仮想サーバーアプリケーションとして構成された (IP アドレスリソー
スとネットワーク名のリソースを含み、ネットワーク上では固有のサーバー名 (仮想サー
バー名) で表示される) Microsoft SQL データベースや Exchange データベースのみで
なく、ローカルディスクや共有ディスクのデータも Backup Exec によって保護することが
できます。サーバークラスタを使用すると、アプリケーションとデータの可用性を高めるこ
とができます。サーバークラスタとは、複数のサーバー (ノードと呼ぶ) をネットワークで相
互に接続し、クラスタソフトウェアを実行して各ノードから共有ディスクにアクセスすること
のできる環境です。使用中のノードが利用不可になった場合は、クラスタリソースは利用
可能なノードに移行します (これをフェールオーバーと呼びます)。これにより、共有ディス
クおよび仮想サーバーを、そのまま継続して利用することができます。フェールオーバー
が発生しても、サービスがごく短時間中断するだけで、ユーザーはそのまま作業を続行
することができます。
メモ: Microsoft Cluster Server (MSCS) 環境でハードウェアプロバイダを使用してオフ
ホストバックアップを実行する場合、Backup Exec サーバーとリモートコンピュータは異な
るクラスタグループに属する必要があります。クラスタアプリケーションでは、署名とパー
ティションレイアウトが重複したデバイスの論理ユニット番号 (LUN) がサポートされないた
め、LUN を含むスナップショットは、クラスタ外のホストまたはリモートコンピュータに転送
する必要があります。
p.664 の 「Microsoft Cluster Server への Backup Exec のインストール 」 を参照してくだ
さい。
p.672 の 「Backup Exec と Microsoft Cluster Server の構成」 を参照してください。
p.680 の 「Microsoft Cluster Server のバックアップについて」 を参照してください。
p.681 の 「Microsoft クラスタへのデータのリストアについて」 を参照してください。
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p.661 の 「 Microsoft Cluster Server 環境での Backup Exec のクラスタ化の必要条件」
を参照してください。
p.681 の 「クラスタのディザスタリカバリ」 を参照してください。

Microsoft Cluster Server 環境での Backup Exec のク
ラスタ化の必要条件
Backup Exec をクラスタ化する場合は次の条件に従う必要があります。
■

Backup Exec をクラスタ化する場合 Backup Exec がインストールするデフォルトデー
タベースインスタンス (MSDE) を使うことを強くお勧めします。

■

またシマンテック社はリモートの SQL Server インスタンスを使って Backup Exec の
データベースをホストする方法をサポートしています。 ただし、この方法を使う場合は
次のことを見直します。
Backup Exec の 1 つのインストールされたインスタンスのみ、クラスタ化されたノード
上のリモートの SQL Server インスタンスにインストールできます。 クラスタ内の Backup
Exec の他のすべてのインストールされたインスタンスは Backup Exec の MSDE のデ
フォルトデータベースインスタンスを使う必要があります。
メモ: リモートの SQL Server インスタンスを使うクラスタノードで Backup Exec クラスタ
ウィザードを実行する必要があります。

Windows Server 2008 以上を使用し、Backup Exec データベースをホストするリモート
のクラスタ化された SQL Server インスタンスを使用する場合
■

Backup Exec サーバーでは、リモートの SQL Server インスタンスをホストするコン
ピュータにインストールされているのと同じレベルのオペレーティングシステムを使用
する必要があります。

Windows Server 2008 以上を使用し、Backup Exec ユーティリティを使用して、クラスタ
化された Backup Exec インストールまたはクラスタ化されたリモートの SQL Server インス
タンスを再設定する場合
■

Backup Exec サーバーやリモートの SQL Server インスタンスをホストするコンピュー
タと同じレベルのオペレーティングシステムを使用するコンピュータで Backup Exec
ユーティリティを実行します。

p.664 の 「Microsoft Cluster Server への Backup Exec のインストール 」 を参照してくだ
さい。
p.680 の 「Microsoft Cluster Server のバックアップについて」 を参照してください。
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Microsoft Cluster Server 環境での Backup Exec の動
作
Microsoft クラスタに Backup Exec をインストールする場合は、仮想サーバーアプリケー
ションとしてインストールします。すなわち、Backup Exec に、IP アドレスリソース、ネット
ワーク名リソース (仮想サーバー名) およびディスクリソースを割り当てます。
フェールオーバーが発生すると、実行中のバックアップジョブは再スケジュールされます。
フェールオーバーノードとして指定されているノード上で Backup Exec サービスが再起
動され、デフォルトでは、バックアップジョブが再実行されます。Backup Exec には、［チェッ
クポイントから再開］と呼ばれるクラスタフェールオーバー再開用のルールが用意されて
います。「チェックポイントから再開」オプションを使用すると、バックアップジョブを最初か
らやり直すのではなく、中断したところから再開することができるため、バックアップ時間を
短縮し、使用するメディアの容量を削減することができます。クラスタフェールオーバーで
のジョブを再試行するルールを有効にした場合は、ジョブの再試行時に「チェックポイン
トから再開」オプションを指定することができます。クラスタフェールオーバールールに利
用できるオプションは、「チェックポイントから再開」のみです。ジョブが再開されないように
デフォルト設定を変更することができます。
障害の発生したサーバーがリカバリされてオンラインになると、Microsoft クラスタはクラ
スタ内の負荷を自動的に分散します。これをフェールバックと呼び、クラスタグループはク
ラスタに復帰したサーバーに戻されます。ただし、Backup Exec は、フェールバックしな
いように設計されています。バックアップジョブは、指定したフェールオーバーノード上で
続行されます。バックアップジョブを、指定したフェールオーバーノード上で続行すること
により、故障したサーバーがクラスタに復帰したときにジョブを再開するリスクを回避して
います。また、必要に応じて、Backup Exec クラスタグループをホストノードに移動するこ
とができます。
クラスタ環境での Backup Exec の動作は、クラスタの構成によって異なります。
p.672 の 「Backup Exec と Microsoft Cluster Server の構成」 を参照してください。
p.664 の 「Microsoft Cluster Server への Backup Exec のインストール 」 を参照してくだ
さい。

Microsoft Cluster Server への Backup Exec のインス
トールの必要条件
Microsoft クラスタへの Backup Exec のインストールの必要条件は、次のとおりです。
■

Microsoft Windows Server 2003 Enterprise/DataCenter および Windows Server
2008 R2 Enterprise/Datacenter 用の Backup Exec では、2 ノードクラスタがサポー
トされています。
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■

Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise/Datacenter 用の Backup Exec
では、4 ノードクラスタがサポートされています。

■

Microsoft Windows Server 2003 Datacenter 用の Backup Exec では、最大で 8
ノードクラスタがサポートされています。

■

Backup Exec Cluster は、Windows Server 2003/2008 R2 のマジョリティノードセッ
トのクラスタ構成にインストールすることができます。ただし、Backup Exec によるノー
ド間でのデータベースファイルの共有のために、構成内に共有ディスクが必要です。
この種類の構成では、過半数のクラスタに障害が発生した場合は、クラスタ全体が使
用不可になります。したがって、この構成は通常 3 つ以上のノードを使用したクラスタ
構成で使用されます。

■

クラスタ内に Backup Exec をインストールするには、ホストノードと指定したフェール
オーバーノードの両方がオンラインになっている必要があります。

■

インストール時、Backup Exec 仮想サーバーに固有の IP アドレスと固有のネットワー
ク名が必要になります。

■

Backup Exec Cluster のインストール中は、インストールを実行するノードが共有ディ
スクの所有者であることが必要です。別のアプリケーションに属する物理ディスクリソー
スを使用する場合、Backup Exec クラスタ設定ウィザードによって、他のアプリケーショ
ンに属するすべてのリソースが Backup Exec グループに移動されます。クラスタクォー
ラムには Backup Exec をインストールしないことをお勧めします。

■

ソフトウェア使用許諾権契約に定義されているように、クラスタ内のアクティブノードご
とに、Backup Exec のライセンスのある個別のコピーと利用可能なエージェントおよ
びオプションが必要です。Backup Exec の評価版をインストールする場合は、クラス
タ環境が自動的に検出され、ライセンスは必要ありません。

■

CASO (Central Admin Server Option) 環境に Backup Exec Cluster をインストー
ルする場合は、Backup Exec をインストールするすべてのクラスタでのサーバーの構
成を同一にしてください。すべてのノードをデータベースサーバーにするか、集中管
理サーバーに接続する管理対象 Backup Exec サーバーにする必要があります。

■

Backup Exec は、単一のクラスタグループに属するクラスタにインストールするか、各
ノードでローカルにインストールします。クラスタ対応の Backup Exec とクラスタ対応
ではないローカルインストール版の Backup Exec の両方をインストールした場合、
ローカルにインストールした Backup Exec サーバーにログオンできなくなります。
Backup Exec 仮想サーバー名を使用したログオンのみが可能です。ローカルにイン
ストールした Backup Exec サーバーにログオンできるようにするには、クラスタ設定
ウィザードを使用して、クラスタ内のすべてのノードからクラスタ対応の Backup Exec
をアンインストールする必要があります。

■

クラスタ内のすべてのノード上の Backup Exec サービスに同じアカウントを使用しま
す。Backup Exec を使用しているクラスタ内のノードで異なるアカウントを使用してい
る場合、同じアカウントを使用するようにサービスを変更します。
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p.664 の 「Microsoft Cluster Server への Backup Exec のインストール 」 を参照してくだ
さい。
p.672 の 「Backup Exec と Microsoft Cluster Server の構成」 を参照してください。

Microsoft Cluster Server への Backup Exec のインス
トール
クラスタクォーラムがインストールされているディスクへの Backup Exec のインストールは
お勧めできません。リカバリプロセスでクォーラムディスクに新しいドライブ文字を指定す
る必要があった場合は、Backup Exec はその新しいドライブを認識できないため、正しく
動作しません。
メモ: デフォルトでは、クラスタ内のホストノードから指定ノードへのフェールオーバーは、
各ノードのマシン名のアルファベット順に行われます。指定ノードへのフェールオーバー
順序を変更するには、マシン名を変更します。
Backup Exec Agent for Windows は、クラスタのすべてのノードに自動的にインストー
ルされます。Backup Exec を使用してクラスタ外のリモートサーバーをバックアップする場
合は、バックアップするリモートサーバーにも Agent for Windows をインストールしてく
ださい。
Microsoft Cluster Server に Backup Exec をインストールする方法

1

クラスタ内の必要なすべてのノードに Backup Exec をインストールします。各ノード
には、同じインストールパスを使用します。

2

アクティブノードにするノードから、Backup Exec を起動します。

3

［Backup Exec］ボタンをクリックし、［構成と設定］、［クラスタ設定ウィザード］の順に
選択します。

4

画面の案内に従って作業を進めます。
［仮想サーバー情報］画面に、仮想サーバー用のデフォルト名［BKUPEXECVRS］
が表示されます。このデフォルト名を使用しない場合は、新しいデフォルト名を入力
します。
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5

クラスタ設定ウィザードが終了したら、フェールオーバーの発生時に使用するストレー
ジデバイスプールを、各ノードにローカルに接続されているすべてのストレージデバ
イスで構成します。これにより、フェールオーバーノードに接続されているストレージ
デバイス上でジョブを実行することができます。
p.667 の 「Microsoft Cluster Server 用のストレージデバイスプールの作成」 を参照
してください。

6

すべてのノードで手順 5 を繰り返します。
p.670 の 「「チェックポイントから再開」機能の有効化または無効化について 」 を参照
してください。
p.672 の 「Backup Exec と Microsoft Cluster Server の構成」 を参照してください。
p.670 の 「フェールオーバーノードの変更」 を参照してください。

Microsoft クラスタ上の Backup Exec のアップグレード
クラスタ内のノード上の Backup Exec をアップグレードする場合、そのノードをクラスタか
ら除外する必要はありません。
表 22-1

Microsoft クラスタ上の Backup Exec のアップグレード

手順

処理

手順 1

アップグレードするノードを選択し、アクティブな
Backup Exec クラスタノードにします。

手順 2

このアクティブノード上で Backup Exec インス
トールプログラムを実行します。

手順 3

クラスタグループ内で次にアップグレードするノー
ドへと移動し、そのノード上で Backup Exec イン
ストールプログラムを実行します。アップグレード
する各ノードに移動する場合は、ディスクを除く
すべてのリソースをオフラインにする必要があり
ます。

手順 4

クラスタ内の各ノードで、手順 3 を繰り返します。

p.71 の 「ローカル Backup Exec サーバーへの Backup Exec 追加オプションのインス
トール」 を参照してください。
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Microsoft クラスタへの Backup Exec 追加オプションの
インストール
クラスタの各ノードに、Backup Exec の追加オプションをインストールします。 各オプショ
ンのインストールについて詳しくは、このマニュアルの該当のセクションまたはオンライン
ヘルプを参照してください。
Backup Exec の追加オプションをインストールする方法

1

追加オプションをインストールする前に、Backup Exec グループがオンラインである
ことをホストノードで確認します。

2

追加オプションをインストールします。
p.71 の 「ローカル Backup Exec サーバーへの Backup Exec 追加オプションのイ
ンストール」 を参照してください。

3

ホストノードへのインストールが完了した後、クラスタアドミニストレータを使用して、
Backup Exec グループを次にインストールするノードに移動し、手順 2 を繰り返しま
す。
クラスタ内の各ノードには、同じオプションを同じ設定でインストールしてください。

4

Agent for Oracle on Windows or Linux Servers を他のノードにインストールする
には、Backup Exec がクラスタにインストールされている共有ディスクにドライブをマッ
プし、SETUP を実行します。

p.666 の 「Microsoft クラスタからの Backup Exec のアンインストール」 を参照してくださ
い。

Microsoft クラスタからの Backup Exec のアンインストー
ル
クラスタ設定ウィザードを使用して、Backup Exec を削除します。
クラスタから Backup Exec をアンインストールする方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックし、［構成と設定］、［クラスタ設定ウィザード］の順に
選択します。

2

選択したすべてのサーバーからクラスタ対応の Backup Exec を削除するには、この
ウィザードを使用します。
アクティブノードのクラスタ構成を解除する場合、共有ドライブ上の Backup Exec
データを残すかまたは削除するかを選択できます。 データを削除する場合、その
データをアクティブノードで利用可能にできます。

3

すべてのノードから Backup Exec をアンインストールします。
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4

Backup Exec のアンインストール後に、すべてのリソースディスクを Backup Exec の
クラスタグループから別のグループに移動し、Backup Exec クラスタグループを削除
します。

5

Backup Exec のアンインストールを行うノード上で［スタート］をクリックし、［設定］を
ポイントして［コントロール パネル］をクリックします。

6

［プログラムの追加と削除］をダブルクリックし、［現在インストールされているプログラ
ム］リストで［Symantec Backup Exec (TM) 2012］を選択して、［変更と削除］をクリッ
クします。

7

すべてのノードで手順 5 を繰り返します。

p.667 の 「Microsoft Cluster Server 用のストレージデバイスプールの作成」 を参照して
ください。

Microsoft Cluster Server 用のストレージデバイスプー
ルの作成
Backup Exec をクラスタにインストールすると、クラスタの各ノードで一連のデフォルトスト
レージプールが作成されます。ノードにストレージデバイスが存在する場合は、それらの
ストレージデバイスは、適切なデバイスプールに自動的に割り当てられます。このデバイ
スプールは、作成したバックアップジョブまたはリストアジョブの、そのノードでのデフォル
トのバックアップ先デバイスとしても使用されます。ただし、フェールオーバーの発生後に
フェールオーバーノードに接続されたストレージデバイス上でジョブを実行できるようにす
るには、すべてのノード上のすべてのストレージデバイスで構成したストレージプールを
作成する必要があります。クラスタの構成に、共有 SCSI バスに接続されたテープデバイ
スが存在する場合は、各ノードが使用するテープデバイス名をストレージプールに追加
します。また、このストレージプールを、再開するすべてのジョブのバックアップ先デバイ
スとして選択する必要があります。
単一のストレージプールを作成できます。また、フェールオーバー時に同種のデバイスま
たはメディア上でジョブを再開できるように、デバイスまたはメディアの種類別のストレージ
プールを作成することもできます。
クラスタ用のストレージプールを作成する方法

1

ホストノードで Backup Exec を開きます。

2

新しいストレージデバイスプールを作成し、ストレージデバイスを追加します。
p.395 の 「ストレージデバイスプールの作成」 を参照してください。

3

Backup Exec を終了します。共有 SCSI バス上にテープデバイスが存在するときは、
各ノードが使用するテープデバイス名を追加します。

4

クラスタアドミニストレータを使用して、Backup Exec リソースグループを次のノード
に移動します。

667

668

第 22 章 クラスタ環境での Backup Exec の使用
Microsoft Cluster Server フェールオーバーでの「チェックポイントから再開」機能の使用

5

移動したノードで Backup Exec を開き、このノードのストレージデバイスを、前の手
順で作成したストレージプールに追加し、Backup Exec を終了します。共有 SCSI
バス上にテープデバイスが存在するときは、各ノードが使用するテープデバイス名
を追加します。

6

クラスタ内の各ノードで手順 4 および手順 5 を繰り返します。

p.668 の 「Microsoft Cluster Server フェールオーバーでの「チェックポイントから再開」
機能の使用」 を参照してください。

Microsoft Cluster Server フェールオーバーでの「チェッ
クポイントから再開」機能の使用
クラスタ上で実行する各バックアップジョブで、「チェックポイントから再開」機能を有効ま
たは無効に設定することができます (デフォルトでは「チェックポイントから再開」機能は有
効に設定されています)。 「チェックポイントから再開」機能を有効に設定すると、フェール
オーバーが発生したために中断されたジョブを、最初からやり直すのではなく中断した時
点から再開することができます。 ジョブの再開時に、すでにバックアップされているファイ
ルはスキップされ、未処理のファイルのみがバックアップされます。 このオプションを選択
しないと、ジョブは最初から再実行されます。
次の種類のバックアップジョブには、「チェックポイントから再開」機能が適しています。
■

NTFS

■

Exchange メールボックスおよびパブリックフォルダ

■

複数のストレージグループを持つ Exchange 2003 Information Store

■

SQL データベースの非スナップショットバックアップ

次の種類のバックアップジョブには、「チェックポイントから再開」機能は使用できません。
■

システム状態

■

Lotus Domino

■

1 つのストレージグループを持つ Exchange 2003 Information Store

■

NTFS イメージバックアップ

■

NTFS ボリュームスナップショット

■

SQL データベースのスナップショットバックアップ

■

SQL トランザクションログのバックアップ

「チェックポイントから再開」機能では、次の事項はサポートされません。
■

Microsoft Windows Vista/Server 2008。

■

Advanced Disk-based Backup Option でのオフホストバックアップ機能。
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■

アーカイブビットに基づく増分バックアップ。

フェールオーバーの時点から再開されたジョブは、ジョブモニターの状態欄に［再開］と
表示されます。
「チェックポイントから再開」機能を使用する前に、次の項目を確認しておきます。
■

クラスタフェールオーバーが発生する前に完全にバックアップが完了しているリソース
は、バックアップの種類やファイルの種類が「チェックポイントから再開」機能でサポー
トされているかどうかに関係なく、「チェックポイントから再開」機能ではスキップされま
す。 これにより、メディアの容量およびバックアップ時間が削減されます。

■

リソースのバックアップ中にフェールオーバーが発生した場合、フェールオーバーの
発生時に使用中であったメディアはそのままの状態に保持されるため、再開時には
新しいメディアが必要です。 フェールオーバーの前に使用していたメディアが再開時
に上書きされないよう、［メディアの上書き禁止レベル］オプションを適切に選択してお
くことをお勧めします。

■

再開時にバックアップされるデータは、フェールオーバーの前にバックアップされた
データとは異なるバックアップセットに格納されます。 フェールオーバーの前後にバッ
クアップされたデータでは、異なるカタログバックアップセットエントリが作成されます。
また、リソースのバックアップ時に複数のクラスタフェールオーバーが発生した場合
は、ジョブの再開ごとに異なるバックアップセットが作成されます。 このような場合に
は、バックアップしたデータが重複している可能性があります。
バックアップセットは、バックアップされた順序でリストアすることが重要です。 また、こ
れらのバックアップセットを使用してリストアジョブを実行する場合は、［常にディスク上
のファイルを上書きする］オプションを選択して、バックアップセットに含まれるすべて
のデータを完全にリストアする必要があります。

■

バックアップ後の検証ジョブ、またはバックアップ前あるいはバックアップ後のデータ
ベース一貫性チェックジョブの実行中にフェールオーバーが発生した場合は、これら
のジョブはフェールオーバー後の最初に実行されます。

■

クラスタフェールオーバーによって中断され、フェールオーバーの時点から再開され
たボリューム全体のバックアップのエントリは、Simplified Disaster Recovery の［こ
のコンピュータをリカバリするウィザード］には表示されません。ただし、［このコンピュー
タをリカバリするウィザード］を使用して一次リカバリを行った後で、これらのバックアッ
プセットを手動でリストアすることができます。

■

ファイルをバックアップし、削除する完全バックアップジョブのための「チェックポイント
から再開」オプションを有効にできます。 ただし、クラスタフェールオーバーが起きて
ジョブが再開されれば、バックアップが完了した後、ファイルはソースボリュームから削
除されません。

■

クラスタ化した管理対象 Backup Exec サーバーでフェールオーバーが発生した場
合、リカバリしたジョブがアクティブクラスタノードで再開されます。ジョブは、Backup
Exec クラスタ外の他のいずれの管理対象 Backup Exec サーバーにもリカバリされま
せん。
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p.670 の 「「チェックポイントから再開」機能の有効化または無効化について 」 を参照して
ください。

「チェックポイントから再開」機能の有効化または無効化について
「チェックポイントから再開」機能は、バックアップジョブごとに有効または無効にすること
ができます。ジョブのバックアップジョブオプションを設定するときに、［Advanced Open
File］のオプションを使用できます。
バックアップジョブに「チェックポイントから再開」機能を適用するには、[クラスタフェール
オーバー時のエラー処理方法] が有効に設定されていることを確認します。
p.156 の 「データのバックアップ」 を参照してください。
p.668 の 「Microsoft Cluster Server フェールオーバーでの「チェックポイントから再開」
機能の使用」 を参照してください。

フェールオーバーノードの変更
次の操作を行うことができます。
■

ノードのフェールオーバー順序を変更する。

■

クラスタにフェールオーバーノードを追加する。

■

クラスタからフェールオーバーノードを削除する。

ノードのフェールオーバー順序を変更する方法
■

デフォルトでは、MSCS クラスタ内のホストノードから指定ノードへのフェールオーバー
は、各ノードのマシン名のアルファベット順に行われます。 指定ノードへのフェール
オーバー順序を変更するには、希望する順序になるようにマシン名を変更します。

Backup Exec クラスタ構成にノードを追加するには、追加するノードに Backup Exec が
インストールされている必要があります。 クラスタに対するノードの追加または削除を行う
には、そのノードのクラスタサービスがオンラインになっている必要があります。
ノードを削除する場合は、削除するノードからクラスタ設定ウィザードを実行しないでくだ
さい。
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フェールオーバーノードを追加または削除する方法

1

ホストノードで、［Backup Exec］ボタンをクリックし、［構成と設定］、［クラスタ設定ウィ
ザード］の順に選択します。

2

画面の案内に従って、ノードを追加または削除します。

3

フェールオーバーノードを追加する場合は、クラスタストレージプールに、フェール
オーバー発生時に使用する、ローカル接続されているすべてのストレージデバイス
も追加します。これにより、フェールオーバーノードに接続されているストレージデバ
イス上でジョブを実行することができます。
クラスタ内の一部のノードのみ削除して Backup Exec をアンインストールすると、実
行中の仮想サーバーおよびサービスのためにパスワードが必要になります。クラス
タ上のすべてのノードから Backup Exec を削除する必要があります。
p.666 の 「Microsoft クラスタからの Backup Exec のアンインストール」 を参照してく
ださい。
p.670 の 「フェールオーバーノードの変更」 を参照してください。
p.672 の 「Backup Exec と Microsoft Cluster Server の構成」 を参照してください。

Microsoft Cluster Server での新しい集中管理サーバー
の指定
クラスタ環境の新しい集中管理サーバーを指定するには、BEUtility.exe を使用します。
BEUtility を使用すると、Backup Exec サーバーでさまざまな設定と保守操作を行うこと
ができます。
メモ: クラスタ環境では、BEUtility.exe の［サービスアカウントの変更］を使用しないでく
ださい。
Backup Exec クラスタをデータベースサーバーからメンバーサーバーに変更する方法

1

新しいサーバーを管理対象 Backup Exec サーバーとして Library Expansion
Option とともにインストールします。
Backup Exec Cluster および他のメンバーサーバーに正しく接続されていることを
確認します。

2

クラスタアドミニストレータを使用して、Backup Exec Cluster サービスをシャットダウ
ンします。
ディスクリソースがオンラインになっていることを確認してください。

3

Backup Exec Cluster のインストールパスから、新しいデータベースサーバー上の
それぞれのインストールパスにカタログファイルを移動します。
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4

BEUtility.exe を使用して、すべての Backup Exec サーバーを新しいデータベー
スサーバーに接続し、すべての Backup Exec サービスを起動します。

5

新しいデータベースサーバー上で、Backup Exec サービスを停止してから再起動
します。

6

クラスタアドミニストレータを使用して、Backup Exec リソースグループをフェールオー
バーノードに移動し、そのノード上でサービスが起動されていることを確認します。

7

BEUtility.exe を使用して、SAN のすべてのメンバーサーバー上で Backup Exec
サービスを停止して再起動し、これらのサーバーを新しいデータベースサーバーに
接続します。

Backup Exec クラスタを集中管理サーバーから管理対象 Backup Exec サーバーに変
更する方法

1

新しいサーバーを管理対象 Backup Exec サーバーとしてインストールします。
Backup Exec Cluster および他の管理対象 Backup Exec サーバーに正しく接続さ
れていることを確認します。

2

クラスタアドミニストレータを使用して、Backup Exec Cluster サービスをシャットダウ
ンします。
ディスクリソースがオンラインになっていることを確認してください。

3

Backup Exec Cluster のインストールパスから、新しい集中管理サーバー上のそれ
ぞれのインストールパスにカタログファイルを移動します。

4

BEUtility.exe を使用して、すべての Backup Exec サーバーを新しい集中管理サー
バーに接続し、すべての Backup Exec サービスを起動します。

5

集中管理サーバー上で、Backup Exec サービスを停止してから再起動します。

6

クラスタアドミニストレータを使用して、Backup Exec リソースグループをフェールオー
バーノードに移動し、そのノード上でサービスが起動されていることを確認します。

7

BEUtility.exe を使用して、すべての管理対象 Backup Exec サーバー上で Backup
Exec サービスを停止して再起動し、これらのサーバーを新しい集中管理サーバー
に接続します。
p.677 の 「Central Admin Server Option を使用したファイバーチャネル SAN 上の
マルチノードクラスタ」 を参照してください。

Backup Exec と Microsoft Cluster Server の構成
Backup Exec では、ローカル接続されたストレージデバイスまたは共有 SCSI バス上のス
トレージデバイスを使用して、ファイバーチャネル SAN 上の 2 - 8 ノードのさまざまなクラ
スタ構成がサポートされます。
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メモ: プライベートネットワークにクラスタをインストールした場合は、必要に応じて、クラス
タアドミニストレータを使用してパブリックネットワークとの通信を行うことができます。
ファイバーチャネル SAN 上または共有 SCSI バス上のストレージデバイスを使用したクラ
スタを使用している場合にフェールオーバーが発生すると、SAN コンポーネントの性能
によっては、障害の発生したノードが復帰するまで、メディアがテープドライブ内で孤立す
ることがあります。
フェールオーバーが発生する前に、ジョブの終了マーカーがメディアに書き込まれてい
ない場合には、次の追記バックアップジョブの実行時に、Backup Exec エンジンによっ
て、メディアが追記不可としてマークされる場合があります。 このような場合には、メディア
は上書きされる (または削除されるか上書き禁止期間が終了する) まで追記不可となりま
す。
ストレージデバイスがロボットライブラリの場合には、ロボットライブラリのインベントリレポー
トを表示して、メディアが Backup Exec エンジンによって追記不可に設定されているかど
うかを確認することができます。 このレポートの［フル］欄に 3 と表示されている場合は、
Backup Exec エンジンによってメディアが追記不可としてマークされていることを示しま
す。
クラスタに対してホットスワップ対応デバイスを追加または削除するには、すべての Backup
Exec Cluster ノード上でホットスワップ対応デバイスウィザードを実行します。 サーバー
を更新せず、新しく追加したデバイスが認識されていないと、そのデバイスをターゲットと
するジョブはすべて失敗する場合があります。
p.330 の 「ホットスワップ対応デバイスウィザードを使用したデバイスの追加または置換」
を参照してください。
各種クラスタ構成の例が利用可能です。
■

p.673 の 「ローカル接続されたストレージデバイスを使用する 2 ノードクラスタ」 を参照
してください。

■

p.674 の 「共有 SCSI バス上のテープデバイスを使用する 2 ノードクラスタ」 を参照し
てください。

■

p.675 の 「テープデバイス用の共有 SCSI バスの構成」 を参照してください。

■

p.677 の 「Central Admin Server Option を使用したファイバーチャネル SAN 上の
マルチノードクラスタ」 を参照してください。

ローカル接続されたストレージデバイスを使用する 2 ノードクラスタ
この構成では、クラスタ対応の Backup Exec はホストノード上にインストールされます。
フェールオーバーはクラスタ内の指定したノードに発生し、ストレージデバイスは、各ノー
ドにローカルに接続されています。
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ストレージデバイスの種類に応じて、各ノードにローカル接続されたストレージデバイス
は、Backup Exec によって作成された適切なストレージデバイスプールに自動的に割り
当てられます。これらのストレージデバイスプールは、バックアップジョブまたはリストアジョ
ブを作成するときの、そのノード上のデフォルトの宛先デバイスになります。フェールオー
バーの発生後にフェールオーバーノードに接続されたストレージデバイス上でジョブを実
行できるようにするには、すべてのノードにローカル接続されたすべてのストレージデバ
イスで構成したストレージプールを作成する必要があります。
p.667 の 「Microsoft Cluster Server 用のストレージデバイスプールの作成」 を参照して
ください。
この構成にデータをリストアするには、フェールオーバーノードにローカル接続されてい
るストレージデバイスにメディアを移動します。また、リストアジョブを開始する前にデバイ
スのインベントリを再実行します。
図 22-1

ローカル接続されたストレージデバイスを使用する 2 ノードクラスタ

Backup Exec 仮想サーバー
ホスト
ノード
ディスク用の
共有 SCSI バス
ローカルに接続されている
ストレージデバイス

フェール
オーバー
ノード

ローカルに接続されている
ストレージデバイス

ハートビート
LAN

p.677 の 「Central Admin Server Option を使用したファイバーチャネル SAN 上のマル
チノードクラスタ」 を参照してください。

共有 SCSI バス上のテープデバイスを使用する 2 ノードクラスタ
この構成では、クラスタ対応の Backup Exec はホストノード上にインストールされます。
フェールオーバーはクラスタ内の指定したノードに発生し、テープデバイスは、ディスク用
の共有 SCSI バスとは別の共有 SCSI バスに接続されています。
この構成では、同一のテープデバイスに対して各ノードで一意の名前が作成されるため、
ドライブが連続していない場合、フェールオーバー発生時にジョブを実行するには、各
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ノードで使用するテープデバイス名が含まれたストレージプールを作成しておく必要があ
ります。
p.667 の 「Microsoft Cluster Server 用のストレージデバイスプールの作成」 を参照して
ください。
フェールオーバーの発生時には SCSI バスがリセットされます。 これにより、テープデバ
イスと共有ドライブを同一の SCSI バスに接続できないため、それぞれを独立した SCSI
バスに接続する必要があります。
p.675 の 「テープデバイス用の共有 SCSI バスの構成」 を参照してください。
メモ: 共有 SCSI クラスタ構成で連続テープデバイスを使用している場合、フェールオー
バーによってデバイス内で孤立したメディアはテープデバイスから取り出されます。 連続
していないテープデバイスを使用している場合、デバイスからメディアを手動で取り出す
か、またはデバイスを再ブートする必要があります。
共有 SCSI バス上のテープデバイスを使用する 2 ノードクラスタ

図 22-2

Backup Exec 仮想サーバー
ホスト
ノード

フェールオーバー
ノード

ディスク用の
共有 SCSI バス
テープ用の
共有 SCSI バス
デバイス
ハートビート

LAN

p.677 の 「Central Admin Server Option を使用したファイバーチャネル SAN 上のマル
チノードクラスタ」 を参照してください。

テープデバイス用の共有 SCSI バスの構成
テープデバイス用の共有 SCSI バスを設定する前に、次の事項に注意が必要です。
共有 SCSI バス上にテープデバイスを構成するには、ノード間の共有外部バス用として、
各クラスタノードに SCSI ケーブル、SCSI ターミネータ、および SCSI アダプタが必要で
す。また、共有バス上に少なくとも 1 つのテープデバイスが必要です。
テープデバイスとそのデバイスを接続する SCSI バスの伝送方式 (シングルエンドまたは
ディファレンシャル) は同じである必要があります。同一の SCSI バスで複数の伝送方式
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を使用することはできませんが、デバイス間で伝送方式が異なる場合は、デバイス間に信
号変換装置を設置することができます。信号変換装置により、SCSI 信号をシングルエン
ドからディファレンシャルに変換します。
メモ: シングルエンドデバイスとディファレンシャルデバイスを接続する場合は、ハードウェ
アが故障しないように、必ず信号変換装置を使用してください。
バス上のすべてのデバイス間でコマンドやデータの送受信を正しく行うには、SCSI バス
の両端を終端処理する必要があります。SCSI バスには、そのセグメントの両端にターミ
ネータが 1 つずつ必要です。
テープデバイスがバスの中間にある場合には、デバイス内での終端処理を解除します。
終端処理機能を内蔵したテープデバイスをバスの端部に接続した場合は、そのデバイス
の終端処理機能を使用することができます。
バス端に接続したテープデバイスを使用するクラスタの例

図 22-3

Backup Exec 仮想サーバー
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LAN

バスを終端処理する方法を次に示します。
■

SCSI アダプタ: この方法はお勧めできません。サーバーと共有バスの接続が切断し
たり、電源に問題が発生すると、バスの終端処理が正しく行われず、バスが正常に動
作しないことがあります。

■

パススルー (フィードスルー) SCSI ターミネータ: この方法は、SCSI アダプタとともに使
用することができます。テープデバイスによっては使用できるものもあります。 テープ
デバイスをバス端に接続する場合には、パススルー SCSI ターミネータを接続してバ
スを終端処理します。その場合はテープデバイスに内蔵の終端処理機能は使用しま
せん。お勧めできる方法です。

第 22 章 クラスタ環境での Backup Exec の使用
Backup Exec と Microsoft Cluster Server の構成

メモ: 電源に問題が発生した場合でも確実に終端処理を行うには、ホストアダプタの
製造元の推奨する方法に従って、SCSI コントローラ内蔵の終端処理機能を使用しな
いように設定し、物理的にターミネータを使用してコントローラを終端処理します。

■

Y ケーブル: テープデバイスによっては、この方法を使用することができます。 Y ケー
ブルを使用してテープデバイスをバス端に接続し、Y ケーブルの他端にターミネータ
を接続します。テープデバイス内蔵の終端処理機能は使用しないように設定します。
お勧めできる方法です。

■

TriLink コネクタ: テープデバイスによっては、この方法を使用することができます。
TriLink コネクタを使用してテープデバイスをバス端に接続し、コネクタの他端にター
ミネータを接続します。テープデバイス内蔵の終端処理機能は使用しないように設定
します。お勧めできる方法です。

Y ケーブルや TriLink コネクタを使用する方法は、バスを終端処理するのみではなく、
バスの終端に影響を与えずに、共有バスとデバイスの接続を切断することができます。
共有 SCSI バスに接続されている他のデバイスに影響を与えずに、デバイスの保守や取
り外しを行うことができます。
テープデバイス用の共有 SCSI バスを構成する方法

1

共有 SCSI バス用の SCSI コントローラを各ノードにインストールします。
各ノードの SCSI コントローラの SCSI ID が重複しないように注意します。 たとえば、
ホストノードの SCSI コントローラの SCSI ID を 6 に、フェールオーバーノードの SCSI
コントローラの SCSI ID を 7 に設定します。

2

共有 SCSI バス用の SCSI コントローラの設定を行います。詳しくは SCSI ホストアダ
プタに付属のマニュアルを参照してください。
コンピュータの構成時には、同時に両方のノードの電源をオンにしないでください。
また、両方のノードの電源がオンになっているときには、共有 SCSI バスを両方のノー
ドに同時に接続しないでください。

3

共有 SCSI テープデバイスにケーブルを接続し、ケーブルを両方のノードに接続し
ます。また、前のセクションで説明したいずれかの方法で、バスセグメントの終端処
理を行います。
p.674 の 「共有 SCSI バス上のテープデバイスを使用する 2 ノードクラスタ」 を参照し
てください。

Central Admin Server Option を使用したファイバーチャネル SAN 上の
マルチノードクラスタ
この構成では、1 つまたは複数のクラスタをファイバーチャネルストレージエリアネットワー
ク (SAN) に接続し、各クラスタのホストノードに、クラスタ対応の Backup Exec と CASO
(Central Admin Server Option) をインストールします。単一のストレージデバイスを 1
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つまたは複数のクラスタで共有することもできますが、共有セカンダリストレージデバイス
をファイバーチャネルに接続します。フェールオーバーは、クラスタ内の指定ノードに、マ
シン名のアルファベット順に発生します。
メモ: CASO 環境で複数のクラスタを使用する場合は、ファイバースイッチを使用してクラ
スタノードをストレージデバイスに接続することを強くお勧めします。ファイバースイッチで
はなくハブを使用した場合は、フェールオーバーイベントの発生時にハブにリセットコマ
ンドが送られ、そのハブに接続されているすべてのコンポーネントが切断されます。ファ
イバーチャネル SAN 上の任意のサーバーを、集中管理サーバーとして指定することが
できます。
クラスタ用フェールオーバーストレージプールを作成する必要があります。
p.667 の 「Microsoft Cluster Server 用のストレージデバイスプールの作成」 を参照して
ください。
この構成では、バックアップはネットワークを経由せずにローカルに実行されるため、パ
フォーマンスが向上します。集中メディアカタログを利用することもできます。CASO では
共有カタログデータベースを使用するため、カタログ作成済みのテープを物理的に他の
デバイスに移動することができ、移動してもカタログの再実行は不要です。
メモ: フェールオーバーノードにインストールした CASO の設定は、すべてのノードで、プ
ライマリサーバーと同一である必要があります。すべてのノードをデータベースサーバー
にするか、管理対象 Backup Exec サーバーにする必要があります。
次に、マルチノードクラスタの例を示します。
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Central Admin Server Option を使用したファイバーチャネル SAN 上
の 2 つの 2 ノードクラスタ

図 22-4
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4ノードクラスタを使用できます。
p.679 の 「Microsoft クラスタおよびストレージエリアネットワークとの Central Admin
Server Option の使用」 を参照してください。

Microsoft クラスタおよびストレージエリアネットワークと
の Central Admin Server Option の使用
管理対象 Backup Exec サーバーはクラスタ化できます。ただし、集中管理サーバーに
よって分散ジョブ環境内のすべての失敗ジョブがリカバリされるため、この構成はお勧め
しません。
CASO (Central Admin Server Option) とともに Backup Exec Cluster をインストールす
る場合、次の構成を使用できます。
■

CASO と Backup Exec Cluster

■

管理対象 Backup Exec サーバー構成と Backup Exec Cluster

CASO とともに Backup Exec を Microsoft クラスタにインストールする方法

1

CASO や他のオプションとともに、Backup Exec を Microsoft クラスタノードにインス
トールします。

2

アクティブノードに指定するノードから、Backup Exec を起動します。
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3

［Backup Exec］ボタンをクリックし、［構成と設定］、［クラスタ設定ウィザード］の順に
選択します。

4

画面の案内に従って作業を進めます。

5

クラスタ設定ウィザードが終了したら、管理対象 Backup Exec サーバーをインストー
ルします。集中管理サーバーの名前を入力する画面が表示されたら、仮想 Backup
Exec Cluster の名前を使用します。

管理対象 Backup Exec サーバー構成とともに Backup Exec を Microsoft クラスタにイ
ンストールする方法

1

管理対象 Backup Exec サーバーオプションや他のオプションとともに、Backup Exec
を Microsoft クラスタノードにインストールします。
Microsoft クラスタ構成内で Backup Exec を実行するすべてのノードは、同じ集中
管理サーバーにアクセスする必要があります。ノードが同じ集中管理サーバーにア
クセスしていない場合、フェールオーバーが正常に実行されません。

2

アクティブノードに指定するノードから、Backup Exec を起動します。

3

［Backup Exec］ボタンをクリックし、［構成と設定］、［クラスタ設定ウィザード］の順に
選択します。

4

画面の案内に従って作業を進めます。

p.680 の 「Microsoft Cluster Server のバックアップについて」 を参照してください。

Microsoft Cluster Server のバックアップについて
共有ファイル、データベース、クラスタクォーラムなど、クラスタ内のすべてのデータを保
護するには、次の項目をバックアップします。
■

各ノード上のローカルディスク、シャドウコピーコンポーネントおよび［システム状態］。
［システム状態］をバックアップすると、クラスタのリカバリ情報とクラスタ構成の変更情
報が格納されているクラスタクォーラムもバックアップされます。

■

クォーラムディスク上の Microsoft Cluster Server フォルダ内のデータを含む、すべ
ての共有ディスク。

■

データまたは Microsoft SQL Server や Exchange Server などのアプリケーション
が格納されている仮想サーバー。 データベースをバックアップするには、Backup
Exec の各データベース用エージェントを使用します。

メモ: ハードウェアプロバイダを使用してオフホストバックアップジョブを実行する場合、
Backup Exec サーバーとリモートコンピュータは異なるクラスタグループに属する必要が
あります。クラスタアプリケーションでは、署名とパーティションレイアウトが重複したデバイ
スの論理ユニット番号 (LUN) がサポートされないため、LUN を含むスナップショットは、
クラスタ外のホストまたはリモートコンピュータに転送する必要があります。
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Backup Exec をクラスタにインストールした場合は、Backup Exec の他にコマンドライン
アプレットを使用することができます。コマンドラインアプレットを使用できないのはバック
アップ用デバイスの指定のみです。コマンドラインアプレットを使用してストレージプール
をターゲットにすることはできますが、プール内の特定のデバイスをターゲットにすること
はできません。
p.156 の 「データのバックアップ」 を参照してください。
p.164 の 「バックアップの編集」 を参照してください。
p.177 の 「ステージについて」 を参照してください。

Microsoft クラスタへのデータのリストアについて
リストア先の変更を含め、すべてのリストアジョブは通常のリストアの手順で実行します。
共有ドライブにファイルをリストアする場合は、ファイルのリストア先として、仮想サーバー
またはリソースのホストノードを指定します。Microsoft SQL Server または Exchange
Server などのデータベースファイルを個別にリストアする場合は、ファイルのリストア先と
して、該当する SQL データベースまたは Exchange データベースの仮想サーバー名を
指定します。
p.223 の 「データの検索とリストアついて」 を参照してください。

クラスタのディザスタリカバリ
障害対策を策定してディザスタリカバリの対策を準備しておきます。
クラスタ内の SQL、Exchange、 および Lotus Domino データベースに障害が発生した
場合のリストア対策を準備します。該当する章のディザスタリカバリの準備のセクションを
参照してください。
Microsoft クラスタを正しく保護するには、障害対策のみではなく、実際に障害が発生し
た場合の対応が必要です。
障害が発生した場合、クラスタをリカバリするには、次の情報が必要です。
■

一般的なクラスタ情報
■

クラスタ名

■

クラスタの IP アドレスとサブネットマスク

■

クラスタのノード名

■

ノードの IP アドレス

■

ローカルドライブ文字と共有ドライブ文字、およびパーティション情報

■

ディスク署名
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■

■

■

クラスタグループ
■

グループ名:

■

優先所有者

■

フェールオーバー/フェールバックポリシー

クラスタリソース
■

リソース名

■

リソースの種類

■

グループメンバーシップ

■

実行可能な所有者

■

リソースの依存関係

■

再起動と Looks Alive/Is Alive プロパティ

■

リソース関連パラメータ

■

アプリケーション固有の設定 (SQL データベースキャラクタセットなど)

Microsoft Cluster Server をリカバリする場合、Microsoft 2003 リソースキットで
Clusterrecovery.exe を実行し、共有ディスクからディスク署名を取得します。

p.620 の 「障害対策 (DPP) の主な要素について」 を参照してください。
p.818 の 「SQL のディザスタリカバリを準備する方法」 を参照してください。
p.964 の 「Lotus Domino サーバーのディザスタリカバリを準備する方法」 を参照してくだ
さい。
p.851 の 「Exchange のディザスタリカバリ 」 を参照してください。

Simplified Disaster Recovery を使用したクラスタのディザスタリカバリ対
策の準備
Backup Exec には、Simplified Disaster Recovery という名前の、完全に自動化された
ディザスタリカバリを行うことのできる機能が用意されています。これを使用すると、故障が
発生した場合に、サーバークラスタ内のノードを短時間で効率的にリカバリすることがで
きます。Oracle サーバーは Simplified Disaster Recovery を使用してリストアすること
はできません。これらのディザスタリカバリについて詳しくは該当する章を参照してくださ
い。
p.695 の 「Simplified Disaster Recoveryで使用するためのコンピュータの準備につい
て」 を参照してください。
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メモ: 設定を変更したり、元の構成とは異なるハードウェアまたはハードウェア構成を使用
する場合は、手動でリカバリする必要があります。

Simplified Disaster Recovery を使用したクラスタ上のノードのリカバリ
故障対策に Backup Exec の Simplified Disaster Recovery を使用している場合は、
Simplified Disaster Recovery を使用してノードを故障発生前の状態にリカバリすること
ができます。
メモ: Windows Server 2003 クラスタノードの場合は、ノードごとにディザスタリカバリメ
ディアを作成する必要があります。作成したディザスタリカバリメディアは、各コンピュータ
専用です。クラスタ内のノード間で共用することはできません。
クラスタ内のノードをリカバリするときは、ドライブ文字が元のクラスタの構成と一致してい
ることを確認してください。縮小構成の Windows でリカバリウィザードを実行すると、元の
マシンの Windows での構成とは異なる順序でハードドライブが検出されることがありま
す。
元の構成と異なる場合は、Windows のハードディスクドライブの番号割り当て機能を使
用して、ドライブの順序をある程度制御することができます。
SDR のこのコンピュータをリカバリするウィザードでハードディスクドライブを正しい順序で
認識できない場合でも、このコンピュータをリカバリするウィザードの［ディスクの詳細設定］
オプションを使用して、手動でハードディスクドライブのパーティションを設定することがで
きます。手動でパーティションを設定してから、バックアップメディアからの自動リストアを
続行することができます。
メモ: Windows のイントール後に、システムドライブのドライブ文字を変更することはでき
ません。バックアップ元のドライブのドライブ文字と同じドライブ文字のドライブに、システ
ムをリストアする必要があります。
Simplified Disaster Recovery を使用してクラスタ上のノードをリカバリする方法

1

複数のノードのリカバリを行う場合は、共有ディスクの接続を切断します。単一のノー
ドのみをリカバリする場合は、共有ディスクの切断は不要です。
クラスタ内のすべてのノードが利用できず、すべてをリカバリする必要がある場合は、
クラスタのフェールオーバーを実行することはできません。リカバリを開始する前に、
共有ディスクの接続を切断します。

2

ノードをリストアします。
p.223 の 「データの検索とリストアついて」 を参照してください。
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3

共有ドライブを再接続し、ノードをオンラインにします。

4

所定の Backup Exec エージェントを使用して、共有ドライブにデータベースをリスト
アします。

p.692 の 「Simplified Disaster Recoveryについて」 を参照してください。

Simplified Disaster Recovery を使用した Microsoft クラスタ上の Backup
Exec のリカバリ
Backup Exec がインストールされているクラスタを完全にリストアするには、Simplified
Disaster Recovery を使用してクラスタノードとすべての共有ディスクをリストアするか、ク
ラスタを再構築します。クラスタをリモートでリストアするには、クラスタノードと共有ディスク
のバックアップセットが含まれるメディアのカタログを作成します。
Simplified Disaster Recovery を使用して Microsoft クラスタ上の Backup Exec をリカ
バリする方法

1

必要に応じて、すべての共有ディスクを交換します。

2

ノードのいずれかで SDR のこのコンピュータをリカバリするウィザードを実行します。
このプロセスで、［ディスクの詳細設定］を使用し、すべての共有ディスクを元の構成
に戻します。ローカルディスク、システム状態、およびデータファイルを共有ディスク
にリストアします。

3

サーバーを再起動します。
クラスタサービスおよび他のすべてのクラスタアプリケーションがオンラインになりま
す。

4

他のすべてのノードで［このコンピュータをリカバリするウィザード］を実行します。ロー
カルディスクとシステム状態のみをリストアします。

p.692 の 「Simplified Disaster Recoveryについて」 を参照してください。

手動のディザスタリカバリ手順を使用したクラスタ全体のリカバリ
手動のリカバリプロセスの一部として、Windows をインストールします。障害発生前にイ
ンストールしていた Service Pack もインストールします。
p.818 の 「SQL のディザスタリカバリを準備する方法」 を参照してください。
p.964 の 「Lotus Domino サーバーのディザスタリカバリを準備する方法」 を参照してくだ
さい。
p.892 の 「Oracle リソースのリストアについて」 を参照してください。
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クラスタ全体を手動でリカバリする方法

1

最初にリカバリするノードに、Windows をインストールします。障害発生前にインス
トールしていた Service Pack もインストールします。
p.623 の 「手動による Windows コンピュータのディザスタリカバリについて」 を参照
してください。

2

最初にリカバリする他のノードに、Windows をインストールします。障害発生前にイ
ンストールしていた Service Pack もインストールします。

3

クラスタサービスを再インストールし、クラスタをオンラインにします。
次の手順を実行します。
■

4

Microsoft Cluster Server をリカバリする場合、クラスタ内のノードを起動した後
で、ドライブ文字が元のクラスタ構成と一致していることを確認します。元の構成
と異なる場合は、ディスクアドミニストレータを使用して、Windows によるハード
ドライブの番号の割り当てをある程度制御することができます。

次のいずれかを実行します。
■

Microsoft Cluster Server をリカバリする場合、クラスタウィザードを使用し、クラ
スタ上に Backup Exec を再インストールします。初回インストール時に使用した
設定と同じ設定を使用する必要があります。
p.664 の 「Microsoft Cluster Server への Backup Exec のインストール 」 を参
照してください。

5

クラスタ内のメディアのカタログ登録を実行します。

6

アクティブノード上の Backup Exec のナビゲーションバーで、［リストア］をクリックし
ます。

7

アクティブノードで構成される最後の完全バックアップセットをリストアし、システム状
態をリストアします。

8

次のいずれかを実行します。
■

9

Microsoft Cluster Server をリカバリする場合、リストアウィザードの［クラスタ
クォーラムをリストアする］オプション (必須オプション) が選択されていることを確
認します。

リストア操作を開始します。

10 リストアが完了したら、アクティブノードを再ブートします。
11 リカバリする必要があるノードごとに、手順 6 から手順 10 を繰り返します。
12 必要なすべてのノードのリカバリが終了した後、共有ディスクに Backup Exec デー
タファイルをリストアします。

13 所定の Backup Exec エージェントを使用して、共有ディスクにデータベースをリスト
アします。
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Microsoft Cluster Server データファイルのリストア
クラスタを完全にリカバリするには、MSCS フォルダ内のクラスタファイルのリストアが必要
になる場合があります。クォーラムディスクが利用可能で交換を行っていない場合は、こ
のデータファイルのリストアは不要です。クォーラムディスクを交換した場合は、新しい
クォーラムディスクにデータファイルをリストアする必要があります。 データファイルのリス
トアを行う前に、クラスタディスクドライバを使用しないように設定する必要があります。
p.223 の 「データの検索とリストアついて」 を参照してください。

Microsoft クラスタ内のすべての共有ディスクのリカバリ
共有ディスクのリカバリは、リカバリプロセスの自動化を支援する Microsoft 2003 リソー
スキットの Clusterrecovery を使用するか、手動で実行します。
Dumpcfg を使用してすべての共有ディスクをリカバリする方法

1

新しいディスクにアクセスするために、すべてのノードのクラスタディスクドライバを［無
効］に設定します。

2

［コンピュータの管理］の［システム ツール］を選択します。 ［デバイス マネージャ］を
選択します。

3

クラスタディスクドライバを右クリックし、［無効］を選択します。

4

共有ディスクを交換し、パーティションを作成します。 ディスクマネージャを使用し、
すべてのノードが同じ共有ディスクにアクセスしていることを確認します。

5

Dumpcfg または Clusterrecovery を実行し、クォーラムディスクのディスク署名を変
更します。

6

リモート Backup Exec サーバーを使用して、ディスクへのアクセスが可能なノードを
通じて、クラスタファイルをクォーラムディスクにリストアします。

7

すべてのノードで、クラスタディスクドライバを［有効］に設定します。

8

［コンピュータの管理］メニューで［システム ツール］を選択します。 ［デバイス マネー
ジャ］を選択します。

9

クラスタディスクドライバを右クリックし、［有効］を選択します。

10 すべてのクラスタノードを再ブートします。
Dumpcfg を使用せずにすべての共有ディスクをリカバリする方法

1

両方のノードから、すべてのクラスタアプリケーションおよびクラスタソフトウェアをア
ンインストールします。

2

共有ディスクを交換し、ディスクマネージャを使用して、前に保存しておいた構成と
同じ構成になるようにパーティションを作成します。

3

クラスタソフトウェアを再インストールします。
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4

クラスタ上に、クラスタ対応の Backup Exec を再インストールします。

5

共有ディスク上に、クラスタ対応のソフトウェアアプリケーションを再インストールしま
す。

6

Backup Exec を使用して、カタログからデータをリストアします。

p.223 の 「データの検索とリストアついて」 を参照してください。

Microsoft クラスタでの Backup Exec のリカバリ
Simplified Disaster Recovery の［Simplified Disaster Recovery ディスクの作成ウィ
ザード］を使用して共有ディスク用のディザスタリカバリメディアを準備する場合、手動で
共有ディスク上の Backup Exec をリカバリする必要があります。
手動で共有ディスク上の Backup Exec をリカバリする方法

1

必要に応じて共有ディスクを交換し、ディスクリソースとしてクラスタに追加します。

2

クラスタ上に、クラスタ対応の Backup Exec を再インストールします。元のインストー
ルに使用した情報と同じ情報を使用する必要があります。

3

Backup Exec を使用して、カタログからデータをリストアします。

p.223 の 「データの検索とリストアついて」 を参照してください。

クォーラムディスクの署名の変更
クラスタサービスが起動されないのは、クォーラムディスク上のディスク署名が元の署名と
異なっているためと考えられます。 ディスク署名は変更できます。
クォーラムディスクの署名を変更する方法

1

スタートアップパラメータ内に -Fixquorum オプションを使用して、1 つのノード上で
クラスタサービスを起動します。

2

クラスタアドミニストレータを開き、クラスタを右クリックして、［プロパティ］を選択しま
す。

3

［クォーラム］タブを選択します。

4

［クォーラムリソース］フィールドで、別のディスクを選択します。

5

［OK］をクリックします。

6

クラスタサービスを停止し、-Fixquorum オプションを使用せずに再起動します。
-Fixquorum オプションは、クォーラムディスクの署名の再指定に必要なだけ何度で
も実行することができます。

7

他のすべてのノードをオンラインにします。
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p.688 の 「クラスタのトラブルシューティング」 を参照してください。

手動での 2 つのクラスタディスクグループの結合および
ボリュームの再同期化
アプリケーション仮想サーバーのフェールオーバーが原因で Advanced Disk-based
Backup の実行に失敗した場合、クラスタディスクグループを再結合が必要となることがあ
ります。
手動で 2 つのクラスタディスクグループを再結合してボリュームを再同期化する方法

1

元のクラスタディスクグループが、本番仮想サーバーが現在オンラインであるノード
にインポートされていない場合、元のクラスタディスクグループをそのノードにインポー
トします。

2

新しいクラスタディスクグループを元のクラスタディスクグループと再結合します。

3

スナップショットが作成されたボリュームと元のボリュームのスナップバックを実行しま
す。元のボリュームを使用する同期化のオプションが選択されていることを確認しま
す。
元のクラスタディスクグループが現在存在するノードに新しいクラスタディスクグルー
プをインポートできない場合、アプリケーション仮想サーバーを元のノードにフェー
ルオーバーしてから、2 つのクラスタディスクグループを再結合してください。

p.688 の 「クラスタのトラブルシューティング」 を参照してください。

クラスタのトラブルシューティング
クラスタ環境で Backup Exec を使用する際に問題が発生した場合は、このセクションに
記載された質問と回答を確認してください。
表 22-2
質問

クラスタのトラブルシューティングの質問と回答
回答

クラスタとすべての共有ディ クラスタサービスが起動されないのは、クォーラムディスク上のディス
スクをリカバリしましたが、ク ク署名が元の署名と異なっているためと考えられます。
ラスタサービスが起動され
p.687 の 「クォーラムディスクの署名の変更」 を参照してください。
ません。どうして起動されな
いのでしょうか。また、どうす
れば起動できますか。
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質問

回答

バックアップに「チェックポ
イントから再開」機能を使用
しました。バックアップ中
に、Microsoft クラスタ
フェールオーバーが発生し
ました。複数のバックアップ
セットが作成されました。こ
れらのバックアップセットを
使用して検証またはリストア
を実行しようとすると、
フェールオーバーの発生
する前にバックアップされ
たデータが格納されている
セットで、［予期しないデー
タの終端］エラーが発生し
ます。これはなぜでしょう
か。データは無事でしょう
か。

このエラーが発生するのは、リソースのバックアップ中にフェールオー
バーが発生したため、このバックアップセットが閉じていないことが原
因です。ただ、最初のバックアップセット内に部分的にバックアップさ
れたオブジェクトは、データの整合性を保証するため、再開時に再び
最初から完全にバックアップされています。したがって、所定のバック
アップセット用のメディア上のすべてのオブジェクトをリストアおよび検
証することができます。

管理対象 Backup Exec
サーバーを使用して集中
管理サーバーをクラスタ化
しました。すると、管理対象
Backup Exec サーバーの
デバイスとメディアサービス
にエラーが発生するように
なりました。これはなぜで
しょうか ?

この現象は、管理対象 Backup Exec サーバーがアクティブノードに
なり、その時点では利用できなくなっている集中管理サーバー上の
Backup Exec データベースに接続しようとする場合に発生します。問
題を解決するためには、Backup Exec ユーティリティ
(BEUTILITY.EXE) を使用するか、管理対象 Backup Exec サーバー
を再インストールして集中管理サーバーにします。

p.660 の 「Backup Exec とクラスタについて」 を参照してください。
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23
Simplified Disaster
Recovery
この章では以下の項目について説明しています。
■

Simplified Disaster Recoveryについて

■

ディザスタリカバリ情報ファイルについて

■

Simplified Disaster Recovery ディスクについて

■

Simplified Disaster Recovery を使用するための必要条件

■

Simplified Disaster Recovery のインストールについて

■

Simplified Disaster Recoveryで使用するためのコンピュータの準備について

■

ディザスタリカバリ情報ファイルの代替の格納場所の設定について

■

Simplified Disaster Recovery ディスクの作成ウィザードを実行するための必要条
件と推奨事項

■

Simplified Disaster Recovery ディスクの作成ウィザードについて

■

ディザスタリカバリファイルのコピーについて

■

ローカルでのリモート Backup Exec サーバーのカスタムSimplified Disaster Recovery
ディスクの作成

■

Simplified Disaster Recovery を使用した障害からのリカバリ準備について

■

このコンピュータをリカバリするウィザードについて

■

Central Admin Server Option での Simplified Disaster Recovery の使用につい
て

■

Simplified Disaster Recovery に関する推奨事項
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Simplified Disaster Recoveryについて
Symantec Backup Exec の Simplified Disaster Recovery (SDR) を使用すると、ハー
ドディスクに障害が発生した場合の Windows コンピュータのリカバリを短時間で効率よ
く行うことができます。 SDR ウィザードの画面の案内に従って、ディザスタリカバリの準備
を行ったり、ローカルまたはリモートコンピュータを障害発生前の状態にリカバリしたりす
ることができます。
メモ: Backup Exec インストールメディアをダウンロードする場合、Simplified Disaster
Recovery ディスクの ISO イメージもダウンロードしてください。 ISO イメージは 32 ビット
および 64 ビットのコンピュータで利用可能です。
p.156 の 「データのバックアップ」 を参照してください。
p.178 の 「ステージの編集」 を参照してください。

ディザスタリカバリ情報ファイルについて
Simplified Disaster Recovery (SDR) は、重要なシステムコンポーネントの選択項目を
すべて含むバックアップジョブを実行するときに Backup Exec と連携して動作します。
Backup Exec は、このようなバックアップジョブで保護する各コンピュータのディザスタリ
カバリ情報ファイルを作成します。ディザスタリカバリ情報ファイルには、バックアップする
コンピュータの固有の情報が含まれます。コンピュータの固有の情報には、ハードディス
クレイアウト、ストレージドライバ、ネットワークドライバ、システムのバージョンなどの詳細情
報が含まれます。また、Backup Exec カタログの詳細情報 (バックアップセットやリカバリ
ポイントの情報など) も含まれます。各ディザスタリカバリ情報ファイルの名前には、
<computer_name>.DR が使用されます。
Backup Exec は自動的に Backup Exec サーバーのデフォルトの場所に各ディザスタリ
カバリ情報ファイルを作成し保存します。ファイルは重要であるため、Backup Exec では
各ファイルの追加コピーを保存できる代替の格納場所も指定できます。代替の格納場所
へのパスを設定することをお勧めします。Backup Exec サーバーがクラッシュするとデフォ
ルトの場所からディザスタリカバリ情報ファイルを取得できなくなりますが、代替の場所か
ら取得することができます。
ディザスタリカバリ情報ファイルは、重要なシステムコンポーネントをすべて含むバックアッ
プが Backup Exec で実行されるたびに各格納場所で自動的に更新されます。
このコンピュータをリカバリするウィザードを実行すると、ファイルに含まれるコンピュータ
の固有の情報が SDR によって使用されます。SDR では、ディザスタリカバリ情報ファイル
がないとコンピュータのローカルリカバリを実行できません。
p.697 の 「ディザスタリカバリ情報ファイルの代替の格納場所の設定について」 を参照し
てください。
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p.700 の 「ディザスタリカバリ情報ファイルのストレージパス」 を参照してください。

Simplified Disaster Recovery ディスクについて
Backup Exec は、Simplified Disaster Recovery ディスク と呼ばれる汎用 32 ビットと汎
用 64 ビットのシステムリカバリ DVD を提供します。DVD のいずれかを使用してコンピュー
タをリカバリできます。ただし、一部のコンピュータは 32 ビットドライバにだけ認識されるス
トレージコントローラを含んでいることに留意してください。 同様に、64 ビットドライバだけ
利用可能なストレージコントローラを含むコンピュータもあります。環境に合わせて適切な
Simplified Disaster Recovery ディスクを使用してください。
コンピュータをリカバリするには、Simplified Disaster Recovery ディスクを使用してコン
ピュータを起動し、［リカバリ］タブの［このコンピュータをリカバリする］リンクを使用します。
リカバリディスク自体は Windows 7 オペレーティングシステムの最小版を使用しており、
コンピュータをリカバリするために必要なドライバが多数含まれます。多くの場合、汎用の
Simplified Disaster Recovery ディスクはコンピュータを完全にリカバリするために使用
されます。ただし、最後に SDR バックアップを行った後にコンピュータのハードウェアを
変更した場合、コンピュータをリカバリするには汎用のSimplified Disaster Recovery
ディスクでは十分でない可能性があります。Simplified Disaster Recovery ディスクの作
成ウィザードを実行して、汎用のSimplified Disaster Recovery ディスクでドライバデー
タベース内に存在しない新しいハードウェアドライバをすべて認識できるかどうかを確認
する必要があります。ドライバがあれば、汎用のSimplified Disaster Recovery ディスク
を使用してコンピュータをリカバリできます。ドライバがない場合、Simplified Disaster
Recovery ディスクの作成ウィザードを使用してコンピュータ用にカスタムSimplified
Disaster Recovery ディスクを作成し、安全な場所にそのカスタムリカバリディスクを格納
します。
Simplified Disaster Recovery ディスクには、［リカバリ］タブだけでなく、［ネットワーク］
と［ユーティリティ］と呼ばれる 2 つのタブも追加であります。これらのタブでは、コンピュー
タのリカバリを促進するために使用できるネットワークツールとユーティリティツールを参照
します。
ネットワークツールには次が含まれます。
■

ネットワークサービスの開始

■

ネットワークドライブのマップ

■

ネットワーク接続の設定

■

IP Config Utility の実行

■

リモートコンピュータへの ping 実行

ユーティリティツールには次が含まれます。
■

シマンテック社テクニカルサポート用のログファイルの収集

■

ログファイルの表示
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■

コマンドプロンプトの開始

■

Windows boot.iniファイルの編集

■

ドライバのロード

■

キーボードの選択

最後に、SDR では、ディスクの詳細設定と呼ばれる高度なハードディスク設定ツールが
提供されます。
ディスクの詳細設定を使用すると、リカバリしようとしているコンピュータ上で高度なハード
ディスク操作を行うことができます。
たとえば、次のタスクを実行できます。
■

シンプルボリュームの作成または削除。

■

ボリュームのサイズ調整。

■

基本ハードディスクからダイナミックディスクへの変換。

■

ドライブ文字を変更するか、または割り当てます。

■

スパンボリューム、ストライプボリューム、ミラーボリュームの作成。

p.712 の 「ディスクの詳細設定について」 を参照してください。
p.694 の 「Simplified Disaster Recovery を使用するための必要条件 」 を参照してくだ
さい。

Simplified Disaster Recovery を使用するための必要
条件
Simplified Disaster Recovery (SDR) を使用するには次が必要です。
■

Symantec Backup Exec 2012。

■

SDR を使用してリモートコンピュータを保護するには、そのコンピュータに Symantec
Backup Exec Agent for Windows または Backup Exec がインストールされている
必要があります。

■

Windows BitLocker ドライブ暗号化を使用して暗号化されたすべてのボリュームの
暗号化キーファイル (Windows Vista、Windows Server 2008、Windows Server
2008 R2、Windows 7 のみ)。

■

SDR で作成されたブート可能 CD イメージまたは DVD イメージを CD または DVD に
書き込むための、サードパーティ製の ISO 9660 互換 CD/DVD ライティングアプリ
ケーション。

■

書き込み可能または上書き可能な CD/DVD デバイス。
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メモ: 前のバージョンの Backup Exec からのバックアップを SDR を使用してリストアする
ことはできません。
p.701 の 「Simplified Disaster Recovery ディスクの作成ウィザードを実行するための必
要条件と推奨事項」 を参照してください。

Simplified Disaster Recovery のインストールについて
Simplified Disaster Recovery (SDR) は、Backup Exec の初回インストール時に自動
的に Backup Execサーバーにインストールされます。ただし、SDR でリモートコンピュー
タを保護するには Agent for Windows が必要です。Agent for Windows を別途購入
して、保護するリモートコンピュータにインストールする必要があります。Agent for Windows
はリモートサーバー上で実行されるシステムサービスで、バックアップおよびリストアの機
能を拡張するものです。
p.80 の 「リモートコンピュータへの Agent for Windows のプッシュインストールについ
て」 を参照してください。
p.79 の 「Agent for Windows のインストールについて」 を参照してください。
p.697 の 「ディザスタリカバリ情報ファイルの代替の格納場所の設定について」 を参照し
てください。

Simplified Disaster Recoveryで使用するためのコン
ピュータの準備について
障害発生後にコンピュータを正常にリカバリするには、障害が発生する前に慎重かつ適
切にコンピュータを準備する必要があります。
コンピュータをリカバリする前に、示されている順序で次の作業を実行し、ディザスタリカ
バリのためのコンピュータの準備を行う必要があります。
■

最初に Backup Exec を使用するとき、ディザスタリカバリ情報のファイルのコピーを保
存する代替の場所を指定する必要があります。
p.697 の 「ディザスタリカバリ情報ファイルの代替の格納場所の設定について」 を参照
してください。

■

保護するコンピュータの重要なシステムコンポーネントがすべて含まれるバックアップ
ジョブを実行します。
p.156 の 「データのバックアップ」 を参照してください。

バックアップするコンピュータが選択されると、Backup Exec はデフォルトですべての重
要なシステムコンポーネントを選択します。Backup Exec では将来のディザスタリカバリ
操作のためにコンピュータが正しく準備されたかどうかを簡単に判断できます。すべての
重要なシステムコンポーネントがバックアップジョブ選択項目に含まれると、選択ペインの
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Simplified Disaster Recoveryインジケータに［オン］が読み込まれます。 1 つ以上の重
要なシステムコンポーネントファイルを選択解除すると、インジケータは［オフ］に変わりま
す。 バックアップジョブから重要なシステムファイルを選択解除しないようにお勧めしま
す。選択解除すると、システム固有のディザスタリカバリ情報ファイルが作成されません。
警告: コンピュータをテープデバイスにバックアップする場合、ディザスタリカバリ情報ファ
イルがないと、SDR を使用してコンピュータをリカバリできません。
p.529 の 「重要なシステムコンポーネントのバックアップについて 」 を参照してください。
Backup Exec は、重要なすべてのシステムコンポーネントを含むバックアップジョブが終
了した後でディザスタリカバリ情報ファイルを作成します。次に Backup Exec は、デフォ
ルトの格納場所と代替の格納場所にディザスタリカバリ情報ファイルを保存します。それ
以降のバックアップによるカタログエントリが、バックアップの完了後に ディザスタリカバリ
情報ファイルに追記されます。
保護するコンピュータごとにこれらの手順を実行しておくと、次のいずれかのリカバリシナ
リオで SDR を使用してコンピュータをリカバリできるようになります。
■

ローカル接続されているストレージデバイスを使用して、Backup Exec サーバーをリ
ストアする。

■

リストアする Windows コンピュータにメディアとストレージデバイスを移動しコンピュー
タをリストアする。次にローカル接続したストレージデバイスを使用してそのコンピュー
タをリストアする。

■

Backup Exec サーバーへのネットワーク接続を使用して、リモート Windows コン
ピュータをリストアする。

■

Simplified Disaster Recovery ディスクの作成ウィザードを使用して、ブート可能な
CD-R (CD-Recordable) または CD-RW (CD-Rewritable) メディアを作成できます。

リカバリ操作では、最新のバックアップを使用してコンピュータをリカバリするオプションを
使用できます。以前の特定の時点でのバックアップにリカバリすることもできます。

Simplified Disaster Recovery (SDR) と重複排除用ストレージデバイスの
使用に関する注意事項
重複排除用ストレージデバイスを使用する場合、次の事項を考慮してください。
■

ローカル Backup Exec サーバーをバックアップする場合、ローカル Backup Exec
サーバーで重複排除用ストレージデバイスを選択しないでください。Simplified
Disaster Recovery (SDR) を使用して Backup Exec サーバーをリカバリする場合、
このコンピュータをリカバリするウィザードでは、ローカル重複排除用ストレージデバイ
スからデータをリストアできません。

■

SDR では重複排除用ストレージフォルダをリカバリできません。
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■

SDR でクライアント側の重複排除を使ってバックアップされたリモートコンピュータをリ
ストアするには、まずダイレクトアクセスデバイスを削除する必要があります。
p.757 の 「ストレージデバイスのダイレクトアクセス共有について」 を参照してください。

重複排除用ストレージフォルダを含む Backup Exec サーバーを SDR を使用してリカバ
リする場合、次の事項を考慮してください。
■

バックアップ後に重複排除用ストレージフォルダに送信された既存のバックアップセッ
トはリストアできません。

■

重複排除用ストレージフォルダはリカバリ後に操作可能な状態にならない場合があり
ます。

ディザスタリカバリ情報ファイルの代替の格納場所の設
定について
Backup Exec によって自動的に作成される、ディザスタリカバリ情報ファイルの代替また
は追加の格納場所を指定することをお勧めします。ディザスタリカバリ情報ファイルには、
Simplified Disaster Recovery (SDR) で保護する各コンピュータ固有の情報が含まれ
ています。障害から Backup Exec サーバーをリカバリするには、Backup Exec サーバー
のディザスタリカバリ情報ファイルが利用可能である必要があります。このファイルがなけ
れば、SDR を実行して Backup Exec サーバーをリカバリすることはできません。そのた
め、代替の場所は可能な限り Backup Exec サーバー以外のコンピュータ上にある必要
があります。Backup Exec サーバーのハードディスクドライブが破損した場合、代替の場
所にあるディザスタリカバリ情報ファイルのコピーにアクセスできます。
ディザスタリカバリ情報ファイルには、バックアップするコンピュータに固有の、次の情報
が格納されています。
■

ハードディスクのパーティション情報、大容量ストレージコントローラおよびネットワー
クインターフェースカードなどの、各コンピュータのハードウェアに関する情報。

■

コンピュータのリカバリに使用するバックアップセットとストレージメディアを識別するた
めのカタログエントリのリスト。

■

Windows Vista、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows
7 の場合、Windows 自動システム回復構成情報ファイル (asr.xml)。リカバリプロセ
スでの Windows Vista、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2 コン
ピュータのパーティションの再作成には、この ASR ファイルが必要です。

■

Windows XP および Windows Server 2003 コンピュータの場合、Windows 自動
システム回復 (ASR) 構成情報ファイル (asr.sif and asrpnp.sif)。リカバリプロセスで
の Windows XP および Windows Server 2003 コンピュータのパーティションの再
作成には、この ASR ファイルが必要です。

p.692 の 「ディザスタリカバリ情報ファイルについて」 を参照してください。
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p.698 の 「ディザスタリカバリ情報ファイルの代替の格納場所の設定と変更」 を参照してく
ださい。
p.702 の 「Simplified Disaster Recovery ディスクの作成ウィザードについて」 を参照し
てください。
p.149 の 「データのバックアップについて」 を参照してください。

ディザスタリカバリ情報ファイルの代替の格納場所の設定と変更
Simplified Disaster Recovery で作成されたディザスタリカバリ情報ファイルの代替の格
納場所を設定または変更するには、次の手順を実行します。
Backup Exec は、SDR で保護されるコンピュータがバックアップされるときに、ディザスタ
リカバリ情報ファイルを自動的に作成します。次に Backup Exec は、ディザスタリカバリ情
報ファイルを Backup Exec サーバーのハードドライブ上のデフォルトの場所である次の
パスに保存します。
C:¥Program Files¥Symantec¥Backup Exec¥sdr¥Data¥

p.697 の 「ディザスタリカバリ情報ファイルの代替の格納場所の設定について」 を参照し
てください。
ディザスタリカバリ情報ファイルの代替の格納場所を設定および変更する方法

1

Backup Exec ボタンをクリックし、［構成と設定］を選択し、次にBackup Exec Settings
を選択してください。

2

左側のペインで、［Simplified Disaster Recovery］を選択します。

3

［代替パス］フィールドに、ディザスタリカバリ情報ファイルのコピーを格納する代替の
場所を入力します。
［参照］をクリックして、代替の場所を選択することもできます。マップしたネットワーク
上の場所を入力することをお勧めします。
シマンテック社は、この代替の場所に別のコンピュータまたはデフォルトの場所とは
別の物理ドライブを指定することをお勧めします。
クラスタ化された Backup Exec サーバーまたは Backup Exec のリモートサーバー
の場合、共有ドライブまたは異なるクラスタグループに属するドライブへの代替パス
を設定します。
Backup Exec Remote Administrator を使用する場合、代替の場所としてフロッ
ピーディスクドライブ (A:、B:) を指定しないでください。

4

［OK］をクリックします。
これで代替の場所の設定は終了です。SDR タイプのバックアップジョブを実行する
準備が整いました。
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ディザスタリカバリ情報ファイルのデフォルトパスの変更について
ディザスタリカバリ情報ファイルのデフォルトパスを変更できます。また、ディザスタリカバ
リ情報ファイルの代替の格納場所も手動で設定できます。
p.699 の 「ディザスタリカバリ情報ファイルのデフォルトパスの変更」 を参照してください。
Backup Exec サーバーのリカバリを自動化するには、ディザスタリカバリ情報ファイルの
コピーが必要です。
Backup Exec はバックアップ中にディザスタリカバリ情報ファイルを自動的に作成し、次
のパスに保存します。
C:¥Program Files¥Symantec¥Backup Exec¥sdr¥Data¥

デフォルトパスを変更しないことをお勧めします。
また、ディザスタリカバリ情報ファイルの 2 つ目のコピーが保存される代替の格納場所も
指定する必要があります。2 つ目のコピーを作成することで、Backup Exec サーバーが
損傷した場合でも、ディザスタリカバリ情報ファイルを使用できます。シマンテック社は、こ
の代替の場所に別のコンピュータまたはデフォルトの場所とは別の物理ドライブを指定す
ることをお勧めします。また、代替の格納場所はマップしたネットワークドライブ上にある
必要があります。
p.700 の 「ディザスタリカバリ情報ファイルのストレージパス」 を参照してください。

ディザスタリカバリ情報ファイルのデフォルトパスの変更
ディザスタリカバリ情報ファイルのデフォルトパスを編集するには、次の手順を実行しま
す。
p.699 の 「ディザスタリカバリ情報ファイルのデフォルトパスの変更について」 を参照してく
ださい。
ディザスタリカバリ情報ファイルのデフォルトパスの変更方法

1

［Symantec Backup Exec］ボタンをクリックし、［構成と設定］をクリックします。次に
［Backup Exec の設定］を選択します。

2

左側のペインで、［Simplified Disaster Recovery］を選択します。

3

［パス］フィールドで、ディザスタリカバリ情報ファイルを保存する場所へのパスを変更
します。
このデフォルトの格納場所は変更しないでください。

4

［OK］をクリックします。

p.700 の 「ディザスタリカバリ情報ファイルのストレージパス」 を参照してください。
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ディザスタリカバリ情報ファイルのストレージパス
Simplified Disaster Recovery (SDR) によって作成されたディザスタリカバリ情報ファイ
ルを保存するデフォルトパスと代替パスを変更できます。
p.697 の 「ディザスタリカバリ情報ファイルの代替の格納場所の設定について」 を参照し
てください。
デフォルトパスを変更しないことをお勧めします。
p.699 の 「ディザスタリカバリ情報ファイルのデフォルトパスの変更」 を参照してください。
表 23-1

ディザスタリカバリ情報ファイルの格納場所のパス

項目

説明

パス

バックアップするコンピュータのディザスタリカバ
リ情報ファイルを保存するディレクトリパスを示し
ます。Backup Exec はバックアップ中にすべて
の重要なシステムコンポーネントを選択してファ
イルを自動的に作成します。次に Backup Exec
は、次の場所にディザスタリカバリ情報ファイル
を保存します。
C:¥Program Files¥Symantec¥Backup
Exec¥sdr¥Data¥<computer name>.dr.
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項目

説明

代替パス

バックアップするコンピュータのディザスタリカバ
リ情報ファイルのコピーを保存する代替パスを示
します。Backup Exec はバックアップ中にすべ
ての重要なシステムコンポーネントを選択して
ファイルを自動的に作成または更新します。次
に Backup Exec は、バックアップジョブの実行
が完了してから、ディザスタリカバリ情報ファイル
のコピーを選択した場所に保存します。
この代替パスは、Backup Exec サーバーとは別
のコンピュータ、またはデフォルトの場所とは別
の物理ドライブ上に作成することをお勧めしま
す。これにより、リカバリ時に Backup Exec サー
バーのハードディスクが利用できない場合でも、
この代替パスに保存されているディザスタリカバ
リ情報ファイルを任意の場所にコピーすることで、
障害が発生したコンピュータのリカバリを行うこと
ができます。
リモートコンピュータのハードディスクを代替パス
として使用するには、リモートコンピュータへの有
効な接続を確立します。代替パスとして UNC パ
スを指定し、ディレクトリにディザスタリカバリ情報
ファイルが正しくコピーされていることを確認しま
す。
Backup Exec Remote Administrator を使用
する場合、代替パスとしてフロッピーディスクドラ
イブ (A:、B:) を指定しないでください。

Simplified Disaster Recovery ディスクの作成ウィザー
ドを実行するための必要条件と推奨事項
Simplified Disaster Recovery ディスクの作成ウィザードを実行するには、重要なシステ
ムコンポーネントをすべて選択してコンピュータのバックアップを実行します。
Simplified Disaster Recovery (SDR) の準備で、重要なシステムコンポーネントを選択
してバックアップジョブを実行する場合、次を実行してください。
■

リモートコンピュータの場合は、互換性のある Agent for Windows がインストールさ
れているかどうかを確認します。Agent for Windows のバージョンは、Windows エ
クスプローラを使用して、Agent for Windows がインストールされているコンピュータ
のプロパティを表示することで確認できます。
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■

Backup Exec Agent for Microsoft SQL を使用して、SQL システムデータベースを
定期的にバックアップします。この項目は、Backup Exec を既存の SQL インスタンス
にインストールしている場合にのみ適用されます。

■

［選択の詳細］タブを使用して、バックアップにファイルを含めるか、除外します。

■

コンピュータに対してハードウェアの大幅な変更を行う場合は、カスタムSimplified
Disaster Recovery ディスクを作成することを検討してください。

p.702 の 「Simplified Disaster Recovery ディスクの作成ウィザードについて」 を参照し
てください。

Simplified Disaster Recovery ディスクの作成ウィザー
ドについて
Simplified Disaster Recovery ディスクの作成ウィザードの画面の案内に従って、バック
アップするコンピュータのリカバリに使用するブート可能なカスタムリカバリディスクを作成
できます。
リカバリするコンピュータに RAID のセットアップが含まれている場合、Simplified Disaster
Recovery ディスクで開始する前に、まず RAID を設定するように要求されることがありま
す。Simplified Disaster Recovery ディスクでコンピュータを起動する前に、コンピュー
タの製造元の RAID ソフトウェアを使用して RAID システムを設定してください。
Simplified Disaster Recovery ディスクの作成ウィザードは、環境内のあらゆる Backup
Exec サーバーでローカルに実行できます。特定の Backup Exec サーバーでこのウィ
ザードを実行すると、その Backup Exec サーバーからカスタムのリカバリディスクを作成
できます。カスタムリカバリディスクの作成中に、Backup Exec サーバーがバックアップす
るコンピュータのストレージおよびネットワークドライバを含めることができます。
また、Simplified Disaster Recovery ディスクの作成ウィザードを使用して、異なる Backup
Exec サーバーによってバックアップされるコンピュータのストレージおよびネットワークド
ライバを含むカスタムリカバリディスクを作成することもできます。
メモ: カスタマイズされた Simplified Disaster Recovery ディスクイメージに新しい OEM
ドライバを追加できます。 ただし、リカバリするのに SDR が Windows 7 オペレーティン
グシステムを最小限のバージョンとして使用するため、追加するドライバは Windows 7 と
互換性がある必要があります。
p.703 の 「Simplified Disaster Recovery ディスクの作成ウィザードの実行」 を参照して
ください。
p.701 の 「Simplified Disaster Recovery ディスクの作成ウィザードを実行するための必
要条件と推奨事項」 を参照してください。
p.703 の 「ディザスタリカバリファイルのコピーについて」 を参照してください。
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Simplified Disaster Recovery ディスクの作成ウィザードの実行
Simplified Disaster Recovery ディスク作成ウィザードを実行するには、次の手順を実
行します。
Simplified Disaster Recovery ディスクの作成ウィザードを実行する方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックし、［構成と設定］を選択します。次に、［ディザスタリ
カバリディスクの作成］を選択します。

2

ウィザードに表示される指示に従います。

p.702 の 「Simplified Disaster Recovery ディスクの作成ウィザードについて」 を参照し
てください。

ディザスタリカバリファイルのコピーについて
Backup Exec は、重要なディザスタリカバリ情報ファイルをデフォルトのパスと代替の場
所の両方に保存します。ただし、シマンテック社では、このファイルのコピーを余分に作
成して、安全な場所に格納しておくことをお勧めします。ディザスタリカバリ情報ファイル
がないと、Simplified Disaster Recovery (SDR) を使用して Backup Exec サーバーをリ
カバリできません。複数のディザスタリカバリ情報ファイルを用意しておけば、SDR による
Backup Exec サーバーの正常なリカバリを確実に実行できます。
ディザスタリカバリ情報ファイルは、Backup Exec サーバー上の ¥Program
Files¥Symantec¥Backup Exec¥SDR¥Data ディレクトリに存在します。また、SDR の初
期設定で指定した代替パスにも存在します。Windows Explorer または別のコピーユー
ティリティを使用して、選択した別の格納場所にディザスタリカバリ情報ファイルをコピー
します。
p.700 の 「ディザスタリカバリ情報ファイルのストレージパス」 を参照してください。

ローカルでのリモート Backup Exec サーバーのカスタム
Simplified Disaster Recovery ディスクの作成
ローカルの Backup Exec サーバーでSimplified Disaster Recovery ディスクの作成ウィ
ザードを実行して、リモート Backup Exec サーバーのカスタムSimplified Disaster
Recovery ディスクを作成できます。
別の Backup Exec サーバーを使用してカスタムSimplified Disaster Recovery ディスク
を作成する方法

1

［Symantec Backup Exec］ボタンをクリックし、［構成と設定］を選択します。次に、
［ディザスタリカバリディスクの作成］を選択します。

2

Simplified Disaster Recovery ディスクの作成ウィザードの［ようこそ］の画面で、［別
の Backup Exec サーバーの選択］をクリックし、次に［次へ］をクリックします。
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3

別の Backup Exec サーバーの名前を入力するか、［参照］をクリックして、ネットワー
クを参照し、別の Backup Exec サーバーを選択します。

4

Backup Exec サーバーへのアクセスに必要なクレデンシャルを入力します。
p.704 の 「Backup Exec サーバーのログオンクレデンシャルオプション」 を参照して
ください。

5

［次へ］をクリックして、ディザスタリカバリディスクの作成を続行します。
p.709 の 「このコンピュータをリカバリするウィザードを使用したローカルリカバリの実
行」 を参照してください。

Backup Exec サーバーのログオンクレデンシャルオプション
Backup Exec サーバーへのアクセスに必要なクレデンシャルを入力します。
p.703 の 「ローカルでのリモート Backup Exec サーバーのカスタムSimplified Disaster
Recovery ディスクの作成」 を参照してください。
表 23-2

Backup Exec サーバーのログオンクレデンシャルオプション

項目

説明

Backup Exec サーバー

コンピュータをバックアップしたリモート Backup
Exec サーバーの名前を示します。

ドメイン

リモート Backup Exec サーバーが所属するドメ
インを示します。Backup Exec サーバーがワー
クグループに属している場合は、このフィールド
を空白にします。

ユーザー名

リモート Backup Exec サーバーに対する管理者
権限を持つユーザー名を示します。

パスワード

アクセスに必要なパスワードを示します。

Simplified Disaster Recovery を使用した障害からのリ
カバリ準備について
障害が発生した場合は、Simplified Disaster Recovery (SDR) を使用してコンピュータ
を障害発生前の状態に戻すことができます。コンピュータをリカバリするには、次の順序
で手順を実行する必要があります。
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注意: リカバリするコンピュータに接続されているストレージエリアネットワーク (SAN) また
はクラスタを切断します。接続されたままの場合、コンピュータ上のハードディスクでも再
パーティションおよび再フォーマットが実行されます。
表 23-3

Simplified Disaster Recoveryを使用した障害からのリカバリ準備

手順

説明

手順 1

リカバリするコンピュータに必要なハードウェアの
変更を行います。
p.706 の 「リカバリするコンピュータのハードウェ
アの変更について」 を参照してください。

手順 2

IBM コンピュータをリカバリする場合は、IBM コ
ンピュータの必要条件も確認します。
p.707 の 「Simplified Disaster Recovery を使
用した IBM コンピュータのリカバリについて」 を
参照してください。

手順 3

Backup Exec に付属する汎用の System
Recovery Disk を使用してコンピュータを起動
します。または、Simplified Disaster Recovery
ディスクの作成ウィザードで作成したカスタムディ
スクを使用してリカバリプロセスを開始します。

手順 4

このコンピュータをリカバリするウィザードを使用
して、コンピュータを障害発生前の状態にリスト
アします。
p.708 の 「このコンピュータをリカバリするウィザー
ドについて」 を参照してください。

メモ: SDR を使用して、System Commander や OS/2 Boot Manager などのブートマ
ネージャをリストアすることはできません。ブートマネージャは、通常は非常に低レベルに
インストールされるため、Backup Exec では保護することができません。 たとえば、OS/2
Boot Manager は独自のハードドライブボリュームにインストールされるため、Backup
Exec からアクセスすることができません。ブートマネージャを使用している場合は、SDR
によってオペレーティングシステムをリストアしても、コンピュータを再起動できないことが
あります。このような場合には、通常、ブートマネージャを再インストールすると問題を解
決することができます。
コンピュータのリカバリを行う前に、次の事項に注意する必要があります。
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■

重要なシステムディスクのすべてをリストアするのに必要なディスク領域が存在してい
る必要があります。 重要なシステムディスクとは、コンピュータの起動に必要なディス
クのことです。

■

ストレージディスクのジオメトリ (ディスクパラメータとも呼ぶ) は、互換性がある必要が
あります。

p.706 の 「リカバリするコンピュータのハードウェアの変更について」 を参照してください。
p.708 の 「このコンピュータをリカバリするウィザードを使用したコンピュータのリカバリ」 を
参照してください。

リカバリするコンピュータのハードウェアの変更について
Simplified Disaster Recovery (SDR) を使用して、機能していないコンピュータをリカバ
リすることができます。たとえば、コンピュータのメインシステムボードに障害が発生した場
合、システムボードの交換後にコンピュータのデータをリストアすることができます。新しい
システムボードが異なるモデルであったり、複数のプロセッサを搭載していても、データを
リストアできます。
リカバリするコンピュータのハードウェアを変更する場合は、SDR を使用してコンピュータ
をリカバリする前に、次の事柄を考慮する必要があります。
表 23-4

障害が発生したコンピュータをリカバリするときのハードウェアの考
慮事項

項目

説明

ハードドライブ

交換するハードディスクドライブには、元のドライ
ブ以上の容量が必要です。

システムボード

障害が発生したシステムボードを交換し、SDR
を使用してコンピュータをリカバリした後、システ
ムボードの製造元が提供するドライバ CD を使
用して、オンボードサウンドやオンボードビデオ
などの追加機能を再インストールする必要があ
ります。
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項目

説明

ネットワークインターフェースカード

リカバリするコンピュータのネットワークインター
フェースカードを変更する場合は、必要なネット
ワークドライバをインストールする必要がありま
す。 ネットワークドライバがインストールされてい
ない場合、Backup Exec サーバーまたはリモー
トの以前のディスクへのバックアップフォルダを
使用してコンピュータをリカバリする際に、ネット
ワークにアクセスできません。 リカバリの完了後、
コンピュータに搭載されているネットワークカード
に適合する新しいネットワークインターフェース
カードドライバをインストールする必要がありま
す。

p.708 の 「暗号化されたバックアップセットとこのコンピュータをリカバリするウィザードにつ
いて」 を参照してください。
p.708 の 「このコンピュータをリカバリするウィザードを使用したコンピュータのリカバリ」 を
参照してください。

Simplified Disaster Recovery を使用した IBM コンピュータのリカバリに
ついて
IBM ServeRAID カードを搭載した IBM コンピュータをリカバリするには、SDR プロセス
を開始する前に、次の作業が必要です。
■

IBM ServeRAID コントローラカードおよび ServeRAID ソフトウェアをインストールし、
Windows オペレーティングシステムからブートボリュームを確認できるように構成しま
す。

■

SDR ブート可能メディアを使用する前に、CD-ROM ドライブに IBM サーバーの
ServeRAID Configuration and Management CD をセットし、この CD を使用して
サーバーを起動します。これにより IBM ServeRAID ユーティリティの構成およびイン
ストールプロセスが開始され、現在の BIOS およびファームウェアレベルの表示およ
び更新が行われます。

ServeRAID コントローラを搭載した IBM サーバーに Windows をインストールする方法
について詳しくは IBM ServeRAID のマニュアルを参照してください。 ServeRAID ディ
スクを作成して初期化し、Windows オペレーティングシステムからボリュームを確認でき
るようにします。
p.708 の 「このコンピュータをリカバリするウィザードについて」 を参照してください。
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このコンピュータをリカバリするウィザードについて
このコンピュータをリカバリするウィザードを使用してリカバリを実行する場合、次のソース
からリストアするのに必要なストレージデバイスにアクセスできます。
次の操作を行うことができます。
■

リカバリするコンピュータでローカル接続されているストレージデバイスを使用する。

■

リモート Backup Exec サーバーにリストアジョブをサブミットする。

このコンピュータをリカバリするウィザードを使用してデータのリストアを行うには、次の必
要条件を満たす必要があります。
■

リカバリするコンピュータがテープデバイスにバックアップされている場合はディザスタ
リカバリ情報ファイルが必要です。

■

リストアするコンピュータの重要なシステムコンポーネントがすべて含まれているバック
アップセットが必要です。

■

コンピュータをローカルにリカバリする場合は、リカバリするコンピュータにストレージ
が接続されている必要があります。

p.708 の 「このコンピュータをリカバリするウィザードを使用したコンピュータのリカバリ」 を
参照してください。
p.708 の 「暗号化されたバックアップセットとこのコンピュータをリカバリするウィザードにつ
いて」 を参照してください。
p.709 の 「このコンピュータをリカバリするウィザードを使用したローカルリカバリの実行」 を
参照してください。

暗号化されたバックアップセットとこのコンピュータをリカバリするウィザー
ドについて
このコンピュータをリカバリするウィザードでは、以前に暗号化されたバックアップセットを
使用したコンピュータのリカバリがサポートされています。
バックアップ中に Simplified Disaster Recovery (SDR) バックアップが暗号化される場
合、リカバリの実行に必要な暗号化された各バックアップセットのパスフレーズを入力す
るように求められます。
p.467 の 「暗号化キーの管理について」 を参照してください。

このコンピュータをリカバリするウィザードを使用したコンピュータのリカ
バリ
このコンピュータをリカバリするウィザードを使用してコンピュータをリカバリするには、次
の手順を実行する必要があります。
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警告: Backup Exec サーバーをテープにバックアップする場合、最新のディザスタリカバ
リ情報ファイルが利用可能である必要があります。ファイルを利用できない、またはファイ
ルが最新でない場合、Simplified Disaster Recovery (SDR) を使用してコンピュータを
リカバリすることはできません。
p.708 の 「このコンピュータをリカバリするウィザードについて」 を参照してください。
p.709 の 「このコンピュータをリカバリするウィザードを使用したローカルリカバリの実行」 を
参照してください。
表 23-5

このコンピュータをリカバリするウィザードを使用したコンピュータの
リカバリ手順

手順

処理

手順 1

Backup Exec に付属している汎用のSimplified
Disaster Recovery ディスクまたは、Simplified
Disaster Recovery ディスクの作成ウィザードで
作成したカスタムディスクを使用してコンピュータ
を起動します。

手順 2

このコンピュータをリカバリするウィザードを使用
して、コンピュータを障害発生前の状態にリカバ
リします。

このコンピュータをリカバリするウィザードを使用したローカルリカバリの
実行
このコンピュータをリカバリするウィザードを使用してローカルリカバリを実行するには、次
のステップを実行します。
p.708 の 「このコンピュータをリカバリするウィザードについて」 を参照してください。
このコンピュータをリカバリするウィザードを使用してローカルリカバリを実行する方法

1

リカバリするコンピュータの CD または DVD ドライブにブート可能なSimplified
Disaster Recovery ディスクを挿入して、コンピュータを起動します。

2

使用する言語を選択します。

3

Simplified Disaster Recovery の［ようこそ］画面で、［このコンピュータをリカバリす
る］をクリックします。
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4

［データは、このコンピュータにローカル接続されたデバイスにあります］オプションを
選択します。
メモ: SCSI または RAID コントローラドライバが必要な場合、このコンピュータをリカ
バリするウィザードによってドライバデータベースからそれらのドライバが検出される
と、自動的にインストールされます。SCSI または RAID ドライバが検出されなかった
場合は、［ドライバをインストール］をクリックして必要なドライバをインストールします。

5

ウィザードの指示に従ってリカバリ作業を進めます。

このコンピュータをリカバリするウィザードを使用したリモートリカバリの
実行
このコンピュータをリカバリするウィザードを使用してリモートリカバリを実行するには、次
の手順を実行します。
このコンピュータをリカバリするウィザードを使用してリモートリカバリを実行する方法

1

リカバリするコンピュータの CD または DVD ドライブにブート可能なSimplified
Disaster Recovery ディスクを挿入して、コンピュータを起動します。

2

使用する言語を選択します。

3

Simplified Disaster Recovery の［ようこそ］画面で、［このコンピュータをリカバリす
る］をクリックします。

4

［データは、リモート Backup Exec サーバーに接続されたデバイスにあります。］オ
プションを選択します。

5

バックアップデータが置かれているリモート Backup Exec サーバーへのアクセスに
必要な管理者またはそれと同等のクレデンシャルを入力します。

6

ウィザードの指示に従ってリカバリ作業を進めます。

p.710 の 「ネットワークコントローラドライバのインストール」 を参照してください。
p.711 の 「ネットワークアダプタ設定の設定 」 を参照してください。

ネットワークコントローラドライバのインストール
このコンピュータをリカバリするウィザードで［ネットワークアダプタオプションを設定］ボタ
ンまたは［ネットワークアダプタドライバをロード］ボタンが表示されている任意の画面から
ネットワークコントローラドライバをインストールできます。
p.709 の 「このコンピュータをリカバリするウィザードを使用したローカルリカバリの実行」 を
参照してください。
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ネットワークドライバをインストールする方法

1

［ネットワークアダプタドライバをロード］をクリックします。

2

［ネットワークコントローラのドライバをロード］画面で、ウィザードで検出された非アク
ティブなネットワークコントローラの［ドライバをインストール］をクリックします。

3

ネットワークコントローラドライバを含むデバイスに移動し、［オープン］をクリックしま
す。

4

ドライバを選択して、［オープン］をクリックします。

ネットワークアダプタ設定の設定
［ネットワークアダプタオプションを設定］ボタンが表示される、このコンピュータをリカバリ
するウィザードで、ネットワークアダプタオプションを設定できます。
ネットワークアダプタ設定を設定する方法

1

Configure network adapter settingsをクリックします。

2

固定 IP アドレスを検出された各ネットワークアダプタに割り当て、適切なオプション
を選択します。
デフォルトでは、IP アドレスがデフォルトの DHCP サーバーから各ネットワークアダ
プタに割り当てられます。

3

IPv6 ネットワークコントローラを設定するには、Configure IPv6をクリックします。

4

必要なオプションを設定し、［OK］をクリックします。

p.710 の 「このコンピュータをリカバリするウィザードを使用したリモートリカバリの実行」 を
参照してください。

簡易ボリュームレイアウトビューについて
このコンピュータをリカバリするウィザードを使用して、コンピュータのハードドライブボリュー
ムをリストアし、障害発生前と同じサイズにリカバリできます。ディザスタリカバリ情報ファイ
ルのディスクジオメトリ情報を使用して、このコンピュータをリカバリするウィザードは簡易
ボリュームレイアウトビューで元のディスクジオメトリを表示します。簡易レイアウトビューで
は、障害前に存在していた元のディスクジオメトリをそのまま使用することも、ボリュームサ
イズを変更してジオメトリを変えることもできます。既存ディスクのサイズに応じて、メガバイ
ト、ギガバイト、またはテラバイト単位でボリュームサイズを変えることができます。
簡易レイアウトビューの［プレビュー］タブを使用して、現在使用されているディスクジオメ
トリを表示できます。ディスクジオメトリを変更して、ボリュームサイズを変える場合も、［プ
レビュー］タブをクリックして、提案した変更のジオメトリ表示を確認できます。
簡易ボリュームレイアウトビューに不整合なボリュームが表示される場合、［ハードディスク
を消去して上記のボリュームレイアウトを再作成する］オプションを使用して、利用可能な
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ハードディスクにボリュームレイアウトを自動的に作成できます。［ディスク詳細設定］オプ
ションを使用して、ボリュームレイアウトを手動で作成することもできます。
コンピュータのディスク設定に追加変更を行う場合は、［ディスク詳細設定］を実行するこ
とをお勧めします。
p.712 の 「ディスクの詳細設定について」 を参照してください。

ディスクの詳細設定について
このコンピュータをリカバリするウィザードでコンピュータをリカバリする場合、ハードディス
クドライブに、障害発生前と同じサイズのボリュームがリストアされます。障害が発生したコ
ンピュータのハードドライブが障害の前のハードドライブより大きい場合、未使用の領域
が発生します。ディスクの詳細設定プログラムを実行して、容量の大きいハードドライブの
ボリュームのサイズを変更できます。
ハードディスクドライブのボリュームを変更する必要がある例を次に示します。
障害発生前のコンピュータが、40 GB の容量のハードディスクを 2 つの 20 GB のボリュー
ムに分割していたとします。これを 90 GB の容量のものと交換した場合、ディザスタリカバ
リ情報ファイルの情報に基づいて元の 40 GB ドライブのパーティションテーブルが SDR
によって復元されます。その結果、この 90 GB のドライブでは、20 GB のパーティション
2 つで構成された 40 GB の領域のみが使用され、5 GB が未使用のまま残ってしまいま
す。
ディスクの詳細設定は、［このコンピュータをリカバリするウィザード］からアクセスできます。
メモ: ディスクの詳細設定を実行する前に、Microsoft のディスクの管理について知って
おく必要があります。
ディスク詳細設定で指定できるディスクに関連する追加操作についての詳細を次の表に
示します。
表 23-6

ディスクの詳細設定のタスク

タスク

説明

シンプルボリュームを作成

シンプルボリュームとは、ファイルシステムを含む
ディスク上のパーティションです。
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タスク

説明

ボリュームをフォーマット

コンピュータのプライマリストレージデバイスであ
るディスクボリュームにデータを保存するには、
事前にそれらのボリュームをフォーマットする必
要があります。ディザスタリカバリの状況で破損
したハードディスクを置き換える場合、新しいハー
ドディスクをフォーマットして、Windows がデー
タを保存できるようにする必要が生じることがあり
ます。

ボリュームのサイズを拡張

機能的ボリュームに隣接する未割り当て領域が
ディスクにある場合、ボリュームを拡張してその
空きスペースを含めることができます。ボリューム
を拡張するには、それが生であるか、Windows
NTFS ファイルシステムでフォーマットされている
必要があります。

ボリュームのサイズを縮小

同じディスクの隣接した未割り当てのディスクス
ペース入るようにボリュームを縮小して、ボリュー
ムのサイズを減らすことができます。
ボリュームを縮小する場合は、ボリュームを再
フォーマットする必要はありません。通常のファ
イルは自動的にディスクに再配置され、新しい未
割り当てのディスクスペースが作成されます。

スパンボリュームを作成

スパンボリュームとは、複数の物理ディスクにま
たがっているボリュームです。ボリュームを複数
の物理ディスクにスパンするか、未割り当ての
ディスクスペースにスパンして、スパンボリューム
を作成できます。
スパンボリュームを作成するには、1 つの起動ボ
リュームと、少なくとも 2 つのダイナミックボリュー
ムが必要です。

メモ: スパンボリュームは耐障害性ではありませ
ん。
ストライプボリュームを作成

ストライプボリュームは、2 つ以上の物理ディスク
にわたってデータをストライプ上に保存します。
ストライプボリュームは耐障害性ではありません
が、Windows のすべてのボリュームについて最
良のパフォーマンスを得ることができます。
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タスク

説明

シンプルボリュームを作成

ミラーボリュームには、選択したボリュームに書き
込まれたデータの正確なコピーが作成されます。
すべてのデータがミラーボリュームと選択したボ
リュームに書き込まれるため、ミラー化によって両
方のボリュームの容量が 50 % 削減されます。

ボリュームプロパティを表示

現在のディスクレイアウトの表示または元のディ
スクレイアウトの表示で、各ボリュームのプロパ
ティを表示できます。

割り当て済みのドライブ文字を変更

ドライブ文字を特定の方法で構成する場合、す
べてのボリュームについて、割り当てられたドラ
イブ文字を変更できます。

ボリュームの削除

ボリュームを削除すると、そのボリュームからすべ
てのデータが消去されるため、このオプションを
使用する場合は慎重に行ってください。

ベーシックディスクのダイナミックディスクへ変換 ベーシックディスクをダイナミックディスクに変換
すると、複数のディスクにまたがるボリュームを作
成できます。ダイナミックディスクを使用して、ミ
ラーボリュームや RAID-5 ボリュームなどの耐障
害性ボリュームを作成することもできます。ダイナ
ミックディスクのすべてのボリュームはダイナミッ
クボリュームと呼ばれます。
マスターブートレコード (MBR) ディスクの GUID マスターブートレコード (MBR) ディスクは標準
パーティションテーブル (GPT) ディスクへの変換 BIOS インターフェースを使用します。GUID パー
ティションテーブル (GPT) ディスクは Extensible
Firmware Interface (EFI) を使用します。
ディスクにパーティションまたはボリュームが含ま
れていない場合のみ、MBR ディスクを GPT ディ
スクに変換できます。
GUID パーティションテーブル (GPT) ディスクの GUID パーティションテーブル (GPT) ディスクは
マスターブートレコード (MBR) ディスクへ変換 Extensible Firmware Interface (EFI) を使用
します。マスターブートレコード (MBR) ディスク
は標準 BIOS インターフェースを使用します。
ディスクにパーティションまたはボリュームが含ま
れていない場合のみ、GPT ディスクを MBR ディ
スクに変換できます。
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タスク

説明

元のディスクレイアウトのジオメトリを表示

元のディスクレイアウトは、バックアップジョブの
間に存在した実際のハードディスクレイアウトを
示します。
p.715 の 「元のディスクレイアウトのジオメトリの表
示について」 を参照してください。
p.711 の 「簡易ボリュームレイアウトビューについ
て」 を参照してください。

p.711 の 「簡易ボリュームレイアウトビューについて」 を参照してください。

元のディスクレイアウトのジオメトリの表示について
元のディスクレイアウトのジオメトリは、現在のディスクレイアウトのジオメトリの表示下のディ
スクの詳細設定に表示され、ディザスタリカバリ情報ファイルから作成されます。 元のディ
スクレイアウトは、バックアップジョブの間に存在した実際のハードディスクレイアウトを示
します。
p.711 の 「簡易ボリュームレイアウトビューについて」 を参照してください。
p.712 の 「ディスクの詳細設定について」 を参照してください。

Microsoft SQL Server のリカバリに関する注意事項
SQL Server データベースを完全にリカバリするには、Backup Exec サーバーに Agent
for Microsoft SQL Server がインストールされている必要があります。
Simplified Disaster Recovery (SDR) を使用して Windows サーバーをリカバリすると、
損傷した master および model データベースが、そのコピーと自動的に置換されます。
SQL が再起動し、最新の master データベースおよびその他のシステムデータベースが
リストアされて、SDR のリカバリが完了した後に、すべてのユーザーデータベースを手動
でリストアする必要があります。
p.1033 の 「Advanced Disk-based Backup Option について」 を参照してください。

Microsoft Exchange のリカバリに関する注意事項
Exchange Server データベースを完全にリカバリするには、Backup Exec サーバーに
Agent for Microsoft Exchange Server がインストールされている必要があります。
Simplified Disaster Recovery (SDR) を使用して Windows サーバーをリカバリした後、
Backup Exec を使用して、最新の Exchange Server データベースのバックアップから
Exchange Server データベースをリストアします。
p.822 の 「Backup Exec Exchange Agent について」 を参照してください。
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SharePoint Portal Server のリカバリに関する注意事項
Simplified Disaster Recovery (SDR) を使用して、SharePoint Portal Server 2001 が
インストールされている Windows サーバーをリカバリできます。Windows コンピュータ
をリストアした後、再起動する必要があります。ただし、コンピュータを再起動しても、
SharePoint Portal Server ソフトウェアはインストールされますが、正しく機能しません。
SharePoint のデータをリストアするには、SharePoint Portal Server 2001 を削除して
から再インストールする必要があります。
p.854 の 「Agent for Microsoft SharePoint について」 を参照してください。

Central Admin Server Option での Simplified Disaster
Recovery の使用について
CASO 環境では、Simplified Disaster Recovery (SDR) は次の場所でバックアップジョ
ブを実行するコンピュータ上にディザスタリカバリの情報ファイルを格納します。
■

コンピュータのディザスタリカバリのデータパス。

■

代替パス。

CASO 環境でコンピュータのリカバリに SDR を使用する場合、次のいずれかにリモートリ
ストアジョブをサブミットできます。
■

集中管理サーバー。

■

元のバックアップジョブを実行した管理対象 Backup Exec サーバー。

p.700 の 「ディザスタリカバリ情報ファイルのストレージパス」 を参照してください。
p.697 の 「ディザスタリカバリ情報ファイルの代替の格納場所の設定について」 を参照し
てください。
p.982 の 「Central Admin Server Option について」 を参照してください。

Simplified Disaster Recovery に関する推奨事項
次の表に Simplified Disaster Recovery (SDR) 使用時の推奨事項を示します。
表 23-7

Simplified Disaster Recovery に関する推奨事項

項目

説明

リモート SDR

リモートコンピュータのディザスタリカバリを実行する場合は、Agent for
Windows を別途購入して、リモートコンピュータで実行する必要があります。
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項目

説明

ディザスタリカバリ

次を考慮してください。
インストールするハードディスク数は、元のハードディスク以上のサイズ
である必要があります。
■ 最新の RAID、SCSI、または NIC (リモートの場合) ドライバが必要です。
■

UEFI サポート

SDR は Unified Extensible Firmware Interface 標準を使用しているコン
ピュータのリカバリをサポートします。ただし、UEFI ベースのコンピュータの
バックアップを標準の BIOS ベースのコンピュータにリストアすることはできま
せん。

メモ: UEFI ベースのコンピュータは GPT 形式のディスクを使用します。MBR
形式のディスクデータを GPT 形式のディスクにリストアすることはできず、そ
の逆のリストアもできません。
UEFI と BIOS の両方のファームウェアタイプをサポートするコンピュータの
場合、コンピュータを UEFI モードでバックアップした場合は、UEFI ファー
ムウェアを使用してコンピュータを始動する必要があります。
OEM パーティション Dell ユーティリティパーティションなどの OEM パーティションがシステムにあ
る場合、それらはコンピュータの重要なシステムコンポーネントの一部として
みなされ、それを考慮してバックアップおよびリストアされます。

p.692 の 「Simplified Disaster Recoveryについて」 を参照してください。
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A
Symantec Backup Exec
Agent for Windows
この付録では以下の項目について説明しています。
■

Agent for Windows について

■

Agent for Windows の必要条件

■

Agent for Windows の停止と起動

■

Backup Exec サーバーとリモートコンピュータ間の信頼の確立について

■

Windows 用 Backup Exec Agent ユーティリティについて

■

Backup Exec Agent ユーティリティのコマンドラインアプレットについて

■

Backup Exec Agent ユーティリティのコマンドラインアプレットのスイッチ

Agent for Windows について
Symantec Backup Exec Agent for Windows (Agent for Windows) は個別のアドオン
コンポーネントとしてインストールされます。Agent for Windows を使用すると、ネットワー
クに接続される Windows リソースのネットワーク管理者がバックアップとリストア操作を実
行できます。
Agent for Windows は、リモート Windows サーバーまたはワークステーション上で実
行されるシステムサービスです。通常バックアップ技術では頻繁にネットワークとやり取り
する必要のある処理が、Agent for Windows ではローカルに実行されるため、バックアッ
プに要する時間が大幅に短縮されます。バックアップするデータは連続したデータスト
リームに変換され、Backup Exec サーバーで単一のタスクとして処理されます。したがっ
て、Backup Exec サーバーとリモートサーバー間で頻繁に要求と応答を繰り返す必要が
ある従来の手法に比べ、データの転送率を大きく向上させることができます。
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Agent for Windows を使用して、次のことを実行できます。
■

ファイアウォール環境でバックアップおよびリストアを行うことができる。

■

Backup Exec サーバーおよびリモートコンピュータが同じサブネット上にある場合、指
定したローカルネットワークを使用してバックアップおよびリストアを行うことができる。

■

［バックアップとリストア］タブのサーバーのリストにリモートコンピュータを表示できる。

■

修正されたファイルのバックアップ (差分バックアップや増分バックアップなど) のパ
フォーマンスを大幅に向上することができる。 これは、従来のネットワークバックアップ
アプリケーションではネットワークを通じて行っているバックアップ対象ファイルの選択
を、Backup Exec では Agent for Windows を使用してローカルに行っているためで
す。

メモ: ネットワークハードウェアは、パフォーマンスに大きな影響を与えます。 Backup Exec
サーバーとリモートデバイスのネットワークハードウェアの性能は、パフォーマンスに直接
影響します。また、ネットワークの帯域幅が大きければ大きいほど、バックアップのパフォー
マンスも向上します。
p.720 の 「Agent for Windows の必要条件」 を参照してください。
p.79 の 「Agent for Windows のインストールについて」 を参照してください。
p.460 の 「ネットワークとセキュリティのオプションの変更」 を参照してください。
p.462 の 「ファイアウォール環境での Backup Exec の使用について」 を参照してください。
p.530 の 「Backup Exec シャドウコピーコンポーネントファイルシステムについて」 を参照
してください。
p.723 の 「Windows 用 Backup Exec Agent ユーティリティについて」 を参照してくださ
い。

Agent for Windows の必要条件
Agent for Windows も Client Access License (CAL) の 1 つであるため、バックアップ
するすべてのリモート Windows コンピュータに Agent for Windows をインストールする
必要があります。Agent for Windows がインストールされていないと、リモートサーバー
上のリソースを完全に保護することはできません。
サーバーで、保護対象のリモート Windows コンピュータごとに Agent for Windows の
ライセンスを入力する必要があります。複数の Backup Exec サーバーで 1 台のリモート
Windows コンピュータをバックアップする場合は、各 Backup Exec サーバーで同一の
Agent for Windows のライセンスを入力します。
また、Backup Exec のデータベースエージェントには、1 台のリモート Windows コン
ピュータを保護できる Agent for Windows が含まれています。Agent for Windows の
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ライセンスは Backup Exec サーバーにデータベースエージェントをインストールすると有
効になります。
サポートされる Windows プラットフォームのワークステーションバージョンを保護するに
は、各プラットフォームに Agent for Windows をインストールする必要があります。
互換性があるオペレーティングシステム、プラットフォーム、アプリケーションのリストは、次
の URL で参照できます。
http://entsupport.symantec.com/umi/V-269-1
メモ: 以前のバージョンの Agent for Windows がインストールされている場合は、新しい
Agent for Windows のインストールを開始すると自動的にアップグレードされます。新し
い Agent for Windows のインストール時に、リモートコンピュータ上に存在する前のバー
ジョンのエージェントが自動的に検出され、新しいバージョンに置き換えられます。アップ
グレード完了後に、システムサービス名が変更されている場合があります。
Agent for Windows は、使用環境に応じてさまざまな方法でインストールすることができ
ます。
p.79 の 「Agent for Windows のインストールについて」 を参照してください。

Agent for Windows の停止と起動
リモートコンピュータ上で Windows を起動すると、Agent for Windows はサービスとし
て自動的に起動されます。
Agent for Windows を停止または起動する方法

1

次のいずれかを実行します。
Windows 7/Vista/Server 2008 R2/Server ［コンピュータ］を右クリックします。
2008 コンピュータの場合
Windows Server 2003 のコンピュータの場
合

2

［管理］をクリックします。

［マイ コンピュータ］を右クリックします。
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3

次のいずれかを実行します。
Windows Server 2008 R2/Server 2008 コ ［サーバー マネージャ］で、［構成］を展開しま
ンピュータの場合
す。
Windows 7/Vista/Server 2003 コンピュー
タの場合

［コンピュータの管理］ダイアログボックスで、
［サービスとアプリケーション］をダブルクリック
します。

4

［サービス］をクリックします。

5

結果ペインで、［Backup Exec Agent for Windows ］を右クリックします。

6

次のいずれかを実行します。
Agent for Windows を停止する方法

［停止］をクリックして Agent for Windows を
停止します。

Agent for Windows を起動する方法

［開始］をクリックして Agent for Windows を
起動します。

Backup Exec サーバーとリモートコンピュータ間の信頼
の確立について
Backup Exec サーバーからリモートコンピュータに接続するときに、Backup Exec サー
バーとリモートコンピュータ間に信頼を確立する必要があります。 リモートコンピュータで
クライアント側の重複排除を実行するように設定する場合も、この信頼を確立する必要が
あります。 信頼を確立する前にリモートコンピュータの IP アドレスを調べて、リモートコン
ピュータが信頼できる発行元であることを確認する必要があります。リモートコンピュータ
が信頼できる発行元であることを確認した後に、Backup Exec サーバーとの信頼を確立
できます。 Backup Exec は Backup Exec サーバーとリモートコンピュータの両方のセキュ
リティ証明書を発行します。セキュリティ証明書はおよそ 1 年間有効で、通常の動作中に
自動的に更新されます。 ただし、証明書の期限が切れた場合は信頼を再確立する必要
があります。
Backup Exec サーバーとリモートコンピュータ間の信頼は次のように確立できます。
■

Backup Exec サーバーから 1 台以上のリモートコンピュータに Agent for Windows
をプッシュインストールします。リモートコンピュータと Backup Exec サーバー間の信
頼は、インストール時に自動的に確立されます。
p.80 の 「リモートコンピュータへの Agent for Windows のプッシュインストールにつ
いて」 を参照してください。

■

［バックアップとリストア］タブのサーバーのリストにリモートコンピュータを追加します。
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p.723 の 「リモートコンピュータの信頼の確立」 を参照してください。

リモートコンピュータの信頼の確立
ドメインまたはワークグループにある 1 台以上のリモートコンピュータを［バックアップとリス
トア］タブのサーバーのリストに追加できます。リモートコンピュータを追加するときに、
Backup Exec サーバーとリモートコンピュータ間の信頼を確立して、安全な通信を確保
する必要があります。
Backup Exec サーバーと 1 台以上のリモートコンピュータ間の信頼を確立する方法

1

［サーバー］グループの［バックアップとリストア］タブで、［追加］をクリックします。

2

［Microsoft Windows コンピュータ］をクリックします。

3

画面の案内に従って作業を進めます。

p.722 の 「Backup Exec サーバーとリモートコンピュータ間の信頼の確立について」 を参
照してください。

Windows 用 Backup Exec Agent ユーティリティについ
て
Agent for Window をリモート Windows コンピュータにインストールすると、Backup Exec
Agent ユーティリティもインストールされます。
Backup Exec Agent ユーティリティを使用すると、次のタスクを実行できます。
■

ログオン時に毎回 Backup Exec Agent ユーティリティを起動する
p.? の 「Backup Exec Agent ユーティリティの起動」 を参照してください。

■

リモート Windows コンピュータ上の現在のアクティビティを表示する。
p.? の 「Backup Exec Agent ユーティリティでのリモートコンピュータのアクティビティ
状態の表示」 を参照してください。

■

バージョンや IP アドレスなどの Agent for Windows に関する情報を Backup Exec
サーバーに送信するように Agent for Windows を設定する。
p.? の 「Backup Exec Agent ユーティリティのコマンドラインアプレットについて」 を
参照してください。

■

Oracle インスタンスのバックアップおよびリストア用に Backup Exec Agent ユーティ
リティを設定する。
p.881 の 「Linux サーバーでの Oracle インスタンスの設定」 を参照してください。

■

Oracle の操作で Backup Exec サーバーがデータベースにアクセスできるように
Backup Exec Agent ユーティリティを設定する。
p.730 の 「データベースアクセスの設定」 を参照してください。

723

724

付録 A Symantec Backup Exec Agent for Windows
Windows 用 Backup Exec Agent ユーティリティについて

Backup Exec Agent ユーティリティの起動
Backup Exec Agent ユーティリティには、Windows タスクバーからアクセスします。
p.? の 「Backup Exec Agent ユーティリティでのリモートコンピュータのアクティビティ状
態の表示」 を参照してください。
Backup Exec Agent ユーティリティを起動する方法

1

Agent for Windows がインストールされているコンピュータのタスクバーで、［スター
ト］>［すべてのプログラム］>［Symantec Backup Exec］>［Backup Exec 2012 Backup
Exec Agent Utility］をクリックします。
Backup Exec Agent ユーティリティの実行中は、アイコンがシステムトレーに表示さ
れます。 このアイコンをダブルクリックすると、ユーティリティを表示できます。

2

リモート Windows コンピュータの［レジストリエディタ］、［サービス］ウィンドウおよび
［イベントビューア］を開くには、システムトレーの Backup Exec Agent ユーティリティ
のアイコンを右クリックし、［ツール］をクリックします。

Backup Exec Agent ユーティリティでのリモートコンピュータのアクティビ
ティ状態の表示
Backup Exec Agent ユーティリティを使用して、リモート Windows コンピュータのアクティ
ビティの状態を表示できます。
Backup Exec Agent ユーティリティでリモートコンピュータのアクティビティ状態を表示す
る方法

1

Agent for Windows がインストールされているコンピュータのタスクバーで、［スター
ト］>［すべてのプログラム］>［Symantec Backup Exec］>［Backup Exec 2012 Backup
Exec Agent Utility］をクリックします。
Backup Exec Agent ユーティリティがすでに実行されている場合は、システムトレー
に格納されているアイコンをダブルクリックできます

2

［状態］タブをクリックします。
p.? の 「Backup Exec Agent ユーティリティの［状態］オプション 」 を参照してくだ
さい。

3

［OK］をクリックします。

Backup Exec Agent ユーティリティの［状態］オプション
Backup Exec Agent ユーティリティの次の［状態］オプションを設定できます。
p.724 の 「Backup Exec Agent ユーティリティでのリモートコンピュータのアクティビティ状
態の表示」 を参照してください。
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表 A-1

Backup Exec Agent ユーティリティの［状態］オプション

項目

説明

Start the Backup Exec Agent このコンピュータへのログオン時に Backup Exec Agent ユーティ
Utility every time you log on リティを表示するかどうかを示します。
更新間隔

Backup Exec Agent ユーティリティがコンピュータの状態を更新
する間隔を秒単位で表示します。 デフォルトでは、5 秒に設定さ
れています。

Backup Exec サーバー

ジョブを実行中の Backup Exec サーバー名を表示します。

ソース

ジョブの実行元のメディアまたは共有を表示します。

現在処理中のフォルダ

エージェントに応じて、現在処理中のディレクトリ、フォルダまたは
データベースの名前を表示します。

現在処理中のファイル

現在処理中のファイル名を表示します。

システムトレーからのリモートコンピュータの活動状態の表示
リモートコンピュータのアクティビティの状態を表示できます。
表示される状態は次のとおりです。
■

バックアップジョブが実行中です

■

リストアジョブが実行中です

■

バックアップジョブとリストアジョブが実行中です

■

スナップショットを作成中です

■

Backup Exec クライアントサービス Beremote.exe がコンピュータ上で実行されてい
ません

■

アイドル

リモートコンピュータのアクティビティの状態を表示する方法
◆

システムトレーの Agent for Windows アイコン上にカーソルを置きます

リモートコンピュータでの Backup Exec Agent ユーティリティの自動起動
リモートコンピュータにログオンするたびに Backup Exec Agent ユーティリティを自動的
に起動できます。
p.724 の 「Backup Exec Agent ユーティリティの［状態］オプション 」 を参照してください。
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リモートコンピュータ上の Backup Exec Agent ユーティリティを自動的に起動する方法

1

Agent for Windows がインストールされているコンピュータのタスクバーで、［スター
ト］>［すべてのプログラム］>［Symantec Backup Exec］>［Backup Exec 2012 Backup
Exec Agent Utility］をクリックします。
Backup Exec Agent ユーティリティがすでに実行されている場合は、システムトレー
に格納されているアイコンをダブルクリックできます

2

［状態］タブをクリックします。

3

［Start the Backup Exec Agent Utility every time you log on］チェックボックスに
チェックマークを付けます

4

［OK］をクリックします。

リモートコンピュータの更新間隔の設定
Backup Exec Agent ユーティリティがコンピュータの状態を更新する間隔を秒単位で表
示できます。
p.724 の 「Backup Exec Agent ユーティリティの［状態］オプション 」 を参照してください。
リモートコンピュータの更新間隔を設定する方法

1

Agent for Windows がインストールされているコンピュータのタスクバーで、［スター
ト］>［すべてのプログラム］>［Symantec Backup Exec］>［Backup Exec 2012 Backup
Exec Agent Utility］をクリックします。
Backup Exec Agent ユーティリティがすでに実行されている場合は、システムトレー
に格納されているアイコンをダブルクリックできます

2

［状態］タブをクリックします。

3

［更新間隔］フィールドに、状態を更新するための秒数を入力します。

4

［OK］をクリックします。

Agent for Windows の Backup Exec サーバーへの公開について
Backup Exec Agent ユーティリティを使用して、このリモート Windows コンピュータを公
開する Backup Exec サーバーの名前または IP アドレスを追加、変更または削除します。
［公開］タブのリストに追加した各 Backup Exec サーバーでは［バックアップとリストア］タ
ブのサーバーのリストに、このリモートコンピュータが表示されます。
Agent for Windows が公開する情報には、Agent for Windows のバージョンおよびリ
モートコンピュータの IP アドレスが含まれます。 リモートコンピュータの IP アドレスが
Backup Exec サーバーに公開されるため、Backup Exec サーバーは、リモートコンピュー
タが不明なドメインに属している場合でも、接続および表示することができます。
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公開先の各 Backup Exec サーバーに対して、Backup Exec サーバーとリモートコンピュー
タ間の操作用にローカルのバックアップネットワークを指定できます。 Backup Exec サー
バーとリモートコンピュータ間の操作は、社内ネットワークではなく、指定したローカルネッ
トワークで処理されるため、社内ネットワークに接続されている他のネットワークへのバッ
クアップデータトラフィックによる影響を回避することができます。
p.538 の 「バックアップネットワークの指定について」 を参照してください。
p.727 の 「Agent for Windows の公開先 Backup Exec サーバーの追加」 を参照してく
ださい。
p.729 の 「Agent for Windows の公開先 Backup Exec サーバーの情報の編集」 を参照
してください。

Agent for Windows の公開先 Backup Exec サーバーの追加
Agent for Windows が情報を公開できる Backup Exec サーバーを追加するのに Backup
Exec Agent ユーティリティを使用できます。
p.726 の 「Agent for Windows の Backup Exec サーバーへの公開について」 を参照し
てください。
p.151 の 「サーバーリストについて」 を参照してください。
p.725 の 「システムトレーからのリモートコンピュータの活動状態の表示」 を参照してくださ
い。
Agent for Windows の公開先 Backup Exec サーバーを追加する方法

1

Agent for Windows がインストールされているコンピュータのタスクバーで、［スター
ト］>［すべてのプログラム］>［Symantec Backup Exec］>［Backup Exec 2012 Backup
Exec Agent Utility］をクリックします。
Backup Exec Agent ユーティリティの実行中は、アイコンがシステムトレーに表示さ
れます。 このアイコンをダブルクリックすると、ユーティリティを表示できます。

2

［公開］タブをクリックします。

3

必要なオプションを設定します。
p.727 の 「Backup Exec Agent ユーティリティの［公開］オプション」 を参照してくださ
い。

4

［OK］をクリックします。

Backup Exec Agent ユーティリティの［公開］オプション
Backup Exec Agent ユーティリティの次の［公開］オプションを設定できます。
p.727 の 「Agent for Windows の公開先 Backup Exec サーバーの追加」 を参照してく
ださい。
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表 A-2

Backup Exec Agent ユーティリティの［公開］オプション

項目

説明

Enable the Agent for
Windows to publish
information to the Backup
Exec servers in the list

バージョンや IP アドレスなどの Agent for Windows 自体に関
する情報を、リスト内のすべての Backup Exec サーバーに Agent
for Windows が送信するかどうかを示します。 Backup Exec
サーバーでは Agent for Windows をサーバーのリストに表示し
ます。
デフォルトでは、この Agent for Windows のプッシュインストー
ルを行った Backup Exec サーバーの名前がこのリストに表示さ
れます。 Agent for Windows が Backup Exec サーバーでもあ
る場合は、名前は 127.0.0.1 と表示されます。
情報がすべての Backup Exec サーバーに送信されないようにす
るには、［Enable the Agent for Windows to publish
information to the Backup Exec servers in the list］のチェッ
クマークをはずします。 Backup Exec サーバーのリストは保存さ
れますが、Agent for Windows から Backup Exec サーバーに
情報が送信されなくなります。

公開の間隔

リストに表示されている Backup Exec サーバーに対して Agent
for Windows の状態に関する情報を送信する間隔を分単位で
表示します。 デフォルトの間隔は 240 分です。 これは、システム
の応答とネットワークトラフィックのバランスを適正に保つための
推奨値です。 指定できる最長の間隔は 720 分です。

設定を変更

Backup Exec サーバーリストで Backup Exec サーバーの追加、
編集、または削除を実行できる設定を有効にします。
このオプションは Backup Exec Agent ユーティリティを最初に起
動する時に表示されます。

追加

Backup Exec サーバーリストに Backup Exec サーバーの名前ま
たは IP アドレスを追加できます。

編集

Backup Exec サーバーリストの Backup Exec サーバーの名前ま
たは IP アドレスを編集できます。

リムーブ

Backup Exec サーバーリストから Backup Exec サーバーの名前
または IP アドレスを削除できます。Agent for Windows は、
Backup Exec サーバーに情報を公開しなくなります。Backup
Exec サーバーの［登録済みリソース］ノードからリモートコンピュー
タをバックアップ対象として選択できなくなります。
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項目

説明

このエージェントの公開名

このリモートコンピュータが公開されるとき使われる名前を示しま
す。 この名前はメディアサーバーの［登録済みリソース］の下に
表示されます。
表示される名前は次のとおりです。
■

ドメインの完全修飾名。

■

コンピュータ名。

■

NetBIOS コンピュータ名。

仮想サービス名。リモートコンピュータがホストであるクラスタ
リソースに割り当てられる名前です。
■ Oracle RMAN の Real Application Clusters (RAC) 名。RAC
内のコンピュータで Oracle アプリケーションのホストコンピュー
タに対して使用される仮想名です。 この名前は、Oracle RAC
ノードにあるBackup Exec サーバーのバックアップ選択リスト
に表示されます。
■

Agent for Windows の公開先 Backup Exec サーバーの情報の
編集
Agent for Windows が情報を公開できる Backup Exec サーバーの名前または IP アド
レスを編集するのに Backup Exec Agent ユーティリティを使用することができます。
p.726 の 「Agent for Windows の Backup Exec サーバーへの公開について」 を参照し
てください。
Backup Exec サーバーの情報を編集する方法

1

Agent for Windows がインストールされているコンピュータのタスクバーで、［スター
ト］>［すべてのプログラム］>［Symantec Backup Exec］>［Backup Exec 2012 Backup
Exec Agent Utility］をクリックします。
Backup Exec Agent ユーティリティの実行中は、アイコンがシステムトレーに表示さ
れます。 このアイコンをダブルクリックすると、ユーティリティを表示できます。

2

［公開］タブをクリックします。

3

編集する Backup Exec サーバーをリストから選択します。

4

［編集］をクリックします。

5

Backup Exec サーバーの名前か IP アドレスを編集します。

6

［OK］をクリックします。
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Agent for Windows の公開先 Backup Exec サーバーの削除
Agent for Windows が Backup Exec サーバーに情報を公開しないように Backup Exec
サーバーを削除するのに Backup Exec Agent ユーティリティを使用できます。
p.726 の 「Agent for Windows の Backup Exec サーバーへの公開について」 を参照し
てください。
Agent for Windows の公開先 Backup Exec サーバーを削除する方法

1

Agent for Windows がインストールされているコンピュータのタスクバーで、［スター
ト］>［すべてのプログラム］>［Symantec Backup Exec］>［Backup Exec 2012 Backup
Exec Agent Utility］をクリックします。
Backup Exec Agent ユーティリティの実行中は、アイコンがシステムトレーに表示さ
れます。 このアイコンをダブルクリックすると、ユーティリティを表示できます。

2

［公開］タブをクリックします。

3

削除する Backup Exec サーバーをリストから選択します。

4

［リムーブ］をクリックします。

5

［OK］をクリックします。

データベースアクセスの設定
Oracle 操作のために Backup Exec サーバーの認証を有効にするようにデータベースア
クセスを設定できます。
p.886 の 「Backup Exec サーバーでの Oracle 操作のための認証クレデンシャルの設定」
を参照してください。
データベースアクセスを設定する方法

1

Agent for Windows がインストールされているコンピュータのタスクバーで、［スター
ト］>［すべてのプログラム］>［Symantec Backup Exec］>［Backup Exec 2012 Backup
Exec Agent Utility］をクリックします。

2

［データベースアクセス］タブをクリックします。

3

変更を行うには、［設定を変更］をクリックします。

4

必要なオプションを設定します。
p.731 の 「Backup Exec Agent ユーティリティの［データベースアクセス］オプション
」 を参照してください。

5

［OK］をクリックします。

6

Backup Exec サーバーで、Oracle サーバーの名前と［データベースアクセス］タブ
で入力したユーザー名を、認証クレデンシャルのリストに追加します
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Backup Exec Agent ユーティリティの［データベースアクセス］オプ
ション
Backup Exec Agent ユーティリティの次の［データベースアクセス］オプションを設定でき
ます。
p.730 の 「データベースアクセスの設定」 を参照してください。
表 A-3
項目

Backup Exec Agent ユーティリティの［データベースアクセス］オプショ
ン
説明

Backup Exec サーバーで Oracle 操作を認証で DBA 開始操作など、Oracle サーバー上のすべ
きるようにする
ての操作で Backup Exec サーバーが使用する
クレデンシャルを指定します。 Backup Exec サー
バーは、Oracle サーバーの認証にもこれらのク
レデンシャルを使用します。
Backup Exec サーバーとこのコンピュータ間で
Oracle 操作を有効にするには、このオプション
にチェックマークを付ける必要があります
ユーザー名

このコンピュータに対する管理者権限が与えら
れているユーザー名を指定します。これは、
Backup Exec サーバーがこのコンピュータに接
続する際に使用するログオンアカウントです
ユーザー名の一部として IP アドレスまたは完全
修飾コンピュータ名を指定した場合は、Backup
Exec Agent ユーティリティでユーザーアカウン
トを検証できない場合があります。 入力したクレ
デンシャルが正しくない場合、バックアップまた
はリストアジョブの実行時に［リソースに接続でき
ません］というエラーが表示される場合がありま
す。
Backup Exec サーバーで、このコンピュータ名
とログオンアカウントを、Oracle サーバー用の認
証クレデンシャルのリストに追加する必要があり
ます。Oracle リソースのバックアップ時に認証に
失敗すると、バックアップジョブは失敗します。リ
ストアジョブでバックアップセットの参照時に認証
に失敗すると、バックアップセットが使用できなく
なるため、DBA 開始リストアジョブを実行してデー
タをリストアする必要があります。
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項目

説明

パスワード

このログオンアカウントのパスワードを指定しま
す。

メモ: セキュリティ上の理由で、ログオンクレデン
シャルは、リモートコンピュータに格納されませ
ん。
パスワードの確認入力

確認のため、パスワードをもう一度指定します。

Oracle 操作中に Backup Exec サーバーに接
続するためにカスタムポートを使用する

Oracle 操作の実行中にこのコンピュータと
Backup Exec サーバー間の通信に使われるポー
トを指定します。デフォルトでは、ポート 5633 が
使用されます。
このコンピュータのポート番号を変更する場合
は、Backup Exec サーバーのポート番号も変更
する必要があります。その後、Backup Exec サー
バー上の Backup Exec Job Engine サービスを
再起動します。

ポート番号

Backup Exec サーバーに操作要求を送信する
ために使用するポート番号を指定します。

Agent for Windows と信頼のある Backup Exec サーバーのセキュリティ
証明書の削除
Agent for Windows と信頼を確立した Backup Exec サーバーについてのセキュリティ
証明書を削除できます。
p.733 の 「Backup Exec Agent ユーティリティの［セキュリティ］オプション」 を参照してくだ
さい。
Backup Exec サーバーのセキュリティ証明書を削除する方法

1

Agent for Windows がインストールされているコンピュータのタスクバーで、［スター
ト］>［すべてのプログラム］>［Symantec Backup Exec］>［Backup Exec 2012 Backup
Exec Agent Utility］をクリックします。

2

［セキュリティ］タブで、［設定を変更］をクリックします。

3

セキュリティ証明書を削除する Backup Exec サーバーを選択して［リムーブ］をクリッ
クします

4

Click OK.
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Backup Exec Agent ユーティリティの［セキュリティ］オプション
Agent for Windows と信頼のある Backup Exec サーバーについての次の情報を表示
できます。
p.732 の 「Agent for Windows と信頼のある Backup Exec サーバーのセキュリティ証明
書の削除」 を参照してください。
表 A-4

Backup Exec Agent ユーティリティの［セキュリティ］オプション

項目

説明

Backup Exec Server

セキュリティ証明書が発行された Backup Exec
サーバーの名前を表示します。

発行先

セキュリティ証明書が発行された Agent for
Windows の名前を表示します。

発行元

セキュリティ証明書を発行した認証局の名前を
表示します。

期間の終了日

セキュリティ証明書の期限が切れる日付を表示
します。

ハッシュ

クライアント証明書の一意の識別子を表示しま
す。

CA ハッシュ

CA 証明書の一意の識別子を表示します。

Backup Exec Agent ユーティリティのコマンドラインアプ
レットについて
Windows オペレーティングシステムのコマンドプロンプトで Backup Exec Agent ユー
ティリティのコマンドラインアプレットを使用して、Backup Exec Agent ユーティリティにア
クセスできます。 Backup Exec Agent ユーティリティのコマンドラインアプレットは、Agent
for Windows のインストール時にインストールされます。Windows 7/Vista/Server 2008
R2/Server 2008 コンピュータでコマンドラインユーティリティを実行する場合は、昇格し
たコマンドプロンプトを使用する必要があります。
メモ: Microsoft Windows Server 2008 R2 または Server 2008 コンピュータで Backup
Exec Agent ユーティリティのコマンドラインアプレットを実行するには、Server Core を使
用する必要があります。
Backup Exec Agent ユーティリティのコマンドラインアプレットを使用して、次の Backup
Exec Agent ユーティリティ機能を実行できます。
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■

公開間隔を分単位で設定する。

■

エージェントの公開名を一覧表示する。

■

そのエージェントの公開先になる Backup Exec サーバー名を一覧表示する。

■

公開リストに Backup Exec サーバーを追加する。

■

公開リストから Backup Exec サーバーを削除する。

■

次の状態情報を表示する。
■

アクティビティの状態

■

現在処理中のソース

■

現在処理中のフォルダ

■

現在処理中のファイル

■

現在接続されている Backup Exec サーバー

p.734 の 「Backup Exec Agent ユーティリティのコマンドラインアプレットの使用」 を参照
してください。

Backup Exec Agent ユーティリティのコマンドラインアプレットの使用
Backup Exec Agent ユーティリティのコマンドラインアプレットを使用するには、次の手順
を実行します。
p.733 の 「Backup Exec Agent ユーティリティのコマンドラインアプレットについて」 を参照
してください。
Backup Exec Agent ユーティリティのコマンドラインアプレットを使用する方法

1

コマンドプロンプトを開きます。

2

Backup Exec のインストールディレクトリから、ramcmd.exe に続けて一連のコマンド
スイッチを入力します。
デフォルトのインストール場所は、c:¥Program Files¥Symantec¥Backup
Exec¥RAWS です。
p.734 の 「Backup Exec Agent ユーティリティのコマンドラインアプレットのスイッチ」
を参照してください。

Backup Exec Agent ユーティリティのコマンドラインアプ
レットのスイッチ
次の表に、Backup Exec Agent ユーティリティのコマンドラインアプレットで使用できるス
イッチを示します。
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p.733 の 「Backup Exec Agent ユーティリティのコマンドラインアプレットについて」 を参照
してください。
表 A-5

Backup Exec Agent ユーティリティのコマンドラインアプレットのスイッ
チ

スイッチ

説明

status:[n]

状態の出力が、1 から 86400 の範囲で <n> 秒ごとに繰り返さ
れます。出力の実行を停止するには、Q キーを押します。
ramcmd /status:[n]
時刻の値を指定しないで /status スイッチを使用すると、コマ
ンドウィンドウに Agent for Windows の状態が表示され、アプ
レットが終了します

/publish:[on | off | add | remove /publish スイッチで、次のパラメータを使用します。
| interval][/ms:<Backup Exec
■ パラメータの指定なし - 公開状態が表示されてから終了し
server>] [/t:<x>]
ます。
■ [on] - 公開が有効になります。バージョンや IP アドレスな
ど、Agent for Windows に関する情報が送信されます。
■ [off] - 公開が無効になります。
[add], [remove] - /ms と組み合わせて使用します。このパ
ラメータを使用して、Agent for Windows の公開リストで
Backup Exec サーバーを追加または削除できます。
■ [interval] - /t と組み合わせて使用します。Agent for
Windows がクライアントの情報を Backup Exec サーバー
に送信する時間間隔を指定します。
時間間隔は、/t:[<x>] パラメータを使用して分単位で設定
できます。
■

メモ: [interval] スイッチは、/t: スイッチと組み合わせて使用
する必要があります。コマンドラインで [interval] を単独で使
用することはできません。
ramcmd /publish:[on|off|add|remove|interval]
[/ms<Backup Exec server>][/t:<x>]
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スイッチ

説明

/oracle: [new | edit | delete]

/oracle スイッチで、次のパラメータを使用します。

/in:[<instance name>]

■

/ms:[<Backup Exec server |
address>]

■

/jt:[<job template>]

■

/user:[<username>]
/password:[<password> | * ]

■

/rc: [yes | no]
/tns:[<TNS name>]

■

■

パラメータの指定なし - 既存の Oracle インスタンスが表示
されてから終了します。
[new]、[edit]、[delete] - /in スイッチと組み合わせて使用
します。
/in:[<instance name>] - Oracle インスタンスリストで Oracle
インスタンス名を追加、編集および削除するために使用し
ます。
/ms:[<Backup Exec server name | address>] - Backup
Exec サーバーの名前または IP アドレスを設定します。
/jt:[<job template>] - Backup Exec ジョブテンプレートを
設定します。
/user:[<username>] - ユーザー名を設定します。

/password:[<password> | *] - /user:[<username>] と組
み合わせて使用するパスワードを設定します。パスワードを
省略した場合、またはアスタリスク [*] を使用した場合は、コ
マンドラインにパスワードを入力する必要はありません。コ
マンドを実行すると、パスワードを入力するためのプロンプ
トが表示されます。
■ /rc:[yes | no] - ［Use recover catalog］の設定を有効また
は無効にします。パラメータを指定しないで /rc を表示した
場合は、そのインスタンスの現在の状態が表示されます。
■ /tns:[TNS name] - Oracle TNSNAMES ファイルに存在
する、利用可能な Oracle データベースおよびサーバーの
TNS の別名を設定します。
ramcmd.exe /oracle:edit /in:<instance
name> /rc:[yes|no][/tns:<TNS
name>][/user:<username>][/password:password|*]
■

/auth:[on | off]
[/user:<username>]
[/password:<password> | *]

Oracle 操作のための Backup Exec サーバーの認証を有効ま
たは無効にします。
/auth:on - 状態が有効になります。/user パラメータが必
要です。
■ /auth:off - 状態が無効になります。/user パラメータが必
要です。
■ /user:<username> - ユーザー名を設定します。
■

■

/password:<password> - /user:<username> と組み合
わせて使用するパスワードを設定します。パスワードにアス
タリスクを使用した場合、またはパスワードを省略した場合
は、パスワードを入力するように求められます。
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スイッチ

説明

/port:[<port>]

Oracle の操作中に Backup Exec サーバーに接続するために
使用するカスタムポートを表示または設定します。
/port - 現在のポート番号が表示されます。 ポートがデフォ
ルトポートの場合は、「(default)」と表示されます。
■ /port:<port> - ポート番号を <port> に設定します。ポー
トをデフォルトのポート番号を変更するには、[/port:0] と入
力します。
■

/log_path:[<log path>]

デバッグログのカスタムパスを表示または設定します。
/log_path - ログディレクトリのパスが表示されてから終了し
ます。
■ /log_path:<"logs path"> - <"logs path"> ディレクトリが作
成されます。パス名に空白が含まれる場合は、パスを引用
符で囲みます。 たとえば "C:¥Program files¥LogsFolder"
のように指定します。
■

p.734 の 「Backup Exec Agent ユーティリティのコマンドラインアプレットの使用」 を参照
してください。

737

738

付録 A Symantec Backup Exec Agent for Windows
Backup Exec Agent ユーティリティのコマンドラインアプレットのスイッチ

B
Symantec Backup Exec
Deduplication Option
この付録では以下の項目について説明しています。
■

Deduplication Option について

■

Backup Exec エージェントの重複排除の方式

■

Deduplication Option の必要条件

■

Deduplication Option のインストールについて

■

OpenStorage デバイスについて

■

重複排除用ディスクストレージについて

■

複数の Backup Exec サーバー間の重複排除デバイスの共有について

■

ストレージデバイスのダイレクトアクセス共有について

■

クライアント側の重複排除について

■

重複排除バックアップジョブについて

■

最適化された複製の使用による OpenStorage デバイス間または重複排除用ディス
クストレージデバイス間の重複排除データのコピーについて

■

テープへの重複排除データのコピーについて

■

暗号化を用いる重複排除の使用について

■

重複排除データのリストアについて

■

重複排除用ディスクストレージデバイスのディザスタリカバリについて

■

OpenStorage デバイスのディザスタリカバリについて
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Deduplication Option について
Backup Exec Deduplication Option は、ストレージとネットワークの帯域幅を最適化す
ることによってデータ整理の戦略をサポートします。 Deduplication Option は、Backup
Exec サーバーと、Agent for Windows または Agent for Linux がインストールされてい
るリモートコンピュータで統合された重複排除をサポートします。また、シマンテック社と他
社のインテリジェントディスクデバイスでデータを重複排除し、保存することを可能にしま
す。
表 B-1

重複排除の種類

重複排除の種類

重複排除の実行場所

Backup Exec サーバー側の重 Backup Exec サーバー
複排除

クライアント側の重複排除

データが存在するリモートコン
ピュータ。

装置の重複排除

シマンテック社の PureDisk ま
たはサードパーティの製造元の
デバイスのようなインテリジェン
トディスクデバイス。

メリット
バックアップのサイズを減らし、
ストレージ必要条件を軽減しま
す。

重複のないデータのみがネット
ワーク経由で送信されるので、
メモ: リモートの Windows コン ネットワークトラフィックが軽減さ
ピュータでクライアント側の重複 れます。 また、バックアップ時間
排除を実行するには、そのコン 帯が短縮されます。
ピュータに Agent for Windows
が必要です。リモートの Linux
コンピュータでクライアント側の
重複排除を実行するには、その
コンピュータに Agent for
Linux が必要です。
バックアップのサイズを減らし、
ストレージ必要条件を軽減しま
す。 また、バックアップ時間帯
が短縮されます。

単一の Deduplication Option ライセンスキーでは、2 種類の重複排除のデバイスを使
うことができます。
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表 B-2

Deduplication Option で使用できる重複排除のデバイスの種類

デバイスの種類

説明

OpenStorage デバイス

Backup Exec はシマンテック社の OpenStorage
技術を使用するため、インテリジェントディスクデ
バイスと Backup Exec の統合が可能になります。
シマンテック社の PureDisk デバイスと他社のス
トレージデバイスにデータをバックアップできま
す。
互換性のあるストレージのリストは、次の URL で
参照できます。
http://entsupport.symantec.com/umi/V-269-2
p.745 の 「OpenStorage デバイスについて」 を
参照してください。

重複排除用ディスクストレージ

重複排除用ディスクストレージは Backup Exec
サーバーでの統合された重複排除を提供しま
す。重複排除用ディスクストレージは、Backup
Exec サーバーに存在するディスクベースのバッ
クアップフォルダです。
p.748 の 「重複排除用ディスクストレージについ
て」 を参照してください。

ストレージ必要条件とネットワークトラフィックの軽減に加えて、Deduplication Option は
次をすることを可能にします:
■

長期またはオフサイトストレージ用に、OpenStorage デバイスまたは重複排除用ディ
スクストレージからテープに重複排除されたデータをコピーします。

■

最適化された複製を使用することによって、同じ製造元の OpenStorage デバイス間
と、重複排除用ディスクストレージデバイス間で重複排除されたデータをコピーできま
す。

■

重複排除のデバイスを使うジョブでシマンテック社の Granular Recovery Technology
(GRT) を使用します。

■

Central Admin Server Option を使う場合、複数の Backup Exec サーバー間で
OpenStorage デバイスと重複排除用ストレージデバイスを共有します。

p.745 の 「Deduplication Option のインストールについて」 を参照してください。
p.743 の 「Deduplication Option の必要条件」 を参照してください。
p.756 の 「複数の Backup Exec サーバー間の重複排除デバイスの共有について」 を参
照してください。
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p.762 の 「最適化された複製の使用による重複排除用ディスクストレージデバイス間また
は OpenStorage デバイス間の重複排除データのコピー」 を参照してください。
p.763 の 「テープへの重複排除データのコピーについて」 を参照してください。

Backup Exec エージェントの重複排除の方式
Backup Exec では次の重複排除の方式がサポートされています。
■

インテリジェントディスクデバイスまたは重複排除用ディスクストレージデバイスでのク
ライアント側の重複排除

■

重複排除用ディスクストレージデバイスを使用した Backup Exec サーバー側の重複
排除

■

OpenStorage デバイスでの装置の重複排除

次の表は Backup Exec エージェントのために利用可能である重複排除の方式をリストし
たものです。
Backup Exec エージェントの重複排除の方式

表 B-3

エージェント クライアント
側の重複排
除 (ファイル
システム
/VSS)

クライアント
側の重複排
除 (Granular
Recovery
Technology
が有効)

Backup Exec
サーバー側
の重複排除
(ファイルシス
テム /VSS)

Backup Exec
サーバー側
の重複排除
(Granular
Recovery
Technology
が有効)

OpenStorage
デバイスでの
装置の重複
排除

Agent for
Windows

可

適用外

可

適用外

可

Agent for
VMware and
Hyper-V

可 (Hyper-V
の場合のみ)

可 (Hyper-V
の場合のみ)

可

可

可

メモ: Agent

メモ: Agent

for Windows
が Hyper-V ホ
ストにインス
トールされてい
る必要がありま
す。

for Windows
をゲスト仮想マ
シンにインス
トールする必
要があります。

可

不可

可

適用外

可

Agent for
Linux
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エージェント クライアント
側の重複排
除 (ファイル
システム
/VSS)

クライアント
側の重複排
除 (Granular
Recovery
Technology
が有効)

Backup Exec
サーバー側
の重複排除
(ファイルシス
テム /VSS)

Backup Exec
サーバー側
の重複排除
(Granular
Recovery
Technology
が有効)

OpenStorage
デバイスでの
装置の重複
排除

Agent for
Enterprise
Vault

可

不可

可

不可

不可

Exchange
Agent

可

可

可

可

可

SQL Agent

可

適用外

可

適用外

可

SharePoint
Agent

可

可

可

可

可

Active
Directory
Agent

可

可

可

可

可

Agent for
Oracle

Linux: 可

不可

可

不可

可

Agent for
Lotus
Domino

可

不可

可

不可

可

Agent for
Mac

不可

適用外

可

適用外

可

Windows: 可

p.740 の 「Deduplication Option について」 を参照してください。

Deduplication Option の必要条件
Deduplication Option の必要条件は、使用するストレージデバイスと重複排除の種類
によって変わります。Deduplication Option のインストールの前に、Deduplication
Option で使うストレージデバイスと重複排除の種類を決定します。それから、使いたいス
トレージデバイスの必要条件をシステムが満たすことを確認してください。
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表 B-4

Deduplication Option の必要条件

項目

必要条件

重複排除用ディスクストレージデバイス

次の項目が必要です:
■

64 ビットの Backup Exec サーバー。

1 つのクアッドコアプロセッサまたは 2 つの
デュアルコアプロセッサがある Backup Exec
サーバー。
■ 重複排除用ディスクストレージを保存するた
めの場所として使用する専用のボリューム。
専用のボリュームには 5 GB 以上の空き領域
が必要です。
■ 重複排除データを最大 5 TB までサポートす
る 8 GB の RAM。 5 TB を超えるデータの場
合は、必要な RAM 容量を判断するために
次の計算を使います。
1.5 GB X N、N = 保存対象の重複排除デー
タの TB 数。 最大 32 TB のデータをサポー
トします。
例: 10 TB のデータに必要な RAM 容量を計
算するために次の等式を使います。
1.5 x 10 = 15 GB RAM
■

OpenStorage デバイス

OpenStorage デバイスとしてシマンテック社の
PureDisk デバイスか別の製造元のストレージデ
バイスを使うためには、デバイスの製造元からデ
バイスと適切な OpenStorage コネクタを購入す
る必要があります。
32 ビットの Backup Exec サーバーまたは 64
ビットの Backup Exec サーバーの OpenStorage
デバイスで Deduplication Option を使用でき
ます。Backup Exec の標準的なシステムの必要
条件は、OpenStorage デバイスを使うときに
Deduplication Option に適用されます。

クライアント側の重複排除を Windows で使用
する場合

Agent for Windows をインストールするサー
バーに 1.5 GB のメモリが必要です。
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項目

必要条件

クライアント側の重複排除を Linux で使用する
場合

次のオペレーティングシステムがサポートされて
います。
■

Linux カーネルバージョン 2.6 以上

■

SUSE バージョン 11 および SP1

■

Red Hat バージョン 5.5

■

Asianux サーバー 3

次の重複排除用デバイスを使用できます。
■

重複排除用ディスクストレージデバイス

■

シマンテック社の PureDisk OpenStorage
デバイス。Linux でサポートされる
OpenStorage デバイスは PureDisk のみで
す。

次の Backup Exec オプションが必要となります。
■

Agent for Linux

■

Deduplication Option

p.745 の 「Deduplication Option のインストールについて」 を参照してください。

Deduplication Option のインストールについて
Deduplication Option は Backup Exec のインストールメディアを使用してインストール
されます。 Backup Exec の独立したアドオンコンポーネントとしてローカルにインストール
します。 Deduplication Option のインストールを試みる前に、システムが要件を満たし
ていることを確認してください。
p.743 の 「Deduplication Option の必要条件」 を参照してください。
p.66 の 「Backup Exec のカスタムインストールでのインストール」 を参照してください。

OpenStorage デバイスについて
OpenStorage は Backup Exec と インテリジェントディスクデバイスの統合を実現するシ
マンテック社の技術です。
互換性のあるストレージのリストは、次の URL で参照できます。
http://entsupport.symantec.com/umi/V-269-2
一部のインテリジェントディスクデバイスには、複数の論理ストレージユニットが含まれま
す。ただし、それぞれの論理ストレージユニットは OpenStorage の単一のデバイスとして
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追加されます。OpenStorage デバイスを追加すると、Backup Exec は自動的にそのデ
バイス上の論理ストレージユニットを検出できます。
メモ: OpenStorage デバイスからメディアを削除するか、または消すとき、より多くのスペー
スが利用可能になるのに最大で 48 時間かかることがあります。 Backup Exec は利用で
きるようになる容量を計算できない場合があります。
OpenStorage デバイスはストレージを設定ウィザードで追加します。OpenStorage デバ
イスを追加すると、［ストレージ］タブに表示されます。 OpenStorage デバイスは
OpenStorage デバイスがビジー状態の場合、重複排除ジョブがストレージプールの非重
複排除用デバイスに送信されることを防ぐためにストレージプールに属することができま
せん。
Backup Exec Central Admin Server Option を使えば、OpenStorage デバイスは複数
の Backup Exec サーバー間で共有できます。共有は OpenStorage デバイスを追加す
るときに有効にできます。OpenStorage デバイスを共有する新しい Backup Exec サー
バーの選択、または Backup Exec サーバーの共有機能の削除はいつでも実行できま
す。
p.141 の 「［ストレージを設定］ウィザードについて」 を参照してください。
p.756 の 「複数の Backup Exec サーバー間の重複排除デバイスの共有について」 を参
照してください。

OpenStorage デバイスのプロパティの編集
OpenStorage デバイスのすべてのプロパティを表示できます。一部のプロパティは変更
できます。
OpenStorage デバイスのプロパティを編集する方法

1

［ストレージ］タブで、OpenStorage デバイスの名前をダブルクリックします

2

左ペインで、［プロパティ］を選択します。

3

必要に応じてプロパティを変更します
p.746 の 「OpenStorage デバイスのプロパティ」 を参照してください。

4

［適用］をクリックして変更を保存します

OpenStorage デバイスのプロパティ
OpenStorage デバイスのすべてのプロパティを表示できます。一部のプロパティは変更
できます。
p.746 の 「OpenStorage デバイスのプロパティの編集」 を参照してください。
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表 B-5

OpenStorage デバイスの一般プロパティ

項目

説明

名前

この OpenStorage デバイスのユーザー定義の
名前を示します。

説明

この OpenStorage デバイスのユーザー定義の
説明を示します。

状態

デバイスの現在の状態を示します。このプロパ
ティを変更できません。

Host サーバ

デバイスがあるサーバーの完全修飾名を示しま
す。

サーバー名

デバイスがあるサーバーの名前を示します。

サーバーの種類

OpenStorage デバイスの種類を示します
(PureDisk など)。

データ格納場所

OpenStorage デバイスが存在しているサーバー
の名前を示します。

ログオンアカウント

デバイスにアクセスするために必要なログオンア
カウントの名前を示します。

同時並行処理

このデバイスで同時に実行したいジョブの最大
数を示します。

データストリームを分割

Backup Exec が新しいイメージにスパンするサ
イズを示します。デフォルトサイズは 50 GB で
す。

データストリームサイズ

Backup Exec が行う単一書き込み操作のサイズ
を示します。デフォルトのサイズは使われるデバ
イスの種類によって異なります。

ストリームハンドラ

ストリームハンドラが使われるかどうかを示しま
す。サーバーの種類を選択すると、Backup Exec
はこのオプションを自動的に設定します。デバイ
スの種類によっては、このオプションは全く表示
されないことがあります。Backup Exec がこのオ
プションを設定しなければ、推奨設定について
デバイスの製造元に連絡してください。

747

748

付録 B Symantec Backup Exec Deduplication Option
重複排除用ディスクストレージについて

項目

説明

クライアント側重複排除

クライアント側の重複排除が この OpenStorage
デバイスで有効かどうかを示します。
クライアント側の重複排除を使用すると、リモート
コンピュータは OpenStorage デバイスにデータ
を直接送ることができます。クライアント側の重複
排除を使用すると、Backup Exec サーバーはバ
イパスされ、他の操作を実行するために解放さ
れたままになります。

Backup Exec 以外の操作用に予約するディスク Backup Exec 以外のアプリケーション用に空け
容量
てあるディスク領域を表示します。デフォルトの
サイズは 5% です。
総容量

このデバイスで利用可能な総ストレージ容量を
表示します。

使用領域

このデバイスで使用されている総ストレージ容量
を表示します。

重複排除率

重複排除前のデータ量と重複排除後のデータ
量の比率を示します。

接続の種類

Backup Exec サーバーと OpenStorage デバイ
ス間の接続の種類を示します。OpenStorage デ
バイスの接続の種類は「ネットワーク」です。

Backup Exec サービスの再起動が必要

このデバイスに対する変更を適用するために
Backup Exec サービスを再起動する必要がある
かどうかを示します。

重複排除用ディスクストレージについて
重複排除用ディスクストレージは、バックアップジョブの宛先として使用できるディスクベー
スのバックアップフォルダを提供します。重複排除用ディスクストレージを使用すると、一
意のデータのみが保存されます。
重複排除用ディスクストレージデバイスを作成する前に、要件を確認してください。シマン
テック社は、重複排除用ディスクストレージ用に専用ボリュームと大容量の RAM を推奨
します。
p.743 の 「Deduplication Option の必要条件」 を参照してください。
メモ: 1 つの Backup Exec サーバー に作成できる重複排除用ストレージデバイスは 1 つ
だけです。
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重複排除用ディスクストレージデバイスはストレージを設定ウィザードで追加します。ウィ
ザードでは、新しい重複排除用ディスクストレージデバイスを作成するか、他の Backup
Exec サーバーから既存のデバイスをインポートするかを選択できます。既存デバイスの
インポートを選択する場合は、他の Backup Exec サーバーで最初にデバイスを作成す
るのに使ったユーザーアカウントに関する情報を入力する必要があります。重複排除用
ストレージデバイスを作成すると、［ストレージ］タブに表示されます。重複排除用ディスク
ストレージデバイスはストレージプールに属することはできません。これは、重複排除用
ディスクストレージデバイスがビジー状態の場合に、ストレジプールの非重複排除用デバ
イスに重複排除ジョブが送信されることを防ぐためです。
重複排除用ディスクストレージデバイスに対し、一時停止、有効化、無効化、名前の変
更、更新、削除を実行できます。重複排除用ディスクストレージデバイスで Backup Exec
の［削除］オプションを使うと、フォルダは Backup Exec データベースから削除されます。
ただし、その中のフォルダとファイルはディスクに残ります。
メモ: 重複排除用ディスクストレージデバイスからバックアップセットを削除するときは、利
用可能なスペースが増えるのに最大 48 時間かかる場合があります。Backup Exec は利
用できるようになる容量を計算できない場合があります。
Backup Exec Central Admin Server Option を使うと、重複排除用ディスクストレージ
デバイスを複数の Backup Exec サーバー間で共有できます。共有は、重複排除用ディ
スクストレージデバイスの追加時に有効化できます。重複排除用ディスクストレージを共
有する新しい Backup Exec サーバーの選択、または Backup Exec サーバーの共有機
能の削除はいつでも実行できます。
重複排除用ディスクストレージはストレージアレイに作成できます。 ただし、重複排除用
ディスクストレージデバイスが Backup Exec サーバーにすでに存在する場合、その
Backup Exec サーバーに接続されているストレージアレイには別のデバイスを追加でき
ません。
p.141 の 「［ストレージを設定］ウィザードについて」 を参照してください。
p.756 の 「複数の Backup Exec サーバー間の重複排除デバイスの共有について」 を参
照してください。

重複排除用ディスクストレージデバイスのプロパティの編集
重複排除用ディスクストレージデバイスのすべてのプロパティを表示できます。一部のプ
ロパティは変更できます。
重複排除用ディスクストレージデバイスのプロパティを編集する方法

1

［ストレージ］タブで、重複排除用ディスクストレージデバイスの名前をダブルクリック
します

2

左ペインで、［プロパティ］を選択します。
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3

必要に応じてプロパティを変更します
p.750 の 「重複排除用ディスクストレージのプロパティ」 を参照してください。

4

［適用］をクリックし、変更した内容を保存します

重複排除用ディスクストレージのプロパティ
重複排除用ディスクストレージデバイスのすべての一般プロパティを表示できます。一部
のプロパティは変更できます。
p.749 の 「重複排除用ディスクストレージデバイスのプロパティの編集」 を参照してくださ
い。
表 B-6

重複排除用ディスクストレージのプロパティ

項目

説明

名前

重複排除用ディスクストレージの設定時に入力
された名前を示します。名前は、いつでも変更
することができます。

説明

重複排除用ディスクストレージの設定時に入力
された説明を示します。説明はいつでも変更で
きます。

状態

デバイスの現在の状態を示します。このプロパ
ティを変更できません。

Host サーバ

重複排除用ディスクストレージが作成されたコン
ピュータの名前を示します。

ストレージパス

コンピュータ上のフォルダの場所を示します。シ
マンテック社は専用のボリュームを使うことを強く
推奨します。

ログオンアカウント

デバイスにアクセスするために使われているログ
オンアカウントを示します。

暗号化

暗号化を有効または無効にします。

同時並行処理

このデバイスで同時に実行したいジョブの最大
数を示します。

データストリームサイズ

Backup Exec が行う単一書き込み操作のサイズ
を示します。デフォルトのサイズは使われるデバ
イスの種類によって異なります。
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項目

説明

クライアント側重複排除

クライアント側の重複排除がこのデバイスで有効
かどうかを示します
クライアント側の重複排除を使用すると、設定さ
れているリモートコンピュータは、重複排除用ディ
スクストレージにデータを直接送ることができま
す。データが重複排除されると、重複排除用ディ
スクストレージに一意のデータのみが直接送ら
れます。このオプションを使用すると、Backup
Exec サーバーはバイパスされ、他の操作を実行
するために解放されたままになります。

Backup Exec 以外の操作用に予約するディスク Backup Exec 以外のアプリケーション用に空け
容量の割合
てあるディスク領域を表示します。デフォルトの
サイズは 5% です。
ログレベル

このデバイスの診断ログに含めたい情報の種類
を示します。重大なエラーからすべての種類の
メッセージまで選択できます。

ログの保持期間

このデバイスの診断ログを保持する日数を示し
ます。

ディスク容量不足 - 重要

Backup Exec がアラートを送信するディスクの空
き領域の危険低しきい値を表示します。 Backup
Exec は、空きディスク領域が低しきい値を下回っ
たときと、警告しきい値を下回ったときにアラート
を送信します。 空きディスク領域には Backup
Exec 以外の操作のために予約されたディスク領
域は含まれません。
しきい値は変更できます。また、ディスク領域の
量の単位を MB か GB に変更できます。このし
きい値は、ディスクの空き領域が少ないことを知
らせる警告のしきい値よりも低い値とする必要が
あります。
ジョブの実行に必要な最小限の値よりも少し大
きい値に設定することをお勧めします。アラート
を早めに出すように設定します。これにより、ジョ
ブが失敗する前にディスク容量の問題に対処す
る時間ができます。
デフォルトは 5% です。
このプロパティは、重複排除用ディスクストレー
ジがストレージアレイに存在する場合にのみ表
示されます。
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項目

説明

ディスク容量不足 - 警告

Backup Exec がアラートを送信する ディスクの
空き領域の低しきい値を表示します。空きディス
ク領域が警告しきい値を下回り、危険しきい値に
達すると、もう一度アラートが送信されます。 空
きディスク領域には Backup Exec 以外の操作の
ために予約されたディスク領域は含まれません。
しきい値は変更できます。また、ディスク領域の
量の単位を MB か GB に変更できます。このし
きい値は、ディスクの空き領域の低しきい値より
も低い必要があります。
ジョブの実行に必要な最小限の値よりも少し大
きい値に設定することをお勧めします。アラート
を早めに出すように設定します。これにより、ジョ
ブが失敗する前にディスク容量の問題に対処す
る時間ができます。
デフォルトは 15% です。
このプロパティは、重複排除用ディスクストレー
ジがストレージアレイに存在する場合にのみ表
示されます。

ディスク容量不足

Backup Exec がアラートを送信する ディスクの
空き領域の低しきい値を表示します。空きディス
ク領域が警告しきい値を下回り、危険しきい値に
達すると、もう一度アラートが送信されます。 空
きディスク領域には Backup Exec 以外の操作の
ために予約されたディスク領域は含まれません。
しきい値は変更できます。また、ディスク領域の
量の単位を MB か GB に変更できます。
ジョブの実行に必要な最小限の値よりも少し大
きい値に設定することをお勧めします。アラート
を早めに出すように設定します。これにより、ジョ
ブが失敗する前にディスク容量の問題に対処す
る時間ができます。
デフォルトは 25% です。
このプロパティは、重複排除用ディスクストレー
ジがストレージアレイに存在する場合にのみ表
示されます。

総容量

このデバイスで利用可能な総ストレージ容量を
表示します。
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項目

説明

バックアップストレージの総数

［総容量］と Backup Exec 以外のアプリケーショ
ンの操作用に予約してあるディスク領域の差異
を表示します。

使用領域

このデバイスで使用されている総ストレージ容量
を表示します。

書き込まれたデータの量

ストレージデバイス上にあるバックアップデータ
の総量を表示します。

空き領域

［バックアップストレージの総数］と［使用領域］の
差異を表示します。

重複排除率

重複排除前のデータ量と重複排除後のデータ
量の比率を示します。

接続の種類

Backup Exec サーバーと重複排除用ディスクス
トレージデバイス間の接続の種類を示します。重
複排除用ディスクストレージデバイスの接続の種
類は「ネットワーク」です。

Backup Exec サービスの再起動が必要

このデバイスに対する変更を適用するために
Backup Exec サービスを再起動する必要がある
かどうかを示します。

ハードウェア名

重複排除用フォルダが存在する仮想ディスクの
名前を示します。このプロパティは、ストレージア
レイ設定ウィザードを使用して重複排除用ディス
クストレージがストレージアレイに追加されたとき
のみ表示されます。
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項目

説明

ハードウェアの状態

仮想ディスクの状態を表示します。
ハードウェアの状態を示す値は、次のとおりで
す。
OK
仮想ディスクはオンラインです。
■ オフライン
仮想ディスクはオフラインです。Backup Exec
はアクセスできません。
■ なし
ステータスを取得できません。
■

ストレージアレイとともに提供されたベンダーの
マニュアルと管理ソフトウェアを参照してくださ
い。
このプロパティは、重複排除用ディスクストレー
ジがストレージアレイに存在する場合にのみ表
示されます。
ハードウェア健全性

ハードウェアの健全性を示す次の値のいずれか
が表示されます。
OK
仮想ディスクはオンラインです。
■ 警告
仮想ディスクに障害が発生したか、エラーが
生成されていますが、現在操作は可能です。
仮想ディスクはオフラインです。 Backup Exec
はアクセスできません。
■ 重要
仮想ディスクに障害が発生しています。仮想
ディスクはオフラインです。 Backup Exec は
アクセスできません。
■

ストレージアレイとともに提供されたベンダーの
マニュアルと管理ソフトウェアを参照してくださ
い。
このプロパティは、重複排除用ディスクストレー
ジがストレージアレイに存在する場合にのみ表
示されます。
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項目

説明

ディスクの分類

ストレージアレイの RAID のレベルを示します。
ディスクの分類は次のとおりです。
■

■

■

■

■

■

シンプル (RAID 0)
単一の物理ディスク、ストライプ化またはパリ
ティなし。冗長性なし。
スパン
一緒に連結される複数の物理ディスクのセッ
ト。ストライプ化またはパリティなし。冗長性な
し。
ストライプ
物理ディスクにまたがってストライプ化される
データを含む複数の物理ディスクエクステン
トのセット。冗長性なし。
ミラー (RAID 1)
ペアの各物理ディスクに同じデータが書き込
まれる物理ディスクのペアまたは複数のペ
ア。データ冗長を提供します。
パリティ付きストライプ (RAID 5 または RAID
6)
パリティに使われる 1 ディスク分の領域を持
ち、物理ディスクにまたがってストライプ化さ
れたデータのある 3 つ以上の物理ディスク。
データ冗長を提供します。
不明

このプロパティは、重複排除用ディスクストレー
ジがストレージアレイに存在する場合にのみ表
示されます。

重複排除用ディスクストレージのログオンアカウントのパスワードの変更
重複排除用ディスクストレージデバイスの Backup Exec ログオンアカウントを指定すると、
同じユーザー名とパスワードを使用して重複排除コンポーネント用の追加のユーザーア
カウントが作成されます。ただし、Backup Exec ログオンアカウントのクレデンシャルを変
更しても、追加のユーザーアカウントのクレデンシャルは自動的には変わりません。 追加
のユーザーアカウントのパスワードを更新するには spauser.exe ユーティリティを使って
ください。 重複排除用ディスクストレージと関連付けられているユーザー名のリストを表示
するために spauser.exe ユーティリティを使うとき、このアカウントは「User 1」と呼ばれま
す。
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重複排除用ディスクストレージのログオンアカウントのパスワードを変更する方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックし、［構成と設定］を選択します。

2

［ログオンアカウント］、［ログオンアカウントを管理する］の順に選択します。

3

編集する Backup Exec ログオンアカウントを選択し、［編集］をクリックします。

4

ログオンアカウントのための現在のパスワードを入力し、次に［OK］をクリックします。

5

［パスワード変更］をクリックします。

6

［パスワード］フィールドと［確認］フィールドで新しいパスワードを入力します。

7

［OK］をクリックします。

8

コマンドプロンプトで、Backup Exec のプログラムファイルディレクトリに移動して次の
コマンドを入力します。
spauser.exe -c -u <UserName>

Backup Exec のデフォルトのプログラムファイルディレクトリは、C:¥Program
Files¥Symantec¥Backup Exec です。
ユーザー名は大文字と小文字の区別ありです。ユーザー名を知らなければ、「User
1」と関連付けられているユーザー名を見つける次のコマンドを入力してください。
spauser.exe -l

古いパスワードと新しいパスワードの入力を求めるメッセージが表示されます。新し
いパスワードが手順 6 で使ったパスワードと同じであることを確認してください。
p.748 の 「重複排除用ディスクストレージについて」 を参照してください。

複数の Backup Exec サーバー間の重複排除デバイス
の共有について
Backup Exec Central Admin Server Option を使えば、どの Backup Exec サーバー
が重複排除用ディスクストレージデバイスまたは OpenStorage デバイスを共有するかを
選択できます。重複排除用ディスクストレージデバイスまたは OpenStorage デバイスを
追加するとき、デバイスを追加するために使用した Backup Exec サーバーが共有のため
に自動的に選択されます。
メモ: 重複排除用ディスクストレージデバイスを共有するには、デバイスにアクセスするす
べての Backup Exec サーバーに OpenStorage デバイスとして重複排除用ディスクスト
レージデバイスを追加する必要があります。ただし、重複排除用ディスクストレージデバイ
スを作成するために使用された Backup Exec サーバーは除きます。
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この共有方法はダイレクトアクセスによる共有とは異なります。ダイレクトアクセスによる共
有では、リモートコンピュータは Backup Exec サーバーをバイパスして、Backup Exec
サーバーでホストされているストレージデバイスに直接アクセスします。
p.409 の 「ストレージデバイスの共有」 を参照してください。
p.757 の 「ストレージデバイスのダイレクトアクセス共有について」 を参照してください。

ストレージデバイスのダイレクトアクセス共有について
ダイレクトアクセスを使用して、リモートコンピュータは、Backup Exec サーバーによって
ホストされているストレージデバイスにデータを直接送信できます。ダイレクトアクセス共有
が有効な場合、Backup Exec サーバーはバイパスされます。
重複排除ディスクストレージデバイス、またはクライアント側の重複排除をサポートする
OpenStorage デバイスを使用する場合、ダイレクトアクセス共有を有効にすると、Backup
Exec でクライアント側の重複排除を実行できます。クライアント側の重複排除は CPU を
集中的に使用することに注意してください。
ダイレクトアクセスの共有は、重複排除デバイスが選択され、［サポートされている場合は、
リモートコンピュータがストレージデバイスに直接アクセスして、クライアント側の重複排除
を実行できるようにする］オプションが選択されているバックアップジョブを作成すると使用
できるようになります。
正しく設定されたバックアップジョブが作成されると、［ダイレクトアクセスの共有］オプショ
ンが次の場所に表示されます。
■

［バックアップとリストア］タブのサーバーの詳細画面

■

［ストレージ］タブのストレージデバイスの詳細画面

さらに、［ダイレクトアクセスのプロパティ］オプションが［バックアップとリストア］タブのサー
バーの詳細画面に表示されます。
p.757 の 「ダイレクトアクセス共有のためのストレージデバイスの選択」 を参照してくださ
い。
p.758 の 「ダイレクトアクセスのためのプロパティの編集」 を参照してください。

ダイレクトアクセス共有のためのストレージデバイスの選択
ダイレクトアクセスを使用して、リモートコンピュータは、Backup Exec サーバーによって
ホストされているストレージデバイスにデータを直接送信できます。
ダイレクトアクセス共有のためのストレージデバイスを選択する方法

1

次のいずれかを実行します。
■

［バックアップとリストア］タブで、デバイスを共有するようにセットアップするサー
バーをダブルクリックします。

757

758

付録 B Symantec Backup Exec Deduplication Option
ストレージデバイスのダイレクトアクセス共有について

■

［ストレージ］タブで、共有するストレージデバイスをダブルクリックします。

2

左側のペインで、［ダイレクトアクセスの共有］を選択します。

3

共有する項目のチェックボックスを選択します。

ダイレクトアクセスのためのプロパティの編集
ダイレクトアクセスが有効なサーバーの場合、次を行えます。
■

サーバーの説明を追加または変更する。

■

サーバーを検出する ICMP ping 操作を有効または無効にする。

■

リモートコンピュータへのアクセスに使用されるログオンアカウントを追加または編集
する。

ダイレクトアクセスのためのプロパティを編集する方法

1

［バックアップとリストア］タブで、ダイレクトアクセスが有効に設定されているサーバー
をダブルクリックします。

2

左側のペインで、［ダイレクトアクセスのプロパティ］を選択します。

3

必要に応じてオプションを編集します。
p.758 の 「ダイレクトアクセスのプロパティ」 を参照してください。

ダイレクトアクセスのプロパティ
次のプロパティはダイレクトアクセス共有の場合に表示されます。
p.758 の 「ダイレクトアクセスのためのプロパティの編集」 を参照してください。
表 B-7

ダイレクトアクセスのプロパティ

項目

説明

サーバー名

リモートコンピュータまたは管理対象 Backup
Exec サーバーの名前を示します。

説明

サーバーの説明を入力できます。

状態

オンラインまたはオフラインなど、サーバーの状
態を示します。

ポート

Backup Exec サーバーとリモートコンピュータ間
の通信に使用されるポートを示します。

サーバーの検出に ICMP ping 操作を使用する リモートコンピュータの検出に Backup Exec サー
バーが ICMP ping を使用するように設定しま
す。
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項目

説明

ログオンアカウント

リモートコンピュータにアクセスするために必要
なログオンアカウントを示します。新しいログオン
アカウントを追加するか、または既存のアカウン
トを編集できます。

ホスト ID

ストレージデバイスの一意の ID を示します。

システムのバージョン

リモートコンピュータにインストールされているオ
ペレーティングシステムの詳細をリストします。

クライアント側の重複排除について
クライアント側の重複排除を使用すると、リモートコンピュータは、OpenStorage デバイス
か重複排除用ディスクストレージデバイスにデータを直接送ることができます。クライアン
ト側の重複排除を使用すると、Backup Exec サーバーはバイパスされ、他の操作を実行
するために解放されたままになります。重複排除デバイスでクライアント側の重複排除が
サポートされている場合、リモートコンピュータはデータの重複を排除し、一意のデータの
みを重複排除用ディスクストレージデバイスまたは OpenStorage デバイスに直接送信し
ます。クライアント側の重複排除は Windows コンピュータおよび Linux コンピュータで
利用可能です。
メモ: 重複排除のデバイスがクライアント側の重複排除をサポートすれば、クライアント側
の重複排除はリモートコンピュータの CPU 利用率を増加させることがあります。
クライアント側の重複排除を使用してバックアップジョブを作成するときは、以下の項目を
考慮してください。
■

バックアップジョブには 1 つのリモートコンピュータからのみリソースを含めることがで
きます。

■

リモートの Windows コンピュータでクライアント側の重複排除を実行するには、その
コンピュータに Agent for Windows が必要です。リモートの Linux コンピュータでク
ライアント側の重複排除を実行するには、そのコンピュータに Agent for Linux が必
要です。

■

リモートコンピュータは ping 可能でなければなりません。

■

リモートコンピュータには Backup Exec サーバーを指定できません。

■

バックアップジョブには重複排除用ディスクストレージデバイスまたは OpenStorage
デバイスを使用する必要があります。

■

［クライアント側の重複排除］オプションをストレージデバイスのプロパティで有効にす
る必要があります。
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■

［リモートコンピュータのストレージデバイスへの直接アクセスとクライアント側の重複排
除の実行がサポートされている場合には、それらを有効にする］オプションをバックアッ
プジョブの［ストレージ］オプションで選択する必要があります。バックアップジョブの宛
先として重複排除用ディスクストレージデバイスまたは OpenStorage デバイスを選択
すると、このオプションがデフォルトで選択されます。

クライアント側の重複排除を使うようにリモートコンピュータを設定していない場合、リモー
トコンピュータのデータは重複排除する Backup Exec サーバーに送られます。次に、重
複排除されたデータは重複排除用ディスクストレージデバイスまたは OpenStorage デバ
イスにバックアップされます。このプロセスは Backup Exec サーバーの CPU 使用率を増
加させます。ただし、このプロセスは古いリモートコンピュータをバックアップする場合に有
用です。
p.740 の 「Deduplication Option について」 を参照してください。
p.760 の 「重複排除バックアップジョブについて」 を参照してください。
p.746 の 「OpenStorage デバイスのプロパティの編集」 を参照してください。
p.749 の 「重複排除用ディスクストレージデバイスのプロパティの編集」 を参照してくださ
い。

重複排除バックアップジョブについて
バックアップジョブを設定するには、［重複排除用ディスクストレージにバックアップする］
オプションを選択します。次に、［ストレージ］の設定で、宛先デバイスとして OpenStorage
デバイスまたは重複排除用ディスクストレージデバイスを選択し、さらに重複排除方式を
選択する必要があります。
利用可能な重複排除方式は次のとおりです。
■

クライアント側の重複排除を有効にするには、［リモートコンピュータのストレージデバ
イスへの直接アクセスとクライアント側の重複排除の実行がサポートされている場合に
は、それらを有効にする］オプションを選択する必要があります。このオプションはデ
フォルトです。ジョブで選択するストレージデバイスがクライアント側の重複排除をサ
ポートしない場合、Backup Exec サーバー側の重複排除またはアプライアンスの重
複排除が使用されます。

■

Backup Exec サーバー側の重複排除を有効にするには、［リモートコンピュータに
Backup Exec サーバーを介したストレージデバイスへのアクセスを許可し、Backup
Exec サーバー側の重複排除を実行する (サポートされている場合)］オプションを選
択します。ジョブで選択するストレージデバイスがサーバー側の重複排除をサポート
しない場合、アプライアンスの重複排除が使用されます。

p.759 の 「クライアント側の重複排除について」 を参照してください。
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最適化された複製の使用による OpenStorage デバイス
間または重複排除用ディスクストレージデバイス間の重
複排除データのコピーについて
Backup Exec は、重複排除されたデータを同じ製造元の 1 つの OpenStorage デバイス
から別の OpenStorage デバイスに直接コピーできる最適化された複製をサポートしてい
ます。 デバイスは両方とも単一の Backup Exec サーバーに接続する必要があります。た
とえば、データをシマンテック社の PureDisk デバイスからの別のシマンテック社の
PureDisk デバイスにコピーできます。 データは重複排除されるので、一意のデータのみ
がデバイス間でコピーされます。
OpenStorage デバイス間または重複排除用ディスクストレージデバイス間でデータをコ
ピーするには、ジョブを作成してバックアップセットを複製する必要があります。複製ジョ
ブの宛先デバイスは、ソースのバックアップジョブで使われたデバイスと同じ製造元の同
じ種類のデバイスでなければなりません。 追加の設定は必要ありません。適切なデバイ
ス間でバックアップ複製ジョブを設定すると、最適化された複製が自動的に行われます。
どちらのデバイスからでもデータをリストアできます。
最適化された複製は Granular Recovery Technology (GRT) が有効なバックアップセッ
トで実行できます。ただし、GRT が有効なバックアップセットの最適化された複製をサポー
トするのは、重複排除用ディスクストレージデバイスまたは PureDisk デバイスのみです。
互換性のあるストレージのリストは、次の URL で参照できます。
http://entsupport.symantec.com/umi/V-269-2
メモ: これらの OpenStorage デバイスは同じ製造元のものである必要があります。異なる
製造元の OpenStorage デバイス間では最適化された複製を実行できません。異なる製
造元の OpenStorage デバイス間で重複排除されたデータをコピーしようとすると、最適
化された複製ではなく、通常の複製が実行されます。
Central Admin Server Option (CASO) を使用している場合、次のことが実行可能にな
るように最適化された複製の機能が拡張されます。
■

1 つの Backup Exec サーバー上の重複排除用ディスクストレージデバイスから、別
の Backup Exec サーバー上の重複排除用ディスクストレージデバイスにデータをコ
ピーする。

■

Backup Exec サーバーに接続されている OpenStorage デバイスから、別の Backup
Exec サーバーに接続されている別の OpenStorage デバイスにデータをコピーする。

CASO で最適化された複製を使用するには、次の必要条件を満たす必要があります。
■

ESO (Enterprise Server Option) のライセンスを保有している必要があります。CASO
は Enterprise Server Option の一部としてインストールされます。
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■

CASO で集中管理サーバーまたは管理対象 Backup Exec サーバーとして使用して
いる Backup Exec サーバーはすべて、64 ビット版の Windows を使用している必要
があります。

■

CASO 環境に 1 つの集中管理サーバーと 1 つ以上の管理対象 Backup Exec サー
バーがある必要があります。

■

クライアント側の重複排除と Backup Exec サーバー側の重複排除では、1 つの重複
排除用ディスクストレージを、重複排除データのコピー元の Backup Exec サーバー
上に構成する必要があります。また、重複排除データのコピー先の Backup Exec
サーバー上にも 1 つの重複排除用ディスクストレージを構成する必要があります。

■

装置の重複排除では、重複排除データのコピー元の Backup Exec サーバーに、
OpenStorage デバイスの適切なプラグインと正しく設定された OpenStorage デバイ
スがある必要があります。また、重複排除データのコピー先の Backup Exec サーバー
上にも OpenStorage デバイスの適切なプラグインと正しく設定された OpenStorage
デバイスがある必要があります。

■

Backup Exec サーバー間の重複排除用デバイスを共有する必要があります。

■

複製されたバックアップセットからファイルをリカバリする前に、コピー先のサーバー上
のメディアのインベントリ実行とカタログ登録を行っておく必要があります。これは、
CASO でのカタログの共有オプションの設定に関わらず実行する必要があります。

p.762 の 「最適化された複製の使用による重複排除用ディスクストレージデバイス間また
は OpenStorage デバイス間の重複排除データのコピー」 を参照してください。
p.756 の 「複数の Backup Exec サーバー間の重複排除デバイスの共有について」 を参
照してください。

最適化された複製の使用による重複排除用ディスクストレージデバイス
間または OpenStorage デバイス間の重複排除データのコピー
最適化された複製を使用すると、重複排除されたデータを同じ製造元の 1 つの
OpenStorage デバイスから別の OpenStorage デバイスに直接コピーできます。 デバイ
スは両方とも単一の Backup Exec サーバーに接続する必要があります。Central Admin
Server Option (CASO) がインストールされている場合、Backup Exec サーバー上の 1
つの OpenStorage デバイスから、別の Backup Exec サーバー上の別の OpenStorage
デバイスにデータをコピーできます。CASO を使用すると、Backup Exec サーバー上の
1 つの重複排除用ディスクストレージデバイスから、別の Backup Exec サーバー上の別
の重複排除用ディスクストレージデバイスに重複排除データをコピーすることもできます。
バックアップ複製ジョブを設定し、最適化された複製を実行します。
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表 B-8

最適化された複製を設定する方法

手順

参照先

CASO を使用する場合、次の手順を実行します。 p.745 の 「OpenStorage デバイスについて」 を
参照してください。
■ 1 つの集中管理サーバーと 1 つ以上の管理
対象 Backup Exec サーバーがあることを確 p.748 の 「重複排除用ディスクストレージについ
認します。
て」 を参照してください。
■ 重複排除データのコピー元の Backup Exec
サーバーに、重複排除用ディスクストレージ
デバイス (クライアント側の重複排除と
Backup Exec サーバー側の重複排除の場
合) または、OpenStorage デバイス (装置の
重複排除の場合) があることを確認します。
また、重複排除データのコピー先の Backup
Exec サーバーに、重複排除用ディスクスト
レージデバイス (クライアント側の重複排除と
Backup Exec サーバー側の重複排除の場
合) または、OpenStorage デバイス (装置の
重複排除の場合) があることを確認します
■ Backup Exec サーバーの共有が有効である
ことを確認します

メモ: この情報は CASO のみに適用されます。
CASO がインストールされていない場合、この手
順はスキップしてください。
宛先として OpenStorage デバイスか重複排除 p.156 の 「データのバックアップ」 を参照してくだ
用ディスクストレージデバイスを使うバックアップ さい。
ジョブを作成します。
バックアップセットを複製するジョブを作成し、宛 p.213 の 「バックアップセットの複製」 を参照して
先として適切な OpenStorage デバイスまたは重 ください。
複排除用ディスクストレージを選択します。

メモ: 複製ジョブの宛先デバイスは、ソースのバッ
クアップジョブで使われたデバイスと同じ製造元
の同じ種類のデバイスでなければなりません。

p.761 の 「最適化された複製の使用による OpenStorage デバイス間または重複排除用
ディスクストレージデバイス間の重複排除データのコピーについて」 を参照してください。

テープへの重複排除データのコピーについて
Backup Exec では、長期またはオフサイトストレージ用に、OpenStorage デバイスから
テープに重複排除されたデータをコピーできます。 データはテープにコピーされるとき
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に、元に戻されます。 つまり、ファイルは元の形式に再構築されて、重複排除されませ
ん。
重複排除データをテープにコピーするには、OpenStorage デバイスからテープデバイス
にバックアップセットをコピーするバックアップ複製ジョブを作成する必要があります。
p.213 の 「バックアップセットの複製」 を参照してください。

暗号化を用いる重複排除の使用について
データを重複排除するバックアップジョブには Backup Exec の暗号化オプションを使わ
ないでください。 暗号化オプションを使用するときは、データの重複排除を実行できませ
ん。
重複排除用ディスクストレージデバイスで重複排除データを暗号化するには、重複排除
用ディスクストレージデバイスの暗号化プロパティを有効にします。
p.467 の 「暗号化キーの管理について」 を参照してください。

重複排除データのリストアについて
通常のリストアジョブの場合と同様にリストアジョブを設定して重複排除データをリストアし
ます。 追加設定は必要ありません。
p.764 の 「重複排除用ディスクストレージデバイスのディザスタリカバリについて」 を参照し
てください。
p.766 の 「OpenStorage デバイスのディザスタリカバリについて」 を参照してください。

重複排除用ディスクストレージデバイスのディザスタリカ
バリについて
重複排除用ディスクストレージデバイスは Backup Exec サーバーに格納されます。Backup
Exec サーバーで障害が発生すると、重複排除用ディスクストレージデバイスのデータは
失われます。従って、システム障害からのリカバリの準備のために手順を実行するべきで
す。障害に対する準備として、Backup Exec は重複排除用ディスクストレージデバイスの
スナップショットを作成することを可能にします。スナップショットにはフォルダとフォルダの
内容が含まれます。スナップショットをテープに保存して、Backup Exec サーバーをリカ
バリした後で重複排除用ディスクストレージをリカバリするために使用することができます。
スナップショットからデータをリストアするとき、次の処理が実行されます。
■

重複排除サービスが実行中の場合は、Backup Exec によって停止されます。重複排
除サービスは Backup Exec サービスとは別のため、Backup Exec サービスは影響さ
れません。
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■

Backup Exec は重複排除用ディスクストレージにあるファイルを削除します。

■

重複排除用ディスクストレージは、フォルダの内容と共に元の場所にリストアされます。

■

重複排除サービスが再起動されます。

メモ: Backup Exec サーバーのリカバリに Backup Exec の Simplified Disaster Recovery
(SDR) を使用する場合、Backup Exec サーバーのリカバリ中は重複排除用ディスクスト
レージはリカバリされません。
リストアウィザードを実行して［シャドーコピーコンポーネント］を選択することで重複排除
用ディスクストレージをリカバリできます。重複排除ディスクストレージデバイスをリストアす
ると、元のフォルダは削除され、リストアされたフォルダに置き換えられます。
メモ: 重複排除用ディスクストレージデバイスのリストア先は変更できません。重複排除用
ディスクストレージデバイスは元の場所にリストアする必要があります。
p.765 の 「重複排除用ディスクストレージデバイスのディザスタリカバリの準備」 を参照して
ください。

重複排除用ディスクストレージデバイスのディザスタリカバリの準備
障害に対する準備として、Backup Exec は重複排除用ディスクストレージデバイスのス
ナップショットを作成することを可能にします。スナップショットにはフォルダとフォルダの
内容が含まれます。スナップショットをテープに保存し、障害の後で重複排除用ディスク
ストレージをリカバリするために使用することができます。
p.764 の 「重複排除用ディスクストレージデバイスのディザスタリカバリについて」 を参照し
てください。
重複排除用ディスクストレージデバイスのディザスタリカバリを準備する方法

1

［バックアップとリストア］タブで、重複排除用ディスクストレージデバイスが存在する
サーバーを右クリックします。

2

［バックアップ］を選択し、次に［テープにバックアップする］を選択します。

3

［Selections］のボックスで、［編集］をクリックしてください。

4

［シャドーコピーコンポーネント］を展開して［ユーザーデータ］を展開し、次に［Backup
Exec Deduplication Storage］を選択します

5

［OK］をクリックします。
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6

使用する追加オプションを設定します。
シマンテック社は、重複排除を実行する保守時間である午前 0 時 20 分と午後 0 時
20 分の直前にこのジョブをスケジュールすることを推奨します。

7

［OK］をクリックしてジョブを作成します。

OpenStorage デバイスのディザスタリカバリについて
OpenStorage デバイスでは、次のディザスタリカバリのシナリオが考えられます。
■

デバイスに障害が発生します。

■

デバイスを使用する Backup Exec サーバーに障害が発生する。

デバイスに障害が発生した場合は、デバイスの製造元のマニュアルを参照してください。
Backup Exec サーバーに障害が発生して Backup Exec を再インストールする必要があ
る場合、デバイスを再設定して、Backup Exec サーバーがリカバリされた後、デバイスか
らメディアのインベントリ実行とカタログ登録を行う必要があります。
p.764 の 「重複排除用ディスクストレージデバイスのディザスタリカバリについて」 を参照し
てください。

C
Symantec Backup Exec
Agent for VMware
この付録では以下の項目について説明しています。
■

Agent for VMware について

■

Agent for VMware 使用上の必要条件

■

Agent for VMware のインストールについて

■

VMware vCenter Server と ESX Server の追加について

■

VMware データのバックアップについて

■

Symantec VSS プロバイダを使用したデータベースおよびアプリケーションの保護に
ついて

■

VMware リソースのリストアについて

Agent for VMware について
Symantec Backup Exec Agent for VMware Virtual Infrastructure (Agent for
VMware) は、次の VMware 製品を使う仮想マシンをバックアップし、リストアすることを
可能にします。
■

ESX Server

■

vCenter Server (以前の VirtualCenter)

■

vSphere 4.0、4.1、5.0

Backup Exec は、単一パスバックアップを実行して、すべてのゲスト仮想マシン、および
ゲスト仮想マシンにインストールされた VSS 対応アプリケーションを保護します。 Backup
Exec の Granular Recovery Technology (GRT) はバックアップジョブではデフォルトで
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有効になります。 仮想マシン全体をリストアしないで、Windows Guest 仮想マシンから
個々のファイルおよびフォルダをリストアするために GRT 対応バックアップを使うことがで
きます。 また、ゲスト仮想マシンに存在する Microsoft Exchange、SQL、SharePoint、
および Active Directory のアプリケーションから個々の項目をリストアできます。
Agent for VMware の追加機能では次のことが可能です:
■

ゲスト仮想マシンから代替フォルダ、データストア、ホスト、またはネットワークにデータ
のリストア先を変更する。

■

ディスクデバイスまたはテープデバイスにバックアップする。

■

仮想マシンがハードウェアバージョン 7 以降で設定されている場合に、増分および差
分バックアップジョブを実行する。

p.768 の 「Agent for VMware 使用上の必要条件」 を参照してください。
p.774 の 「Backup Exec で仮想マシンの Microsoft アプリケーションデータをバックアッ
プする方法」 を参照してください。
p.769 の 「VMware データのバックアップについて」 を参照してください。
p.777 の 「VMware リソースのリストアについて」 を参照してください。

Agent for VMware 使用上の必要条件
Agent for VMware は同じコンピュータまたは別のコンピュータに存在できる次のコン
ポーネントを使います。
表 C-1

Agent for VMware コンポーネント

項目

説明

Backup Exec Server

このコンポーネントはバックアップジョブとリストア
ジョブを実行します。 このコンポーネントに Agent
for Hyper-V および VMware のライセンスを入
力する必要があります。

VMware vCenter Server

このコンポーネントは省略可能です。 これは ESX
Server を管理します。 このコンピュータに
Backup Exec Agent for Windows をインストー
ルする必要はありません。 Agent for Windows
がインストールされている場合は、Backup Exec
サーバーに vCenter Server を公開するために
のみ使用されます。

Microsoft アプリケーションデータに Backup Exec の Granular Recovery Technology
(GRT) を使うには、Windows を実行しているすべての仮想マシンに Agent for Windows
をインストールします。
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p.774 の 「Backup Exec で仮想マシンの Microsoft アプリケーションデータをバックアッ
プする方法」 を参照してください。
互換性があるオペレーティングシステム、プラットフォーム、アプリケーションのリストは、次
の URL で参照できます。
http://entsupport.symantec.com/umi/V-269-1
互換性があるデバイスのリストは、次の URL で参照できます。
http://entsupport.symantec.com/umi/V-269-2

Agent for VMware のインストールについて
Agent for VMware は、Agent for Hyper-V および VMware の一部としてインストール
されます。ESX ホストにエージェントをインストールする必要はありません。
p.71 の 「ローカル Backup Exec サーバーへの Backup Exec 追加オプションのインス
トール」 を参照してください。

VMware vCenter Server と ESX Server の追加につい
て
VMware vCenter Server と ESX Server をバックアップジョブの対象として選択できるよ
うに［バックアップとリストア］タブの選択リストに追加できます。［バックアップとリストア］タブ
の［サーバー］グループで［VMware サーバーの追加］オプションを選択すると、［サー
バーの追加］ウィザードが表示されます。サーバーの追加ウィザードに従って、VMware
サーバーをセットアップできます。
VMware サーバーを追加するオプションは、［バックアップとリストア］タブの［サーバー］
グループで［追加］オプションを選択しても使用できます。
p.152 の 「サーバーリストへのサーバーの追加」 を参照してください。

VMware データのバックアップについて
バックアップジョブを作成するときに、vCenter Server か ESX Server 全体、データセン
ター、フォルダ、または個々の仮想マシンを選択できます。 また、Backup Exec は、バッ
クアップジョブが実行されるときに検出される新しい仮想マシンとフォルダを自動的にバッ
クアップします。バックアップジョブとして vCenter Server または ESX Server を選択す
ると、すべての仮想マシンがバックアップされます。ただし、vCenter Server か ESX Server
のバックアップには、独立したディスク、または vCenter Server や ESX Server のための
設定ファイルは含まれません。
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警告: バックアップジョブは、物理 Raw Disk Mapping (RDM) デバイスを備えている仮
想マシンでは失敗します。
仮想互換モード RDM のディスクはゲスト仮想マシンのバックアップに自動的に含まれま
す。 ただし、Backup Exec はリストア先を変更することで RDM ディスク上の仮想互換モー
ド RDM のディスクまたはファイルデータを復元することしかできません。
メモ: Remote Media Agent for Linux Servers がインストールされているコンピュータに
接続するデバイスにデータベースをバックアップできません。
次のバックアップ方式が VMware リソースでサポートされます:
表 C-2

VMware リソースのサポート対象バックアップ方式

バックアップ方式

説明

完全

この方式では VMware vCenter Server と
VMware vSphere の両方に利用できます。
Backup Exec Granular Recovery Technology
(GRT) では、Windows オペレーティングシステ
ムを使う仮想マシンの個々のファイルをリストア
するために完全なイメージバックアップを使うこと
ができます。 GRT では、仮想マシンにインストー
ルされる VSS 対応アプリケーションからの個々
の項目をリストアすることもできます。
p.774 の 「Backup Exec で仮想マシンの
Microsoft アプリケーションデータをバックアップ
する方法」 を参照してください。

増分または差分

この方式は、仮想マシンがハードウェアバージョ
ン 7 以降で設定される場合のみ利用できます。

p.774 の 「Backup Exec がバックアップジョブの間に自動的に新しい仮想マシンをバック
アップする方法 」 を参照してください。

仮想マシンのバックアップオプションのデフォルト設定
インストール時に Backup Exec によって設定されたデフォルトを、VMware のすべての
バックアップジョブで使用することができます。また、独自のデフォルトを選択することもで
きます。個々のジョブに合わせてバックアップオプションを設定することもできます。
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仮想マシンのデフォルトのバックアップオプションを設定する方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックし、［構成と設定］を選択します

2

［バックアップジョブのデフォルト］を選択し、バックアップオプションを選択します。

3

左側のペインで［仮想マシン］を選択します。

4

適切なオプションを選択します。
p.771 の 「仮想マシンのバックアップオプション」 を参照してください。

5

［OK］をクリックします。

仮想マシンのバックアップオプション
次のオプションは VMware のバックアップジョブに利用可能です。これらのオプションは、
バックアップジョブの［バックアップジョブのデフォルト］ダイアログボックスと［オプション］の
ダイアログボックスで［仮想マシン］オプションが選択される場合に表示されます。
p.770 の 「仮想マシンのバックアップオプションのデフォルト設定」 を参照してください。
表 C-3

仮想マシンのバックアップオプション

項目

説明

増分バックアップまたは差分バッ
クアップをサポートしていない仮
想マシンの場合は、完全バック
アップ方式を使用します

増分バックアップか差分バックアップを実行できない場合に、
Backup Exec が完全バックアップを実行できるようにします。こ
のオプションを選択せず、Backup Exec が差分バックアップか
増分バックアップを実行できなければ、ジョブは失敗します。ま
た、Backup Exec が設定の変更を検出した場合は、完全バッ
クアップを実行する必要があります。設定変更が検出され、
Backup Exec が完全バックアップを実行できない場合、このオ
プションが選択されていないとジョブは失敗します。このシナリ
オは完全バックアップと一部の増分または差分バックアップが
すでに実行され、次のスケジュール済みジョブが増分または差
分バックアップ用の場合にのみ適用されます。

オフになっている仮想マシンを
バックアップ

オフになった仮想マシンを Backup Exec でバックアップできる
ようにします。

Backup Exec Granular
Recovery Technology (GRT) を
使用して、仮想マシンからの個々
のファイルとフォルダのリストアを
有効にする

バックアップから個々のファイルとフォルダをリストアできるように
します。このオプションは Windows オペレーティングシステム
のみを使う仮想マシン用です。
VMDK ファイルは仮想ハードディスクが独立したディスクとして
設定されている場合はバックアップされません。

メモ: Windows のコンピュータ上で GRT は、システム回復用
ではなく、個々のファイルとフォルダのリストア用として機能しま
す。
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項目

説明

仮想マシン上の Microsoft
Backup Exec で仮想マシン上の個々の Active Directory オ
Active Directory オブジェクトで ブジェクトをリストアするのに必要な情報を収集できるようにしま
GRT を有効にする
す。 Backup Exec は Microsoft Active Directory がインストー
ルされる仮想マシンに使われたログオンクレデンシャルを使い
ます。
仮想マシン上の Microsoft
Exchange データベースおよび
メールボックス項目で GRT を有
効にする

Backup Exec で仮想マシン上の個々の Exchange データベー
スおよびメールボックス項目をリストアするのに必要な情報を収
集できるようにします。 Backup Exec は Microsoft Exchange
がインストールされる仮想マシンに使われたログオンクレデン
シャルを使います。

仮想マシン上の Microsoft SQL Backup Exec で仮想マシン上の個々の SQL データベース項
(データベースレベルのみ) で
目をリストアするのに必要な情報を収集できるようにします。
GRT を有効にする
Backup Exec は Microsoft SQL がインストールされる仮想マ
シンに使われたログオンクレデンシャルを使います。
仮想マシン上の Microsoft
Backup Exec で仮想マシン上の個々の SharePoint 項目をリ
SharePoint で GRT を有効にす ストアするのに必要な情報を収集できるようにします。 Backup
る
Exec は Microsoft SharePoint がインストールされる仮想マシ
ンに使われたログオンクレデンシャルを使います。
バックアップするために保存状態 このオプションは、Agent for Hyper-V のみに適用されます。
にしておく必要がある仮想マシン
を除外する
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項目

説明

転送モードの優先度リスト

ESX Server から Virtual Machine Disk Format (VMDK) の
ファイルを転送するための方式を選択できます。 これらのオプ
ションの少なくとも 1 つを選択する必要があります。 複数のオ
プションを選択した場合、方式は優先度と利用可能であるリソー
スによって判断されます。 優先度を変更するためにリスト内で
オプションを上下に移動できます。
利用可能な方式は次のとおりです。
SAN - 仮想ディスクデータの移動に SAN を使用する
このオプションを選択する場合、仮想マシンは Backup Exec
サーバーがアクセスできる SAN に存在する必要がありま
す。 この転送モードによって、ESX Server が影響されない
ように、データは Backup Exec サーバーにオフロードされ
ます。
■ NBD - 仮想ディスクデータを暗号化せずにネットワーク経由
で転送する
セキュリティのために SSL を使わず、次のいずれかの条件
がある場合にこのオプションを使います。
■ 仮想マシンは SAN にありません。
■

Backup Exec サーバーには SAN へのアクセス権があ
りません。
■ NBDSSL - 仮想ディスクデータを暗号化してネットワーク経
由で転送する
セキュリティのために SSL を使い、次のいずれかの条件が
ある場合にこのオプションを使います。
■ 仮想マシンは SAN にありません。
■

■

■

Backup Exec サーバーには SAN へのアクセス権があ
りません。

Hotadd - 仮想マシン上の Backup Exec サーバーの仮想
ディスクファイルを使用します。
このオプションは、ESX のホットアド機能を使用する場合に
使用してください。
ホットアドについて詳しくは VMware のマニュアルを参照し
てください。

VMDK ファイルは仮想ハードディスクが独立したディスクとして
設定されている場合はバックアップされません。
vSphere ポート番号

Backup Exec が vCenter Server に接続するために使うポート
を示します。 デフォルトポートは 902 です。
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Backup Exec がバックアップジョブの間に自動的に新しい仮想マシンを
バックアップする方法
Backup Exec の動的インクルード機能は、バックアップジョブが実行されるときに検出さ
れる新しい仮想マシンとフォルダを保護します。 バックアップジョブの作成時とバックアッ
プジョブの実行時の間に新しい仮想マシンが追加されると、Backup Exec は自動的に新
しい仮想マシンをバックアップします。 バックアップジョブには新しい仮想マシンが含まれ
ることがあるので、ジョブには予想以上にストレージ容量と時間が必要になる場合があり
ます。 ジョブ履歴はバックアップされた仮想マシンの数を示します。
バックアップ選択項目では、動的インクルードは次の VMware リソースで有効になりま
す。
■

ESX

■

vCenter 4

■

フォルダのアイコンがあるすべてのノード

ESX または vCenter 4 を選択すると、その下のフォルダのアイコンがあるすべてのノード
で動的インクルードが自動的に有効になります。 仮想マシンがバックアップジョブの間に
見つからないと、ジョブは失敗します。
p.769 の 「VMware データのバックアップについて」 を参照してください。

Backup Exec で仮想マシンの Microsoft アプリケーションデータをバック
アップする方法
Backup Exec Granular Recovery Technology (GRT) を使用すると、仮想マシン全体
をリストアせずに、個々のドライブ、ファイルおよびフォルダをリストアできます。 また、仮想
マシンに存在する次の VSS 対応アプリケーションから個々の項目をリストアできます。
表 C-4

Backup Exec が仮想マシンの VSS 対応アプリケーションのためにバッ
クアップするデータの種類

アプリケーション

Backup Exec がバックアップするデータの
種類

Microsoft Exchange

メールボックス、個々のメッセージ、カレンダー項
目、タスク、ジャーナルエントリ、パブリックフォル
ダデータ (ディスクバックアップのみ)

Microsoft SQL

データベース

Microsoft Active Directory

個々のユーザーアカウント、プリンタオブジェク
ト、サイト、組織単位

Microsoft SharePoint

SharePoint データ
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GRT は Windows オペレーティングシステムを使う仮想マシンに対してのみ機能します。
GRT にはシステム回復の機能はありません。 GRT 対応のバックアップを設定する前に、
必要条件を確認する必要があります。
p.775 の 「仮想マシンの Microsoft アプリケーションデータをバックアップする必要条件」
を参照してください。
バックアップジョブを作成するとき、Backup Exec は自動的に仮想マシンの VSS 対応ア
プリケーションを見つけます。 バックアップジョブの間に、Backup Exec は Granular
Recovery Technology (GRT) を使用して VSS 対応アプリケーションからのデータをバッ
クアップします。 デフォルトで、Backup Exec は仮想マシンに接続するために使われた
同じクレデンシャルを使用して GRT を有効にします。 VSS 対応アプリケーションのどの
種類でも GRT を無効にできます。
メモ: Backup Exec は、非クラスタ、非分散型の構成の場合にのみ、個々の Exchange
そして SQL 項目の個別リカバリをサポートします。
p.771 の 「仮想マシンのバックアップオプション」 を参照してください。
バックアップジョブの間に、Backup Exec はアプリケーションからメタデータを収集します。
Backup Exec でメタデータを収集できない場合は、アプリケーションの個々の項目をリス
トアできません。 ただし、そうでない場合はバックアップジョブは正常に完了することがあ
ります。

仮想マシンの Microsoft アプリケーションデータをバックアップする必要
条件
Backup Exec は仮想マシンにインストールされる VSS 対応アプリケーションから個々の
項目をバックアップおよびリストアできます。
以下の項目は仮想マシンの Microsoft Exchange、SQL、SharePoint、Active Directory
のデータをバックアップするために必要です。
■

仮想マシンはオンになっている必要があります。

■

仮想マシンには適切なクレデンシャルを入力しなければなりません。 仮想マシンのク
レデンシャルで VSS 対応アプリケーションにアクセスできることを確認してください。

■

Backup Exec サーバーはネットワーク名か IP アドレスを使用して仮想マシンに接続
できる必要があります。

■

Backup Exec Agent for Windows を仮想マシンにインストールする必要があります。

■

ライセンスの正しい数を、仮想マシンで保護したいアプリケーションに入力する必要
があります。

■

仮想コンピュータのオペレーティングシステムは VSS をサポートする必要があります。
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Backup Exec Granular Recovery Technology (GRT) を使用する場合は、Agent for
Applications and Databases を購入し、仮想マシンにインストールする必要があります。
p.774 の 「Backup Exec で仮想マシンの Microsoft アプリケーションデータをバックアッ
プする方法」 を参照してください。

Symantec VSS プロバイダを使用したデータベースおよ
びアプリケーションの保護について
Symantec VSS Provider は、Backup Exec が Microsoft Exchange、SQL、SharePoint、
Active Directory などの VSS 対応アプリケーションを保護できるようにします。 Symantec
VSS Provider は、バックアップジョブごとに Windows アプリケーションおよびデータベー
スの自動スナップショットを提供します。
ゲスト仮想マシンには、すでに VMware VSS Provider が存在している場合があります。
ただし、ゲスト仮想マシンでは 1 つの VSS Provider のみを使うことができます。そのた
め、VMware VSS Provider をアンインストールする必要があります。
警告: ゲスト仮想マシンに複数の VSS プロバイダをインストールすると、停止などのスナッ
プショットエラーが発生することがあります。 たとえば、仮想マシンがバックアップジョブの
間にタイムアウトになることがあります。 ゲスト仮想マシンが 1 つの VSS プロバイダのみ
備えていることを確認してください。
ゲスト仮想マシンに Agent for Windows をインストールすると、Symantec VSS Provider
は自動的にインストールされます。Backup Exec インストールメディアから手動でインス
トールすることもできます。
警告: Agent for Windows をインストールした後でゲスト仮想マシンに VMware VSS プ
ロバイダを再インストールしないでください。
p.82 の 「リモートコンピュータへの Agent for Windows のプッシュインストール」 を参照
してください。
デフォルトでは、Symantec VSS Provider は完全バックアップオプションを使用して、オ
ペレーティングシステムアプリケーションライターを停止します。 各アプリケーションはこの
要求にそれぞれ応答します。Microsoft Exchange の場合は、データベースログは切り
捨てられます。 ただし、スクリプトファイルを修正することによってデフォルト設定を変更で
きます。
p.777 の 「Symantec VSS Provider のログ切り捨て設定の変更」 を参照してください。
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Symantec VSS Provider のログ切り捨て設定の変更
デフォルトでは、Symantec VSS Provider は完全バックアップを取り、データベースログ
ファイルを切り捨てます。 設定を変更して、Symantec VSS Provider でログの切り捨て
なしでコピーバックアップを取るようにできます。
メモ: システムルートディレクトリおよび %Programfiles%¥Symantec¥Backup
Exec¥RAWS¥VSS Provider の両方の Pre-freeze-script.bat ファイルに -copy フラグ
を追加する必要があります。
Symantec VSS Provider のログ切り捨て設定を変更する方法

1

2

次の両方の場所で Pre-freeze-script.bat ファイルを探します。
■

システムルートディレクトリ

■

%Programfiles%¥Symantec¥Backup Exec¥RAWS¥VSS Provider

BeVssRequestor.exe を含む 3 行のそれぞれの終わりに -copy フラグを追加しま
す。
次に例を示します。
"%Programfiles%¥Symantec¥Backup Exec¥BE VSS
Provider¥BeVssRequestor.exe" -pre2 -log -logscreen -copy

VMware リソースのリストアについて
リストアウィザードを使用して、次の処理を行うことができます。
■

元の場所に VMware データをリストアするか、データのリストア先を別の場所に変更
する。

■

リストアジョブが完了した後、仮想マシンの電源をオンにする。

■

既存の仮想マシンを対象にリストアする。

■

vCenter Server の新しい仮想マシン名を使用してリストアする。

■

リストアジョブが完了した後に使用する仮想マシンのための優先ネットワークを選択す
る。

ディザスタリカバリのために、仮想マシン全体または Virtual Machine Disk Format
(VMDK) のファイルをリストアできます。
メモ: Backup Exec 12.5 でバックアップされた仮想マシンをリストアするには、VMware
Converter (4.01 以降) を Backup Exec サーバーにインストールする必要があります。
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バックアップジョブに Granular Recovery Technology (GRT) オプションを選択した場
合、VMDK ファイル内からバックアップされた個々のファイルまたはフォルダをリストアで
きます。
メモ: Granular Recovery Technology (GRT) では、個々のデータファイルとフォルダの
リストアが可能です。GRT はアクティブなレジストリなど、システム状態ファイルをリストアで
きません。
p.223 の 「データの検索とリストアついて」 を参照してください。
p.778 の 「VMware リストアオプション」 を参照してください。
p.780 の 「VMware リストア先の変更オプション」 を参照してください。

VMware リストアオプション
VMware データをリストアするためにリストアウィザードを使用すると、次のオプションが表
示されます。
p.223 の 「データの検索とリストアついて」 を参照してください。
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表 C-5

VMware リストアジョブオプション

項目

説明

転送モードの優先度リスト

ESX Server から Virtual Machine Disk Format (VMDK) のファ
イルを転送するための方式を選択できます。 これらのオプション
の少なくとも 1 つを選択する必要があります。 複数のオプションを
選択した場合、方式は優先度と利用可能であるリソースによって
判断されます。 優先度を変更するためにリスト内でオプションを上
下に移動できます。
利用可能なオプションは次のとおりです。
SAN - 仮想ディスクデータの移動に SAN を使用する
このオプションを選択する場合、仮想マシンは Backup Exec
サーバーがアクセスできる SAN に存在する必要があります。
この転送モードによって、ESX Server が影響されないように、
データは Backup Exec サーバーにオフロードされます。
■ NBD - 仮想ディスクデータを暗号化せずにネットワーク経由で
転送する
■

セキュリティのために SSL を使わず、次のいずれかの条件が
ある場合にこのオプションを使います。
■ 仮想マシンは SAN にありません。
Backup Exec サーバーには SAN へのアクセス権がありま
せん。
■ NBDSSL - 仮想ディスクデータを暗号化してネットワーク経由
で転送する
■

セキュリティのために SSL を使い、次のいずれかの条件があ
る場合にこのオプションを使います。
■ 仮想マシンは SAN にありません。
Backup Exec サーバーには SAN へのアクセス権がありま
せん。
■ Hotadd - 仮想マシン上の Backup Exec サーバーの仮想ディ
スクファイルを使用します。
このオプションは、ESX のホットアド機能を使用する場合に使
用してください。ホットアド機能を使用すると、仮想マシンをプ
ロキシサーバーとして使用できます。
ホットアドについて詳しくは VMware のマニュアルを参照して
ください。
■

VMDK ファイルは仮想ハードディスクが独立したディスクとして設
定されている場合はバックアップされません。
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項目

説明

リストア前に既存の仮想マシン リストアジョブの間に既存の仮想マシンを削除します。 このオプ
を削除する
ションを選択すると、仮想マシンはリストアジョブが失敗しても削除
されます。
このオプションを選択しなければ、仮想マシンが仮想サーバーに
すでに存在する場合に仮想マシンをリストアできません。
リストア後に仮想マシンの電源 リストアジョブが完了した後仮想マシンをオンにします。
をオンにする
vSphere ポート番号

Backup Exec が vCenter Server に接続するために使うポートを
示します。 デフォルトポートは 902 です。

VMware リストア先の変更オプション
リストアウィザードでデータのリストア先を別の vCenter Server または ESX Server に変
更するオプションを選択すると、次のオプションが表示されます。
p.223 の 「データの検索とリストアついて」 を参照してください。
表 C-6

［VMware リストア先の変更］オプション

項目

説明

vCenter および ESX Server

データのリストア先に変更する vCenter Server
または ESX Server の名前を示します。

参照

データのリストア先を変更する仮想サーバーを
選択できます。サーバーの名前を入力する代わ
りにこのオプションを使うことができます。

サーバーのログオンアカウント

表示されるデフォルトログオンアカウントを使いま
す。データのリストア先を変更する vCenter
Server か ESX Server のために使う別のログオ
ンアカウントを選択できます。

データセンター

データセンターの名前、または ESX Server の
グループを表示します。

仮想マシンデータストアまたはデータストアクラス データを格納するために使われる ESX Server
タ
の格納場所の名前を表示します。
ホストまたはクラスタ

リストアのジョブが完了した後仮想マシンを実行
する ESX Server の名前を表示します。

仮想マシンフォルダ

リストアしたい既存の vSphere フォルダの名前
を示します。
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項目

説明

リソースプール

リストアしたいリソースプールの名前を示します。

仮想マシン名

新しい仮想マシン名を示します。
同じ名前の仮想マシンがサーバーにすでにある
場合は、新しい仮想マシン名を指定できます。

ネットワーク

リストアジョブが完了した後に使用する仮想マシ
ンのためのネットワークを示します。

選択したホストで利用可能な場合、オリジナル
ディスクのデータストア選択を使用する

仮想サーバーの元のデータストアの選択項目を
使います。元のデータストア選択がない場合は、
バックアップデータからのデータストア選択が使
われます。

ターゲットの環境でサポートされている最新の
VMware のハードウェアバージョン 7 以降の仮
ハードウェアバージョンに仮想マシンをリストアす 想マシンをリストアします。VMware ESX Server
る
バージョン 3.5 にリストアするときにこのオプショ
ンを選択すると、ジョブに失敗します。
シンプロビジョニングによって仮想クライアントを シンプロビジョニングを用いて仮想マシンをリスト
リストアする
アします。シンプロビジョニングは、VMware ESX
Server バージョン 4.0 環境のストレージ容量を
効率的に使うのに役立ちます。VMware ESX
Server バージョン 3.5 にリストアするときにこの
オプションを選択すると、ジョブに失敗します。
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D
Symantec Backup Exec
Agent for Microsoft Hyper-V
この付録では以下の項目について説明しています。
■

Agent for Microsoft Hyper-V について

■

Agent for Microsoft Hyper-V を使用するための要件

■

Agent for Microsoft Hyper-V のインストールについて

■

Agent for Microsoft Virtual Servers からのアップグレードについて

■

Microsoft Hyper-V の仮想マシンのバックアップについて

■

Microsoft Hyper-V の仮想マシンのリストアについて

■

Hyper-V 高可用性仮想マシンのバックアップとリストアについて

■

Backup Exec で仮想マシンの Microsoft アプリケーションデータを保護する方法

Agent for Microsoft Hyper-V について
Symantec Backup Exec Agent for Microsoft Hyper-V (Agent for Microsoft Hyper-V)
では、次のリソースをバックアップしてリストアできます。
■

Microsoft Windows Server 2008/2008 R2 Hyper-V ホスト。

■

Hyper-V ホストに存在するすべての仮想マシン。

■

クラスタ共有ボリューム (CSV) に存在する仮想マシンなどの Hyper-V ホスト。

Backup Exec は、単一パスバックアップを実行して、ホスト設定データ、すべての仮想マ
シン、および仮想マシンにインストールされた VSS 対応アプリケーションを保護します。
Backup Exec の Granular Recovery Technology (GRT) はバックアップジョブではデ
フォルトで有効になります。 仮想マシン全体をリストアしないで、Windows の仮想マシン
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から個々のファイルおよびフォルダをリストアするために GRT 対応バックアップを使うこと
ができます。 また、仮想マシンに存在する Microsoft Exchange、SharePoint、Active
Directory のアプリケーションから個々の項目をリストアできます。 個々のデータベース
が仮想マシンに存在するときは、Microsoft SQL からリストアすることもできます。
メモ: GRT を実行するには、仮想マシン上で適切な Backup Exec Agent for Microsoft
Exchange、SQL、または Active Directory が必要になります。
Backup Exec はオンライン状態、オフライン状態または保存された状態にある仮想マシ
ンをバックアップできます。 Microsoft Windows 2003 (Hyper-V Integration Services
付き) 以降を使う仮想マシンをオンライン時にバックアップできます。 同じバックアップジョ
ブにオンラインおよびオフラインの仮想マシンを含めることができます。 オンライン仮想マ
シンのバックアップの間に、Backup Exec は Hyper-V ホストのスナップショットバックアッ
プを取ります。 次に、ホストはホスト上の仮想マシンのスナップショットを取得します。 この
処理により、Backup Exec は停止時間を発生させずに仮想サーバーをバックアップでき
ます。 オンラインバックアップを実行できない場合は、オフラインバックアップが実行され
ます。 オフラインバックアップの場合、仮想マシンは一時的に保存状態になります。 ただ
し、仮想マシンは、バックアップジョブ全体のために保存状態を保持しません。
保存状態のバックアップジョブのダウンタイムの量は次の条件によって決まります:
■

仮想マシンに割り当てられるメモリの容量。

■

ホストのオペレーティングシステムの現在の負荷。

p.784 の 「Agent for Microsoft Hyper-V を使用するための要件」 を参照してください。
p.787 の 「Microsoft Hyper-V の仮想マシンのバックアップについて」 を参照してくださ
い。
p.791 の 「Microsoft Hyper-V の仮想マシンのリストアについて」 を参照してください。

Agent for Microsoft Hyper-V を使用するための要件
互換性があるオペレーティングシステム、プラットフォーム、アプリケーションのリストは、次
の URL で参照できます。
http://entsupport.symantec.com/umi/V-269-1
互換性があるデバイスのリストは、次の URL で参照できます。
http://entsupport.symantec.com/umi/V-269-2
Agent for Microsoft Hyper-V を使用する場合は次の項目が必要になります。
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表 D-1

Agent for Microsoft Hyper-V の要件

ソフトウェア

インストール場所

Microsoft Windows Server 2008 Hyper-V

Microsoft Hyper-V ホスト

Backup Exec

Backup Exec Server

Agent for Microsoft Hyper-V

Microsoft Hyper-V ホスト

VHDMount

(Backup Exec サーバーが仮想サーバーでない
場合は) Backup Exec サーバー。

メモ: VHDmount が必要になるのは、Backup
Exec サーバーで Hyper-V 役割をインストール
せずに、Microsoft Windows 2003 または
Windows 2008 を実行する場合のみです。
Microsoft Virtual Server 2005 R2 SP1 から
VHDmount のコンポーネントをインストールでき
ます。

オンラインバックアップを実行するには、次の要件を満たしている必要があります:
■

Microsoft Windows Server 2008、2003 SP2、Vista SP1 または XP SP3 が仮想マ
シンにインストールされている。

■

Hyper-V Integration Services with Backup (Volume Snapshot) がインストールさ
れている。

■

仮想マシンが実行状態である。

これらの条件が満たされないと、仮想マシンは実行時に保存状態になります。 ［オフに
なっている仮想マシンをバックアップ］オプションを選択している場合にのみ、仮想マシン
がオフになるとその仮想マシンがバックアップされます。
Backup Exec が仮想マシンにある Microsoft Exchange、SharePoint、Active
Directory、SQL 用のカタログデータを収集できるようにするには、仮想マシンで以下の
項目が要求されます。
■

アプリケーション用のライセンスを受けたバージョンの Backup Exec エージェント。

■

Agent for Windows。
Agent for Microsoft Hyper-V には、Agent for Windows のライセンスが含まれて
います。 Microsoft Exchange、Active Directory および SQL のエージェントにも、
Agent for Windows のライセンスが含まれています。 Agent for Windows に個別
のライセンスは要求されません。

■

仮想マシンはオンラインでバックアップできる必要があります。

■

仮想マシンにアクセスするために使うクレデンシャルには、アプリケーションへのアク
セス権限も含まれている必要があります。
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次のことを実行するには、 Agent for Windows を仮想マシンにインストールする必要が
あります。
■

個々のファイルとフォルダをリストアして元の仮想マシンに戻せるようにする。

■

個々の SQL データベース、Exchange 項目、SharePoint 項目、Active Directory
オブジェクトをリストアして元の仮想マシンに戻せるようにする。

p.783 の 「Agent for Microsoft Hyper-V について」 を参照してください。

Agent for Microsoft Hyper-V のインストールについて
Symantec Backup Exec Agent for Microsoft Hyper-V は、Agent for VMware およ
び Agent for Hyper-V の一部としてインストールされます。Agent for Microsoft Hyper-V
は Microsoft Hyper-V のホストにインストールされます。Backup Exec サーバーが
Microsoft Hyper-V ホストでもある場合は、Backup Exec をインストールするときに Agent
for Microsoft Hyper-V をインストールできます。あるいは Backup Exec のインストール
後に、インストールできます。
Backup Exec が Microsoft Hyper-V ホストにインストールされていない場合は、Microsoft
Hyper-V ホストに Agent for Windows をプッシュインストールする必要があります。仮
想マシンに Agent for Microsoft Hyper-V をインストールする必要はありません。ただ
し、ライセンスは Agent for Microsoft Hyper-V の Backup Exec サーバーで要求され
ます。Agent for Windows は Agent for Microsoft Hyper-V とともに含まれます。
p.71 の 「ローカル Backup Exec サーバーへの Backup Exec 追加オプションのインス
トール」 を参照してください。
p.82 の 「リモートコンピュータへの Agent for Windows のプッシュインストール」 を参照
してください。

Agent for Microsoft Virtual Servers からのアップグレー
ドについて
Backup Exec 12 を使用して定期実行ジョブを設定する場合、ジョブを再作成するか、ま
たは Microsoft 仮想サーバーを使用するように選択リストを変更する必要があります。
Backup Exec は Microsoft Virtual Server から Microsoft Hyper-V への移行用ツー
ルではありません。移行方法について詳しくは Microsoft の仮想マシンの移行ガイドを
参照してください。
http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd296684(WS.10).aspx
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Microsoft Hyper-V の仮想マシンのバックアップについ
て
Microsoft Hyper-V 用のバックアップジョブを作成するとき、Granular Recovery
Technology (GRT) のオプションを利用できます。GTT では個々のファイルとフォルダを
リストアできるようにします。 GRT は、仮想マシン上の個々のファイルとフォルダ、および
仮想マシンに存在する VSS 対応アプリケーションからの個々の項目でデフォルトで有効
になります。 VSS 対応アプリケーションには Microsoft Exchange、SQL、SharePoint、
Active Directory が含まれます。 デフォルトでは、Backup Exec は親の仮想マシンのリ
ソースクレデンシャルを使います。
メモ: リモート .vhd ファイルがある仮想マシンは、バックアップジョブから除外されます。
Agent for Windows と適切な Backup Exec エージェントを使って、リモート .vhd ファイ
ルがある仮想マシンを保護できます。
Microsoft Hyper-V では次のバックアップ選択項目が利用可能です。
表 D-2

Microsoft Hyper-V バックアップ選択

コンテナ名

コンテナの項目

バックアップジョブに含まれる内容

Microsoft Hyper-V

この項目には［Initial
バックアップ対象として［Microsoft
Store］と［仮想マシン］が Hyper-V］コンテナを選択した場合、バッ
含まれます。
クアップジョブにはアプリケーションの構成
設定とすべての仮想マシンが含まれます。

Initial Store

この項目には、仮想サー
バーアプリケーションの構
成設定が含まれていま
す。

バックアップ対象として［Initial Store］を
選択した場合、バックアップジョブには
Hyper-V 認証設定を含む XML ファイル
が 1 つ含まれます。
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コンテナ名

コンテナの項目

仮想マシン

この項目には、仮想サー 個々の仮想マシンを選択した場合、バッ
バーに存在する各仮想マ クアップは仮想マシン全体の完全なイメー
シンが含まれています。 ジバックアップになります。これには、次の
メモ: 個々の仮想マシンを 項目が含まれます。
選択した場合、仮想マシ
ン上のファイルは結果ペ
インに表示されます。ただ
し、バックアップに含める、
または除外する個々の
ファイルを選択できませ
ん。

バックアップジョブに含まれる内容

■

.vhd ファイル

■

.avhd ファイル

■

差分ディスク

■

Hyper-V 管理対象スナップショット

メモ: リモート .vhd ファイルがある仮想マ
シンは、バックアップジョブから除外されま
す。 Agent for Windows と適切な
Backup Exec エージェントを使って、リ
モート .vhd ファイルがある仮想マシンを
保護できます。

警告: バックアップジョブは、パススルー
ディスクを備えている仮想マシンでは失敗
します。Agent for Windows と適切な
Backup Exec エージェントを使って、パス
スルーディスクがある仮想マシンを保護で
きます。

すべての Hyper-V のバックアップジョブにバックアップジョブのデフォルトオプションを設
定できます。 バックアップジョブを作成するたびに、ジョブではデフォルトオプションが使
用されます。 ただし、個々のジョブに合わせてデフォルトオプションを変更できます。
p.156 の 「データのバックアップ」 を参照してください。
p.788 の 「Microsoft Hyper-V バックアップオプション」 を参照してください。

Microsoft Hyper-V バックアップオプション
次のオプションは Hyper-V のバックアップジョブに利用可能です。これらのオプションは、
バックアップジョブの［バックアップジョブのデフォルト］ダイアログボックスと［オプション］の
ダイアログボックスで［仮想マシン］オプションを選択すると表示されます。
p.787 の 「Microsoft Hyper-V の仮想マシンのバックアップについて」 を参照してくださ
い。
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表 D-3

Microsoft Hyper-V バックアップオプション

項目

説明

増分バックアップまたは差分バックアップをサ
ゲスト仮想マシンの増分バックアップか差分バッ
ポートしていない仮想マシンの場合は、完全バッ クアップを実行できない場合に、Backup Exec
クアップ方式を使用します
が完全バックアップジョブを実行できるようにしま
す。 スナップショット設定が変更されたりホスト
サーバーの設定が変更されるなどのさまざまな
理由により、Backup Exec が増分バックアップか
差分バックアップを実行できない場合がありま
す。このオプションが選択されず、増分バックアッ
プか差分バックアップを実行できなければ、ジョ
ブは失敗します。
オフになっている仮想マシンをバックアップ

オフになった仮想マシンを Backup Exec でバッ
クアップできるようにします。

Backup Exec Granular Recovery Technology 完全バックアップから個々のファイルとフォルダ
(GRT) を使用して、仮想マシンからの個々のファ をリストアできるようにします。
イルとフォルダのリストアを有効にする
データをリストアしたい仮想マシンに Agent for
Windows をインストールする必要があります。
Agent for Windows はデータのバックアップ対
象の仮想マシンにはインストールする必要はあ
りません。
仮想マシン上の Microsoft Active Directory
オブジェクトで GRT を有効にする

Backup Exec で仮想マシン上の個々の Active
Directory オブジェクトをリストアするのに必要な
情報を収集できるようにします。 Backup Exec
は Active Directory がインストールされる仮想
マシンに使われたログオンクレデンシャルを使い
ます。

仮想マシン上の Microsoft Exchange データ Backup Exec で仮想マシン上の個々の
ベースおよびメールボックス項目で GRT を有効 Exchange データベースおよびメールボックス項
にする
目をリストアするのに必要な情報を収集できるよ
うにします。 Backup Exec は Exchange がイン
ストールされる仮想マシンに使われたログオンク
レデンシャルを使います。
仮想マシン上の Microsoft SQL (データベース Backup Exec で仮想マシン上の個々の SQL
レベルのみ) で GRT を有効にする
データベース項目をリストアするのに必要な情報
を収集できるようにします。 Backup Exec は SQL
がインストールされる仮想マシンに使われたログ
オンクレデンシャルを使います。
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項目

説明

仮想マシン上の Microsoft SharePoint で GRT Backup Exec で仮想マシン上の SharePoint
を有効にする
データをリストアするのに必要な情報を収集でき
るようにします。 Backup Exec は SharePoint が
インストールされる仮想マシンに使われたログオ
ンクレデンシャルを使います。
バックアップするために保存状態にしておく必要 オンラインバックアップをサポートしない、および
がある仮想マシンを除外する
バックアップの開始時に実行状態であるすべて
のオフライン仮想マシンをバックアップから除外
します。
転送モードの優先度リスト

VMware 環境の仮想マシンにのみ適用されま
す。 このオプションは Hyper-V には使用できま
せん。

vSphere ポート番号

VMware 環境の仮想マシンにのみ適用されま
す。 このオプションは Hyper-V には使用できま
せん。

p.790 の 「Granular Recovery Technology による Agent for Microsoft Hyper-V との
連携」 を参照してください。

Granular Recovery Technology による Agent for Microsoft Hyper-V と
の連携
Backup Exec Granular Recovery Technology (GRT) を使用すると、仮想マシン全体
をリストアせずに、個々のファイルとフォルダをリストアできます。 仮想マシンにインストー
ルされる VSS 対応アプリケーションからの個々の項目をリストアすることもできます。
GRT はシステム回復で使われるように意図されていません。 ただし、リストアジョブのリス
トア選択として仮想マシン全体を選択することによって、全体なシステム回復を実行でき
ます。
p.792 の 「Backup Exec で仮想マシンの Microsoft アプリケーションデータを保護する方
法」 を参照してください。
GRT 対応のバックアップを設定する前に、必要条件を確認する必要があります。
p.793 の 「仮想マシンの Microsoft アプリケーションデータを保護する必要条件」 を参照
してください。
GRT を使うには、仮想マシンの NetBIOS 名またはコンピュータ名を展開すると表示され
るリストから、リストアする個々のファイルとフォルダを選択する必要があります。 ［仮想マ
シン］ノードを展開すると表示される仮想マシンからは、個々のフォルダやファイルを選択
できません。
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p.791 の 「Microsoft Hyper-V の仮想マシンのリストアについて」 を参照してください。

Backup Exec がバックアップジョブの間に自動的に新しい仮想マシンを
保護する方法
Backup Exec の動的インクルード機能は、バックアップジョブが実行されるときに検出さ
れる新しい仮想マシンとフォルダを保護します。 バックアップジョブの作成時とバックアッ
プジョブの実行時の間に新しい仮想マシンが追加されると、Backup Exec は自動的に新
しい仮想マシンをバックアップします。 バックアップジョブには新しい仮想マシンが含まれ
ることがあるので、ジョブには予想以上にストレージ容量と時間が必要になる場合があり
ます。 ジョブ履歴はバックアップされた仮想マシンの数を示します。
バックアップ選択リストでは、動的インクルードは次の Hyper-V ノードで有効になります:
■

Microsoft Hyper-V

■

Microsoft Hyper-V 下の仮想マシン

■

Hyper-V ホストノード
ホストノードを選択した場合、動的インクルードは Microsoft Hyper-V ノードで自動
的に有効になります。

■

Microsoft Hyper-V HA 仮想マシン

■

クラスタ名のノード
クラスタ名ノードを選択した場合、動的インクルードは Microsoft Hyper-V HA 仮想
マシンノードで自動的に有効になります。

Microsoft Hyper-V の仮想マシンのリストアについて
リストアウィザードを使用して、仮想マシンのデータを次のようにリストアできます。
■

ディザスタリカバリのために完全な仮想マシンをリストアします。

■

バックアップジョブに Granular Recovery Technology オプションを選択した場合、
仮想マシンからバックアップされた個々のファイルまたはフォルダをリストアします。

■

別の Microsoft Hyper-V サーバーに仮想マシンをリストアします。

■

フラットファイルのリストア先を仮想マシンから Agent for Windows がインストールさ
れているコンピュータに変更します。

メモ: Linux の仮想マシンは、.vhd レベルで完全にリストアされなければなりません。
p.223 の 「データの検索とリストアついて」 を参照してください。
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Hyper-V 高可用性仮想マシンのバックアップとリストアに
ついて
可用性が高まるように仮想マシンを設定する場合、マシンはバックアップ選択ツリーの
［Highly Available Hyper-V Machines］ ノードに表示されます。 可用性が高まるように
設定されない仮想マシンは、［Microsoft Hyper-V］ノードに残ります。バックアップ選択
を行うとき、Backup Exec は高可用性仮想マシンの存在をチェックします。 高可用性仮
想マシンが検出されると、Backup Exec はバックアップ用にそれらの仮想マシンを選択
することをユーザーに想起させます。
リストア選択項目はバックアップ選択項目に類似しています。高可用性仮想マシンは、他
の仮想マシンの場合と同じようにリストアできます。 仮想マシンはその高可用性を維持し
ます。 ただし別の Hyper-V ホストにリストア先を変更すると、仮想マシンはリストアジョブ
の完了時に高可用性ではなくなります。 高可用性にするには、仮想マシンを再設定する
必要があります。

Backup Exec で仮想マシンの Microsoft アプリケーショ
ンデータを保護する方法
Backup Exec は仮想マシンに存在する次の VSS 対応アプリケーションから個々の項目
をリストアできます:
表 D-4

Backup Exec が仮想マシンの VSS 対応アプリケーションのために保
護するデータの種類

アプリケーション

Backup Exec が保護するデータの種類

Microsoft Exchange

メールボックス、個々のメッセージ、カレンダー項
目、タスク、ジャーナルエントリ、パブリックフォル
ダデータ (ディスクバックアップのみ)

Microsoft SQL

データベース

Microsoft Active Directory

個々のユーザーアカウント、プリンタオブジェク
ト、サイト、組織単位

Microsoft SharePoint

SharePoint データベース

バックアップジョブを作成するとき、Backup Exec は自動的に仮想マシンの VSS 対応ア
プリケーションを見つけます。 バックアップジョブの間に、Backup Exec は Granular
Recovery Technology (GRT) を使用して VSS 対応アプリケーションからのデータをバッ
クアップします。 デフォルトで、Backup Exec は仮想マシンに接続するために使われた
同じクレデンシャルを使用して GRT を有効にします。 VSS 対応アプリケーションのどの
種類でも GRT を無効にできます。
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メモ: Backup Exec は、非クラスタ、非分散型の構成の場合にのみ、個々の Exchange
そして SQL 項目の個別リカバリをサポートします。
バックアップジョブの間に、Backup Exec はアプリケーションのメタデータを収集します。
Backup Exec でメタデータを収集できない場合は、アプリケーションの個々の項目をリス
トアできません。 ただし、そうでない場合はバックアップジョブは正常に完了することがあ
ります。
Backup Exec は以下の状況ではメタデータを収集できません。
■

アプリケーションで GRT が無効になっている。

■

Backup Exec が仮想マシンに接続できない。

■

不正なクレデンシャルが仮想マシン用に入力された。

メモ: Backup Exec では仮想マシン上の VSS 対応アプリケーションのバックアップ時に、
Microsoft Hyper-V ライターが使われます。 Microsoft Hyper-V ライターは、データが
ストレージデバイスに移動される前にアプリケーションのログを切り捨てます。 したがって、
仮想マシン上のアプリケーションのアプリケーションログは、Microsoft Hyper-V を使っ
ていると切り捨てられます。
p.793 の 「仮想マシンの Microsoft アプリケーションデータを保護する必要条件」 を参照
してください。

仮想マシンの Microsoft アプリケーションデータを保護する必要条件
Backup Exec は仮想マシンにインストールされる VSS 対応アプリケーションから個々の
項目をバックアップおよびリストアできます。
以下の項目は仮想マシンの Microsoft Exchange、SQL、Active Directory、SharePoint
のデータを保護するために必要です。
■

仮想マシンはオンになっている必要があります。

■

仮想マシンには適切なクレデンシャルを入力しなければなりません。 仮想マシンのク
レデンシャルで VSS 対応アプリケーションにアクセスできることを確認してください。

■

Backup Exec サーバーはネットワーク名か IP アドレスを使用して仮想マシンに接続
できる必要があります。

■

Backup Exec Agent for Windows を仮想マシンにインストールする必要があります。

■

ライセンスの正しい数を、仮想マシンで保護したいアプリケーションに入力する必要
があります。

■

仮想コンピュータのオペレーティングシステムは VSS をサポートする必要があります。
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p.792 の 「Backup Exec で仮想マシンの Microsoft アプリケーションデータを保護する方
法」 を参照してください。

E
Symantec Backup Exec
Agent for Microsoft SQL
Server
この付録では以下の項目について説明しています。
■

Agent for Microsoft SQL Server について

■

SQL Agent 使用上の必要条件

■

SQL Agent のインストールについて

■

SQL データベースに Backup Exec ログオンアカウントを使用する方法

■

SQL Server のバックアップ戦略について

■

SQL Server の一貫性チェックについて

■

SQL Agent とスナップショットテクノロジの使用方法

■

SQL データベースのバックアップについて

■

SQL Server 2005 以降のデータベースのスナップショットについて

■

SQL データベースのリストアについて

■

SQL Server のディザスタリカバリについて

Agent for Microsoft SQL Server について
Agent for Microsoft SQL Server (SQL Agent) を使用すると、ネットワークに接続され
た SQL Server のバックアップおよびリストア操作を実行できます。SQL データベースの
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バックアップを、特別な管理を行ったり専用のハードウェアを使用せずに、ネットワークバッ
クアップに統合することができます。
SQL Agent でサポートされる内容を次に示します。
■

データベース、トランザクションログ、差分バックアップおよびデータベースのリカバリ
と置換

■

システムデータベースの自動リストア

■

SQL Server のディザスタリカバリプロセスを自動化する Simplified Disaster Recovery

■

代替の場所への SQL データベースのリストア

■

バックアップ処理での SQL データベースのホットバックアップコピー。SQL データベー
スからメディアに送信される実際のデータストリームを、後で使用できるようにローカル
ディレクトリにコピーできます。

■

複数のインスタンスのバックアップ

■

スタンバイデータベースのサポート。プライマリ SQL Server に障害が発生したり、保
守のためにシャットダウンした場合は、スタンバイデータベースと呼ばれるデータベー
スがオンラインになります。

■

各バックアップジョブおよびリストアジョブの一貫性チェック (DBCC)。データベースの
物理的一貫性チェックによる高速データベース一貫性チェックを含みます。

■

フル (完全)、一括ログ記録およびシンプル (単純) 復旧モデル。シンプル復旧モデル
では、トランザクションのコピーがログファイルに保存されないため、トランザクションロ
グによるバックアップは実行できません。したがって、データベースを最後のバックアッ
プの時点にリカバリすることはできますが、障害の発生した時点または特定の時点の
状態にリストアすることはできません。

■

ログマークを使用した特定の時点または名前付きトランザクションまでのトランザクショ
ンログのリストア

SQL Server 2005 以降の場合の SQL Agent でサポートされる内容を次に示します。
■

データベースのスナップショット

■

コピーバックアップジョブ。完全または差分ログのリストアシーケンスに影響を与えず
に SQL Server 2005 以降のデータベースをコピーできます。

■

リストア先を変更する場合の複製設定の保持

■

「Verify Only」リストアジョブ。リストアジョブでデータベースが削除または上書きされ
る前に、メディア上での SQL データの有効性、および宛先の SQL データベースでこ
のデータの受け入れが可能かどうかを判断できます。

■

チェックサムの生成を使用したバックアップ。冗長検査として使用します。このオプショ
ンを使用するには、「Verify Only」リストアジョブオプションが必要です。
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■

エラーが検出された場合のリストアジョブの継続。破損したデータベースのバックアッ
プからできるだけ多くのデータをリストアできます。

SQL Server 2008 Enterprise Edition の場合の SQL Agent でサポートされる内容を次
に示します。
■

圧縮をサポートする SQL Server 2008 以降のエディションでは、バックアップジョブ
で SQL ソフトウェア圧縮を使用できます。

p.797 の 「SQL Agent のインストールについて」 を参照してください。

SQL Agent 使用上の必要条件
SQL Agent を使用するには、次の必要条件を満たす必要があります。
■

Backup Exec に、次の SQL レジストリキーの両方に対する読み取り権限があること。
■

HKEY_LOCAL_MACHINE¥Software¥Microsoft¥Microsoft SQL Server

■

HKEY_LOCAL_MACHINE¥Software¥Microsoft¥mssqlserver

Backup Exec にレジストリキーの読み取り権限がない場合、デフォルトディレクトリへ
のリストアは失敗する可能性があります。また、SQL の［リストアジョブのプロパティ］ダ
イアログボックスに用意されている［システムデータベースのリストアを自動化する］オ
プションも機能しません。
使用するログオンアカウントに、SQL インスタンスがインストールされている Windows
サーバーに対する Administrator 権限が設定されているかどうかを調べると、Backup
Exec にこの権限があるかどうかがわかります。
■

Backup Exec サーバーから SQL インスタンスにアクセスできること。

■

SQL のバックアップおよびリストアに使用する Backup Exec ログオンアカウントに格
納されているクレデンシャルに、SQL インスタンスでのシステム管理者の役割が許可
されていること。

■

Agent for Windows がバックアップするリモート SQL Server にインストールされてい
ること。

SQL Agent のインストールについて
SQL Agent は、Agent for Applications and Databases の一部としてインストールされ、
ローカルまたはリモートの SQL Server データベースを保護することができます。
p.71 の 「ローカル Backup Exec サーバーへの Backup Exec 追加オプションのインス
トール」 を参照してください。
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SQL データベースに Backup Exec ログオンアカウントを
使用する方法
SQL をバックアップするには、Windows ユーザーアカウントのクレデンシャルが格納され
ている Backup Exec ログオンアカウントを使用します。 この Windows ユーザーアカウン
トは、SQL インスタンスのシステム管理者から認可されている必要があります。 ［クレデン
シャルのテストと編集］ダイアログボックスで、実際の SQL インスタンスではなく、SQL がイ
ンストールされている Windows サーバーにそのログオンアカウントを適用します。
SQL Server 認証を使用する場合は、SQL ユーザーアカウントのクレデンシャルを格納し
た Backup Exec ログオンアカウントを追加します。［クレデンシャルのテストと編集］ダイア
ログボックスで、Windows ユーザーアカウント用の Backup Exec ログオンアカウントを
SQL がインストールされている Windows サーバーに適用してから、SQL ユーザーアカ
ウント用のログオンアカウントを SQL インスタンスに適用します。
使用した Backup Exec ログオンアカウントに適切な権限がない場合は、ユーザー名およ
びパスワードが無効であるとのエラーメッセージが表示されます。
p.488 の 「ログオンアカウントについて」 を参照してください。
p.495 の 「Backup Exec システムログオンアカウントの新規作成」 を参照してください。

SQL Server のバックアップ戦略について
Backup Exec には、日常のバックアップルーチンの一部として、オンラインの継続的な
SQL データベース保護機能が組み込まれ、日常のデータベースアクティビティを妨げる
ことなく、データのリカバリ機会を増大し、データの損失を最小化しています。 データベー
スバックアップ、差分バックアップおよびログバックアップを組み合わせて使用すると、バッ
クアップ間隔を適正に保ち、データベースをリカバリする必要が生じたときに、リカバリ時
間を最小に抑えることができます。
どのバックアップ方式がデータの保護に最も適しているかを決定するには、環境の規模
を考慮します。
■

小規模の環境では、データベースの完全バックアップを毎日夕刻に実行し、トランザ
クションログのバックアップを毎日実行するようにします。

■

中規模の環境では、データベースの完全バックアップを毎週、トランザクションログを
毎日、差分バックアップを、完全バックアップを実行した日を除いて毎日実行するよう
にします。

■

大規模の環境では、データベースの差分バックアップを毎日、データベースの完全
バックアップを毎週実行し、必要に応じてトランザクションログのバックアップを実行し
ます。 完全バックアップを週に 1 回実行し、差分バックアップを毎日実行することで、
バックアップに必要な時間を最小化します。
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完全バックアップの頻度を減らして差分バックアップを増やす方法は、バックアップに要
する時間を短縮することができますが、リカバリが必要になったときに、データベースの完
全バックアップをリストアした後で、最後のデータベースの差分バックアップをリストアし、
最後のデータベースの差分バックアップ以降のログバックアップをすべてリストアする必
要があります。
最も適している方法は、環境の規模、毎日処理されるトランザクションの数、リカバリが必
要になった場合の必要条件によって決定されます。
p.799 の 「SQL Server のバックアップ戦略の推奨事項」 を参照してください。

SQL Server のバックアップ戦略の推奨事項
SQL のバックアップ戦略を作成するときには、次の事項にも注意してください。
表 E-1

SQL Server のバックアップに関する推奨事項

SQL Server の
説明
バックアップ戦略
SQL Server 全体を SQL を完全に保護するには、定期的に次の項目をバックアップします。
保護する
■ SQL の存在するシステムドライブ
■

Windows のレジストリとシステム状態

■

トランザクションログ

アップグレード時に、 SQL をアップグレードする場合に、データベースの完全バックアップを新規
データベースの完全 に実行します。 SQL のバージョンまたは Service Pack のレベルが異なる場
バックアップを新規 合はリストアすることはできません。
に実行する
バックアップ前に一 バックアップを実行する前に一貫性チェックを行うことをお勧めします。バッ
貫性チェックを実行 クアップ時に、データベースまたはトランザクションログにエラーが含まれて
する
いる場合は、そのバックアップをリストアすることができた場合でも、リストアさ
れたデータにはエラーが含まれたままになります。
システムデータベー 特に、データベース内の情報を変更する次のような手順を実行したときは、
スを定期的にバック インストールされている master データベースとサービスパックを必ずバック
アップする
アップします。
■

新しいデータベースを作成する。

■

既存のデータベースにファイルを追加する。

■

ユーザー名またはパスワードを追加または変更する。

変更した内容をバックアップせずに master データベースをリストアすると、
変更した内容は失われます。
一度に 1 つのバック データベースやそのトランザクションに対して、同時に複数のバックアップを
アップを実行する
実行するスケジュールを設定しないようにします。
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SQL Server の
説明
バックアップ戦略
フル (完全) 復旧モ バックアップを実行しないとトランザクションログが増大し続けるため、データ
デルに設定されてい ベースのトランザクションログをバックアップしてください。
るデータベースのト
ランザクションログを
バックアップする

p.798 の 「SQL Server のバックアップ戦略について」 を参照してください。

SQL Server の一貫性チェックについて
バックアップしたデータベースまたはトランザクションログに存在したエラーは、そのバック
アップのリストア後にも残ります。また、これらのエラーのために正常にリストアできないこ
ともあります。 Backup Exec を使用し、データの論理的または物理的な一貫性をバック
アップの前後に検査することができます。 一貫性チェックで発見されたエラーは、すべて
Backup Exec のジョブログに表示されます。 バックアップの前に、一貫性チェックを実行
することを強くお勧めします。
Backup Exec の一貫性チェックでは、次の SQL 一貫性チェックユーティリティが使用さ
れます。
■

CHECKDB

■

CHECKCATALOG

■

PHYSICAL_ONLY

CHECKDB、CHECKCATALOG および PHYSICAL_ONLY は、データベース関連のジョ
ブで実行されます。
これらのユーティリティについて詳しくは Microsoft SQL のマニュアルを参照してくださ
い。
p.801 の 「SQL データベースのバックアップについて」 を参照してください。

SQL Agent とスナップショットテクノロジの使用方法
SQL Agent で、Microsoft のボリュームシャドウコピーサービス (VSS) を使用する完全ス
ナップショットバックアップがサポートされます。VSS は、Windows 2003 以降でのみ利
用可能なスナップショットプロバイダサービスです。スナップショットテクノロジを使用する
と、リストアに要する時間およびサーバーでのバックアップパフォーマンスを軽減できま
す。
スナップショットテクノロジを使用するバックアップジョブをサブミットすると、各ボリュームの
スナップショットが作成され、その時点でのデータが記録されます。 Backup Exec ではス
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ナップショットテクノロジを使用して、ボリュームへの書き込み操作が一時的に中断され、
そのボリュームのスナップショットが作成されます。スナップショットからデータがバックアッ
プされ、その後スナップショットは削除されます。
p.811 の 「SQL Server 2005 以降のデータベースのスナップショットについて」 を参照し
てください。
SQL Agent でスナップショットテクノロジを使用する前に、次の情報を確認してください。
■

スナップショットテクノロジによって、SQL データベースの特定の時点のデータのビュー
(スナップショット) が作成され、そのスナップショットのバックアップが行われます。その
ため、実際の SQL データベースは開いたままなので、ユーザーが利用することがで
きます。

■

スナップショットテクノロジを使用する SQL バックアップは、通常の SQL バックアップ
よりかなり大きいです。

■

バックアップを行う前に、一貫性チェックを実行することを強くお勧めします。
p.800 の 「SQL Server の一貫性チェックについて」 を参照してください。

■

SQL Agent は、完全スナップショットバックアップのみをサポートします。トランザクショ
ンログのスナップショット、差分スナップショットはサポートしません。

■

SQL Agent を使用している場合は、SQL データをリストアする際に、スナップショット
バックアップと従来のバックアップの相互操作が可能です。

■

バックアップの前と後にデータベース一貫性チェックを実行すると、バックアップジョブ
に要する時間に影響してきます。

■

重複排除のデバイスを使うジョブでスナップショットテクノロジを使用してください。

次の SQL バックアップオプションはスナップショットバックアップでサポートされません。
■

バックアップでチェックサムを使用する (SQL 2005 以降)。
このオプションは冗長検査として使用され、［検証のみ実行し、データをリストアしな
い］リストアオプションと連携して機能します。

■

SQL Server 2008 Enterprise Edition のソフトウェア圧縮。

■

ディスク上に SQL バックアップのコピーを作成して、データベースが存在する SQL
Server に格納する。

p.803 の 「SQL のバックアップオプション」 を参照してください。

SQL データベースのバックアップについて
Backup Exec には、データベースのバックアップ方式として、完全、差分、完全コピーの
み (SQL Server 2005 以上) の 3 種類が用意されています。 完全バックアップ方式では、
すべてのシステムテーブルを含む、データベース全体がバックアップされます。差分バッ
クアップ方式では、最後の完全バックアップ以降にデータベースまたはファイルグループ
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に加えられた変更内容のみがバックアップされます。 コピー方式は、完全バックアップ方
式と同様に実行されますが、今後の差分バックアップまたはログバックアップには影響を
与えません。
差分バックアップは完全バックアップよりもサイズが小さく高速なため、完全バックアップ
よりも頻繁に実行することができます。 差分バックアップでリストアできるのは差分バック
アップを作成した時点までであるため、次の差分バックアップの作成までに、複数のログ
バックアップを作成しておく必要があります。 トランザクションログのバックアップを使用す
ると、データベースを障害の発生した時点にリカバリすることができます。
次の完全バックアップまでのデータの変更量が比較的少ない場合または同じデータが繰
り返し変更される場合には、差分バックアップを使用することを検討します。 シンプル復
旧モデルを使用しているため、バックアップを頻繁に実行する必要があるにもかかわら
ず、完全バックアップを短周期で行う時間がない場合にも差分バックアップを効果的に使
用することができます。 フルまたは一括ログ記録復旧モデルを使用している場合は、差
分バックアップを使用して、データベースのリストア時に、ログバックアップによるロール
フォワードに費やされる時間を短縮することができます。
データベースとログのバックアップの組み合わせではなくデータベースバックアップのみ
を実行する場合は、データベースにシンプル復旧モデルを使用し、データベース内に
チェックポイントが発生したときに、トランザクションログを自動的に切り捨てます。 これに
より、トランザクションログが一杯になるのを防ぐことができます。他の復旧モデルでは、
データベースのバックアップ後のログのクリアは行われません。
シンプル復旧モデルでは、トランザクションのコピーがログファイルに保存されないため、
トランザクションログによるバックアップは実行できません。
トランザクションログのバックアップを行わない場合は、データベースを最後のバックアッ
プの時点にリカバリすることはできますが、障害の発生した時点または特定の時点にリス
トアすることはできません。
システムデータベースは、完全バックアップ方式でのみバックアップできます。ログバック
アップ方式または差分バックアップ方式では master データベースをバックアップできま
せん。
メモ: Remote Media Agent for Linux Servers がインストールされているコンピュータに
接続するストレージにはデータベースをバックアップできません。
SQL Agent はミラー化された SQL データベースの設定をサポートしますが、Microsoft
は SQL データベースのミラー化を制限します。
適用される制限は次のとおりです。
■

ミラー化された SQL データベースをバックアップしたりリストアしたりすることはできま
せん。 ミラー化されたデータベースのバックアップまたはリストアを試行すればバック
アップジョブまたはリストアジョブは失敗します。
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■

ミラー化を設定する間、プライマリ SQL データベースをリストアできません。 プライマ
リ SQL データベースをリストアするには、プライマリデータベースのデータベースミラー
化を停止する必要があります。

■

バックアップジョブによってデータベースがリカバリ不能な状態にならない場合にのみ
プライマリ SQL データベースとトランザクションログをバックアップできます。

SQL データベースをバックアップするには、［バックアップとリストア］タブのサーバーのリ
ストにリモートコンピュータを追加します。すべての SQL のバックアップジョブについて、
バックアップジョブのデフォルトオプションを設定できます。バックアップジョブを作成する
と、各ジョブで個別にオプションを変更しない限り、そのジョブではデフォルトのオプション
が使用されます。
p.151 の 「サーバーリストについて」 を参照してください。
p.156 の 「データのバックアップ」 を参照してください。
p.803 の 「SQL のバックアップオプション」 を参照してください。
p.177 の 「ステージについて」 を参照してください。
p.164 の 「バックアップの編集」 を参照してください。
p.164 の 「バックアップの編集」 を参照してください。
p.446 の 「バックアップジョブのデフォルト設定」 を参照してください。

SQL のバックアップオプション
SQL のバックアップジョブ利用できるオプションは次のとおりです。
これらのオプションは次の項目で SQL オプションを選択すると表示されます。
■

［バックアップジョブのデフォルト］ダイアログボックス

■

バックアップジョブの［バックアップオプション］ダイアログボックス

■

1 回のバックアップジョブのみに適用される［1 回のみのバックアップオプション］ダイ
アログボックス

p.801 の 「SQL データベースのバックアップについて」 を参照してください。
p.446 の 「バックアップジョブのデフォルト設定」 を参照してください。
p.156 の 「データのバックアップ」 を参照してください。
p.158 の 「1 回限りのバックアップの作成」 を参照してください。
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表 E-2

SQL のバックアップオプション

項目

説明

バックアップ前の一
貫性チェック

バックアップを開始する前に実行する一貫性チェックを、次のいずれかから
指定します。
なし
このオプションはバックアップの前に一貫性チェックを実行しません。 バッ
クアップの前に、一貫性チェックを実行することをお勧めします。
■ インデックスを含まない完全チェック:
このオプションは一貫性チェックからインデックスを除外します。 インデッ
クスをチェックしないと、一貫性チェックに要する時間を大幅に短縮でき
ますが、チェックの完全度は低下します。
■ インデックスを含む完全チェック:
このオプションは一貫性チェックにインデックスを含めます。 発生したエ
ラーはログに記録されます。
■ 物理チェックのみ:
このオプションは、オーバーヘッドの少ないデータベースの物理的な一
貫性をチェックします。 このオプションはページの物理的構造の一貫性
のみをチェックします。デフォルトでは、このオプションが選択されていま
す。
■

p.800 の 「SQL Server の一貫性チェックについて」 を参照してください。
一貫性チェックに失 一貫性チェックに失敗した場合でもバックアップ処理を続行します。 現在の
敗した場合もバック 状態のデータベースのバックアップでもデータベースのバックアップが存在
アップを続行する
しないよりはよいと考えられる場合、または大規模のデータベースで問題は
小さく、テーブルにあると考えられる場合には、一貫性チェックに失敗した場
合もバックアップを続行することができます。
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項目

説明

バックアップ後の一
貫性チェック

バックアップ完了後に実行する一貫性チェックを指定します。 一貫性チェッ
クの実行中または実行後にデータベーストランザクションが発生することが
あるため、バックアップ後に一貫性チェックを実行し、データがバックアップ
時に完全であったかどうかを確認することを、バックアップの実行前に考慮
しておきます。
利用可能なオプションは次のとおりです。
なし
このオプションはバックアップ完了後に一貫性チェックを実行しません。
バックアップを実行した後、一貫性チェックを常に行うことをお勧めしま
す。 デフォルトでは、このオプションが選択されています。
■ インデックスを含まない完全チェック:
このオプションは一貫性チェックからインデックスを除外します。 インデッ
クスをチェックしないと、一貫性チェックに要する時間を大幅に短縮でき
ますが、チェックの完全度は低下します。
■ インデックスを含む完全チェック:
このオプションは一貫性チェックにインデックスを含めます。 発生したエ
ラーはログに記録されます。
■ 物理チェックのみ:
このオプションは、オーバーヘッドの少ないデータベースの物理的な一
貫性をチェックします。 このオプションはページの物理的構造の一貫性
のみをチェックします。デフォルトでは、このオプションが選択されていま
す。
■

バックアップでチェッ Backup Exec を使用してバックアップされる SQL データベースのデータに
クサムを使用する
チェックサムを追加します。リストアオプション［検証のみ実行し、データをリ
(SQL 2005 以降)
ストアしない］を使用する場合には、バックアップされるデータにチェックサム
を追加する必要があります。このオプションと［検証のみ実行し、データをリ
ストアしない］オプションを使用すると、SQL データベースのリストア時に、
SQL の検証済みバックアップをリストアに使用できます。
ディスク上に SQL
バックアップのコピー
を作成して、データ
ベースが存在する
SQL Server に格納
する

バックアップする SQL データベースのコピーをディスク上に作成します。こ
のオプションを使用すると、SQL データベースをストレージメディアにバック
アップすると同時に［保存先パス］ボックスで指定したディスクパスにデータ
ベースのコピーが書き込まれます。
このオプションによって、IT 管理者が SQL データベースをバックアップする
ときに、データベースのコピーがディスク上に作成され、データベース管理
者はこれらのコピーをテストやリストアなどに使用できます。

メモ: このオプションはスナップショットテクノロジをサポートしません。
保存先パス

ディスク上に SQL バックアップのコピーを保存するためのパスを表示します。

805

806

付録 E Symantec Backup Exec Agent for Microsoft SQL Server
SQL データベースのバックアップについて

項目

説明

SQL Server 2008
このバックアップジョブに使用する次の圧縮設定を指定します。
Enterprise Edition
■ なし
のソフトウェア圧縮
圧縮を使いません。
■ 圧縮:
インストールされている SQL Server インスタンスでサポートされている場
合、SQL Server 2008 以降の圧縮を使用します。
SQL は、SQL Server 2008 Enterprise Edition 以降がインストールされて
いるコンピュータのデータを圧縮します。 したがって、SQL 圧縮を使用する
と、より高速な SQL Server 2008 以降のバックアップが実行されます。
リモート SQL Server 2008 以降のコンピュータをバックアップし、SQL Server
2008 以降のソフトウェア圧縮を使用する場合、最新バージョンの Agent for
Windows を使用する必要があります。
互換性があるオペレーティングシステム、プラットフォーム、アプリケーション
のリストは、次の URL で参照できます。
http://entsupport.symantec.com/umi/V-269-1
Backup Exec 主導のソフトウェア圧縮を使用するバックアップジョブでは SQL
Server 2008 以降のソフトウェア圧縮を使用しないことをお勧めします。
Backup Exec 圧縮を有効にすると、SQL Server 2008 以降の圧縮の最小
限の利点が追加されます。実際、両方の圧縮スキームを使用するジョブで
は、バックアップ時間が増加する場合があります。
SQL Server 2008 以降のデータを含むバックアップジョブで Advanced
Open File Option を使用する場合、SQL Server 2008 以降のソフトウェア
圧縮は使用されません。

メモ: データを重複排除するバックアップジョブにはこのオプションを使えま
せん。
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項目

説明

増分バックアップ方 増分バックアップで次のいずれかの方式を指定します。
式
■ ログ
このオプションでは、トランザクションログに含まれているデータのみが
バックアップされます。データベースのデータはバックアップされません。
トランザクションログのバックアップ後に、コミット済みのトランザクションの
削除 (切り捨て) が行われます。
■ 差分
このオプションは、最後の完全バックアップ以降にデータベースに加え
られる変更内容のみをバックアップします。差分バックアップでリストアで
きるのは差分バックアップを作成した時点までであるため、次の差分バッ
クアップの作成までに、複数のログバックアップを作成しておく必要があ
ります。

メモ: ログバックアップ方式と差分バックアップ方式の組み合わせで SQL
データベースをバックアップするには、2 つの増分バックアップジョブを作成
する必要があります。1 つ目の増分バックアップジョブでログオプションを選
択します。2 つ目の増分バックアップジョブで差分オプションを選択します。
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項目
1 回限りのバックアッ
プ方式

説明
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項目

説明
1 回限りのバックアップで次のいずれかの方式を指定します。
■

■

■

■

■

完全 - データベース全体をバックアップ
このオプションではデータベース全体がバックアップされます。デフォル
トでは、このオプションが選択されています。
p.801 の 「SQL データベースのバックアップについて」 を参照してくださ
い。
完全コピーのみ (SQL 2005 以降) - データベース全体をバックアップす
る
このオプションは今後の差分バックアップまたはログバックアップに影響
することなくデータベース全体をバックアップします。
完全バックアップ方式とは異なり、完全コピーのみバックアップ方式で
は、SQL の差分ベースラインはリセットされません。このベースラインは、
前回の完全バックアップ以降に変更されたデータベースブロックを識別
するために使われます。
完全バックアップの作成後に、完全コピーのみバックアップ方式を使っ
て、今後の差分バックアップの実行に必要なベースラインバックアップ
セットに影響することなく SQL データベースのコピーを作成できます。
データベーススナップショット (SQL 2005 Enterprise Edition 以降) - 読
み取り専用の、別のデータベースの特定時点のコピー:
このオプションは、別のデータベースの読み取り専用のポイントインタイ
ムコピーを作成します。
p.811 の 「SQL Server 2005 以降のデータベースのスナップショットにつ
いて」 を参照してください。
ログ - トランザクションログをバックアップする (ログを切り捨てない)
このオプションでは、データベースが損傷しているか、消失したファイル
がある場合に、データベースがバックアップされます。 この［ログを切り捨
てない］方式ではデータベースにアクセスしないため、データベースがこ
の状態にあってアクセスできないときでも、トランザクションをバックアップ
することができます。 このトランザクションログのバックアップを、データ
ベースバックアップや以前に実行したトランザクションログのバックアップ
とともに使用して、障害が発生する直前の時点にデータベースをリストア
することができます。ただし、コミットの済んでいないトランザクションはロー
ルバックされます。 ［ログを切り捨てない］方式では、ログのバックアップ
後のコミット済みトランザクションの削除は行われません。
ログ
このオプションでは、トランザクションログに含まれているデータのみが
バックアップされます。データベースのデータはバックアップされません。
トランザクションログのバックアップ後に、コミット済みのトランザクションの
削除 (切り捨て) が行われます。
データベースが SQL Server シンプル復旧モデル用に設定されていれ
ば、ログバックアップはサポートされません。復旧モデルを変更するに
は、復旧モデルをフル (完全) に設定するために SQL 管理ツールを使っ
てください。 ログバックアップが動作する前に復旧モデルを変更した場
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項目

説明
合は、新しい完全バックアップを実行する必要があります。
また、完全バックアップのみを実行するか、または SQL データベースの
完全バックアップと差分バックアップを実行できます。
p.800 の 「SQL Server の一貫性チェックについて」 を参照してください。

ボリュームレベルのバックアップでの SQL データの自動除外について
バックアップ対象として SQL データが含まれるボリュームを選択すると、SQL Agent は、
ボリュームレベルのバックアップに含めることができない SQL データを判断します。 たと
えば、.MDF ファイルおよび .LDF ファイルは、SQL システムによる排他的な使用のため
にオープンされるため、バックアップすることはできません。これらのファイルは、アクティ
ブファイルの除外と呼ばれる機能によって、自動的にバックアップ対象から除外されます。
スナップショット以外のバックアップ中にこのファイルの除外が発生しなかった場合、これ
らのファイルは使用中とみなされてスキップしたものと扱われます。 スナップショットバック
アップ中にこのファイルの除外が発生しなかった場合、ファイルは一貫性がとれていない
状態でバックアップされ、リストアの問題が発生する可能性があります。
ボリュームレベルのバックアップに SQL データを含めることはお勧めできませんが、必要
な場合には、まずバックアップするストレージグループのマウントを解除する必要がありま
す。 その後、バックアップジョブを実行します。
p.801 の 「SQL データベースのバックアップについて」 を参照してください。

SQL Server のトランザクションログをバックアップする方法
Backup Exec には、トランザクションログのバックアップ方式として、［ログ - トランザクショ
ンログをバックアップする］および［ログを切り捨てない］の 2 種類が用意されています。
ログトランザクションをバックアップするには、ログのバックアップ実行時に Backup Exec
を排他的に使用することをお勧めします。
［ログを切り捨てない］方式は、データベースが損傷しているか、消失したファイルがある
場合にのみ使用します。この方式では、データベースがこの状態にあってアクセスできな
いときでも、トランザクションをバックアップすることができます。このトランザクションログの
バックアップを、最新のデータベースバックアップや以前に実行したトランザクションログ
のバックアップとともに使用して、障害が発生する直前の時点にデータベースをリストアす
ることができます。ただし、コミットの済んでいないトランザクションはロールバックされます。
［ログを切り捨てない］方式では、ログのバックアップ後のコミット済みトランザクションの削
除は行われません。
［ログを切り捨てない］方式で作成したバックアップを使用してデータベースをリストアする
には、［ログを切り捨てない］方式のバックアップ作成以前に作成したデータベースのバッ
クアップが必要です。トランザクションログにはリストアプロセスで使用するログファイルし
か含まれていないため、データベースを完全にリストアするには、このログファイルだけで
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は不十分です。データベースをリストアするには、少なくとも 1 つのデータベースバック
アップと、データベースのログバックアップが必要です。
注意: SQL データベースでシンプル復旧モデルを使用している場合は、どちらの方式の
ログバックアップも実行できません。シンプル復旧モデルを使用してデータをリカバリでき
るのは、最新の完全または差分バックアップの作成時点までです。単純リカバリ完了状態
を使用してデータベースのログバックアップを実行した場合、そのバックアップは例外処
理ありで完了します。
データベースのプロパティをチェックするには、SQL Server のデータベース管理ツール
で、プロパティを表示するデータベースを右クリックし、［プロパティ］をクリックして［オプ
ション］タブをクリックすると、設定情報が表示されます。
p.801 の 「SQL データベースのバックアップについて」 を参照してください。

SQL Server 2005 以降のデータベースのスナップショッ
トについて
SQL データベースのスナップショットはデータベースのスナップショットが作成された時に
すばやく以前の状態にデータベースを復帰することを可能にします。 データベースのス
ナップショットを使うとき、データベースを復帰するためにホストデータベースの完全リスト
アを行う必要はありません。 ただし、データベースのスナップショットが作成された時点か
ら復帰が行われた時点までの間にホストに変更が加えられた場合、その変更は失われま
す。
Backup Exec SQL Agent は、SQL データベースと連携して、データベースのスナップ
ショット (既存のホストデータベースの読み取り専用のポイントインタイムコピー) を作成し
ます。 Backup Exec でデータベースのスナップショット (SQL 2005 以降) バックアップ方
式を使用した SQL のバックアップジョブが実行されると、データベースのスナップショット
の作成要求がホストデータベースに送信されます。
メモ: SQL データベースのためのスナップショットバックアップ方式は SQL Server
Enterprise Edition (バージョン 2005 以降) によってのみサポートされます。
データベースのスナップショットをストレージメディアにバックアップすることはできません。
データベースのスナップショットは、ディスク上の SQL スナップショットファイルに書き込ま
れます。 データベースのスナップショットジョブが実行されると、Backup Exec によって、
ジョブの状態を示す履歴およびジョブログ情報が作成されます。
データベースのスナップショットをバックアップすることはできないため、ホストデータベー
スがインストールされているディスクに障害が発生すると、すべてのデータベースのスナッ
プショットが失われます。 そのため、データベース保護戦略にはデータベースのスナップ
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ショット以外の方法を組み込むようにしてください。 データベースのスナップショットは、
SQL データベースの完全バックアップ、差分バックアップ、トランザクションログのバック
アップなど、Backup Exec の総合的なデータベース保護戦略と組み合わせて使用する
必要があります。
詳しくは Microsoft SQL Server のマニュアルを参照してください。
メモ: SQL データベースのスナップショットは、Microsoft ボリュームシャドウコピーサービ
ス (VSS) のスナップショットとは異なります。 VSS のスナップショットでは、ディスクボリュー
ムおよび共有のポイントインタイムスナップショットが作成されますが、データベースのス
ナップショットでは、SQL データベースのポイントインタイムコピーが作成されます。 Backup
Exec の Advanced Open File Option で VSS オプションを使用して SQL データベース
のスナップショットを作成することはできません。

メモ: 削除されたデータベーススナップショットが参照先に設定されている SQL データ
ベーススナップショットのカタログ情報は、カタログから定期的に削除されます。 バックアッ
プメディアのカタログが再登録されても、データベースのスナップショットのカタログ情報
は定期的に再度削除されます。

データベースのスナップショットを使用した SQL Server 2005 以上のデー
タベースの復帰について
Backup Exec で作成された SQL Server 2005 以上のデータベースのスナップショットを
使用すると、データベース全体のリストアジョブを実行しなくても、SQL Server 2005 以上
のデータベースを過去の特定の時点の状態に戻すことができます。
リストアウィザードでリソースごとに表示すると、SQL データベースのスナップショットは、最
新のスナップショットから実行順にバックアップセットとして表示されます。
データベースを復帰する場合は、次の事項に注意してください。
■

復帰した SQL Server 2005 以降のデータベースを元に戻すことはできません。

■

データベースを復帰する前に、復帰に使用されるスナップショットを除き、既存のデー
タベースのスナップショットがすべて削除されます。SQL Server 2005 以降を使用し
て作成されたスナップショットも削除されます。 削除後にデータベースのスナップショッ
トをリカバリすることはできません。

■

データベースのスナップショットのリストアジョブでリストア先を変更することはできませ
ん。
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SQL データベースのリストアについて
SQL Agent を使用して SQL Server データベースをリストアできます。元の場所にデータ
ベースをリストアするか、新しい場所にリストア先を変更できます。ジョブの数は、データ
ベースを保護するバックアップジョブの種類によって決まります。1 つのジョブを使用して
データベースをリストアする場合は、完全バックアップ、差分バックアップおよびログバッ
クアップなどを含む、適用されるすべてのバックアップセットを選択します。
非常に大規模なデータベースでは、この処理に数時間かかることがあります。このとき
Backup Exec は、転送中のデータが存在しないことを報告し、［ジョブモニター］ビューの
［バイト数］フィールドも更新されません。SQL によるファイルへのゼロの書き込みが完了
した後、リストアジョブが続行されます。この処理はすべてのデータベースリストアジョブで
実行されますが、非常に大規模なデータベースでない限り、特に確認できません。
p.813 の 「暗号化された SQL データベースのリストアについて」 を参照してください。
p.813 の 「SQL Server トランザクションログを指定した時点までリストアする方法」 を参照
してください。
p.814 の 「名前付きトランザクションまでトランザクションログからリストアする方法」 を参照
してください。
p.814 の 「SQL Server master データベースのリストアについて」 を参照してください。
p.817 の 「SQL Server のリストア先の変更について」 を参照してください。

暗号化された SQL データベースのリストアについて
SQL 2008 は透過的なデータベース暗号化 (TDE) をサポートします。 このため、バック
アップセットレベルで SQL 2008 データベースを暗号化できます。
TDE を使用するデータベースをバックアップする場合は、データベースとともに証明書
キーと暗号化キーをバックアップすることをお勧めします。証明書キーと暗号化キーを含
めないと、選択した SQL インスタンス内ですべてのバックアップ操作とリストア操作を実行
する必要があります。
メモ: 証明書キーと暗号化キーが宛先インスタンスに適用されている場合のみ、Backup
Exec は TDE を使用したデータベースデータのリストア先を変更できます。証明書キーと
暗号化キーが宛先インスタンスに適用されていない場合は、証明書の拇印が見つからな
いことを示すエラーが表示されます。
Microsoft SQL 2008 のマニュアルを参照してください。

SQL Server トランザクションログを指定した時点までリストアする方法
トランザクションログ内の時点を指定して、その時点までのトランザクションをトランザクショ
ンログからリストアすることができます。 指定した時点までのリストアが終了すると、トランザ
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クションログからのリカバリは完了します。 クライアントアプリケーションのイベントログを
チェックして、トランザクションの日時を調べることができます。
指定した時点がリストアする最新のトランザクションログより後の場合は、リストアは行われ
ますが、警告が発生し、データベースは中間的な状態に留まります。 指定した時点が、
リストアする 1 つまたは複数のトランザクションログに含まれる日時より前の場合は、トラン
ザクションのリストアは行われません。

名前付きトランザクションまでトランザクションログからリストアする方法
名前 (マーク) 付きトランザクションを指定し、そのトランザクションまでトランザクションログ
からリストアできます。 指定した名前付きトランザクションまでリストアが到達すると、トラン
ザクションログからのリストアは終了します。
指定されたトランザクションの名前は必ずしも一意ではないため、同時に日付と時刻を指
定して、その時点以降のトランザクションをリストア操作で検索することができます。 たとえ
ば、2000 年 6 月 2 日 12:01 p.m. 以降のトランザクション「AfternoonBreak」までを、ロ
グからリストアするように指定した場合は、その時点より前のトランザクション
「AfternoonBreak」は検索から除外されます。 クライアントアプリケーションのイベントロ
グをチェックして、名前付きトランザクションの日時を調べることができます。
指定した名前付きトランザクションが存在しなかった場合でもリストアは行われますが、警
告が発生し、データベースは中間的な状態に留まります。
メモ: トランザクションの名前には大文字と小文字の区別があります。 名前付きトランザク
ションの指定には、大文字と小文字の区別に注意する必要があります。

SQL Server master データベースのリストアについて
master データベースが損傷した場合は、次のような現象が発生します。
■

SQL を起動できない。

■

セグメント障害または入力/出力エラーが発生する。

■

SQL のデータベース一貫性チェックユーティリティ (DBCC) によってレポートが生成さ
れる。

master データベースの損傷が大きく SQL を起動できない場合は、master 再構築ユー
ティリティや SQL を再インストールして SQL を起動するのではなく、データベースのバッ
クアップ時に Backup Exec によって自動的に作成される master および model データ
ベースのコピーを、損傷または消失したデータベースと置換します。 SQL の再起動後に、
他のデータベースを必要に応じてリストアできます。
master および model データベースのコピーが作成されていない場合は、Microsoft の
rebuildm.exe ユーティリティを使用して master データベースを再構築し、SQL を起動
します。
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最終バックアップを作成後に master データベースに追加した変更は、バックアップをリ
ストアした時点ですべて失われるため、再適用する必要があります。master データベー
スのバックアップ後に作成したユーザーデータベースが存在する場合、バックアップから
リストアするか、再び SQL にアタッチするまで、そのデータベースにアクセスすることはで
きません。
p.815 の 「データベースのコピーを使用した SQL の実行」 を参照してください。
p.817 の 「master データベースのリストア」 を参照してください。

データベースのコピーを使用した SQL の実行
以前のバックアップのデータベースのコピーを使用して SQL を手動で実行してから、
master データベースをリストアできます。
p.817 の 「master データベースのリストア」 を参照してください。
表 E-3

データベースのコピーを使用した SQL の実行

手順

処理

手順 1

SQL サービスが実行されていないことを確認し
ます。
詳しくは SQL Server のマニュアルを参照してく
ださい。

手順 2

データベースのコピーが存在することを確認しま
す。
p.816 の 「SQL データベースのコピーの場所」 を
参照してください。
必要に応じ、master および model データベー
スが存在していた元のディレクトリに、バックアッ
プセットから master および model データベー
スをリストアします。

手順 3

Windows エクスプローラを使用して、デフォル
トのデータディレクトリを表示し、次のファイルを
削除します。
■

master.mdf

■

mastlog.ldf

■

model.mdf

■

modellog.ldf.
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手順

処理

手順 4

データベースのコピーの名前を元の名前に変更
します。
p.817 の 「SQL のデータベース名」 を参照してく
ださい。
読み取り専用ファイルは使用しないでください。
読み取り専用ファイルでは SQL サービスは起動
しません。

手順 5

サービスコントロールマネージャを使用して SQL
Server を起動します。

手順 6

最新の変更内容を master データベースにリス
トアします。
p.817 の 「master データベースのリストア」 を参
照してください。

SQL データベースのコピーの場所
データベースのコピーの名前は、master$4idr、mastlog$4idr、model$4idr および
modellog$4idr です
p.815 の 「データベースのコピーを使用した SQL の実行」 を参照してください。
表 E-4

SQL データベースのコピーの場所

SQL データベースのコピー 場所
SQL Server 2000 のデフォルト C:¥Program Files¥Microsoft SQL
のインストール
Server¥MSSQL¥Data¥*.*
SQL Server 2000 の名前付き
インスタンス

C:¥Program Files¥Microsoft SQL
Server¥MSSQL$Instance_Name¥Data¥*.*

SQL Server 2005 以降の最初 C:¥Program Files¥Microsoft SQL
のインストール
Server¥MSSQL.1¥MSSQL¥Data¥*.*
SQL Server 2005 以降の 2 番 C:¥Program Files¥Microsoft SQL
目にインストールされたインスタ Server¥MSSQL.2¥MSSQL¥Data¥*.*
ンス
SQL Server 2008 のデフォルト C:¥Program Files¥Microsoft SQL
のインストール
Server¥MSSQL10.<instance name>¥MSSQL¥Data
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SQL のデータベース名
次の表に、コピーしたデータベースの名前と元のデータベースの名前を示します。
p.815 の 「データベースのコピーを使用した SQL の実行」 を参照してください。
SQL のデータベース名

表 E-5

コピーしたデータベースの名 元のデータベースの名前
前
master$4idr

master.mdf

master$4idr

mastlog.ldf

model$4idr

model.mdf

modellog$4idr

modellog.ldf

master データベースのリストア
データベースのコピーを使用して SQL を実行した後で、master データベースをリストア
できます。
p.814 の 「SQL Server master データベースのリストアについて」 を参照してください。
master データベースをリストアする方法

1

リストアウィザードを実行します。

2

次を選択してください。
■

最後の master データベースのバックアップを含むバックアップセット

■

リストア完了後の一貫性チェックの実行

リストアが終了すると、SQL はマルチユーザーモードで起動します。

3

残りの SQL データベースをリストアします。

SQL Server のリストア先の変更について
次のような場合は、バックアップのリストア先を変更することができます。
■

別のサーバー、データベースまたはインスタンスにデータベースをリストアする。

■

データベースのリストア先に差分およびログをリストアする。

■

32 ビットまたは 64 ビットのプラットフォームから他のプラットフォームにデータベース
をリストアする。

シングルジョブリストアおよびマルチジョブリストアは、どちらもリストア先変更リストアジョブ
で使用できます。
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SQL Server のディザスタリカバリについて
Backup Exec には、master 再構築ユーティリティを実行したり SQL を再インストールす
るよりも短時間で SQL をリストアする方法が用意されています。 損傷または消失したデー
タベースを、master および model データベースのバックアップを実行するたびに自動
的に作成または更新されるこれらのデータベースのコピーと置換することができます。
Simplified Disaster Recovery (SDR) を使用している場合は、ドライブ C の SDR リカバ
リプロセスで、損傷したデータベースが master および model データベースのコピーに
自動的に置換されます。SQL を再起動して、最新の master データベースのバックアッ
プおよび必要なデータベースをリストアすることができます。

SQL のディザスタリカバリを準備する方法
SQL を使用している場合、ディザスタリカバリに備えるために次の作業を実行します。
■

システムデータベースとユーザーデータベースの両方およびトランザクションログを定
期的にバックアップする
master および model データベースをバックアップすると、常にそのコピーが Backup
Exec によって自動的に作成されます。 これらのコピーは、更新に備えて、コピー元の
データベースと同じディレクトリに格納されます。
次の表に、MS SQL データベースの場所に関する情報を示します。
master および model データベースのコピーの名前は次のとおりです。
■ Master$4idr

■ Mastlog$4idr

■ Model$4idr

■ Modellog$4idr

■

SQL インスタンスが存在するシステムドライブをバックアップします。
SQL インスタンスが存在するシステムドライブをバックアップすると、常に master およ
び model データベースのコピーがバックアップされます。 SQL インスタンスの存在す
るシステムドライブをバックアップすると、SQL の実行に必要なすべての実行ファイル
およびレジストリ設定もバックアップされます。

■

SQL に変更を加えたときは、master データベースを必ずバックアップします。

■

インストールした Service Pack を記録しておきます。

■

SQL のみでなくサーバー全体をリカバリすることができるようにします。
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SQL のディザスタリカバリの必要条件
リカバリを実行するには、次のものが必要です。
■

SQL ディレクトリ (¥Program Files¥Microsoft SQL Server¥MSSQL) および Windows
レジストリまたはシステム状態の最新のバックアップ

■

SQL データベースバックアップ、差分バックアップ、およびログバックアップ

■

リカバリ中の Administrator (または同等の) 権限のあるログオンアカウント

SQL Server のディザスタリカバリ
システムの完全バックアップを使用して、SQL データベースを含むサーバー全体をリスト
アしたり、新規にインストールした SQL サーバーまたは別の SQL サーバーに SQL デー
タベースのみをリストアすることができます。
SQL データベースを含むサーバー全体をリストアすると、障害発生時にサーバーに存在
していた他のアプリケーションやデータもリカバリできるメリットがあります。次のいずれか
の方法を使用して、サーバー全体のリストアを行うことができます。
■

Windows サーバーを手動でリカバリし、次に SQL データベースをリカバリする。 この
方法には、完全バックアップを使用して手動で Windows サーバーをリストアした後
に、SQL データベースをリカバリする作業が伴われます。

■

Simplified Disaster Recoveryこのオプションを使用すると、システムの完全バック
アップから Windows サーバーと SQL データベースを自動的にリストアすることがで
きます。
p.715 の 「Microsoft SQL Server のリカバリに関する注意事項」 を参照してください。

SQL データベースのみをリストアするには、次の事項を確認します。
■

新たにインストールした、または別のサーバーに SQL データベースのみをリストアす
るには、リストア先のサーバーのハードウェアプラットフォームを同一にしてください (ク
ロスプラットフォームのリストアはサポートされていません)。また、SQL のバージョンお
よび Service Pack のレベルも元のサーバーと同一にしてください。

■

SQL データベースを、アクティブなデータベースが存在する既存の SQL にリストアす
る場合は、リストア先を変更する必要があります。
p.817 の 「SQL Server のリストア先の変更について」 を参照してください。
p.819 の 「SQL Server の手動リカバリについて」 を参照してください。

SQL Server の手動リカバリについて
SQL を手動でリカバリするとき、最初にシステムの完全バックアップから Windows サー
バーをリストアする必要があります。 Windows コンピュータのリカバリが完了するか、新
規のサーバーが準備できたら、SQL データベースをリカバリできます。
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p.623 の 「手動による Windows コンピュータのディザスタリカバリについて」 を参照してく
ださい。
SQL データベースをリストアするには、SQL が実行されている必要がありますが、SQL を
実行するには master および model データベースが必要です。
次の方法のいずれかを使用して、master および model データベースをリストアし、SQL
を実行することができます。
■

Backup Exec によって作成されたファイルの名前を変更し、master および model
データベースと置換する。 SQL 上に master および model データベースが存在す
る場合、SQL を実行し、他のすべてのデータベースをリストアする必要があります。
p.815 の 「データベースのコピーを使用した SQL の実行」 を参照してください。

■

SQL を再インストールする。

このトピックでは、Backup Exec によって作成された master および model データベー
スのコピーを使用して SQL を実行する方法を説明します。 master 再構築ユーティリティ
の実行または SQL の再インストールについて詳しくは Microsoft SQL のマニュアルを参
照してください。
新たにインストールした SQL にリストアする場合は、master データベースのリストアから
開始します。
p.817 の 「master データベースのリストア」 を参照してください。

F
Symantec Backup Exec
Agent for Microsoft
Exchange Server
この付録では以下の項目について説明しています。
■

Backup Exec Exchange Agent について

■

Exchange Agent 使用上の必要条件

■

Exchange Agent のインストールについて

■

Exchange サーバーおよびデータベース可用性グループの追加について

■

優先サーバー設定について

■

Exchange の推奨設定

■

Exchange メールボックスにアクセスするための必要条件

■

Exchange 用のバックアップ戦略

■

Granular Recovery Technology による Exchange インフォメーションストアとの連携

■

Exchange Agent を使用したスナップショットおよびオフホストバックアップ

■

Exchange データのバックアップについて

■

Exchange データのリストアについて

■

Exchange Server のディザスタリカバリを準備する方法
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Backup Exec Exchange Agent について
Symantec Backup Exec Agent for Microsoft Exchange Server（Exchange Agent）
では、Microsoft Exchange Server データベースのバックアップを、特別な管理や専用
ハードウェアを使用せずに、ネットワークバックアップに統合することができます。
Exchange Agent は次の機能を備えています。
■

Granular Recovery Technology (GRT) を有効にしたバックアップから個々の項目
をリストアできます。

■

PST ファイルにリストアできます。

■

ストレージグループまたはストレージグループ内の 1 つ以上のデータベースを選択し
て、バックアップジョブおよびリストアジョブを実行することができます。

■

Exchange Server 2003 のリカバリストレージグループ機能と Exchange Server 2010
のリカバリデータベース機能の使用によってスナップショット以外のバックアップから
個々のデータベースかストレージグループをリストアすることができます。Exchange
Server 2007/2010 では、リカバリストレージグループまたはデータベースにスナップ
ショットバックアップをリストアできます。

■

Exchange Server 2010 データベースコピーのシーディングを行うことができます。
シーディングを行うと、データベース可用性グループ（DAG）の別のメールボックスサー
バーの場所にデータベースコピーが追加されます。

■

Windows Server 2003 で実行されている Exchange Server 2003 または Exchange
Server 2007 のインスタンスに、スナップショットバックアップおよびオフホストバック
アップを作成することができます。

■

Exchange Server 2003/2007/2010 用の Granular Recovery Technology (GRT)
を使用したオフホストバックアップを作成できます。

p.826 の 「Exchange Agent のインストールについて」 を参照してください。
p.833 の 「Exchange 用のバックアップ戦略」 を参照してください。
p.831 の 「Exchange の推奨設定 」 を参照してください。
p.533 の 「Granular Recovery Technology を使って個々の項目をリストアする方法」 を
参照してください。
p.1038 の 「オフホストバックアップについて 」 を参照してください。

Exchange Agent 使用上の必要条件
Backup Exec サーバーは、次の必要条件を満たしている必要があります。
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表 F-1

Backup Exec Exchange Agent の Backup Exec サーバーの必要条件

Backup Exec サーバー必要条件

説明

Exchange Agent のサポート

■

Symantec Backup Exec Microsoft
Exchange Server Agent (Exchange Agent)
のライセンスは Backup Exec サーバーで入
力する必要があります。
■ Backup Exec Agent for Windows は、バッ
クアップ対象となるリモートの Exchange
Server にインストールする必要があります。
■ Backup Exec サーバーから Exchange Server
にアクセスできる必要があります。

メモ: Exchange Server 2010 をバックアップ
するには、64 ビット版の Microsoft Windows
2008 SP2 サーバーまたは 64 ビット版の
Microsoft Windows 2008 R2 サーバーに
Backup Exec をインストールする必要がありま
す。
■

Exchange Server に対するドメインおよびロー
カルの管理者権限がある Backup Exec サー
ビスアカウントを使用することをお勧めします。

Exchange Server 2007/2010 のバックアップ Microsoft Exchange Server 2007/2010 をバッ
クアップするには、Microsoft Exchange Server
2007/2010 用の Exchange 管理ツールを
Backup Exec サーバーにインストールする必要
があります。Backup Exec サーバーの管理ツー
ルのバージョンは、Exchange Server 2007/2010
の管理ツールのバージョンと同じかそれ以上であ
る必要があります。
Microsoft Exchange Server 2007/2010 のカス
タムインストールを実行するときに管理ツールをイ
ンストールできます。Backup Exec サーバーに管
理ツールと Backup Exec を同時にインストール
する場合は、ツールを最初にインストールします。
管理ツールをインストールする前に Backup Exec
をインストールすると、ツールのインストールが完
了したときに Backup Exec サーバーを再起動す
る必要があります。
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Backup Exec サーバー必要条件

説明

ドメイン内の新しいバックアップコンテンツの検 Exchange 2003 の場合、Microsoft Exchange
出を可能にする Backup Exec のデータ検出機 システムマネージャユーティリティをインストール
能をサポートする方法
する必要があります。
Exchange 2007/2010 の場合、Exchange 管理
ツールをインストールする必要があります。Backup
Exec サーバーには、Exchange 管理ツールの両
方のバージョンをインストールできます。
インフォメーションストアのバックアップから個々 Microsoft Exchange の場合、ミニフィルタドライ
の項目をリストアするための Granular
バをサポートする次のいずれかのバージョンの
Recovery Technology (GRT) のサポート方法 Microsoft Windows オペレーティングシステム
をインストールする必要があります。
Microsoft Windows Server 2003 (Service
Pack 1 以上をインストール)
■ Microsoft Windows Server 2003 R2
Edition
■ Microsoft Windows Server 2008 SP2
■

■

Microsoft Windows Server 2008 R2
Edition

メモ: Exchange Server 2010 の場合は、
Microsoft Windows 2008 SP2 または Microsoft
Windows Server 2008 R2 のいずれかを使用す
る必要があります。
GRT 対応のバックアップに使用するストレージに
は、追加の必要条件がある場合があります。
p.535 の 「Granular Recovery Technology を使
うバックアップ用の推奨デバイス」 を参照してくだ
さい。
p.537 の 「Granular Recovery Technology を使
うジョブの必要条件について」 を参照してくださ
い。

Backup Exec Exchange Agent を使用する場合の Exchange Server の必要条件を次
に示します。
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表 F-2

Exchange Server の必要条件

Exchange Server の必要条件

説明

Exchange Server 2007 のサポート

Microsoft Exchange Server MAPI クライアント
と Collaboration Data Objects パッケージをダウ
ンロードして、Exchange Server 2007 にインス
トールします。
このパッケージは、次の機能をサポートします。
インフォメーションストアのバックアップからの
個々のメールボックス、メールメッセージおよ
びパブリックフォルダのリストア。
■ Granular Recovery Technology オプション
が有効で、バックアップ先デバイスがテープの
場合の、バックアップ用カタログ情報の収集。
■

このパッケージは、Microsoft 社の Web サイトで
入手できます。
すべての Exchange サーバーでの操作

ユーザーアカウントは次のグループのメンバーで
なければなりません:
■

Administrators グループ

■

Domain Admins

Granular Recovery Technology オプションをサ
ポートするには、適切な Exchange Server 管理
ユーティリティを使って、ユーザーアカウントに
Exchange Organization Administrators の役
割 (2007) または Exchange Organization
Management の役割 (2010) を割り当てる必要
があります。
スナップショットバックアップのサポート

Windows Server 2003 以上で動作する
Microsoft Exchange Server を使用します。

メモ: 増分または差分バックアップ方式を選択す
る場合は、Exchange Server 2003 Service Pack
1 以上がインストールされている必要があります。
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Exchange Server の必要条件

説明

Exchange Server 2010 のバックアップとリスト データベース可用性グループ（DAG）上のデータ
アの方法
ベースをバックアップするには、DAG のすべての
サーバーに Agent for Windows をインストール
する必要があります。
Granular Recovery Technology オプションを
使って個々の項目をリストアするには、サイトのす
べてのクライアントアクセスサーバーに Agent for
Windows をインストールする必要があります。
p.719 の 「Agent for Windows について」 を参照
してください。

Backup Exec は、Outlook が Exchange Server 2003 と同じコンピュータにインストール
された場合、Granular Recovery Technology オプションをサポートしません。
同じコンピュータに Outlook と Exchange Server をインストールすることについては、
Microsoft のサポート技術情報を参照してください。
p.527 の 「バックアップするデータの検出について」 を参照してください。

Exchange Agent のインストールについて
Exchange Agent は、Agent for Applications and Databases の一部としてインストー
ルされ、ローカルまたはリモートの Exchange Server データベースを保護することができ
ます。
Exchange Server 2010 を保護するには、64 ビット版の Microsoft Windows 2008 SP2
サーバーまたは 64 ビット版の Microsoft Windows 2008 R2 サーバーに Backup Exec
をインストールする必要があります。
メモ: Backup Exec サーバーに Microsoft Exchange Tools 2007/2010 と Backup Exec
を一緒にインストールするときは、Exchange Tools 2007/2010 を最初にインストールす
る必要があります。 Exchange Tools の前に Backup Exec をインストールする場合は、
Exchange Tools のインストールを終えた後 Backup Exec サーバーを再起動する必要
があります。
p.71 の 「ローカル Backup Exec サーバーへの Backup Exec 追加オプションのインス
トール」 を参照してください。
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Exchange サーバーおよびデータベース可用性グループ
の追加について
バックアップジョブの対象として選択できるように Exchange サーバーとデータベース可
用性グループ (DAG) を［バックアップとリストア］タブのサーバーリストに追加できます。
［バックアップとリストア］タブで［サーバー］グループの［追加］オプションを選択すると、
Microsoft Windows コンピュータまたは Microsoft Exchange データベース可用性グ
ループを追加するオプションが表示されます。 Exchange サーバーまたは DAG を追加
して手順を完了します。
メモ: Microsoft Exchange データベース可用性グループを追加するとき、Agent for
Windows をインストールした後、各 Exchange Server を手動で再ブートすることをお勧
めします。 インストールの後に自動的に再ブートするように選択したら、DAG の Exchange
Server のすべてが同時に再ブートする場合があります。
p.841 の 「Exchange データのバックアップについて」 を参照してください。

優先サーバー設定について
優先サーバー設定は優先バックアップソースとして選択する 1つ以上のサーバーとサイ
トのコレクションです。 優先サーバー設定は、データベースのコピーが複数のサーバー
の間でレプリケートされるインスタンスのバックアップソースとして優先されます。 Microsoft
Exchange データベース可用性グループ (DAG) のための優先サーバー設定を作成で
きます。
レプリケートされたデータベースのコピーをバックアップするために優先サーバー設定を
作成する必要はありません。 レプリケートされたデータベースのコピーをバックアップする
ための最適なサーバーを Backup Exec が選ぶように設定できます。 優先サーバー設定
を指定すると、バックアップジョブをさらに詳細に管理することができます。 たとえば、WAN
上のレプリケートされたデータがバックアップされないように、ローカルの優先サーバー設
定を選択できます。
優先サーバー設定の一部として選択したサイトまたは DAG の子は Backup Exec によっ
て自動的に含まれます。 したがって、バックアップがローカルに実行されるようにしたい
場合には、優先サーバー設定としてローカルサイトを選択できます。 Backup Exec は、
バックアップジョブで、そのサイトに属するローカルサーバーのいずれかから選択します。
特定のサーバーがバックアップに使われるようにするには、そのサーバーのみを優先サー
バー設定として選択します。
p.828 の 「優先サーバー設定の作成」 を参照してください。
p.828 の 「優先サーバー設定の削除」 を参照してください。
p.828 の 「優先サーバー設定の編集」 を参照してください。
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p.829 の 「デフォルトの優先サーバー設定の指定」 を参照してください。

優先サーバー設定の作成
Microsoft Exchange データベース可用性グループのための優先サーバー設定を作成
できます。 優先サーバー設定では、レプリケートされたデータを Backup Exec がバック
アップするときに使用する優先サーバーを指定して、バックアップジョブをさらに詳細に制
御できます。
p.827 の 「優先サーバー設定について」 を参照してください。
優先サーバー設定を作成する方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックし、［構成と設定］、［優先サーバー］の順に選択しま
す。

2

［新規］をクリックします。

3

必要なオプションを設定します。

4

［優先サーバー］ダイアログボックスで、［OK］をクリックします。

5

［優先サーバーの管理］ダイアログボックスで、［OK］をクリックしてください。

優先サーバー設定の削除
もはや必要なくなった優先サーバー設定を削除できます。
p.827 の 「優先サーバー設定について」 を参照してください。
優先サーバー設定を削除する方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックし、［構成と設定］、［優先サーバー］の順に選択しま
す。

2

削除する優先サーバー設定を選択します。

3

［削除］をクリックします。

4

［OK］をクリックします。

優先サーバー設定の編集
既存の優先サーバー設定を編集できます。
p.827 の 「優先サーバー設定について」 を参照してください。
優先サーバー設定を編集する方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックし、［構成と設定］、［優先サーバー］の順に選択しま
す。

2

編集する優先サーバー設定を選択します。

付録 F Symantec Backup Exec Agent for Microsoft Exchange Server
優先サーバー設定について

3

［編集］をクリックします。

4

必要なオプションを設定します。

5

［優先サーバー］ダイアログボックスで、［OK］をクリックします。

6

［優先サーバーの管理］ダイアログボックスで、［OK］をクリックしてください。

デフォルトの優先サーバー設定の指定
適切なレプリケーションデータを含んでいるバックアップジョブすべてのデフォルト優先
サーバー設定を指定できます。 Microsoft Exchange データベース可用性グループか
らデータをバックアップするとき、Backup Exec がデフォルトの優先サーバー設定を使う
ように設定できます。 バックアップジョブ設定の特定のジョブに対するデフォルトの優先
サーバー設定を上書きできます。
メモ: デフォルトの優先サーバー設定を指定するとき、既存のバックアップジョブには適用
されません。以降に作成する任意のバックアップジョブのデフォルトの優先サーバー設定
として扱われます。
p.827 の 「優先サーバー設定について」 を参照してください。
優先サーバー設定をデフォルトから解除する場合は、デフォルトのステータスを削除する
ことができます。
p.829 の 「優先サーバー設定のデフォルトのステータスの削除」 を参照してください。
デフォルトの優先サーバー設定を指定する方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックし、［構成と設定］、［優先サーバー］の順に選択しま
す。

2

デフォルトとして指定する優先サーバー設定を選択します。

3

［デフォルトに設定］をクリックします。

4

［OK］をクリックします。

優先サーバー設定のデフォルトのステータスの削除
適切なレプリケーションデータを含んでいるバックアップジョブすべてのデフォルト優先
サーバー設定を指定できます。
p.829 の 「デフォルトの優先サーバー設定の指定」 を参照してください。
優先サーバー設定をデフォルトから解除する場合は、デフォルトのステータスを削除する
ことができます。
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優先サーバー設定のデフォルトのステータスを削除する方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックし、［構成と設定］、［優先サーバー］の順に選択しま
す。

2

デフォルトのステータスを削除する優先サーバー設定を選択してください。

3

［デフォルトとして削除］をクリックします。

4

［OK］をクリックします。

［優先サーバーの管理］オプション
優先サーバーの設定を管理できます。
p.827 の 「優先サーバー設定について」 を参照してください。
表 F-3

［優先サーバーの管理］オプション

項目

説明

名前

優先サーバー設定の名前を示します。

デフォルト

サーバーがデフォルトかどうかを示します。

新規

新しい優先サーバー設定を作成できます。
p.828 の 「優先サーバー設定の作成」 を参照し
てください。

削除

選択された優先サーバー設定を削除します。
p.828 の 「優先サーバー設定の削除」 を参照し
てください。

編集

選択された優先サーバー設定を変更できます。
p.828 の 「優先サーバー設定の編集」 を参照し
てください。

デフォルトに設定

選択された優先サーバー設定をデフォルトとし
て設定できます。
p.829 の 「デフォルトの優先サーバー設定の指
定」 を参照してください。

デフォルトとして削除

選択された優先サーバー設定のデフォルトのス
テータスを削除します。
p.829 の 「優先サーバー設定のデフォルトのス
テータスの削除」 を参照してください。
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［優先サーバー］のオプション
バックアップジョブの優先サーバー設定を設定できます。
p.827 の 「優先サーバー設定について」 を参照してください。
表 F-4

［優先サーバー］のオプション

項目

説明

フォレストを選択

フォレストを選択できます。

優先サーバーの設定名

優先サーバー設定の名前を示します。優先サー
バーの設定を作成するには、その前に名前を入
力する必要があります。

新規

新しい優先サーバー設定を作成できます。 この
オプションは、優先サーバーの指定に使用する、
利用可能なサーバーと選択されているサーバー
のリストを有効にします。

メモ: ［新規］オプションは、新しいバックアップ
ジョブの作成時に優先サーバー設定を作成した
場合にのみ表示されます。
利用可能なサーバーおよびサイト

優先サーバー設定で使うことができる利用可能
なサーバーおよびサイトをリストします。

選択したサーバーおよびサイト

優先サーバー設定の一部として使うために選択
したサイトとサーバーをリストします。

Exchange の推奨設定
Exchange のバックアップを開始する前に、バックアップからのリストアを容易にするため、
Exchange の設定に関する次の推奨事項を確認してください。
表 F-5
推奨事項

Exchange の推奨設定
説明

トランザクションログファイル この構成は、Exchange のパフォーマンスにとって非常に重要で
は、データベースとは別の物 す。 また、トランザクションログもリカバリ用のリソースとして使用でき
理的なディスクに配置する。 るため、ディザスタリカバリ対策にもなります。
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推奨事項

説明

SCSI コントローラの書き込み これによって Windows オペレーティングシステムでバッファが使
キャッシュを利用できないよう 用されないため、Exchange が Windows から書き込み終了通知
に設定する。
を受信した時点で、ディスクへの書き込みは完了します。 書き込み
キャッシュを使用した場合は、キャッシュに書き込んだ時点で、
Windows はディスクへの書き込みが終了したものとして、その情報
を Exchange (またはその他のアプリケーション) に誤って通知して
しまいます。 したがって、実際にディスクへの書き込みが終了して
いない時点でシステムがクラッシュすると、データが破損する可能
性があります。
循環ログは、できる限り利用
不可にする。

循環ログを使用すると、トランザクションログファイルでディスクが一
杯になる危険性を少なくすることができます。 しかし、堅実なバック
アップ戦略を採用していれば、バックアップ時にトランザクションロ
グファイルのエントリが削除され、循環ログを使用しなくても、ディス
ク領域が解放されます。 循環ログを使用すると、トランザクションロ
グの履歴が上書きされ、ストレージグループおよびデータベースの
増分バックアップや差分バックアップが使用できなくなるため、リカ
バリできるのは最後の完全バックアップまたはコピーバックアップの
時点までになってしまいます。

Exchange Server をドメイン Active Directory を最初にリストアする必要がなくなれば、
コントローラにしない。
Exchange のリストアが容易になります。
Exchange は、少なくとも 2 つ
のドメインコントローラの存在
するドメインにインストールす
る。

ドメイン内にドメインコントローラが 1 つしか存在しない場合は、
Active Directory の複製処理ができません。 ドメインコントローラ
に障害が発生して Active Directory が損傷すると、最後のバック
アップに含まれていないトランザクションをリストアすることができな
くなります。 ドメイン内に 2 つ以上のドメインコントローラが存在する
と、データベースバックアップのリストア後に、消失したトランザクショ
ンが複製を使用してリストアされ、障害からリカバリしたドメインコント
ローラ上のデータを更新することができます。

p.832 の 「Exchange メールボックスにアクセスするための必要条件 」 を参照してくださ
い。

Exchange メールボックスにアクセスするための必要条
件
Backup Exec は、インフォメーションストアの操作を行うために、バックアップジョブおよび
リストアジョブの設定に応じて、Exchange 組織内に存在する一意の名前のメールボック
スへのアクセスが可能である必要があります。
次を実行する場合には、一意の名前のメールボックスへのアクセスが必要になります。
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■

■

次の設定をすべて含むバックアップジョブを設定する。
■

バックアップ先デバイスがレガシーのディスクへのバックアップフォルダ以外のディ
スクストレージデバイスである。

■

Granular Recovery Technology オプションが有効になっている。

■

スナップショット方式以外のバックアップ方式が設定されている。

メールボックスおよびパブリックフォルダをリストアする。

メールボックスまたはパブリックフォルダをバックアップする場合、Backup Exec ログオン
アカウントを使用して Exchange Server に接続する必要があります。Backup Exec は、
Backup Exec ログオンアカウントに格納されているユーザー名と同じ名前のメールボック
スを検索しようとします。
使用した Backup Exec ログオンアカウントに一意のユーザー名が格納されており、同じ
名前のメールボックスが存在する場合は、別のログオンアカウントを入力する画面は表示
されません。 同じ名前のメールボックスが存在しない場合は、Exchange 組織内に存在
する一意の名前のメールボックスと同じ名前を使用した Backup Exec ログオンアカウント
に変更するか、そのようなログオンアカウントを作成する必要があります。
一意の名前とは、他のメールボックスの名前の最初の 5 文字を含んでいない名前です。
たとえば、EXCH1BACKUP などの名前のメールボックスがすでに存在している場合、メー
ルボックスの名前として EXCH1 を入力しても受け付けられません。 別の名前を入力する
必要があります。
次のいずれかの必要条件を満たすログオンアカウントを選択または作成できます。
■

ユーザー名が一意のメールボックス名と一致するログオンアカウント。

■

メールボックスに対して一意のエイリアスを使用するログオンアカウント。 Exchange
Server に接続するユーザーアカウントには、このメールボックスへのアクセス権も必
要です。

■

メールボックスの完全なコンピュータ名を使用するログオンアカウント。 Exchange
Server に接続するユーザーアカウントには、このメールボックスへのアクセス権も必
要です。
完全なコンピュータ名の例を次に示します。
/O=Exchange_Organization/OU=Administrative_Group/CN=Recipients/CN=mailbox_name

p.533 の 「Granular Recovery Technology を使って個々の項目をリストアする方法」 を
参照してください。
p.491 の 「Backup Exec ログオンアカウントの作成」 を参照してください。

Exchange 用のバックアップ戦略
Backup Exec には、日常のバックアップルーチンの一部として、オンラインの継続的な
Exchange データベース保護機能が組み込まれ、日常のアクティビティを妨げることなく、
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データのリカバリ機会を増やし、データの損失を最小限に抑えます。Backup Exec では、
完全、コピー、増分および差分バックアップを使用して、個々のストレージグループ、デー
タベース、メールボックスおよびパブリックフォルダなどの Exchange のデータを保護す
ることができます。
どのバックアップ方式を使用するかを決定するには、次の事項を考慮する必要がありま
す。
■

システム内でやり取りされるメッセージの数が比較的少ない小規模の業務環境では、
日次完全バックアップを実行することが、データの保護およびリカバリ時間の点で最
も有利です。ログファイルの肥大化が問題の場合は、昼休みにオンラインで増分バッ
クアップを実行すると、リカバリポイントが増え、ログファイルの肥大化も自動的に管理
できます。

■

大規模な環境では、増分バックアップの使用により、リカバリ可能な時点を増やし、か
つ、ログファイルの肥大化を制御することが必要です。完全バックアップを週に 1 回
実行し、増分バックアップを毎日実行することで、バックアップに必要な時間を最短化
します。代償として、リカバリの必要が発生した場合は、完全バックアップだけでなく各
増分バックアップもリストアする必要があります。

どの方式が最も適しているかは、環境の規模、毎日処理されるトランザクションの数およ
びリカバリが必要になった場合の要件によって決まります。
次のようなバックアップ戦略を検討してください。
■

個々の項目のリストアを有効にするオプションを選択して完全バックアップを実行する
と、データベース全体をリストアすることなく個々のメールメッセージおよびフォルダを
リストアできます。
環境に応じて、次のように完全バックアップを実行します。

■

■

できるだけ頻繁に、毎日 1 回は実行する。

■

毎日 1 回実行し、さらに一定の時間間隔で差分バックアップを実行する。

■

数日おきに (ただし、1 週間を超えずに) 実行し、次の完全バックアップまでに頻
繁に増分バックアップを実行する。

他のバックアップジョブとは別に Exchange バックアップジョブを実行します。

Exchange ストレージグループまたはデータベースのバックアップだけでなく、定期的に
次のデータもバックアップする必要があります。
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表 F-6

Exchange 構成データのバックアップ選択項目

推奨する構成データのバックアップ選択項 説明
目
ファイルシステム

Windows および Exchange のファイルが格納
されているフォルダおよびドライブをバックアッ
プします。通常はルートドライブ C:¥ ですが、環
境によって異なる場合があります。

メモ: 環境内に Exchange によって作成された
仮想ドライブが存在する場合は、C:¥ ドライブの
みをバックアップし、仮想ドライブはバックアップ
しないでください。この仮想ドライブは、エクスプ
ローラから Exchange データにアクセスするた
めにのみ使用するもので、ファイルシステムの
機能がすべて複製されているわけではありませ
ん。仮想ドライブのバックアップおよびリストア
は、推奨およびサポートされていません。
Windows レジストリ

完全バックアップを実行するとレジストリもバック
アップされます。

システム状態とシャドウコピーコンポーネント

［システム状態］を選択して完全バックアップを
実行し、次の項目をバックアップします。
Internet Information Service (IIS) メタ
ベース
■ Windows レジストリ
■

p.172 の 「バックアップするデータの選択につい
て 」 を参照してください。
サーバー全体をリストアする場合は、システム
状態とシャドウコピーコンポーネントの両方をリ
ストアする必要があります。
Active Directory

Active Directory をバックアップするには、ドメ
インコントローラの［システム状態］を選択して完
全バックアップを実行します。
オブジェクトの追加、変更および削除など、
Exchange Server データベースの構成を変更
した場合は、ドメインコントローラ上の Active
Directory のバックアップを行います。

メモ: Active Directory の複製処理を効率化
するためおよびドメインコントローラの 1 つに障
害が発生した場合でも冗長性を維持するため
に、各ドメインに複数のドメインコントローラを配
置します。
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メモ: Granular Recovery Technology (GRT) オプションを有効にしたインフォメーション
ストアバックアップを設定し、個々のメールボックス、メールメッセージおよびパブリックフォ
ルダをリストアします。
p.533 の 「Granular Recovery Technology を使って個々の項目をリストアする方法」 を
参照してください。
p.850 の 「Exchange Server のディザスタリカバリを準備する方法」 を参照してください。

ボリュームレベルのバックアップでの Exchange データの自動除外
バックアップ対象として Exchange データが含まれるボリュームを選択すると、Exchange
Agent は、アクティブファイルの除外機能を使用して、ボリュームレベルのバックアップに
含めることができない Exchange データを自動的に除外します。たとえば、.EDB ファイ
ル、.STM ファイル、およびトランザクションログファイルは、Exchange による排他的な使
用のためにオープンされるため、ボリュームレベルのバックアップに含めることはできませ
ん。
スナップショット以外のバックアップでは、このファイルの除外が発生しなかった場合、こ
れらのファイルは使用中とみなされてスキップしたものと扱われます。スナップショットバッ
クアップでは、これらのファイルは一貫性のない状態でバックアップされ、リストアの問題
が発生する可能性があります。
ボリュームレベルのバックアップに Exchange データを含めることはお勧めできませんが、
必要な場合には、まずバックアップするストレージグループまたはデータベースのマウン
トを解除した後で、バックアップジョブを実行する必要があります。
p.841 の 「Exchange データのバックアップについて」 を参照してください。

Exchange の循環ログ設定について
循環ログが有効になっている場合は、Exchange データベースおよびストレージグルー
プの増分バックアップと差分バックアップを実行することはできません。このようなバック
アップには完全なログの履歴が必要です。
循環ログが有効になっている場合は、データベースへのコミットが済んでいるトランザク
ションログファイルは上書きされ、不要なログの累積が防止されます。 完全バックアップま
たは増分バックアップの実行に関係なく、ログファイルが上書きされるため、最後の完全
バックアップまたは増分バックアップ以降のログ履歴は保持されません。
循環ログが無効になっている場合は、完全バックアップまたは増分バックアップが実行さ
れるまで、トランザクションログファイルがディスク上に累積されます。
これらの操作の後、すべてのトランザクションのデータベースへのコミットが済んだログファ
イルは削除されます。
p.833 の 「Exchange 用のバックアップ戦略」 を参照してください。
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Granular Recovery Technology による Exchange イン
フォメーションストアとの連携
Backup Exec Granular Recovery Technology (GRT) を使用して、バックアップ全体を
リストアせずにインフォメーションストアのバックアップから個々の項目をリストアできます。
GRT 対応のバックアップを設定する前に、必要条件を確認する必要があります。
GRT 対応のバックアップからリストアする項目を選択する場合は、インフォメーションスト
アの最上位を選択できません。 これらの項目をリストアするには、メールボックス全体をす
る必要があります。
インフォメーションストアのオフホストバックアップを作成する場合にも、GRT を有効にす
ることができます。 オフホストバックアップを使用すると、バックアップ処理をホストコンピュー
タから Backup Exec サーバーに移動できます。 ホストコンピュータとは、バックアップ対
象として選択したボリュームを含むリモートコンピュータです。 GRT 対応のオフホストバッ
クアップを実行するには、Backup Exec Advanced Disk-based Option を Backup Exec
サーバーにインストールする必要があります。
p.533 の 「Granular Recovery Technology を使って個々の項目をリストアする方法」 を
参照してください。
p.535 の 「Granular Recovery Technology を使うバックアップ用の推奨デバイス」 を参
照してください。
p.537 の 「Granular Recovery Technology を使うジョブの必要条件について」 を参照し
てください。
p.837 の 「Backup Exec と Microsoft Exchange Web サービスについて」 を参照してく
ださい。
p.1034 の 「Advanced Disk-based Backup Option のインストールについて」 を参照して
ください。

Backup Exec と Microsoft Exchange Web サービスについて
Backup Exec は Granular Recovery Technology オプションをサポートするために
Microsoft Exchange Web サービス (EWS) を使います。 EWS は Exchange Server
2010 データベースのバックアップからの個々のメールボックス、メールメッセージ、パブ
リックフォルダのリストアに対するサポートを提供します。
メモ: EWS を使えば MAPI クライアントと CDO (Collaboration Data Objects) パッケー
ジをインストールする必要はありません。
EWS を使って個々の項目をリストアするために、Backup Exec はリストアジョブに指定す
るリソースクレデンシャルのクライアントスロットルポリシーを無効にします。 クライアントス

837

838

付録 F Symantec Backup Exec Agent for Microsoft Exchange Server
Exchange Agent を使用したスナップショットおよびオフホストバックアップ

ロットルポリシーはクライアントアクセスサーバーにあり、Exchange Server の接続帯域幅
の制限を適用します。
また、Backup Exec は Exchange Impersonation の偽装の役割そして役割の割り当て
を作成します。 Exchange Impersonation の役割の割り当てはリストアジョブに指定する
Backup Exec リソースクレデンシャルと偽装の役割を関連付けます。
Backup Exec は次の役割を作成し、割り当てます:
■

SymantecEWSImpersonationRole

■

SymantecEWSImpersonationRoleAssignment

p.837 の 「Granular Recovery Technology による Exchange インフォメーションストアと
の連携 」 を参照してください。

Exchange Agent を使用したスナップショットおよびオフ
ホストバックアップ
Exchange Agent で、Microsoft のボリュームシャドウコピーサービス (VSS) がサポート
されます。VSS は、Windows Server 2003 以上のみで利用可能なスナップショットプロ
バイダサービスです。VSS を使用して、Exchange データベースの特定の時点のデータ
のビュー (スナップショット) が作成され、そのスナップショットのバックアップが行われます。
そのため、実際の Exchange データベースは開いたままなので、ユーザーが利用するこ
とができます。
オフホストバックアップを使用すると、バックアップ処理を Exchange Server に代わって
Backup Exec サーバーで行うことができます。バックアップ処理を Exchange Server か
ら Backup Exec サーバーへ移動することによって、バックアップのパフォーマンスが向上
し、リモートコンピュータの作業負荷が軽減されます。
Advanced Disk-based Backup Option（ADBO）を Backup Exec サーバーにインストー
ルした場合は、インフォメーションストアにオフホストバックアップを作成するときに Backup
Exec の Granular Recovery Technology（GRT）オプションを使用できます。
p.472 の 「デフォルトの Granular Recovery Technology (GRT) オプションの設定」 を参
照してください。
Exchange Agent のスナップショットは、次のものをサポートしていません。
■

NAS 構成

■

Exchange 2003 のリカバリストレージグループ機能

■

スナップショットバックアップとスナップショット以外のバックアップの混在
Microsoft Exchange の制限により、スナップショット以外のバックアップをバックアッ
プ戦略の一環として実行する場合、スナップショットバックアップを実行することはでき
ません。スナップショットバックアップを実行する場合、スナップショット以外のバック
アップは実行できません。
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互換性があるストレージのリストは、次の URL で参照できます。
http://entsupport.symantec.com/umi/V-269-2
Exchange Agent とともに VSS を使用する場合に利用可能なバックアップ方式の種類
は、Exchange Server のバージョンによって異なります。次の表に、Exchange Server
のバージョンごとに利用可能なバックアップ方式を示します。
表 F-7

Exchange スナップショットのバージョンごとに利用可能なバックアッ
プ方式

Exchange のバージョン

利用可能なバックアップ方式

Exchange Server 2003

利用可能なバックアップ方式は次のとおりです。

Exchange Server 2003
Service Pack 1 以上

■

完全

■

コピー

利用可能なバックアップ方式は次のとおりです。

■ 完全
Exchange Server 2007/2010 ■ コピー

Exchange Server 2007

■

差分

■

ストレージグループレベルの増分スナップショットバックアップ

■

個々のデータベースのリストア

LCR または CCR (パッシブコピーまたはアクティブコピーからの
バックアップ)

メモ: スタンバイ連続レプリケーション (SCR) のパッシブコピーは
Exchange Server 2007 ではバックアップできません。バックアッ
プで SCR は選択できません。

Exchange データ用のスナップショットバックアップの設定
スナップショットバックアップを実行する前に、一貫性チェックを実行することをお勧めしま
す。
p.838 の 「Exchange Agent を使用したスナップショットおよびオフホストバックアップ」 を
参照してください。
表 F-8

Exchange データ用のスナップショットバックアップの設定

手順

処理

手順 1

Exchange バックアップジョブを作成します。
p.841 の 「Exchange データのバックアップにつ
いて」 を参照してください。
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手順

処理

手順 2

スナップショットバックアップでサポートされない
データがバックアップ選択に含まれている場合、
［バックアップの論理ボリュームを 1 つずつ処理
する］にチェックマークを付けて、エラーが発生
してもジョブが完了するようにします。

手順 3

バックアップジョブをスケジュールまたは開始し
ます。
p.156 の 「データのバックアップ」 を参照してくだ
さい。
p.840 の 「Exchange Agent のスナップショットジョ
ブおよびオフホストジョブのトラブルシューティン
グ」 を参照してください。
p.848 の 「スナップショットバックアップからの
Exchange データのリストアについて」 を参照し
てください。

Exchange Agent のスナップショットジョブおよびオフホストジョブのトラブ
ルシューティング
次のような場合には、Exchange Agent のスナップショットジョブは失敗します。
■

Exchange Agent のスナップショットが失敗した場合。

■

増分または差分バックアップ方式が選択されており、Exchange Server 2003 Service
Pack 1 以上がインストールされていない場合。

■

循環ログが有効になっており、増分または差分バックアップ方式が選択されている場
合。

■

Windows Small Business Server 2003 でスナップショットジョブを実行します。
Microsoft Exchange Server 2003 の VSS ライターは Windows Small Business
Server 2003 で無効になっているため、Exchange 2003 のスナップショットバックアッ
プが失敗します。
正常に Exchange 2003 のスナップショットバックアップを実行するために、次の
Microsoft のサポート技術情報を確認します。
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;Q838183
Intelligent Disaster Recovery Option の使用によって正常なリストアジョブを実行
するためにこの問題を解決する必要があります。

p.838 の 「Exchange Agent を使用したスナップショットおよびオフホストバックアップ」 を
参照してください。
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Exchange データのバックアップについて
Exchange では、次の項目を選択してデータをバックアップすることができます。
■

複数のストレージグループ

■

個々のストレージグループ

■

個々のデータベース (Exchange 2010 のみ)

■

データベース可用性グループ（DAG）
バックアップする DAG の Exchange サーバーごとに、Backup Exec サーバーで
Exchange Agent のライセンスを入力する必要があります。その後、DAG のすべての
サーバーに Agent for Windows をインストールする必要があります。
DAG 内の各データベースは、［バックアップとリストア］タブのサーバーリストに表示さ
れる DAG コンテナを使用してバックアップする必要があります。DAG コンテナはサー
バー上の Exchange のロゴで表示されます。

メモ: バックアップジョブを作成した後、Exchange のデータベースまたはストレージグルー
プを追加した場合は、バックアップジョブを編集して新しい選択項目を含める必要があり
ます。
ストレージグループ内のデータベースを個々に選択するのではなく、個々のストレージグ
ループを選択してバックアップすることをお勧めします。 ストレージグループ内のデータ
ベースを個々に選択してバックアップすることもできますが、ストレージグループ全体のト
ランザクションログがバックアップされます。
たとえば、4 つのデータベースを含むストレージグループ内の 1 つのデータベースをバッ
クアップした場合、そのストレージグループのすべてのトランザクションログもバックアップ
されます。作成されたトランザクションログのバックアップは、このストレージグループ内の
すべてのデータベースの完全バックアップを実行するまで削除されません。 データベー
スを個々にバックアップしなくても、ストレージグループのバックアップから個々にリストア
することができます。
メモ: ストレージグループの増分および差分バックアップを実行する場合、ストレージグ
ループで循環ログが有効になっていないことを確認します。
すべての Exchange のバックアップジョブについて、バックアップジョブのデフォルトオプ
ションを設定できます。バックアップジョブを作成すると、各ジョブで個別にオプションを変
更しない限り、そのジョブではデフォルトのオプションが使用されます。
p.156 の 「データのバックアップ」 を参照してください。
p.827 の 「Exchange サーバーおよびデータベース可用性グループの追加について」 を
参照してください。
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p.836 の 「ボリュームレベルのバックアップでの Exchange データの自動除外」 を参照し
てください。
p.446 の 「バックアップジョブのデフォルト設定」 を参照してください。
p.842 の 「Microsoft Exchange のバックアップオプション」 を参照してください。
p.164 の 「バックアップの編集」 を参照してください。
p.178 の 「ステージの編集」 を参照してください。

Microsoft Exchange のバックアップオプション
次のオプションは Microsoft Exchange のバックアップジョブに利用可能です。これらの
オプションは、バックアップジョブの［バックアップジョブのデフォルト］ダイアログボックスと
［バックアップオプション］ダイアログボックスで Microsoft Exchange オプションを選択す
ると表示されます。
p.841 の 「Exchange データのバックアップについて」 を参照してください。
p.156 の 「データのバックアップ」 を参照してください。
p.446 の 「バックアップジョブのデフォルト設定」 を参照してください。
表 F-9

Microsoft Exchange のバックアップオプション

項目

説明

［Backup Exec Granular
Recovery Technology（GRT）
を使用して、インフォメーション
ストアのバックアップで個々の
メールボックス、メールメッセー
ジおよびパブリックフォルダのリ
ストアを有効にする］をオンにし
ます。

インフォメーションストアのバックアップから個々の項目をリストア
できます。Granular Recovery Technology の必要条件を満た
すことを確認します。
p.535 の 「Granular Recovery Technology を使うバックアップ用
の推奨デバイス」 を参照してください。
p.537 の 「Granular Recovery Technology を使うジョブの必要
条件について」 を参照してください。
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項目

説明

Microsoft ボリュームシャドウコ
ピーサービス (VSS) スナップ
ショットプロバイダを使用する場
合は、バックアップ前の一貫性
チェックを実行する

［Microsoft ボリュームシャドウコピーサービス］オプションが選択
されているときに一貫性チェックを実行します。Advanced
Disk-based Backup Option のプロパティでソフトウェアのバック
アップが選択されている場合は、［Microsoft ボリュームシャドウ
コピーサービス］オプションが自動的に使用されます。Advanced
Open File の［バックアッププロパティ］ページで［Microsoft ボ
リュームシャドウコピーサービス］を選択することもできます。
一貫性チェックはスナップショットに対して実行され、データが破
損している可能性がないかを確認します。
このオプションが選択され、これに依存する［一貫性チェックに失
敗した場合もバックアップを続行する］オプションが選択されてい
ない場合は、損傷していると判断された特定の Exchange オブ
ジェクトのデータはバックアップされません。損傷していないその
他の Exchange オブジェクトはバックアップされます。
たとえば、ストレージグループのトランザクションログファイルが損
傷しており、［一貫性チェックに失敗した場合もバックアップを続
行する］オプションが選択されていない場合、そのストレージグ
ループのトランザクションログファイルはバックアップされません。
ただし、Backup Exec によって損傷していないと判断された
Exchange データベースファイルはバックアップされます。同様
に、特定の Exchange データベースファイルが損傷している場
合、そのデータベースファイルのバックアップのみがスキップされ
ます。損傷していないその他のデータベースファイルおよびトラ
ンザクションログファイルはバックアップされます。
［一貫性チェックに失敗した場合もバックアップを続行する］が有
効な場合、損傷したファイルの有無に関係なく、すべての
Exchange データがバックアップされます。
p.838 の 「Exchange Agent を使用したスナップショットおよびオ
フホストバックアップ」 を参照してください。

一貫性チェックに失敗した場合 一貫性チェックに失敗した場合でもバックアップジョブを続行しま
もバックアップを続行する
す。現在の状態のデータベースのバックアップでもデータベース
のバックアップが存在しないよりはよいと考えられる場合、または
バックアップしているデータベースが大規模で問題が小さいと考
えられる場合には、バックアップを続行することができます。
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項目

説明

高可用性サーバー (Exchange Exchange 2007/2010 用の次のいずれかのバックアップソース
2007 以降)
を指定します:
パッシブコピーからバックアップするか、それが利用できない
場合はアクティブコピー（推奨）を試行する
デフォルトでデータベースのパッシブコピーをバックアップで
きます。Backup Exec は優先サーバー設定での選択に基づ
いてパッシブコピーを選択します。ただし、パッシブコピーを
利用できない場合は、データベースのアクティブコピーがバッ
クアップされます。バックアップ時に、WAN 経由でデータベー
スをバックアップしなければならない場合は、データベースの
パフォーマンスが低下する場合があります。
■ パッシブコピーからのみバックアップする（利用できない場合、
ジョブは失敗します）
データベースのパッシブコピーをバックアップできます。
Backup Exec がパッシブコピーにアクセスできないとジョブは
失敗します。この場合、アクティブなデータベースまたはパッ
シブなデータベースのどちらもバックアップされません。デー
タベースのアクティブコピーのパフォーマンスに影響を与えな
いようにするには、このオプションを選択します。
Exchange Server 2010 の場合、Backup Exec は優先サー
バー設定での選択に基づいてパッシブコピーを選択します。
■

メモ: このオプションが使われるように優先サーバー設定を設
定しなければなりません。

■

p.827 の 「優先サーバー設定について」 を参照してください。
アクティブコピーからのみバックアップする (利用できない場
合、ジョブは失敗します)
データベースのアクティブコピーをバックアップできます。
Backup Exec がアクティブコピーにアクセスできないとジョブ
は失敗します。そのため、アクティブコピーまたはパッシブコ
ピーのどちらもバックアップされません。
アクティブコピーにはパッシブコピーよりも新しい情報が含ま
れます。そのため、アクティブコピーをバックアップする場合
は、最新のデータベースのデータのバックアップが存在しま
す。

メモ: スタンバイ連続レプリケーション (SCR) のパッシブコピー
は Exchange Server 2007 ではバックアップできません。バッ
クアップで SCR は選択できません。
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Exchange データのリストアについて
Exchange Agent では、個別のメールボックス項目に加えて Exchange データベースお
よびストレージグループをリストアできます。 元の場所に項目をリストアするか、新しい場
所にリストア先を変更できます。
p.223 の 「データの検索とリストアついて」 を参照してください。
Exchange データをリストアする為の必要条件そして手順は使ったバックアップ戦略に
よって変わります。 Exchange データをリストアする前に、必須の設定とタスクを見直すべ
きです。
Exchange データを次のようにリストアできます。
■

リカバリストレージグループまたはリカバリデータベースを使用した、クライアントによる
現在のデータへのアクセスが中断されない、ストアの古いバックアップコピーからの
データのリカバリ。
p.846 の 「Exchange 2003/2007 のリカバリストレージグループまたは Exchange
Server 2010 のリカバリデータベースを使用したデータのリストアについて」 を参照し
てください。

■

スナップショットバックアップからの Exchange データのリストア。
p.848 の 「スナップショットバックアップからの Exchange データのリストアについて」 を
参照してください。

■

Granular Recovery Technology (GRT) を使うバックアップからの個々の Exchange
項目のリストア。
p.837 の 「Granular Recovery Technology による Exchange インフォメーションスト
アとの連携 」 を参照してください。

■

バックアップ元のサーバーとは異なるサーバーへの Exchange データのリストア。
p.849 の 「Exchange データのリストア先の変更について」 を参照してください。

p.845 の 「Exchange をリストアするための必要条件」 を参照してください。
p.849 の 「Exchange データのリストア先の変更について」 を参照してください。

Exchange をリストアするための必要条件
Exchange をリストアする前に次の事項を確認してください。
■

リストアするストレージグループおよびデータベースがリストア先サーバー上に存在し、
その名前が、元のストレージグループおよびデータベースの名前と同じである必要が
あります。

■

宛先サーバーとソースサーバーの組織名および管理グループ名が同じである必要が
あります。

■

リストアを開始する前に、リストア先のデータベースを上書きできるように設定します。
p.846 の 「Exchange でのデータベースの設定」 を参照してください。

845

846

付録 F Symantec Backup Exec Agent for Microsoft Exchange Server
Exchange データのリストアについて

Exchange でのデータベースの設定
Exchange をリストアする前に、リストア先のデータベースを設定します。
p.845 の 「Exchange をリストアするための必要条件」 を参照してください。
データベースを設定する方法

1

次のいずれかを実行します。
Exchange 2003 の場合

Exchange システムマネージャユーティリティ
を開きます。

Exchange 2007/2010 の場合

Exchange 管理コンソールユーティリティを開
きます。

2

上書きするデータベースを右クリックします。

3

［プロパティ］をクリックします。

4

次のいずれかを実行します。
Exchange 2003/2007 の場合

［データベース］タブで［復元時はこのデータ
ベースを上書きする］を選択します。

Exchange Server 2010 の場合

［保守］タブで［復元時はこのデータベースを
上書きする］を選択します。

Exchange 2003/2007 のリカバリストレージグループまたは Exchange
Server 2010 のリカバリデータベースを使用したデータのリストアについ
て
Exchange Server 2003/2007 のリカバリストレージグループ (RSG) 機能を使用すること
によって、任意の Exchange Server 上の Exchange メールボックスストアのコピーを元
のストアと同じ Exchange 管理グループにマウントすることができます。この間、元のスト
アはクライアントから要求を継続して実行することができます。これによって、クライアント
による現在のデータへのアクセスが中断されることなく、ストアの古いバックアップコピー
からデータをリカバリできます。
Exchange Server 2010 は RSG の代わりにリカバリデータベースを使います。各サー
バーにはリカバリデータベースが備わっています。複数のリカバリデータベースをマウン
トすることはできません。
RSG とリカバリデータベースについて詳しくは Microsoft Exchange のマニュアルを参
照してください。
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RSG かリカバリデータベースが作成されたら、それにオンラインバックアップセットをリスト
アできます。次に、Exchange 2003 の EXMerge ユーティリティまたは Exchange
2007/2010 の Exchange 管理シェルを使用して、ストアのメールボックスデータを .PST
ファイルに抽出します。また、抽出したデータをオンラインストアにマージすることもできま
す。
リストアするデータベースがあるサーバーとは別の Exchange Server に RSG またはリカ
バリデータベースがある場合は、Exchange ストレージグループまたはリカバリデータベー
スのリストア先を変更するための必要条件を確認する必要があります。
以下に示すのは、Exchange 2003/2007 データのリカバリストレージグループ (RSG) ま
たは Exchange Server 2010 のリカバリデータベースを使用してデータをリストアするた
めの要件です。
■

Exchange 2003 の場合、スナップショットバックアップからデータをリストアすることは
できません。

■

リストア対象として複数のストアが選択されている場合、RSG に含めるメールボックス
ストアは同一のストレージグループに属している必要があります。異なるストレージグ
ループに属するメールボックスストアを同時に RSG に追加することはできません。

■

パブリックフォルダストアは、RSG を使用したリストアではサポートされていません。

■

リストアを実行する前に、RSG 内のメールボックスストアをマウントしないでください。リ
ストアの前にストアをマウントした場合は、ストアのマウントを解除する必要があります。
Exchange システムマネージャのデータベースプロパティページで次のオプションを
選択します。
［復元時はこのデータベースを上書きする］
それから、リストアする前に、RSG のデータパスに作成されたすべてのファイルと追加
されたストアを削除します。
リストアの前にストアをマウントした場合は、RSG のデータパスに作成されたファイル
および追加されたストアも削除する必要があります。

■

RSG をホストするサーバーには、データのリストア先である元のストレージグループと
同じ名前のストレージグループが存在する必要があります。そのようなストレージグ
ループがサーバーに存在しない場合は、RSG の作成時に RSG にその名前を使用
できます。

■

Exchange システムの Active Directory のトポロジーは、バックアップの実行時と同
じ状態を保っている必要があります。削除され、再作成されたメールボックスストアをリ
ストアすることはできません。また、メールボックスが削除され、システムから取り除か
れているか、他のサーバーまたはメールボックスストアに移動されている場合も、スト
アからメールボックスをリカバリすることはできません。

■

RSG がサーバーに存在する場合、デフォルトでは、その RSG に含まれているメール
ボックスストア以外はそのサーバーにリストアすることはできません。RSG を使用して
データをリカバリする場合以外は RSG を作成せず、またデータのリカバリが完了した
らサーバーから RSG を削除することをお勧めします。
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■

複数のリカバリデータベースを設定できますが、データをリカバリするためには 1 つの
リカバリデータベースのみをマウントできます。

■

リストアの前にリカバリデータベースをマウントしないでください。リストアの前にリカバ
リデータベースをマウントした場合は、データベースのマウントを解除する必要があり
ます。 Exchange 管理コンソールユーティリティのデータベースプロパティページで
［復元時はこのデータベースを上書きする］オプションを選択してください。

Exchange データのリカバリにおける必要条件および制約については、Microsoft
Exchange Server のマニュアルを参照してください。
p.845 の 「Exchange データのリストアについて」 を参照してください。
p.849 の 「Exchange データのリストア先の変更について」 を参照してください。

スナップショットバックアップからの Exchange データのリストアについて
スナップショットバックアップから Exchange データをリストアする場合は、次のことに注意
してください。
■

循環ログが有効になっている場合、特定の時点の状態へのリストアのみ可能です。
特定の時点以降の分を含む完全リストアは実行できません。

■

Exchange 2003/2007 の場合は、個々のデータベースのリストアは実行できません。
ジョブは失敗します。

■

次のオプションは、Exchange 2003 スナップショットバックアップのリストアには使用で
きません。 リストアしたデータベースをマウントする際、Exchange はソフトリカバリプロ
セスを使用します。

■

■

すべてのトランザクションログをリストアし、既存のトランザクションログを削除しない

■

既存のデータを削除し、データベースとトランザクションログのみをリストアする

■

リストア時に一時的にログおよびパッチファイルを格納する Exchange Server 上
の場所を入力する

Exchange 2003 の場合、スナップショットバックアップからリカバリストレージグループ
(RSG) にデータをリストアすることはできません。

p.846 の 「Exchange 2003/2007 のリカバリストレージグループまたは Exchange Server
2010 のリカバリデータベースを使用したデータのリストアについて」 を参照してください。
p.838 の 「Exchange Agent を使用したスナップショットおよびオフホストバックアップ」 を
参照してください。
p.845 の 「Exchange データのリストアについて」 を参照してください。
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Exchange データのリストア先の変更について
Backup Exec を使用して、Exchange データをバックアップ元のサーバーにリストアした
り、別の場所にリストア先を変更したりできます。Exchange データのリストア先を変更す
る場合は、データのリストア先の Exchange Server の Service Pack と元の Exchange
Server の Service Pack が同じである必要があります。
Exchange のストレージグループおよびデータベースのリストア先を変更する場合の必要
条件を次に示します。
■

リストアするストレージグループおよびデータベースがリストア先サーバー上に存在し、
その名前が、元のストレージグループおよびデータベースの名前と同じである必要が
あります。

■

宛先サーバーとソースサーバーの組織名および管理グループ名が同じである必要が
あります。

■

宛先データベースを上書きできるように設定する必要があります。
p.846 の 「Exchange でのデータベースの設定」 を参照してください。

次のような場合は、リストア先を変更することはできません。
■

Exchange Server データベースを別のバージョンのデータベースにリストアする。両
方の Exchange Server の Service Pack が同じである必要があります。

■

サイト複製サービス (SRS) およびキーマネージメントサービス (KMS)。これらのサービ
スは、インストール先コンピュータに依存するため、別のコンピュータへのリストア先の
変更はサポートされていません。また、サービス機能が失われる場合があります。

メモ: KMS は Exchange 2003/2007/2010 では利用できません。
リストア先を変更したリストアジョブの実行を開始する前に、リストアするデータの検索と表
示、またリストアジョブのオプションおよびリストアジョブのサブミットの詳細を確認してくだ
さい。
リストアの完了後に、リストアしたデータベースの完全バックアップを実行しておくことをお
勧めします。
p.841 の 「Exchange データのバックアップについて」 を参照してください。
p.849 の 「Exchange メールボックス項目のリストア先の変更について」 を参照してくださ
い。

Exchange メールボックス項目のリストア先の変更について
Backup Exec を使用して、メールボックスやパブリックフォルダなどのメールボックス項目
を同じサーバーの異なるメールボックスや異なる場所にリストアできます。
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Microsoft Outlook 2003、2007、または 2010 と互換性のある .PST、Microsoft Outlook
データファイルにメールボックスまたはメールボックス項目をリストアできます。.PST ファイ
ルの最大サイズは 20 GB です。リストアでサイズ制限を超えると、.PST ファイルに連続し
た番号が付けられます。
Exchange メールボックス項目のリストア先を変更する場合の要件を次に示します。
■

指定されたメールボックスまたはパブリックフォルダのストアが存在する必要がある。

■

.PST にリストアするときに、Microsoft Outlook 2003、2007、または 2010 (32 ビット
のみ) が宛先サーバーにインストールされている必要がある。

■

ログオンアカウントが宛先メールボックスに対する権限を持っている必要がある。

p.845 の 「Exchange データのリストアについて」 を参照してください。

Exchange Server のディザスタリカバリを準備する方法
障害対策の策定は、致命的障害の発生時に Exchange を効率的かつ効果的にリストア
するために不可欠です。Exchange では、認証に Windows のセキュリティを使用するた
め、Exchange のディザスタリカバリを Windows のディザスタリカバリと切り離すことはで
きません。
事前に計画を立てておけば、リカバリに必要な時間を短縮することができます。
特に、次の項目を含む対策を策定しておくことが重要です。
■

オペレーティングシステムの構成記録シート

■

ハードドライブのパーティション構成記録シート

■

RAID 構成

■

ハードウェア構成記録シート

■

EISA/MCA 構成ディスク

■

Exchange 構成シート

■

Windows 緊急修復ディスク

実際のリストアには次の項目が必要です。
■

Backup Exec のインストール済みコピー

■

リカバリする Microsoft Exchange データベースの最新の完全バックアップ、増分バッ
クアップまたは差分バックアップ。

■

Microsoft Exchange Server のインストール用 CD

■

元のインストールに適用していた Service Pack

p.851 の 「Exchange のディザスタリカバリ 」 を参照してください。
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Exchange のディザスタリカバリ
ここでは、Backup Exec を使用して Exchange を完全にリストアする手順を説明します。
この時点ですべての準備が適切に完了している必要があります。
p.850 の 「Exchange Server のディザスタリカバリを準備する方法」 を参照してください。
この手順の実行には、管理者または同等の権限のあるアカウントを使用して、Windows
にログオンする必要があります。また、次の必要条件があります。
■

リカバリするストレージグループおよびデータベースがリカバリ先サーバー上に存在
し、その名前が、元のストレージグループおよびデータベースの名前と同じである必
要があります。

■

宛先サーバーとソースサーバーの組織名および管理グループ名が同じである必要が
あります。

■

宛先データベースを上書きできるように設定する必要があります。
p.846 の 「Exchange でのデータベースの設定」 を参照してください。

Exchange Server をリカバリするために Simplified Disaster Recovery を使うことがで
きます。
p.715 の 「Microsoft Exchange のリカバリに関する注意事項」 を参照してください。
Exchange のディザスタリカバリを実行する方法

1

まず、Windows サーバーをリカバリします。
すべてのディスクパーティションに存在する Exchange Server のファイルをすべて
リストアしてください。

2

［サービス］アイコンを使用して、Microsoft Exchange インフォメーションストアサー
ビスが起動されていることを確認します。

3

Backup Exec を起動します。

4

リカバリする Exchange Server のストレージグループのバックアップセットのカタログ
登録を実行します。
p.210 の 「バックアップセットのカタログ登録」 を参照してください。

5

リストアウィザードを実行し、リストアする各ストレージグループまたはデータベースの
最新の完全バックアップを選択します。
p.223 の 「データの検索とリストアついて」 を参照してください。
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6

必要に応じて、それ以降のストレージグループの増分バックアップセットをすべて選
択します。
差分バックアップセットをリストアするには、ストレージグループの最新の差分バック
アップセットのみを選択します。

7

リストアの完了後に、リストアしたデータベースの完全バックアップを実行しておくこと
をお勧めします。

G
Symantec Backup Exec
Agent for Microsoft
SharePoint
この付録では以下の項目について説明しています。
■

Agent for Microsoft SharePoint について

■

Agent for Microsoft SharePoint のインストールについて

■

Agent for Microsoft SharePoint の必要条件

■

SharePoint Server 2010 および Windows SharePoint Foundation 2010 での
Agent for Microsoft SharePoint の使用について

■

SharePoint Server 2007 および Windows SharePoint Services 3.0 での Agent
for Microsoft SharePoint の使用について

■

SharePoint Portal Server 2003 および Windows SharePoint Services 2.0 での
Agent for Microsoft SharePoint の使用について

■

サーバーリストへの Microsoft SharePoint サーバーファームの追加について

■

サーバーリストからの Microsoft SharePoint サーバーファームの削除について

■

Microsoft SharePoint データのバックアップについて

■

Microsoft SharePoint データのリストアについて

■

Microsoft SharePoint Web サーバーと Backup Exec との通信の有効化または無
効化

■

SharePoint ファームのプロパティの表示

854

付録 G Symantec Backup Exec Agent for Microsoft SharePoint
Agent for Microsoft SharePoint について

■

障害発生後の Microsoft SharePoint 2010 データのリカバリ

■

障害発生後の Microsoft SharePoint 2007 データのリカバリ

Agent for Microsoft SharePoint について
Agent for Microsoft SharePoint (SharePoint Agent) はオプション製品で、Backup
Exec のアドオンコンポーネントです。SharePoint Agent を使用すると、ネットワークに接
続されたサポート対象の Microsoft SharePoint でバックアップおよびリストアを実行で
きます。個別に管理したり、専用のハードウェアを使用せずに、SharePoint のバックアッ
プをネットワークバックアップに統合することができます。
SharePoint Agent では、次の SharePoint 製品のインストールがサポートされます。
■

SharePoint Server 2010

■

SharePoint Foundation 2010

■

SharePoint Server 2007

■

Sharepoint Services 3.0

■

SharePoint Portal Server 2003

■

Windows SharePoint Services 2.0

p.856 の 「SharePoint Server 2010 および Windows SharePoint Foundation 2010 で
の Agent for Microsoft SharePoint の使用について」 を参照してください。
p.857 の 「SharePoint Server 2007 および Windows SharePoint Services 3.0 での
Agent for Microsoft SharePoint の使用について」 を参照してください。
p.857 の 「SharePoint Portal Server 2003 および Windows SharePoint Services 2.0
での Agent for Microsoft SharePoint の使用について」 を参照してください。

Agent for Microsoft SharePoint のインストールについ
て
Microsoft SharePoint サーバーファームをバックアップするには、Backup Exec サー
バーに Agent for Microsoft SharePoint（SharePoint Agent）をインストールする必要
があります。 SharePoint Agent は Agent for Applications and Databases の一部とし
てインストールされます。
p.71 の 「ローカル Backup Exec サーバーへの Backup Exec 追加オプションのインス
トール」 を参照してください。
p.73 の 「リモートコンピュータへの Backup Exec のプッシュインストール」 を参照してくだ
さい。

付録 G Symantec Backup Exec Agent for Microsoft SharePoint
Agent for Microsoft SharePoint の必要条件

p.855 の 「Agent for Microsoft SharePoint の必要条件」 を参照してください。

Agent for Microsoft SharePoint の必要条件
Agent for Microsoft SharePoint（SharePoint Agent）を使用するための必要条件を次
に示します。
■

SharePoint Agent は、Backup Exec サーバーにインストールする必要があります。

■

Agent for Windows は、保護対象の各リモート SharePoint Server にインストール
する必要があります。また、Agent for Windows はサーバーファーム内のすべての
サーバーにインストールする必要があります。

■

SharePoint データのバックアップおよびリストアを実行するには、ローカル管理者権
限を持つログオンアカウントを使う必要があります。アカウントには、SharePoint のコ
ンポーネントがインストールされているサーバーのローカル管理者権限が必要です。
ワークスペース内または下位互換のあるドキュメントライブラリ内のフォルダに対する
権限の付与について詳しくは SharePoint Server のマニュアルを参照してください。

■

シングルサインオンデータベースのバックアップおよびリストアを実行するには、適切
なクレデンシャルを持つログオンアカウントを使う必要があります。クレデンシャルは、
SharePoint のシングルサインオン設定で指定されているアカウント名またはグルー
プの必要があります。
シングルサインオン設定について詳しくは、SharePoint Server のマニュアルを参照
してください。

■

既存のサイトコレクションにコンテンツをリストアするために使うログオンアカウントには、
そのサイトコレクションにオブジェクトを作成するための適切な権限がなければなりま
せん。 存在しないサイトコレクションにリストアすると、ログオンアカウントはプライマリ
サイトコレクションの所有者になります。

■

Internet Information Services (IIS) の権限が、データベースのバックアップおよび
リストアに影響する可能性があります。バックアップおよびリストアに使用するログオン
アカウントに、IIS サイトへのアクセス権限があることを確認してください。統合 Windows
セキュリティは、IIS 権限の範囲内で使用できます。

互換性があるオペレーティングシステム、プラットフォーム、アプリケーションのリストは、次
の URL で参照できます。
http://entsupport.symantec.com/umi/V-269-1
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SharePoint Server 2010 および Windows SharePoint
Foundation 2010 での Agent for Microsoft SharePoint
の使用について
Agent for Microsoft SharePoint では、Microsoft Office SharePoint Server 2010 お
よび Windows SharePoint Foundation 2010 がサポートされています。
SharePoint Server 2010 はタグ、ソーシャルブックマーク、コンテンツ評価などの新しい
メタデータ機能を提供します。これらの新しいタイプのメタデータはコンテンツデータベー
ス外に存在するサービスアプリケーションに保存されます。 たとえば、エンタープライズ管
理タグは Managed Metadata Service アプリケーションに存在します。すべてのメタデー
タが保護されるようにサービスアプリケーションすべてをバックアップする必要があります。
コンテンツデータベース外に保存されているメタデータは Granular Recovery Technology
(GRT) を使ってリストアできません。ただし、GRT を使って GRT に接続されたメタデータ
で SharePoint データをリストアすることはできます。 メタデータが同じサービスアプリケー
ションに存在する限り、SharePoint はデータとメタデータの間のリンクを保持します。
バックアップとリストアを実行できる SharePoint Server 2010 のデータの種類を次に示
します。
■

Web アプリケーションとそれに関連するデータベース

■

ライブラリに含まれている個別のドキュメントや画像

■

サイトおよびサブサイト
データベースの完全バックアップから個別のオブジェクトとそのバージョンをリストアで
きます。

■

リストおよびリストの項目
データベースの完全バックアップから個別のオブジェクトとそのバージョンをリストアで
きます。

■

設定データベース
設定データベースには、SharePoint Server ファームに関するすべての設定情報が
格納されています。このデータベースのリストアは十分に注意して行ってください。バッ
クアップからのリストアの前にファームトポロジーに加えられた変更はすべて失われま
す。 設定データベースは、元の場所にのみリストアできます。

■

サービスアプリケーション

p.865 の 「障害発生後の Microsoft SharePoint 2010 データのリカバリ」 を参照してくだ
さい。
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SharePoint Server 2007 および Windows SharePoint
Services 3.0 での Agent for Microsoft SharePoint の
使用について
Agent for Microsoft SharePoint では、Microsoft Office SharePoint Server 2007 お
よび Windows SharePoint Services 3.0 がサポートされています。
バックアップとリストアを実行できる SharePoint Server 2007 のデータの種類を次に示
します。
■

Web アプリケーションとそれに関連するデータベース
トポロジーを保持するためにすべての Web アプリケーションデータベースを一緒にリ
ストアすることをお勧めします。

■

ライブラリに含まれている個別のドキュメント。

■

サイトおよびサブサイト
データベースの完全バックアップから個別のオブジェクトとそのバージョンをリストアで
きます。

■

リストおよびリストの項目
データベースの完全バックアップから個別の項目とそのバージョンをリストアできます。

■

設定データベース
設定データベースには、SharePoint Server ファームに関するすべての設定情報が
格納されています。このデータベースのリストアは十分に注意して行ってください。バッ
クアップからのリストアの前にファームトポロジーに加えられた変更はすべて失われま
す。 設定データベースは、元の場所にのみリストアできます。

■

シングルサインオンデータベース
シングルサインオンデータベースは、元の場所にのみリストアできます。

■

共有サービスプロバイダ
共有サービスプロバイダは共有サービスと関連共有リソースのグループです。

p.869 の 「障害発生後の Microsoft SharePoint 2007 データのリカバリ」 を参照してくだ
さい。

SharePoint Portal Server 2003 および Windows
SharePoint Services 2.0 での Agent for Microsoft
SharePoint の使用について
Agent for Microsoft SharePoint では、Microsoft Office SharePoint Portal Server
2003 および Windows SharePoint Services 2.0 がサポートされています。
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バックアップとリストアを実行できる SharePoint Portal Server 2003 のデータの種類を
次に示します。
■

ポータルサイトとそれに関連するデータベース
各ポータルサイトに最低 3 つのデータベースがあります。 コンテンツデータベース、
サービスデータベースとユーザープロファイルデータベースです。 トポロジーを保持
するためにこれらのデータベースを一緒にリストアすることをお勧めします。

■

Windows SharePoint Services サイトとそれに関連するデータベース

■

ドキュメントライブラリまたは画像ライブラリに含まれている個別のドキュメントや画像

■

サイトおよびサブサイト
データベースの完全バックアップから個別のオブジェクトとそのバージョンをリストアで
きます。

■

リストおよびリストの項目
データベースの完全バックアップから個別のオブジェクトをリストアできます。

■

設定データベース
設定データベースには、SharePoint Server ファームに関するすべての設定情報が
格納されています。このデータベースのリストアは十分に注意して行ってください。バッ
クアップからのリストアの前にファームトポロジーに加えられた変更はすべて失われま
す。 設定データベースは、元の場所にのみリストアできます。

■

シングルサインオンデータベース
シングルサインオンデータベースは、元の場所にのみリストアできます。

メモ: Backup Exec では、リストア先を別の SharePoint サイトに変更して、SharePoint
Portal Server 2003 または Windows SharePoint Services 2.0 コンテンツのデータベー
スから個々の項目をリストアすることはできません。 個々の項目は元の場所またはファイ
ルパスにのみにリストアできます。

サーバーリストへの Microsoft SharePoint サーバー
ファームの追加について
Microsoft SharePoint データをバックアップする前に、［バックアップとリストア］ タブで
サーバーリストに SharePoint サーバーファームを追加する必要があります。単一の
SharePoint サーバーを追加する場合、Backup Exec はそのサーバーが属するファーム
全体を追加します。
p.151 の 「サーバーリストについて」 を参照してください。
p.152 の 「サーバーリストへのサーバーの追加」 を参照してください。
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サーバーリストからの Microsoft SharePoint サーバー
ファームの削除について
使用されていないか、有効でなくなった Microsoft SharePoint サーバーファームは、
［バックアップとリストア］タブのサーバーリストから削除できます。
メモ: ファーム内の Web サーバーとして使用されているサーバーに Backup Exec がイン
ストールされている場合、そのファームは削除できません。
p.153 の 「サーバーリストからのサーバーの削除」 を参照してください。

Microsoft SharePoint データのバックアップについて
Agent for Microsoft SharePoint を使用すると、ネットワーク管理者は、ネットワークに
接続された任意の Microsoft SharePoint のインストール上でバックアップ処理を行うこ
とができます。個別に管理したり、専用のハードウェアを使用せずに、SharePoint のバッ
クアップをネットワークバックアップに統合することができます。
バックアップが可能な SharePoint コンテンツの具体的な種類について詳しくは、次のト
ピックを参照してください。
p.856 の 「SharePoint Server 2010 および Windows SharePoint Foundation 2010 で
の Agent for Microsoft SharePoint の使用について」 を参照してください。
p.857 の 「SharePoint Server 2007 および Windows SharePoint Services 3.0 での
Agent for Microsoft SharePoint の使用について」 を参照してください。
p.857 の 「SharePoint Portal Server 2003 および Windows SharePoint Services 2.0
での Agent for Microsoft SharePoint の使用について」 を参照してください。
Backup Exec の動的インクルード機能は、バックアップジョブが作成された後に追加され
た新しいリソースを自動的に保護します。 保護されたリソースに子として新しいリソースが
追加されたことを検出すると、Backup Exec は自動的に新しいリソースをバックアップしま
す。 バックアップジョブには新しいリソースが含まれることがあるので、ジョブには予想以
上にストレージ容量と時間が必要になる場合があります。
すべての SharePoint のバックアップジョブについて、バックアップジョブのデフォルトオ
プションを設定できます。バックアップジョブを作成すると、各ジョブで個別にオプションを
変更しない限り、そのジョブではデフォルトのオプションが使用されます。
p.446 の 「バックアップジョブのデフォルト設定」 を参照してください。
p.156 の 「データのバックアップ」 を参照してください。
p.860 の 「Microsoft SharePoint のバックアップオプション」 を参照してください。
p.164 の 「バックアップの編集」 を参照してください。
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Microsoft SharePoint のバックアップオプション
次のオプションは Microsoft SharePoint のバックアップジョブに利用可能です。これら
のオプションは、バックアップジョブの［バックアップジョブのデフォルト］ダイアログボックス
と［バックアップオプション］ダイアログボックスの［Microsoft SharePoint］オプションを選
択すると表示されます。
p.446 の 「バックアップジョブのデフォルト設定」 を参照してください。
p.156 の 「データのバックアップ」 を参照してください。
p.859 の 「Microsoft SharePoint データのバックアップについて」 を参照してください。
表 G-1

SharePoint のバックアップオプション

項目

説明

Backup Exec Granular
Recovery Technology (GRT)
を使用して、データベースバッ
クアップの個々の項目のリストア
を有効にする

データベースバックアップからの個々のドキュメント、イメージ、サ
イト、副サイト、リスト、リストの項目のリストアを有効にします。GRT
対応バックアップジョブを実行する場合は、SharePoint サーバー
に現在のバージョンの Agent for Windows をインストールする
必要があります。
p.533 の 「Granular Recovery Technology を使って個々の項
目をリストアする方法」 を参照してください。

SharePoint ファームのトポロ
ジーが設定されている場合は
ロックを解除する (SharePoint
2003 のみ)

バックアップまたはリストア操作を実行する前に SharePoint ファー
ムトポロジーのロックを解除します。別のアプリケーションがトポロ
ジーをロックしている可能性があるため、このオプションを選択す
る前に SharePoint 管理者に確認してください。

Microsoft SharePoint が使用 Microsoft SharePoint で使用する Microsoft SQL データベー
するすべての Microsoft SQL スをバックアップする前に、インデックスを含む完全な一貫性チェッ
データベースをバックアップす クを実行します。
る前に、一貫性チェックを実行
する
一貫性チェックに失敗した場合 一貫性チェックに失敗した場合でもバックアップ処理を続行しま
もバックアップを続行する
す。

Microsoft SharePoint データのリストアについて
Agent for Microsoft SharePoint を使って、Microsoft SharePoint サーバーファーム
やサーバーをはじめ、その他の種類の SharePoint コンテンツをリストアできます。 元の
場所に項目をリストアするか、新しい場所にリストア先を変更できます。
p.223 の 「データの検索とリストアついて」 を参照してください。
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ファーム内の Web サーバーに存在するサイトにリストア先を変更できます。ドキュメントラ
イブラリにアップロードされているか、リストの項目に結び付けられているドキュメントやイ
メージなどの SharePoint のファイルベースのデータのリストア先を変更できます。Windows
SharePoint Server 3.0 または Windows SharePoint Foundation 2010 を使用する場
合、サイトのリストア先を別のサイトに変更できます。あるサイトからの別のサイトにリストア
先を変更するとき、リストアされた項目はリストアされる親項目のセキュリティ権限を継承し
ます。
メモ: Backup Exec では、リストア先を別の SharePoint サイトに変更して、SharePoint
Portal Server 2003 または Windows SharePoint Services 2.0 コンテンツのデータベー
スから個々の項目をリストアすることはできません。 個々の項目は元の場所またはファイ
ルパスにのみにリストアできます。
リストア先を変更して SharePoint 2003 ドキュメントライブラリデータをリストアするには、
リストア先のサーバーに SharePoint Portal Server ソフトウェアがインストールされてい
る必要があります。元のドキュメントライブラリ内のフォルダがリストア先のドキュメントライブ
ラリに存在しない場合は、リストア時に作成されます。
Backup Exec では、個々のドキュメント、イメージ、サイト、副サイト、リスト、リストの項目を
SharePoint データベースのバックアップから、リストアできます。SharePoint データベー
スのバックアップから個々の項目をリストアするには、次の Microsoft SharePoint オプ
ションをバックアップジョブで選択してください。
［Backup Exec Granular Recovery Technology (GRT) を使って、データベースのバッ
クアップで個々のドキュメントのリストアを有効にする］
メモ: Backup Exec では圧縮済みデータベースまたは暗号化データベースからの個別の
項目のリストアはサポートされていません。
SharePoint データをリストアするときは、次の事項に注意してください。
■

個別の SharePoint ドキュメントは、常にチェックアウトされた状態で SharePoint ド
キュメントライブラリにリストアされます。
ドキュメントは、リストアに使用するログオンアカウントのクレデンシャルでチェックアウ
トされます。このドキュメントは、そのユーザーがチェックインまたは公開すると、他の
ユーザーがアクセスできるようになります。

■

代替 SQL インスタンスに SharePoint データベースをリストアできます。
たとえば、新しい Web アプリケーションにデータベースを接続できます。リストア先を
変更したリストアジョブの完了後にデータベースをオンラインにするには、［はい。既
存のデータベース上にリストアします］オプションが選択されていることを確認します。
また、Web アプリケーションまたは Windows SharePoint Services サイトをリストア
する場合は、このオプションによって、リストアされたデータベースと対応するサイトと
の接続が再確立されます。
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■

チェックアウトされているドキュメントに上書きリストアしようとすると、リストアが失敗する
場合があります。
リストアが失敗するのは、リストアに使用するログオンアカウントクレデンシャルと異なる
ユーザーでドキュメントがチェックアウトされている場合です。。

注意: SharePoint Portal ドキュメントライブラリデータをリストアするときに、リストアするド
キュメントと同じ名前のドキュメントがリストア先に存在すると、そのドキュメントは上書きさ
れる可能性があります。上書きするかどうかは、リストアジョブのプロパティで選択できま
す。
他の種類の SharePoint コンテンツについて詳しくは Microsoft SharePoint のマニュ
アルを参照してください。
リストアできる SharePoint コンテンツの特定の種類について、詳しくは次のトピックを参
照してください。
p.856 の 「SharePoint Server 2010 および Windows SharePoint Foundation 2010 で
の Agent for Microsoft SharePoint の使用について」 を参照してください。
p.857 の 「SharePoint Server 2007 および Windows SharePoint Services 3.0 での
Agent for Microsoft SharePoint の使用について」 を参照してください。
p.857 の 「SharePoint Portal Server 2003 および Windows SharePoint Services 2.0
での Agent for Microsoft SharePoint の使用について」 を参照してください。
p.862 の 「Microsoft SharePoint のリストアオプション 」 を参照してください。

Microsoft SharePoint のリストアオプション
Microsoft SharePoint データをリストアする場合、次のバージョン管理およびセキュリティ
オプションを考慮する必要があります。
p.223 の 「データの検索とリストアついて」 を参照してください。
p.860 の 「Microsoft SharePoint データのリストアについて」 を参照してください。
表 G-2
項目

SharePoint のリストアオプション
説明

最新バージョンの項目のみリス 最新バージョンの項目のみリストアします。
トアする
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項目

説明

リストア先でバージョン管理が有 バージョン管理が個々の項目のリストア先で有効になっている場
効になっている場合
合は、次のオプションから選択できます。
項目を新しいバージョンとして追加する
Backup Exec は既存の項目を新しいバージョンとしてリストア
し、既存の項目を最新のバージョンにします。
■ 項目が存在する場合はスキップする
リストア先に同一の項目が存在する場合、Backup Exec は項
目をリストアしません。Backup Exec はファイルがスキップさ
れたことをジョブのログに記録します。
■ 既存の項目をリストアする
Backup Exec は既存の項目をリストアした項目に置き換えま
す。
■

リストア先でバージョン管理が無 バージョン管理が個々の項目のリストア先で有効になっていない
効になっている場合
場合は、次のオプションから選択できます。
項目が存在する場合はスキップする
リストア先に同一の項目が存在する場合、Backup Exec は項
目をリストアしません。Backup Exec はファイルがスキップさ
れたことをジョブのログに記録します。
■ 既存の項目をリストアする
Backup Exec は既存の項目をリストアした項目に置き換えま
す。
■

サイトリストと項目レベルの権限 項目とともに適用可能なセキュリティ情報をリストアします。
をリストアする
リストアする SharePoint 項目に基づいて異なるレベルのセキュ
リティをリストアできます。
サイト - ユーザー情報、SharePoint グループ情報およびセ
キュリティ ACL がトップレベルサイトにリストアされます
■ サブサイト - セキュリティ ACL がリストアされます
■

■

リスト - セキュリティ ACL およびその他のセキュリティ関連情
報がリストアされます

Microsoft SharePoint Web サーバーと Backup Exec と
の通信の有効化または無効化
Backup Exec は、ファームトポロジーを検出するために Microsoft SharePoint サーバー
ファームに属する Web サーバーと通信を行います。 Backup Exec が利用不可能な状
態の Web サーバーと通信しようとすると、この処理に時間がかかる場合があります。 ファー
ム内の特定の Web サーバーが一定期間使用できないことがわかっている場合は、その
Web サーバーと Backup Exec との通信を無効にすることができます。

863

864

付録 G Symantec Backup Exec Agent for Microsoft SharePoint
SharePoint ファームのプロパティの表示

SharePoint Web サーバーと Backup Exec との通信を有効または無効にする方法

1

［バックアップとリストア］タブで、Web サーバーが属する SharePoint サーバーファー
ムをダブルクリックします。

2

左ペインで、［プロパティ］をクリックします。
p.864 の 「SharePoint ファームのプロパティ」 を参照してください。

3

Backup Exec が SharePoint Web サーバーと通信できないようにするには、その
Web サーバー名の横にあるチェックボックスをオフにします。 SharePoint Web サー
バーが Backup Exec と通信できるようにする場合は、Web サーバー名の横にある
チェックボックスをオンにします。

SharePoint ファームのプロパティの表示
Backup Exec を使用して監視する SharePoint ファームのプロパティを表示できます。
Backup Exec にはサーバーに関する一般情報とシステム情報が表示されます。
p.864 の 「SharePoint ファームのプロパティ」 を参照してください。
また、SharePoint ファームのプロパティダイアログから SharePoint Web サーバーと
Backup Exec との通信を有効または無効にできます。
p.863 の 「Microsoft SharePoint Web サーバーと Backup Exec との通信の有効化また
は無効化」 を参照してください。
SharePoint ファームのプロパティを表示する方法

1

［バックアップとリストア］タブで、プロパティを表示する SharePoint ファームをダブ
ルクリックします。

2

左ペインで、［プロパティ］をクリックします。

SharePoint ファームのプロパティ
バックアップする SharePoint ファームのプロパティを表示できます。
p.864 の 「SharePoint ファームのプロパティの表示」 を参照してください。
表 G-3

SharePoint ファームのプロパティ

項目

説明

SharePoint ファーム名

SharePoint ファームの名前を表示します。

説明

Backup Exec でファームを特定する固有の説明
を入力できます。説明は省略可能です。
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項目

説明

ログオンアカウント

ファームにアクセスするために Backup Exec で
使用されるログオンアカウントを一覧表示します。

追加/編集

新しいログオンアカウントを追加するか、または
既存のログオンアカウントを編集できます。
p.496 の 「［ログオンアカウントの管理］オプション」
を参照してください。

Web サーバー

ファームに属する Web サーバーを一覧表示し
ます。 Web サーバーと Backup Exec との通信
を有効または無効にできます。
p.863 の 「Microsoft SharePoint Web サーバー
と Backup Exec との通信の有効化または無効
化」 を参照してください。

障害発生後の Microsoft SharePoint 2010 データのリ
カバリ
ハードディスクのエラーが発生した後で Microsoft SharePoint サーバーをリカバリする
ために Agent for Microsoft SharePoint を使うことができます。 SharePoint データを
リカバリする前に、SharePoint サーバーのオペレーティングシステムをリカバリしてくださ
い。
Backup Exec の Simplified Disaster Recovery オプションを使うか、または手動でサー
バーのオペレーティングシステムをリカバリできます。
p.692 の 「Simplified Disaster Recoveryについて」 を参照してください。
p.623 の 「手動による Windows コンピュータのディザスタリカバリについて」 を参照してく
ださい。
Windows サーバーがリカバリされた後、SharePoint 2010 データをリカバリできます。
SharePoint データをリカバリするには、表の処理を順に完了してください。
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表 G-4

障害発生後に SharePoint 2010 データをリカバリする方法

手順

処理

説明

手順 1

SharePoint が使う SQL インス
タンスの master データベース
と model データベースをリカバ
リします。 手動でサーバーのオ
ペレーティングシステムをリカバ
リした場合にこの手順を実行し
ます。

サーバーのオペレーティングシ
ステムをリカバリするために
Backup Exec の Simplified
Disaster Recovery オプション
を使った場合は、この手順をス
キップしてください。

手順 2

リカバリするメディアをインベン
トリ処理します。

p.413 の 「ストレージデバイスの
インベントリ」 を参照してくださ
い。

手順 3

リカバリするメディアをカタログし p.414 の 「ストレージデバイスの
ます。
カタログ登録」 を参照してくださ
い。

手順 4

SharePoint が使う任意の SQL SharePoint が使う SQL インス
インスタンスの msdb データ
タンスの msdb データベースを
ベースをリストアします。
含んでいるバックアップセットを
選択してください。

p.819 の 「SQL Server の手動リ
カバリについて」 を参照してくだ
さい。

次の Microsoft SQL リストアオ
プションを設定してください。
［データベースは使用可能
な状態、トランザクションログ
または差分バックアップのリ
ストアは不可能］を選択しま
す。
■ ［既存のデータベースを上
書きする］を選択します。
■

p.223 の 「データの検索とリスト
アついて」 を参照してください。
手順 5

すべての Web アプリケーション すべての SharePoint Web ア
をリストアします。
プリケーションのバックアップ
セットを選択してください。
［はい。既存のデータベース上
にリストアします］を選択します。
p.223 の 「データの検索とリスト
アついて」 を参照してください。
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手順

処理

説明

手順 6

共有サービスアプリケーション
のデータベースをリストアしま
す。

次の共有サービスアプリケー
ションのデータベースをリストア
してください。
■

■

■

■

■

Business Data
Connectivity Service
Managed Metadata
Service
PerformancePoint Service
アプリケーション
Search Service アプリケー
ション
Secure Store Service

User Profile Service アプ
リケーション
■ Web Analytics Service ア
プリケーション
■ Word Automation
Services
■ Services¥State
Services¥Service DB 1
■

［はい。既存のデータベース上
にリストアします］を選択します。
p.223 の 「データの検索とリスト
アついて」 を参照してください。

メモ: 残りのリストアジョブのいく
つかは SharePoint サーバーと
の通信がまだ完全に確立され
ていないので失敗することがあ
ります。 これは想定された動作
です。 すべての手順が完了す
るまでリカバリ処理を続行してく
ださい。
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手順

処理

説明

手順 7

検索サービスをリストアします。 次のサービスをリストアしてくだ
さい。
SharePoint Foundation
Help Search¥Search
Instance¥Index Files 1
■ Search-DB 1
■

［はい。既存のデータベース上
にリストアします］を選択します。
p.223 の 「データの検索とリスト
アついて」 を参照してください。

メモ: コンピュータの再起動を
促すメッセージがジョブのログに
表示される場合があります。この
メッセージは無視しても問題あ
りません。
手順 8

SharePoint Configuration
SharePoint Configuration
V4-DB リソースをリストアします。 V4-DB リソースのバックアップ
セットを選択してください。
［はい。既存のデータベース上
にリストアします］を選択します。
p.223 の 「データの検索とリスト
アついて」 を参照してください。

手順 9

SharePoint サーバーを再起動 リストアジョブが完了した後、
します。
SharePoint サーバーを再起動
してください。 それから次の手
順に進んでください。

手順 10

残りの SharePoint リソースをリ SharePoint グローバル設定リ
ストアします。
ソースのバックアップセットを、
必要ならば選択してください。
p.223 の 「データの検索とリスト
アついて」 を参照してください。

手順 11

SharePoint サーバーをバック ディザスタリカバリが完了したら、
アップします。
シマンテック社はバックアップ
ジョブをできるだけ早く実行する
ことを推奨します。
p.149 の 「データのバックアップ
について」 を参照してください。
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障害発生後の Microsoft SharePoint 2007 データのリ
カバリ
ハードディスクのエラーが発生した後で Microsoft SharePoint サーバーをリカバリする
ために Agent for Microsoft SharePoint を使うことができます。 SharePoint データを
リカバリする前に、SharePoint サーバーのオペレーティングシステムをリカバリしてくださ
い。
Backup Exec の Simplified Disaster Recovery オプションを使うか、または手動でサー
バーのオペレーティングシステムをリカバリできます。
p.692 の 「Simplified Disaster Recoveryについて」 を参照してください。
p.623 の 「手動による Windows コンピュータのディザスタリカバリについて」 を参照してく
ださい。
Windows サーバーがリカバリされた後、SharePoint 2007 データをリカバリできます。
SharePoint データをリカバリするには、表の処理を順に完了してください。
表 G-5

障害発生後に SharePoint 2007 データをリカバリする方法

手順

処理

説明

手順 1

SharePoint が使う SQL インス
タンスの master データベース
と model データベースをリカバ
リします。 手動でサーバーのオ
ペレーティングシステムをリカバ
リした場合にこの手順を実行し
ます。

サーバーのオペレーティングシ
ステムをリカバリするために
Backup Exec の Simplified
Disaster Recovery オプション
を使った場合は、この手順をス
キップしてください。

手順 2

リカバリするメディアをインベン
トリ処理します。

p.413 の 「ストレージデバイスの
インベントリ」 を参照してくださ
い。

手順 3

リカバリするメディアをカタログし p.414 の 「ストレージデバイスの
ます。
カタログ登録」 を参照してくださ
い。

p.819 の 「SQL Server の手動リ
カバリについて」 を参照してくだ
さい。
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手順

処理

説明

手順 4

SharePoint が使う任意の SQL SharePoint が使う SQL インス
インスタンスの msdb データ
タンスの msdb データベースを
ベースをリストアします。
含んでいるバックアップセットを
選択してください。
次の Microsoft SQL リストアオ
プションを設定してください。
［データベースは使用可能
な状態、トランザクションログ
または差分バックアップのリ
ストアは不可能］を選択しま
す。
■ ［既存のデータベースを上
書きする］を選択します。
■

p.223 の 「データの検索とリスト
アついて」 を参照してください。
手順 5

SharePoint ファームコンポー
ネントをリストアします。

次の SharePoint コンポーネン
トのバックアップセットを選択し
ます。
■

Help Search サービス

■

WSS 管理

■

共有サービス Web アプリ
ケーション (適用可能な場
合)

［はい。既存のデータベース上
にリストアします］を選択します。
p.223 の 「データの検索とリスト
アついて」 を参照してください。
手順 6

SharePoint Web アプリケーショ 任意の SharePoint Web アプ
ンをリストアします。
リケーションのバックアップセッ
トを選択します。
p.223 の 「データの検索とリスト
アついて」 を参照してください。
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手順

処理

説明

手順 7

SharePoint Configuration
SharePoint Configuration
V3-DB リソースをリストアします。 V3-DB リソースのバックアップ
セットを選択します。
［はい。既存のデータベース上
にリストアします］を選択します。
p.223 の 「データの検索とリスト
アついて」 を参照してください。

手順 8

SharePoint サーバーを再起動 リストアジョブが完了した後、
します。
SharePoint サーバーを再起動
してください。 それから次の手
順に進んでください。

手順 9

残りの SharePoint リソースをリ SharePoint グローバル設定リ
ストアします。
ソースおよびシングルサインオ
ンデータベースのバックアップ
セットを、必要ならば選択しま
す。
p.223 の 「データの検索とリスト
アついて」 を参照してください。

手順 10

SharePoint サーバーをバック ディザスタリカバリが完了したら、
アップします。
シマンテック社はバックアップ
ジョブをできるだけ早く実行する
ことを推奨します。
p.149 の 「データのバックアップ
について」 を参照してください。
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H
Symantec Backup Exec
Agent for Oracle on
Windows or Linux Servers
この付録では以下の項目について説明しています。
■

Backup Exec Oracle Agent について

■

Oracle Agent のインストールについて

■

Windows コンピュータおよび Linux サーバーでの Oracle Agent の設定

■

Backup Exec サーバーの認証クレデンシャルについて

■

Oracle インスタンス情報の変更について

■

Oracle データベースのバックアップについて

■

Oracle リソースのリストアについて

■

Oracle Agent のトラブルシューティング

Backup Exec Oracle Agent について
Symantec Backup Exec Agent for Oracle on Windows or Linux Servers (Oracle
Agent) を使用すると、Oracle の Recovery Manager (RMAN) を使用して Oracle デー
タベースの保護を行うことができます。RMAN は Oracle データベースのバックアップ、リ
ストア、リカバリを管理するツールです。
Oracle Agent では、次の機能を利用できます。
■

Backup Exec または RMAN コンソールからデータベース管理者 (DBA) としてバック
アップ操作およびリストア操作を開始できます。
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DBA によって RMAN コンソールで行われる操作は、DBA 開始操作と呼ばれます。
RMAN について詳しくは Oracle のマニュアルを参照してください。
■

複数のデータストリームのサポートにより、バックアップおよびリストア時のパフォーマ
ンスを向上することができます。

■

RMAN のリカバリカタログのサポートにより、Oracle データベースのバックアップ、リス
トアおよびリカバリを管理することができます。

■

Oracle Real Application Clusters (RAC) がサポートされています。

次のものはサポートされていません。
■

Tivoli Storage Manager（TSM）デバイス（Oracle のバックアップジョブに対するスト
レージとしてはサポートされません）

■

Oracle Management Server

p.874 の 「Oracle Agent のインストールについて」 を参照してください。
p.875 の 「Windows コンピュータおよび Linux サーバーでの Oracle Agent の設定」 を
参照してください。

Oracle Agent のインストールについて
Oracle Agent は Agent for Applications and Databases の一部としてインストールさ
れ、ローカルまたはリモートの Oracle インスタンスを保護できます。
ローカルまたはリモートの Oracle インスタンスを保護するには、次の Backup Exec オプ
ションをインストールする必要があります。
■

リモートの Windows コンピュータ の Backup Exec Agent for Windows
メモ: Oracle サーバー上の旧バージョンの Agent for Windows をアップグレードし
た場合、アップグレード後に Oracle サーバーを再起動する必要があります。Oracle
サーバーを再起動するまで、Backup Exec ジョブは正常に完了できません。
p.79 の 「Agent for Windows のインストールについて」 を参照してください。

■

リモートの Linux コンピュータの Backup Exec Agent for Linux
p.1061 の 「Agent for Linux のインストールについて」 を参照してください。

■

Backup Exec サーバーの Backup Exec Oracle Agent
p.71 の 「ローカル Backup Exec サーバーへの Backup Exec 追加オプションのイン
ストール」 を参照してください。
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Windows コンピュータおよび Linux サーバーでの Oracle
Agent の設定
Oracle データベースをバックアップまたはリストアする前に、次の操作を実行する必要が
あります。
表 H-1

Windows コンピュータおよび Linux サーバーでの Oracle Agent の設
定

手順

処理

手順 1

Oracle Agent で Oracle インスタンスに関する
情報を設定する
p.876 の 「Windows コンピュータでの Oracle イ
ンスタンスの設定」 を参照してください。
p.881 の 「Linux サーバーでの Oracle インスタ
ンスの設定」 を参照してください。
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手順

処理

手順 2

Backup Exec サーバーのデータベースアクセス
を有効にする
Oracle インスタンス情報が変更されるか、または
新しい設定が追加される時はいつでも、Backup
Exec Agent ユーティリティを更新する必要があ
ります。 クレデンシャル情報が更新されていない
か正しくない場合、またはサーバーが停止して
いる場合は、バックアップジョブの実行時に［リ
ソースに接続できません］というエラーが表示さ
れることがあります。 このメッセージが表示され
た場合は、サーバーをオンラインにして、情報を
設定する必要があります。
Oracle RAC の場合、各ノード上で Backup Exec
Agent ユーティリティを実行して、インスタンスに
関する情報を追加します。 Oracle RAC ノードを
追加または削除する場合は、インスタンスへの変
更に関する情報を Backup Exec Agent ユーティ
リティに入力する必要があります。

メモ: Backup Exec Agent ユーティリティを使用
する場合、ログオンに使用するユーザーアカウ
ントは Oracle DBA グループのメンバーである必
要があります。
Backup Exec Agent ユーティリティを実行する
には、管理者権限が必要です。
p.880 の 「Windows コンピュータでの Oracle 操
作用のデータベースアクセスの有効化」 を参照
してください。
p.884 の 「Linux サーバーでの Oracle 操作用の
データベースアクセスの有効化」 を参照してくだ
さい。
手順 3

Oracle のための認証クレデンシャルを設定しま
す。
p.885 の 「Backup Exec サーバーの認証クレデ
ンシャルについて」 を参照してください。

Windows コンピュータでの Oracle インスタンスの設定
Backup Exec Agent ユーティリティを使用して Windows コンピュータの Oracle Agent
に対する Oracle インスタンス情報を設定できます。
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Windows コンピュータで Oracle インスタンスを設定する方法

1

Agent for Windows がインストールされているコンピュータのタスクバーで、［スター
ト］>［すべてのプログラム］>［Symantec Backup Exec］>［Backup Exec 2012 Backup
Exec Agent Utility］をクリックします。
Backup Exec Agent ユーティリティの実行中は、アイコンがシステムトレーに表示さ
れます。 このアイコンをダブルクリックすると、ユーティリティを表示できます。

2

［Oracle］タブで、［新規］をクリックします。
現在コンピュータ上に存在するインスタンスがタブに表示されます。

3

必要なオプションを設定します。
p.877 の 「Oracle Agent の設定オプション」 を参照してください。

4

［OK］をクリックします。

Oracle Agent の設定オプション
次の Oracle Agent の設定オプションを設定できます。
p.876 の 「Windows コンピュータでの Oracle インスタンスの設定」 を参照してください。
p.879 の 「Windows コンピュータでの Oracle インスタンスの編集」 を参照してください。
表 H-2

Oracle Agent の設定オプション

項目

説明

ローカルのインスタ
ンス名

Oracle インスタンスの名前を表示します。インスタンスの編集時にインスタン
ス名を変更することはできません。
Oracle RAC ノードの場合、各物理ノードの完全修飾ドメイン名を入力しま
す。
ノードのドメインネームの絶対表記は Backup and Restore タブのサーバー
のリストで現われます。
名前は、RAC-<dbname>-<dbid> の形式で表示されます。ここで、dbname
はデータベース名で、dbid はデータベース ID です。

ユーザー名

Oracle インスタンスのユーザー名を表示します。
Oracle インスタンスのクレデンシャルを変更した場合は、Oracle インスタン
スへの SYSDBA 権限を持つユーザーを入力しなければなりません。
Oracle RAC ノードの場合、すべてのノードに同じクレデンシャルを入力しま
す。

パスワード

Oracle インスタンスのユーザー名に対するパスワードを表示します。
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項目

説明

パスワードの確認入 確認のため、パスワードをもう一度表示します。
力
リカバリカタログを使 Oracle リカバリカタログの使用を指定します。
用する
Oracle Agent は、Oracle データベースのバックアップ、リストアおよびリカ
バリ管理での RMAN のリカバリカタログの使用をサポートしています。リカバ
リカタログを使用しない場合、RMAN は、メタデータの唯一のリポジトリとして
ソースデータベースの制御ファイルを使用します。
TNS 名

Oracle Net Service 名を表示します。

ユーザー名

Oracle リカバリカタログのユーザー名を表示します。

パスワード

Oracle リカバリカタログのパスワードを表示します。

パスワードの確認入 確認のため、リカバリカタログのパスワードをもう一度表示します。
力
Backup Exec サー DBA 開始バックアップジョブを送信する Backup Exec サーバーの名前また
バー名か IP アドレス は IP アドレスを表示します。
すべての操作で同じ形式の名前解決を使用する必要があります。
ジョブテンプレート名 DBA 開始ジョブでバックアップおよびリストア操作に使用する Backup Exec
ジョブテンプレートの名前を表示します。Backup Exec サーバーの［DBA 開
始ジョブの設定］ダイアログボックスでジョブテンプレートを作成します。 ジョ
ブテンプレートの指定を省略した場合は、デフォルトのジョブテンプレートが
使用されます。
p.475 の 「DBA 開始ジョブのためのテンプレートの作成」 を参照してくださ
い。

Windows コンピュータでの Oracle インスタンスの表示
Backup Exec Agent ユーティリティを使用して Windows サーバーの Oracle Agent に
対する Oracle インスタンス情報を表示できます。
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Windows コンピュータで Oracle インスタンスを表示する方法

1

Agent for Windows がインストールされているコンピュータのタスクバーで、［スター
ト］>［すべてのプログラム］>［Symantec Backup Exec］>［Backup Exec 2012 Backup
Exec Agent Utility］をクリックします。

2

［Oracle］タブで、コンピュータに現在存在するインスタンスを表示します。
p.879 の 「Backup Exec Agent ユーティリティの［Oracle］オプション」 を参照してくだ
さい。

3

［OK］をクリックします。

Backup Exec Agent ユーティリティの［Oracle］オプション
Backup Exec Agent ユーティリティの次の［Oracle］オプションを設定できます。
p.878 の 「Windows コンピュータでの Oracle インスタンスの表示」 を参照してください。
表 H-3

Backup Exec Agent ユーティリティの［Oracle］オプション

項目

説明

インスタンス

Oracle インスタンスの名前を表示します。

ユーザー名

Oracle インスタンスのユーザー名を表示します。

リカバリカタログ

リカバリカタログの名前を表示します。

Backup Exec サーバー

DBA 開始バックアップジョブを送信する Backup
Exec サーバーの名前または IP アドレスを表示
します。

ジョブテンプレート

DBA 開始ジョブのテンプレートの名前を表示し
ます。
p.890 の 「Oracle の DBA 開始バックアップジョ
ブの実行について」 を参照してください。

新規

Oracle インスタンスを追加できます。

編集

Oracle インスタンスを修正できます。

削除

Oracle インスタンスを削除できます。

Windows コンピュータでの Oracle インスタンスの編集
Backup Exec Agent ユーティリティを使用して Windows コンピュータの Oracle Agent
に対する Oracle インスタンス情報を修正できます。
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Windows コンピュータで Oracle インスタンスを編集する方法

1

Agent for Windows がインストールされているコンピュータのタスクバーで、［スター
ト］>［すべてのプログラム］>［Symantec Backup Exec］>［Backup Exec 2012 Backup
Exec Agent Utility］をクリックします。
Backup Exec Agent ユーティリティの実行中は、アイコンがシステムトレーに表示さ
れます。 このアイコンをダブルクリックすると、ユーティリティを表示できます。

2

［Oracle］タブで、［編集］をクリックします。
現在コンピュータ上に存在するインスタンスがタブに表示されます。

3

適切なオプションを編集します。
p.877 の 「Oracle Agent の設定オプション」 を参照してください。

4

［OK］をクリックします。

Windows コンピュータでの Oracle インスタンスの削除
Backup Exec Agent ユーティリティを使用して Windows コンピュータの Oracle Agent
に対する Oracle インスタンスを削除できます。
Windows コンピュータで Oracle インスタンスを削除する方法

1

Agent for Windows がインストールされているコンピュータのタスクバーで、［スター
ト］>［すべてのプログラム］>［Symantec Backup Exec］>［Backup Exec 2012 Backup
Exec Agent Utility］をクリックします。
Backup Exec Agent ユーティリティの実行中は、アイコンがシステムトレーに表示さ
れます。 このアイコンをダブルクリックすると、ユーティリティを表示できます。

2

［Oracle］タブで、［削除］をクリックします。
現在コンピュータ上に存在するインスタンスがタブに表示されます。

3

［OK］をクリックします。

Windows コンピュータでの Oracle 操作用のデータベースアクセスの有
効化
Oracle インスタンスを設定した後、Windows コンピュータのためのデータベースアクセ
スを有効にするには Backup Exec Agent ユーティリティを使います。
p.888 の 「Oracle データベースのバックアップについて」 を参照してください。
p.889 の 「Oracle RAC データベースのバックアップについて」 を参照してください。
p.475 の 「DBA 開始ジョブのためのテンプレートの作成」 を参照してください。
p.446 の 「バックアップジョブのデフォルト設定」 を参照してください。
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Windows コンピュータで Oracle 操作用のデータベースアクセスを有効にする方法

1

Agent for Windows がインストールされているコンピュータのタスクバーで、［スター
ト］>［すべてのプログラム］>［Symantec Backup Exec］>［Backup Exec 2012 Backup
Exec Agent Utility］をクリックします。
Backup Exec Agent ユーティリティの実行中は、アイコンがシステムトレーに表示さ
れます。 このアイコンをダブルクリックすると、ユーティリティを表示できます。

2

［データベースアクセス］タブで、必要なオプションを設定します。
p.731 の 「Backup Exec Agent ユーティリティの［データベースアクセス］オプション
」 を参照してください。

3

［OK］をクリックします。

4

Oracle RAC 環境の場合、公開先の完全修飾ドメイン名を入力します。
公開先の Backup Exec サーバーでは、［バックアップとリストア］タブのサーバーリス
トに RAC データベースが表示されます。
公開先の完全修飾ドメイン名の指定を省略した場合、RAC データベースはサーバー
のリストに表示されません。
p.726 の 「Agent for Windows の Backup Exec サーバーへの公開について」 を参
照してください。

5

Backup Exec サーバーで、データベースアクセスを有効にした Oracle サーバーの
名前およびユーザー名を認証クレデンシャルの Backup Exec サーバーのリストに
追加します。
p.885 の 「Backup Exec サーバーの認証クレデンシャルについて」 を参照してくださ
い。

Linux サーバーでの Oracle インスタンスの設定
Backup Exec Agent ユーティリティを使用して Linux サーバーの Oracle Agent に対す
る Oracle インスタンス情報を設定できます。
Linux サーバーで Oracle インスタンスを設定する方法

1

Oracle インスタンスがインストールされている Linux サーバーで、ターミナルウィン
ドウを開きます。

2

次のディレクトリに移動します。
cd /opt/VRTSralus/bin

3

Backup Exec Agent ユーティリティを起動します。
./AgentConfig

4

2 と入力して［Oracle インスタンスの情報を設定します］を選択し、Enter キーを押し
ます。
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5

1 と入力して［新しい Oracle インスタンスを追加して保護します］オプションを選択
し、Enter キーを押します。

6

Oracle インスタンスの名前を大文字で入力します。
たとえば、ORACLENAME と入力します。

7

Oracle インスタンスのユーザー名を入力します。
Oracle インスタンスのクレデンシャルを変更した場合は、このフィールドでクレデン
シャルを更新する必要があります。Oracle RAC ノードの場合、すべてのノードに同
じクレデンシャルを入力します。
Backup Exec Agent ユーティリティを使用してインスタンスの Oracle クレデンシャル
を入力するときに、ログオンに使用しているユーザーアカウントが Oracle DBA グルー
プのメンバーである場合は、クレデンシャルを検証できません。クレデンシャルが正
しくない場合、バックアップジョブの実行時に［リソースに接続できません］というエ
ラーが表示される場合があります。

8

［バックアップとリストア］タブのにある Backup Exec サーバーのサーバーリストに
Oracle データベースを表示するには、リモートコンピュータの公開先の Backup Exec
サーバー名または IP アドレスを入力します。

9

プロンプトが表示されたら、リカバリカタログを使用するかどうかを指定します。
Oracle Agent は、Oracle データベースのバックアップ、リストアおよびリカバリ管理
での RMAN のリカバリカタログの使用をサポートしています。リカバリカタログを使用
しない場合、RMAN は、メタデータの唯一のリポジトリとしてソースデータベースの制
御ファイルを使用します。
リカバリカタログを指定する場合は、Backup Exec サーバーからバックアップジョブ
を実行する前に、バックアップするデータベースをリカバリカタログに登録する必要
があります。

10 リカバリカタログを使用するには、リカバリカタログ名とリカバリカタログのユーザー名
およびパスワードを入力します。

11 カスタマイズした DBA 開始ジョブの設定テンプレートを使用するには、テンプレート
の名前を入力します。
p.475 の 「DBA 開始ジョブのためのテンプレートの作成」 を参照してください。

12 次のいずれかを実行します。
設定ファイルに新し Y と入力し、Enter キーを押します。
いエントリをコミットす
る
このエントリをキャン N と入力し、Enter キーを押します。
セルする
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Linux サーバーでの Oracle インスタンスの表示
Backup Exec Agent ユーティリティを使用して Linux サーバーの Oracle Agent に対す
る Oracle インスタンス情報を表示できます。
次の情報が表示されます。
■

インスタンスの名前

■

インスタンスのログオン名

■

DBA 開始操作用のデフォルトの Backup Exec サーバーの IP アドレス

■

DBA 開始ジョブのテンプレートの名前

Linux サーバーで Oracle インスタンスを表示する方法

1

Oracle インスタンスがインストールされている Linux サーバーで、ターミナルウィン
ドウを開きます。

2

次のディレクトリに移動します。
cd /opt/VRTSralus/bin

3

Backup Exec Agent ユーティリティを起動します。
./AgentConfig

4

4 と入力します。

Linux サーバーでの Oracle インスタンスの編集
Backup Exec Agent ユーティリティを使用して Linux サーバーの Oracle Agent に対す
る Oracle インスタンス情報を修正できます。
Linux コンピュータで Oracle インスタンスを編集する方法

1

Oracle インスタンスがインストールされている Linux サーバーで、ターミナルウィン
ドウを開きます。

2

次のディレクトリに移動します。
cd /opt/VRTSralus/bin

3

Backup Exec Agent ユーティリティを起動します。
./AgentConfig

4

2 と入力して［Oracle インスタンスの情報を設定します］を選択し、Enter キーを押し
ます。
現在コンピュータ上に存在するインスタンスが検出されます。

5

2 と入力します。

6

プロンプトに従います。
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Linux サーバーでの Oracle インスタンスの削除
Backup Exec Agent ユーティリティを使用して Linux サーバーの Oracle Agent に対す
る Oracle インスタンスを削除できます。
p.875 の 「Windows コンピュータおよび Linux サーバーでの Oracle Agent の設定」 を
参照してください。
Linux サーバーの Oracle Agent の Oracle インスタンスを削除する方法

1

Oracle インスタンスがインストールされている Linux サーバーで、ターミナルウィン
ドウを開きます。

2

次のディレクトリに移動します。
cd /opt/VRTSralus/bin

3

Backup Exec Agent ユーティリティを起動します。
./AgentConfig

4

2 と入力して［Oracle インスタンスの情報を設定します］を選択し、Enter キーを押し
ます。
現在コンピュータ上に存在するインスタンスが検出されます。

5

3 と入力します。

6

プロンプトに従います。

Linux サーバーでの Oracle 操作用のデータベースアクセスの有効化
Oracle インスタンスを設定した後、Linux サーバーのためのデータベースアクセスを有
効にするには Backup Exec Agent ユーティリティを使います。
p.886 の 「Backup Exec サーバーでの Oracle 操作のための認証クレデンシャルの設定」
を参照してください。
p.888 の 「Oracle データベースのバックアップについて」 を参照してください。
p.889 の 「Oracle RAC データベースのバックアップについて」 を参照してください。
p.475 の 「DBA 開始ジョブのためのテンプレートの作成」 を参照してください。
p.446 の 「バックアップジョブのデフォルト設定」 を参照してください。
Linux サーバーで Oracle 操作用のデータベースアクセスを有効にする方法

1

Oracle インスタンスがインストールされている Linux サーバーで、ターミナルウィン
ドウを開きます。

2

次のディレクトリに移動します。
cd /opt/VRTSralus/bin
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3

Backup Exec Agent ユーティリティを起動します。
./AgentConfig

4

1 と入力して［データベースアクセスを設定します］を選択し、Enter キーを押します。

5

Linux システムの beoper グループに存在するユーザー名を入力します。
p.1064 の 「Agent for Linux の Backup Exec オペレータグループについて」 を参照
してください。
Oracle リソースのバックアップ時に認証に失敗すると、バックアップジョブは失敗し
ます。リストアジョブでバックアップセットの参照時に認証に失敗すると、バックアップ
セットが使用できなくなるため、DBA 開始リストアジョブを実行してデータをリストアす
る必要があります。

6

このログオンアカウントのパスワードを入力し、確認のためもう一度入力します。
ログオンクレデンシャルは、このコンピュータに格納されません。

7

プロンプトが表示されたら、Oracle 操作時にこのコンピュータと Backup Exec サー
バー間の通信を確立するためにカスタムポートを使用するかどうかを指定します。
デフォルトでは、ポート 5633 が使用されます。このコンピュータのポート番号を変更
する場合は、Backup Exec サーバーのポート番号も変更する必要があります。その
後、Backup Exec サーバー上の Backup Exec Job Engine サービスを再起動しま
す。Windows のファイアウォールが有効になっている場合は、例外としてこのポー
トを追加する必要があります。
p.460 の 「ネットワークとセキュリティのオプションの変更」 を参照してください。

8

次のいずれかを実行します。
設定ファイルに
Y と入力し、Enter キーを押します。
Oracle 操作の設定
をコミットする
このエントリをキャン N と入力し、Enter キーを押します。
セルする

Backup Exec サーバーの認証クレデンシャルについて
Backup Exec サーバーで、Oracle の完全修飾ドメイン名とログオンアカウント名を Oracle
サーバーと認証クレデンシャルのリストに追加する必要があります。Backup Exec サー
バーには、認証リストに含まれる Oracle インスタンスでの操作に対するデータベースアク
セス権限があります。バックアップまたはリストアを開始する前に、Oracle インスタンスが
インストールされているコンピュータ上で、Backup Exec Agent ユーティリティを使用して
インスタンス情報とデータベースアクセスを設定します。
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ログオンアカウント名には、Oracle サーバーに対する管理者権限が与えられている必要
があります。ユーザー名が正しくないか指定されていない場合、または適切な権限が与
えられていない場合、そのコンピュータに対して Oracle のバックアップまたはリストア操
作を実行できません。
メモ: Oracle RAC ノードの場合、ログオンアカウント名に完全修飾ドメイン名を入力しま
す。ノードの完全修飾ドメイン名は、［バックアップとリストア］タブのサーバーリストに表示
できます。名前は、RAC-<database name>-<database ID> の形式で表示されます。
p.875 の 「Windows コンピュータおよび Linux サーバーでの Oracle Agent の設定」 を
参照してください。
p.886 の 「Backup Exec サーバーでの Oracle 操作のための認証クレデンシャルの設定」
を参照してください。
p.887 の 「Backup Exec サーバーの認証クレデンシャルのリストからの Oracle サーバー
の削除」 を参照してください。

Backup Exec サーバーでの Oracle 操作のための認証クレデンシャルの
設定
Backup Exec サーバーに操作用のデータベースアクセスを設定するには、リストに Oracle
サーバーを追加する必要があります。
p.885 の 「Backup Exec サーバーの認証クレデンシャルについて」 を参照してください。
p.888 の 「Oracle インスタンス情報の変更について 」 を参照してください。
Backup Exec サーバーで Oracle 操作のための認証クレデンシャルを設定する方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックして［構成と設定］を選択し、次に［Backup Exec の
設定］をクリックします。

2

左側のペインで、［Oracle］をクリックします。

3

インスタンスがインストールされている Oracle サーバーの名前を入力します。
Oracle サーバーの名前は Oracle リソースを表示するサーバーの名前と一致しま
す。 シマンテック社は完全修飾ドメイン名を入力することを推奨します。たとえば、
Servername.domain.com は完全修飾ドメイン名であり、Servername は NetBIOS
名です。 Oracle RAC ノードの場合、リスト内の各ノードに対して RAC のデータベー
ス名とデータベース ID を入力します。

4

［追加］をクリックします。
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5

ログオンアカウント名を追加するには、次のいずれかを実行します。
矢印をクリックする

追加するログオンアカウント名を選択します。

<新しいログオンアカ 必要なオプションを入力します。
ウント> をクリックする
p.499 の 「［ログオンクレデンシャルの追加］オプション」 を参照してくだ
さい。

Backup Exec Agent ユーティリティの［データベースアクセス］タブでログオンアカウ
ント名を入力した形式と同じ形式のログオンアカウントを使用します。たとえば、Backup
Exec Agent ユーティリティで Domainname&#165;Username の形式で入力した
場合、認証クレデンシャルのリストでも同じ形式を使用します。

6

［OK］をクリックします。

Oracle ジョブの設定オプション
Backup Exec サーバーで、Oracle の完全修飾ドメイン名とログオンアカウント名を Oracle
サーバーと認証クレデンシャルのリストに追加する必要があります。
p.885 の 「Backup Exec サーバーの認証クレデンシャルについて」 を参照してください。
表 H-4

Oracle サーバーの認証クレデンシャルのオプション

項目

説明

サーバー名

Oracle サーバーの名前を表示します。

ログオンアカウント

Oracle サーバーに対する権限があるログオンア
カウントの名前を表示します。

追加

リストに完全修飾ドメイン名とログオンアカウント
クレデンシャルを追加できます。

削除

完全修飾ドメイン名とログオンアカウントクレデン
シャルを削除できます。

Backup Exec サーバーの認証クレデンシャルのリストからの Oracle サー
バーの削除
Backup Exec サーバーで認証クレデンシャルのリストから Oracle サーバー名またはログ
オンアカウントを削除できます。
p.885 の 「Backup Exec サーバーの認証クレデンシャルについて」 を参照してください。
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Backup Exec サーバーの認証クレデンシャルのリストから Oracle サーバーを削除する
方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックして［構成と設定］を選択し、次に［Backup Exec の
設定］をクリックします。

2

左側のペインで、［Oracle］をクリックします。

3

削除するサーバー名またはログオンアカウントを含む項目を選択します。

4

［削除］をクリックします。

5

［OK］をクリックします。

Oracle インスタンス情報の変更について
インスタンスのユーザー名やパスワードなどの Oracle インスタンス情報を変更した場合
は、Backup Exec Agent ユーティリティを更新する必要があります。
Oracle RAC ノードを追加または削除する場合は、インスタンスへの変更に関する情報を
Backup Exec Agent ユーティリティに入力する必要があります。 変更を入力すると、その
内容が Backup Exec サーバーによって検出されます。
Backup Exec Agent ユーティリティで変更を更新しない場合、バックアップジョブの実行
時に［リソースに接続できません］というエラーが表示される場合があります。
p.875 の 「Windows コンピュータおよび Linux サーバーでの Oracle Agent の設定」 を
参照してください。

Oracle データベースのバックアップについて
Oracle データベースのバックアップ前に、次の事項を確認してください。
■

バックアップまたはリストアを実行する前に、Oracle サーバー上で Backup Exec Agent
ユーティリティを実行して、インスタンスに関する情報を追加する必要があります。
Oracle インスタンス情報を変更した場合は、Backup Exec Agent ユーティリティを更
新する必要があります。変更を入力すると、その内容が Backup Exec サーバーによっ
て検出されます。
p.875 の 「Windows コンピュータおよび Linux サーバーでの Oracle Agent の設定」
を参照してください。

■

バックアップ処理では、バックアップされたデータ量がディスク上の Oracle ファイルの
サイズと等しくない場合があります。 これは正常な状態です。 Backup Exec では、選
択されたデータファイルとともに制御ファイルのコピーがバックアップされます。

■

Central Admin Server Option 環境では、特定の Oracle インスタンスのすべての
バックアップジョブは、同じ管理対象 Backup Exec サーバーに委任する必要があり
ます。 同じ管理対象 Backup Exec サーバーにバックアップジョブを限定しない場合
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は、データのリストア前に、バックアップセットを含む物理メディアを単一の管理対象
Backup Exec サーバーに移動する必要があります。
p.1016 の 「バックアップに使用する Backup Exec サーバープールの選択」 を参照して
ください。
■

Oracle データベースが Oracle の自動ストレージ管理 (ASM) を使用して設定されて
いるボリュームに存在する場合、ファイルシステムのバックアップでそのボリュームを選
択することはできません。
このようなボリュームを選択しようとすると、次のメッセージが表示されます。
An error was encountered while attempting to browse the
contents of <drive>. A device-specific error occurred.

■

バックアップ選択項目を選択する前に、データベースがマウント状態またはオープン
状態になっている必要があります。

■

アーカイブログを［バックアプとリストア］タブのサーバーリストに表示するには、データ
ベースを ARCHIVELOG モードにしておく必要があります。

バックアップジョブでデータベースを選択できるように、Oracle データベースを［バックアッ
プとリストア］タブのサーバーリストに追加できます。すべての Oracle のバックアップジョ
ブについて、バックアップジョブのデフォルトオプションを設定できます。バックアップジョ
ブを作成すると、各ジョブで個別にオプションを変更しないかぎり、そのジョブではデフォ
ルトのオプションが使用されます。
p.151 の 「サーバーリストについて」 を参照してください。
p.156 の 「データのバックアップ」 を参照してください。
p.891 の 「Oracle のバックアップオプション 」 を参照してください。
p.889 の 「Oracle RAC データベースのバックアップについて」 を参照してください。
p.890 の 「Oracle の DBA 開始バックアップジョブの実行について」 を参照してください。

Oracle RAC データベースのバックアップについて
Oracle Real Application Clusters (RAC) は、共有ストレージを使用したアクティブ/アク
ティブクラスタです。これにより、複数のインスタンスが単一の物理データベースを共有で
きます。クラスタ内のすべてのノードからデータベースにアクセスできるため、任意のノー
ドからバックアップ、リストアまたはリカバリを開始できます。バックアップジョブでデータ
ベースを選択できるように、Oracle RAC データベースを［バックアップとリストア］タブの
サーバーリストに追加できます。
Oracle RAC リソースのバックアップの必要条件を次に示します。
■

バックアップまたはリストアを実行する前に、各ノード上で Backup Exec Agent ユー
ティリティを実行して、インスタンスに関する情報を追加する必要があります。
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RAC ノードを追加または削除する場合は、影響を受けるインスタンスに関する情報で
Backup Exec Agent ユーティリティを更新する必要があります。変更を入力すると、
その内容が Backup Exec サーバーによって検出されます。
p.875 の 「Windows コンピュータおよび Linux サーバーでの Oracle Agent の設定」
を参照してください。
■

バックアップ項目の選択時に、RAC の完全修飾ドメイン名を選択する必要がありま
す。
クラスタ内の各ノードは、同じ完全修飾ドメイン名を使用します。 ノードのドメインネー
ムの絶対表記は Backup and Restore タブのサーバーのリストで現われます。名前
は、RAC-<database name>-<database ID> の形式で表示されます。

Oracle RAC のバックアップは、標準の Oracle データベースのバックアップに類似して
います。
ただし、次のような相違点があります。
■

デフォルトでは、Oracle RAC 内の各ノードは、それぞれのアーカイブログをローカル
に保存します。 アーカイブログの有効なバックアップを作成するには、各アーカイブ
ログを個別にバックアップします。 また、アーカイブログを共有ストレージに移動して
バックアップすることもできます。

■

クラスタを構成する各ノードには、優先度が割り当てられます。 Backup Exec は、最
も優先度の高いノードに接続してデータベースをバックアップします。 ノードへの接
続時には、完全修飾ドメイン名が使用されます。

p.151 の 「サーバーリストについて」 を参照してください。
p.156 の 「データのバックアップ」 を参照してください。
p.891 の 「Oracle のバックアップオプション 」 を参照してください。
p.888 の 「Oracle データベースのバックアップについて」 を参照してください。
p.890 の 「Oracle の DBA 開始バックアップジョブの実行について」 を参照してください。

Oracle の DBA 開始バックアップジョブの実行について
データベース管理者 (DBA) は、RMAN コンソールから Oracle のバックアップまたはリス
トアを開始できます。RMAN コンソールからバックアップおよびリストアを実行するための
サンプルスクリプトは、次の場所にインストールされています。
¥Program Files¥Symantec¥Backup Exec¥scripts¥Oracle

RMAN コンソールを使用する方法について詳しくは Oracle のマニュアルを参照してくだ
さい。
RMAN コンソールから Oracle のバックアップジョブを開始する前に、次の事項を確認し
てください。
■

Oracle Agent の設定に関するすべての準備を完了しておきます。
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p.875 の 「Windows コンピュータおよび Linux サーバーでの Oracle Agent の設定」
を参照してください。
■

RMAN コンソールを終了していない場合、または新しい手動チャネルがコンソール
に割り当てられていない場合、チャネルは解放されません。
p.898 の 「Oracle Agent のトラブルシューティング」 を参照してください。

■

RMAN では、SKIP INACCESSIBLE オプションを使用して、破損したデータおよびロ
グファイルをスキップできます。このオプションを指定したジョブは正常に終了します
が、このデータをリストアすると、データベースが使用できない状態になる可能性があ
ります。SKIP INACCESSIBLE オプションは、Backup Exec サーバー操作には使用
できません。バックアップジョブの実行中に破損したデータまたはログファイルが見つ
かると、ジョブは失敗します。このオプションを使用しないことをお勧めします。

■

CASO 環境では、DBA 開始ジョブのテンプレートで選択する宛先ストレージは、集中
管理サーバーにローカルに接続されている必要があります。
宛先デバイスにストレージデバイスプールが含まれる場合は、そのプール内のすべ
てのストレージが集中管理サーバーにローカルに接続されている必要があります。

p.888 の 「Oracle インスタンス情報の変更について 」 を参照してください。
p.888 の 「Oracle インスタンス情報の変更について 」 を参照してください。
p.888 の 「Oracle データベースのバックアップについて」 を参照してください。
p.473 の 「DBA 開始ジョブテンプレートについて」 を参照してください。

Oracle のバックアップオプション
次のオプションは Oracle のバックアップジョブに利用可能です。これらのオプションは
［バックアップジョブのデフォルト］ダイアログボックスとバックアップジョブの［バックアップ
オプション］ダイアログボックスの Oracle オプションを選択すると表示されます。
p.888 の 「Oracle データベースのバックアップについて」 を参照してください。
p.156 の 「データのバックアップ」 を参照してください。
p.446 の 「バックアップジョブのデフォルト設定」 を参照してください。
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表 H-5
項目

Oracle のバックアップオプション
説明

複数のデータスト
バックアップジョブで使用できる最大デバイス数を指定します。
リームをサポートする 複数のデバイスを指定する場合は、バックアップジョブのバックアップ先スト
リソースで使用する レージとして次のいずれかを選択する必要があります。
最大デバイス数
■ ストレージプール
■

2 つ以上の同時並行処理が有効になっている、以前のディスクへのバッ
クアップフォルダ

バックアップジョブで使用できるストレージデバイスが 1 つのみの場合、RMAN
からのデータストリームは、メディアに逐次バックアップされます。
この機能は、DBA 開始ジョブで利用できません。
最小デバイス数 (利 ジョブで使用できる最小ストレージデバイス数を指定します。
用可能なデバイスが
最小数のデバイスを使用できない場合、ジョブは失敗します。
この数よりも少ない
場合はジョブを終了 この機能は、DBA 開始ジョブで利用できません。
する)
バックアップ済みの バックアップ後にアーカイブログファイルを自動的に削除できます。
アーカイブログファイ
ルを削除する
バックアップ済みの 以前にバックアップしたアーカイブログファイルを Backup Exec がスキップ
アーカイブログファイ することを可能にします。
ルをバックアップしな
い
オフラインバックアッ バックアップジョブを開始する前に Backup Exec がデータベースをオフライ
プを実行する
ンにすることを可能にします。 データベースは、バックアップジョブの完了後
にオンラインになります。
Oracle データベースがアーカイブされていないロギングされたデータベー
スである場合は、このオプションを選択してください。

Oracle リソースのリストアについて
Oracle Agent を使用すると Oracle データベース、Oracle 表領域、Oracle データファイ
ルをリストアできます。元の場所に項目をリストアするか、新しい場所にリストア先を変更で
きます。Backup Exec で選択したリストア選択項目は、スクリプトに変換されます。RMAN
は、そのスクリプトを使用して、Backup Exec バックアップセットからリストアする項目を判
別します。データが Oracle サーバーにリストアされると、要求されたリカバリおよびリスト
アが RMAN によって実行されます。実行されるリカバリおよびリストアは、選択したオプ
ションによって決定されます。
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リカバリ処理によっては、 Backup Exec サーバーのメディアが不要な場合があります。た
とえば、REDO ログは Oracle サーバーに存在している場合があります。リストア処理で
は、リストアされたデータ量は、バックアップされたデータ量と等しくない場合があります。
また、リストアされたデータ量が 0 バイトを示す場合もあります。Oracle では、ディスク上
の最新のデータファイルがスキップされる場合があるため、これは正常な状態です。
データベース全体または表領域やデータファイルで完全なリカバリを実行する場合は、リ
カバリするデータベースまたはファイルのバックアップをリストアする必要があります。その
後、オンライン REDO ログまたはアーカイブ REDO ログ、あるいはその両方を適用する必
要があります。Backup Exec サーバーと DBA の両方から開始されたジョブの場合、要求
したリストアおよびリカバリの実行に必要な Backup Exec の特定のデータが RMAN で判
別されます。
メモ: Backup Exec では、サーバー開始操作による Oracle 表領域の時刻を指定したリス
トア (TSPITR) はサポートされていません。
Oracle のリストア選択項目は、リストアウィザードの［リソースビュー］でのみ選択できます。
［詳細ビュー］バックアップセットが表示されますが、内容を参照または選択することはで
きません。
［リソースビュー］では、オンラインデータベースまたは制御ファイルからリストア選択項目
を指定できます。
表 H-6

Oracle リソースのリストア選択項目

表示するリストア 説明
データの場所
オンラインのデータ
ベース

ライブデータベースのビューが表示されます (利用可能な場合)。データベー
ス全体または個別の表領域およびデータファイルを選択できます。

メモ: Oracle RAC の場合、その完全修飾ドメイン名の下に Oracle データ
ベースが表示されます。 名前は、RAC-<database name>-<database ID>
の形式で表示されます。
制御ファイル

すべての制御ファイルのバックアップが一覧表示されます。各制御ファイル
には、バックアップされた日付と制御ファイルのピース ID が表示されます。
個別の表領域またはデータファイルを選択してリストアを行うことはできませ
ん。

注意: 制御ファイルを使用して指定した時点までのリカバリを実行する場合
は、制御ファイルのバックアップの日付が、指定したリカバリ時点より前であ
ることを確認してください。2 つの時点の間にデータベース構造が変更され
ていないことも確認してください。また、制御ファイルをリストアすると、データ
ベース全体が、リストアされた制御ファイルのバックアップの時点に戻ります。
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p.223 の 「データの検索とリストアついて」 を参照してください。

Oracle の DBA 開始リストアについて
DBA は、RMAN コンソールからリストアジョブを直接開始できます。たとえば、リストアす
るリソースおよびリストアジョブに割り当てるチャネルの数を指定することができます。RMAN
コンソールを使用する方法について詳しくは Oracle のマニュアルを参照してください。
すべての DBA 開始リストアジョブは、完了後に削除されます。
メモ: DBA 開始リストアジョブを使用してオンラインのデータファイル、表領域またはデー
タベースをリストアしようとすると、RMAN コンソールにメッセージが表示されます。このメッ
セージは、Oracle ではそれらの項目がオンラインの場合はリストアを実行できないことを
通知します。ただし、このメッセージは Backup Exec にはレポートされません。そのため、
DBA 開始リストアジョブは、Backup Exec では正常に完了したものとしてレポートされま
す。

Oracle データのリストア先の変更について
Backup Exec では、Oracle インスタンスまたはそのファイルのリストア先を次のように変更
できます。
■

Oracle インスタンスのリストア先を別の Oracle サーバーに変更する
メモ: インスタンスのリストア先を別の Oracle サーバーに変更する場合は、同じ名前
およびデータベース ID (DBID) のインスタンスがそのサーバーで設定されていること
を確認します。 データベースは、ノーマウント状態である必要があります。 同じ名前
およびデータベース ID のインスタンスを作成する方法について詳しくは Oracle のマ
ニュアルを参照してください。

■

Oracle インスタンスのリストア先を別の Oracle サーバーに変更し、Oracle ファイルの
代替パスを指定する

■

表領域、データファイルおよびアーカイブログのリストア先を、元のサーバーにある代
替の場所に変更する

リストア先を変更する際は、一度に 1 つのみのインスタンスを選択することをお勧めしま
す。
p.223 の 「データの検索とリストアついて」 を参照してください。
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元の Oracle サーバーを使用した Oracle インスタンスおよびデータベー
スの完全なリカバリの必要条件
Oracle インスタンスまたはデータベースを完全に損失、削除または破損した場合、同じ
Oracle サーバーを使用してリカバリできます。 同じサーバー名と SID 名を使う新しい物
理サーバーを設定するときにもこれらの手順を使うことができます。
この手順を使用してリカバリを正常に実行するには、次の項目が必要です。
元の Oracle サーバーを使用してリカバリする場合の必要条件

表 H-7
項目

説明

データベース ID

データベース ID が不明な場合は、ログオン後に Backup Exec ジョブログま
たは RMAN で確認できます。

制御ファイルのピー ［Oracle］ノードの下にある［制御ファイル］サブノードの Backup Exec リスト
ス ID
アビューで、制御ファイルのピース ID を確認できます。
Oracle システムの完 Oracle システムの完全バックアップには、次のものを含める必要があります。
全バックアップ
■ 制御ファイル

元の Oracle サー
バー

■

データファイル

■

アーカイブログ

ディザスタリカバリ手順 1 を使用して Oracle システムを正常にリカバリする
には、元の Oracle サーバーにリストアする必要があります。

元の Oracle サーバーを使用した Oracle インスタンスおよびデータベー
スの完全なリカバリ
Oracle インスタンスまたはデータベースを完全に損失、削除または破損した場合、同じ
Oracle サーバーを使用してリカバリできます。
p.895 の 「元の Oracle サーバーを使用した Oracle インスタンスおよびデータベースの完
全なリカバリの必要条件」 を参照してください。
元の Oracle サーバーを使用して Oracle インスタンスおよびデータベースの完全なリカ
バリを実行する方法

1

損失した元のデータベースで使用していた名前と同じ名前を使用して、Oracle デー
タベースを再作成します。

2

pwd<SID>.ora ファイルを検索し、名前を変更します。

3

新しい pwd<SID>.ora ファイルを作成するには、次に示す順序で操作を実行しま
す。
■

コマンドプロンプトを開きます。
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■

次のコマンドを入力します。
orapwd file=path¥pwdsid.ora password=<password>

4

次のコマンドを示した順に入力します。
■ RMAN
■ CONNECT TARGET <sys/password@sid>;
■ SHUTDOWN ABORT;
■ STARTUP NOMOUNT;
■ SET DBID<dbid ID>;

5

Backup Exec サーバーで、Backup Exec リストアウィザードを起動します。

6

リストアする制御ファイルを選択します。
リカバリ部分のアーカイブログで一貫性がとれていないために、リストアジョブが失敗
します。 これは、ディザスタリカバリ時の正常な状態です。

7

リストアジョブが完了したら、Backup Exec を終了します。

8

Oracle サーバーのコマンドプロンプトで次の行を入力します。
Alter database open resetlogs

9

コマンドプロンプトを閉じます。

元の Oracle サーバー以外のコンピュータへの Oracle インスタンスまた
はデータベースの完全なリカバリの必要条件
Oracle インスタンスまたはデータベースを完全に損失、削除または破損した場合、元の
Oracle サーバー以外のコンピュータにインスタンスとデータベースをリストアできます。
p.895 の 「元の Oracle サーバーを使用した Oracle インスタンスおよびデータベースの完
全なリカバリ」 を参照してください。
この手順を使用してリカバリを正常に実行するには、次の項目が必要です。
表 H-8

新しいまたは別の Oracle サーバーを使用してリカバリする場合の必
要条件

項目

説明

データベース ID

データベース ID が不明な場合は、ログオン後に Backup Exec ジョブログま
たは RMAN で確認できます。

制御ファイルのピー ［Oracle］ノードの下にある［制御ファイル］サブノードの Backup Exec リスト
ス ID
アビューで、制御ファイルのピース ID を確認できます。
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項目

説明

Oracle システムの完 Oracle システムの完全バックアップには、次のものを含める必要があります。
全バックアップ
■ 制御ファイル
■

データファイル

■

アーカイブログ

元の Oracle サーバー以外のコンピュータへの Oracle インスタンスまた
はデータベースの完全なリカバリ
元の Oracle サーバー以外のコンピュータに Oracle インスタンスまたはデータベースを
リストアできます。
元の Oracle サーバー以外のコンピュータへの Oracle インスタンスおよびデータベース
の完全なリカバリを実行する方法

1

損失した元のインスタンスで使用していた名前と同じ名前を使用して、Oracle インス
タンスを再作成します。

2

pwd<SID>.ora ファイルを検索し、名前を変更します。

3

新しい pwd<SID>.ora ファイルを作成するには、次に示す順序で操作を実行しま
す。
■

コマンドプロンプトを開きます。

■

次のコマンドを入力します。
orapwd file=path¥pwdsid.ora password=<password>

4

次のコマンドを示した順に入力します。
■

RMAN

■

CONNECT TARGET <sys/password@sid>;

■

SHUTDOWN ABORT;

■

STARTUP NOMOUNT;

■

SET DBID<dbid ID>;

5

Backup Exec サーバーで、Backup Exec リストアウィザードを起動します。

6

リストアする制御ファイルを選択します。

7

リストア先に［別の Oracle サーバー］を選択し、適切なオプションを選択します。

8

リストアジョブが完了したら、Backup Exec を終了します。
リカバリ部分のアーカイブログで一貫性がとれていないために、リストアジョブが失敗
します。 これは、ディザスタリカバリ時の正常な状態です。
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9

Oracle サーバーに移動します。

10 Alter database open resetlogs と入力します。
11 次のいずれかを実行します。
データベースを開こ オンライン REDO ログのパスを書き留め、パスを更新します。
うとしたときにエラー
が発生した場合
エラーが発生しな
かった場合

必要な操作はありません。 ディザスタリカバリは完了しました。

Oracle Agent のトラブルシューティング
Oracle Agent に問題がある場合、次の質問と回答が問題を解決するのに役立つことが
あります。
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表 H-9

Oracle Agent についての質問と回答

質問

回答

Oracle で［Backup Exec によるデータベースの
状態の変更でタイムアウトが発生しました］という
メッセージが表示されます。どのように対処すれ
ばよいでしょうか ?

Backup Exec サーバーの操作時に、Oracle
データベースの状態の変更に時間がかかる場
合があります (オープン状態からシャットダウン状
態への変更や、シャットダウン状態からマウント
状態への変更など)。Backup Exec の SQLplus
スクリプトでは、データベースの状態の変更に関
するデフォルトのタイムアウト時間は 10 分です。
Oracle Real Application Clusters (RAC) の場
合は、srvctl スクリプトが使用されます。
データベースの状態の変更に関するタイムアウ
ト値の名前は SqlplusTimeout です。
次のエラーメッセージが表示された場合は、デ
フォルトのタイムアウト時間を変更する必要があ
る場合があります。
Backup Exec によるデータベースの状態の変更
でタイムアウトが発生しました。詳しくはジョブロ
グのデータベーススクリプト出力のセクションを参
照してください。データベースの状態を変更する
場合は、データベースの管理者に問い合わせて
ください。
データベースのシャットダウンを試行してくださ
い。シャットダウンできた場合は、SQLplus のタ
イムアウト時間が短すぎます。データベースの
シャットダウンにかかった時間に基づいて、デフォ
ルトのタイムアウト時間を適切な値に変更します。
データベースをシャットダウンできない場合は、
DBA に連絡してデータベースのトラブルシュー
ティングを依頼してください。
タイムアウト時間が短すぎる場合、リストアジョブ
およびオフラインバックアップがタイムアウトエラー
で失敗することがあります。タイムアウト時間が長
すぎる場合で、データベースが状態の変更要求
に応答しないときは、ジョブが失敗するまでの時
間が長くなります。
p.901 の 「Windows コンピュータ上の Oracle イ
ンスタンスの SqlplusTimeout の変更」 を参照
してください。
p.901 の 「Linux コンピュータ上の Oracle インス
タンスの SqlplusTimeout の変更」 を参照して
ください。
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質問

回答

Oracle RMAN コンソールでジョブの処理が完
了していても、Backup Exec サーバー上ではジョ
ブの処理が続行されます。どのように対処すれ
ばよいでしょうか ?

自動的に割り当てられたチャネルでバックアップ
処理またはリストア処理を実行する場合、チャネ
ルが解放されていないと、RMAN コンソールで
処理が完了していても、Backup Exec サーバー
上ではジョブの処理が続行されます。RMAN コ
ンソールを終了していない場合、または新しい
手動チャネルがコンソールに割り当てられてい
ない場合、チャネルは解放されません。自動チャ
ネルが解放されるか、またはそのチャネルでアク
ティビティが実行されずにタイムアウトが発生す
ると、Backup Exec サーバー上のジョブは終了
します。タイムアウト時間内に同じ自動チャネル
で新しいバックアップまたはリストアが開始された
場合、新しいジョブは作成されません。この場
合、既存のジョブによって、そのBackup Exec
サーバーでバックアップまたはリストアが実行さ
れます。
チャネルのタイムアウトのデフォルト値は 10 分で
す。通常は、この値を使用することをお勧めしま
す。タイムアウト時間が短すぎる場合、1 つのチャ
ネルで、連続した複数の処理に対して複数のジョ
ブが作成されます。タイムアウト時間が長すぎる
場合は、処理が終了していても、Backup Exec
サーバー上でジョブが長時間にわたり不必要に
続行されます。
p.902 の 「Windows コンピュータ上の Oracle イ
ンスタンスの自動 RMAN チャネルに関するタイ
ムアウトの変更」 を参照してください。
p.902 の 「Linux コンピュータ上の Oracle インス
タンスの自動 RMAN チャネルに関するタイムア
ウトの変更」 を参照してください。

Oracle インスタンス情報を変更すると、［リソース Oracle インスタンス情報を変更した場合は、
に接続できません］というエラーが表示されます。 Backup Exec Agent ユーティリティを更新する
必要があります。クレデンシャル情報を更新しな
い場合または正しくない場合、バックアップジョ
ブの実行時に［リソースに接続できません］という
エラーが表示される場合があります。このメッセー
ジが表示された場合は、サーバーをオンライン
にして、情報を設定する必要があります。
p.875 の 「Windows コンピュータおよび Linux
サーバーでの Oracle Agent の設定」 を参照し
てください。
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質問

回答

Oracle がインストールされている Linux コン
ピュータで［ORA-12546: TNS: アクセス権が拒
否されました］というエラーが表示されます。どの
ように対処すればよいでしょうか ?

Oracle インスタンスがインストールされている
Linux コンピュータ上で Backup Exec の処理が
失敗し、RMAN 出力のセクションに
［ORA-12546: TNS: アクセス権が拒否されまし
た］というエラーが表示された場合、ジョブのマシ
ンレベルのリソースクレデンシャルを変更する必
要があります。リソースクレデンシャルは、Linux
コンピュータの dba グループおよび beoper グ
ループのメンバーであるアカウントにする必要が
あります。変更してから、処理を再試行してくだ
さい。
p.886 の 「Backup Exec サーバーでの Oracle
操作のための認証クレデンシャルの設定」 を参
照してください。
p.1064 の 「Agent for Linux の Backup Exec オ
ペレータグループについて」 を参照してくださ
い。

Windows コンピュータ上の Oracle インスタンスの SqlplusTimeout の変
更
Backup Exec が Oracle データベースの状態の変更を処理する期間を変更できます。
Backup Exec では、データベースの状態の変更に関するデフォルトのタイムアウト時間
は 10 分です。
p.898 の 「Oracle Agent のトラブルシューティング」 を参照してください。
Windows コンピュータ上の Oracle インスタンスの SqlplusTimeout を変更する方法

1

次の場所に、種類が DWORD のレジストリエントリを作成します。
Software¥Symantec¥Backup Exec¥Engine¥Agents¥XBSA¥Oracle RMAN Agent

2

エントリに SqlplusTimeout という名前を付けます。

3

タイムアウト値を秒単位で設定します。
たとえば、タイムアウトが 5 分の場合は 300 秒に設定します。

Linux コンピュータ上の Oracle インスタンスの SqlplusTimeout の変更
Backup Exec が Oracle データベースの状態の変更を処理する期間を変更できます。
Backup Exec では、データベースの状態の変更に関するデフォルトのタイムアウト時間
は 10 分です。
p.898 の 「Oracle Agent のトラブルシューティング」 を参照してください。
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Linux コンピュータ上の Oracle インスタンスの SqlplusTimeout を変更する方法

1

次のように入力して、ファイルを編集します。
vi etc/VRTSralus/ralus.cfg

2

次のエントリを作成します。
Software¥Symantec¥Backup Exec¥Engine¥Agents¥XBSA¥Oracle RMAN
Agent¥SqlplusTimeout

3

タイムアウト値を秒単位で設定します。
たとえば、タイムアウトが 5 分の場合は 300 秒に設定します。

Windows コンピュータ上の Oracle インスタンスの自動 RMAN チャネル
に関するタイムアウトの変更
自動 RMAN チャネルのデフォルトのタイムアウト (10 分) を変更できます。
p.898 の 「Oracle Agent のトラブルシューティング」 を参照してください。
Windows コンピュータ上の Oracle インスタンスの自動 RMAN チャネルに関するタイム
アウトを変更する方法

1

次の場所に、種類が DWORD のレジストリエントリを作成します。
HKLM¥Software¥Symantec¥Backup Exec¥Engine¥Agents¥XBSA¥Oracle RMAN
Agent

2

エントリに ChannelTime という名前を付けます。

3

タイムアウト値を分単位で設定します。

Linux コンピュータ上の Oracle インスタンスの自動 RMAN チャネルに関
するタイムアウトの変更
自動 RMAN チャネルのデフォルトのタイムアウト (10 分) を変更できます。
p.898 の 「Oracle Agent のトラブルシューティング」 を参照してください。
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Linux コンピュータ上の Oracle インスタンスの自動 RMAN チャネルに関するタイムアウ
トを変更する方法

1

次のように入力して、ファイルを編集します。
vi etc/VRTSralus/ralus.cfg

2

次のエントリを作成します。
HKLM¥Software¥Symantec¥Backup Exec¥Engine¥Agents¥XBSA¥Oracle RMAN
Agent <タイムアウト>

3

タイムアウト値を分単位で設定します。

オンライン REDO ログファイルのパスの更新
Oracle インスタンスまたはデータベースの完全なリカバリの間にオンライン REDO ログ
ファイルのパスを更新しなければならないことがあります。
オンライン REDO ログファイルのパスを更新する方法

1

Oracle サーバーで、コマンドプロンプトを開きます。

2

次のコマンドを示した順に入力します。
■ SQLPLUS /nolog
■ connect<sys/password@SID>;

3

次の SQLPlus コマンドを入力します。
SQLPLUS ALTER DATABASE RENAME FILE <REDO ログファイルをバックアップした古

いパス> to <REDO ログファイルをリストアする新しいパス>;

次に例を示します。
ALTER DATABASE RENAME FILE
‘D:¥ORACLE¥ORADATA¥JACOB¥REDO01.LOG’ to
‘C:¥ORACLE¥ORADATA¥JACOB¥REDO01.LOG’;

4

コマンドプロンプトで、RMAN と入力します。

5

RMAN プロンプトで、次のコマンドを入力します。
Alter database open resetlogs;

6

コマンドプロンプトを閉じます。
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I
Symantec Backup Exec
Agent for Enterprise Vault
この付録では以下の項目について説明しています。
■

Agent for Enterprise Vault について

■

Enterprise Vault Agent の必要条件

■

Enterprise Vault Agent のインストールについて

■

Enterprise Vault バックアップジョブのバックアップ方式について

■

Enterprise Vault コンポーネントのバックアップについて

■

Enterprise Vault データベース、Compliance Accelerator データベースおよび
Discovery Accelerator データベースの一貫性チェックについて

■

Enterprise Vault のリストアについて

■

ディレクトリデータベースを保持する新しい SQL Server の名前を使用するための
Enterprise Vault の設定

■

Enterprise Vault Agent の推奨事項

■

Backup Exec Migrator for Enterprise Vault について

Agent for Enterprise Vault について
Symantec Backup Exec Agent for Enterprise Vault (Enterprise Vault Agent) は、
Agent for Applications and Databases の一部としてインストールされます。
Enterprise Vault Agent を使用すると、次の Enterprise Vault のコンポーネントのデー
タを保護できます。
■

サイト
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■

ボルトストアグループ

■

データベース

■

インデックス

■

ボルトパーティション

Enterprise Vault Agent は、Enterprise Vault でアーカイブされたデータに対してディ
ザスタリカバリソリューションを提供します。アーカイブデータのリカバリは、Exchange
Server や特定のファイルシステムなどのアーカイブソースに依存しません。
Enterprise Vault Agent では、次の操作を実行できます。
■

オープンまたはクローズ状態のボルトストアパーティションから Enterprise Vault アー
カイブをバックアップおよびリストアする。

■

Enterprise Vault サイトから個々の Enterprise Vault ボルトストアグループをバック
アップおよびリストアする。

■

Enterprise Vault のサイト、データベース、インデックスの場所をバックアップおよび
リストアする。

Enterprise Vault サーバーのバックアップ時には、ボルトパーティションと一緒に次の
Enterprise Vault コンポーネントをバックアップできます。
■

Enterprise Vault ディレクトリおよび監視データベース

■

Enterprise Vault の監査、FSA レポート、フィンガープリントデータベース

■

Enterprise Vault ボルトストアデータベース

■

Enterprise Vault インデックスファイル

Enterprise Vault の Compliance Accelerator および Discovery Accelerator 製品を
インストールすれば、次のコンポーネントをバックアップできます。
■

Enterprise Vault の Compliance Accelerator および Discovery Accelerator の
設定データベース

■

Enterprise Vault の Compliance Accelerator および Discovery Accelerator の
カスタマーデータベース

■

Enterprise Vault Discovery Accelerator のカストディアンデータベース

Enterprise Vault Agent では Enterprise Vault バックアップモードを使用して Enterprise
Vault のコンポーネントをバックアップします。バックアップモードの使用によって、
Enterprise Vault Agent は Enterprise Vault のアーカイブ操作を中断しないで
Enterprise Vault コンポーネントをバックアップできます。
たとえば、バックアップのためにボルトストアグループかサイトを選択するとき、個々のボル
トストアかインデックスはバックアップモードに設定されます。バックアップモードは
Enterprise Vault が他のボルトストアグループまたはサイトのアーカイブ操作を続行する
ようにします。バックアップジョブが正常に完了すると、Enterprise Vault Agent によって
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Enterprise Vault コンポーネントのバックアップモードが解除されるため、これらのコン
ポーネントはアーカイブ操作を続行できます。
Enterprise Vault 8.x、9.x、10.x のすべてでバックアップモードが実装されますが、
Enterprise Vault 9.x と Enterprise Vault 10.x では、より柔軟性の高いボルトストアの
バックアップジョブが提供されます。Enterprise Vault 9.x と Enterprise Vault 10.x を
使用すると、同じ Enterprise Vault 9.x または同じ Enterprise Vault 10.x のボルトスト
アの複数のバックアップジョブを同時に実行できます。 Enterprise Vault 8.x では、複数
のボルトストアバックアップジョブは 1 つずつ実行する必要があります。
たとえば、ボルトストアをバックアップする複数のバックアップジョブを作成できます。 各
バックアップジョブの選択リストには、ボルトストアの固有のパーティションが 1 つ以上含ま
れています。 Enterprise Vault 9.x と Enterprise Vault 10.x では、異なるバックアップ
ジョブがパーティションに同時にアクセスすると、それらのパーティションは同時にバック
アップされます。Enterprise Vault 8.x では、それらのパーティションはそれぞれバック
アップジョブでバックアップされますが、順次バックアップされます。最初のバックアップ
ジョブは 2 番目のバックアップジョブが開始される前に終了している必要があります。そう
でない場合、バックアップジョブエラーが発生します。
メモ: すべてのバージョンの Enterprise Vault で、オープンパーティションがバックアップ
されると、Enterprise Vault Agent によってボルトストアデータベースが自動的にバック
アップされます。
Enterprise Vault Agent はオンラインの間、Compliance Accelerator と Discovery
Accelerator のアプリケーションデータベースをバックアップします。データベースは、バッ
クアップ前に読み取り専用モードまたはバックアップモードに設定されません。
Enterprise Vault Agent はバックアップする前に Enterprise Vault の各データベース
の物理チェックを実行します。Enterprise Vault Agent はリストアする前にも各データ
ベースの物理チェックを実行します。
メモ: 物理チェックは他の種類のデータベース一貫性チェックオプションよりシステムリソー
スを消費しないため、Enterprise Vault Agent はデータベースの物理的な一貫性チェッ
クを使います。
Enterprise Vault のデータベースと関連コンポーネントをバックアップおよびリストアする
には、保護する Enterprise Vault の各コンポーネントの特定のユーザーアカウントのク
レデンシャルが必要です。
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表 I-1

Enterprise Vault コンポーネントのバックアップとリストアに必要なサ
ポート対象ユーザーアカウント

Enterprise Vault コンポーネント

ユーザークレデンシャル

Enterprise Vault のデータベースとコンポーネ 次のクレデンシャルが必要です。
ント (ボルトストア、インデックス、パーティション、
■ ボルトサービスアカウント
ボルトストアデータベースと、ディレクトリ、監視、
■ 役割に基づく管理者権限を持つドメイン管理
フィンガープリント、FSA レポートおよび監査デー
者アカウント
タベース)
また、次の必要条件を満たすドメインユーザーア
カウントを使うことができます。
ユーザーアカウントは Enterprise Vault の
すべてのサーバーの Administrators グ
ループに含まれている必要があります。
■ ユーザーアカウントは Enterprise Vault デー
タベースが存在するすべてのコンピュータの
Backup Operators グループに含まれてい
る必要があります。Enterprise Vault のパー
ティションでは、ユーザーアカウントは
Administrators グループに含まれている必
要があります。
■ ユーザーアカウントには、ボルトストアとイン
デックスの場所に対してバックアップ関連の
役割に基づく管理者権限が必要です。
■

バックアップ関連の役割に基づく管理者権
限には次のものがあります。
■ EVT 管理ボルトストアバックアップモード
■

EVT 管理インデックス場所バックアップ
モード

Windows のドメイン管理者アカウントの役割に
基づく管理者権限を設定するには、Enterprise
Vault のマニュアルを参照してください。

メモ: パーティションがあるコンピュータ、または
パーティションとデータベースがあるコンピュー
タをバックアップするには、コンピュータの管理
者のグループのメンバーである必要があります。
Enterprise Vault のデータベースのみ備えてい
るコンピュータをバックアップするには、Backup
Operators グループのメンバーであることのみ
が必要です。
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Enterprise Vault コンポーネント

ユーザークレデンシャル

Compliance Accelerator と Discovery
Accelerator

次のクレデンシャルが必要です。
■

ボルトサービスアカウント

■

ドメイン管理者アカウント
次のグループのメンバーであるユーザーア
カウント
■ Compliance Accelerator と Discovery
Accelerator のアプリケーションが存在
するコンピュータの管理者のグループ。
■ これらの Accelerator のデータベースが
存在するコンピュータの管理者のグルー
プとバックアップオペレータのグループ。

特定の Enterprise Vault コンポーネントをバックアップすると、同時にその他の Enterprise
Vault コンポーネントも自動的にバックアップされます。Backup Exec では、これらのコン
ポーネントをバックアップに含めることで、Enterprise Vault のリカバリを高速化していま
す。
表 I-2

自動的にバックアップされる Enterprise Vault データベース

ユーザーのバックアップ対
象

Backup Exec による自動
バックアップ対象

説明

Enterprise Vault サイト

ディレクトリデータベース

Backup Exec によって、
Enterprise Vault サイトに関連
付けられているディレクトリデー
タベースが自動的にバックアッ
プされます。

オープンパーティション

ボルトストアデータベース

Backup Exec によって、オープ
ンパーティションに関連付けら
れているボルトストアデータベー
スが自動的にバックアップされ
ます。

時間がたつにつれて Enterprise Vault が保存するデータの量は増加し続けます。ある
時点で、データが使用状況のライフサイクル内を移動するにつれて、データに頻繁には
アクセスしなくなることに気づく場合があります。Backup Exec Migrator for Enterprise
Vault を使用して、古い Enterprise Vault データを Backup Exec が管理するストレージ
デバイスに自動的に移行できます。
p.928 の 「Backup Exec Migrator for Enterprise Vault について」 を参照してください。
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Enterprise Vault Agent の必要条件
Agent for Enterprise Vault (Enteprise Vault Agent) を使う前に、次の必要条件を確
認してください。
■

Backup Exec に対して Enterprise Vault サーバーの公開を行うには、Enterprise
Vault サーバーに少なくとも 1 つのパーティションを作成しておく必要があります。

■

Backup Exec Agent for Windows をインストールし、Enterprise Vault コンポーネ
ントをホストするすべてのコンピュータで Enterprise Vault Agent にライセンスを交
付する必要があります。
メモ: Enterprise Vault Agent は、Agent for Windows を使用して、Enterprise
Vault データが格納されているリモートコンピュータ上のすべての NTFS 共有をバッ
クアップします。Agent for Windows がインストールされていない場合は、Microsoft
社の Common Internet File System (CIFS) を使用して、データがバックアップされ
ます。
Agent for Windows をサポートしていないデバイスまたはファイラの場合も、CIFS を
使用してデータがバックアップされます。Enterprise Vault データの NDMP バック
アップを実行する場合は、別のバックアップジョブを作成することをお勧めします。
Symantec Backup Exec NDMP Option を使用すると、NDMP バックアップのパ
フォーマンスが大幅に向上する場合があります。

Enterprise Vault Agent のインストールについて
Agent for Enterprise Vault (Enterprise Vault Agent) は、Agent for Applications
and Databases の一部としてインストールされます。 Enterprise Vault のすべてのサー
バーをバックアップするには、Enterprise Vault Agent は使用環境内の Enterprise
Vault の各サーバーにインストールされなければなりません。 また、Enterprise Vault
Agent は Enterprise Vault のコンポーネントがインストールされるあらゆるリモートコン
ピュータにインストールされなければなりません。 Compliance Accelerator と Discovery
Accelerator がリモートコンピュータにインストールされる場合、Enterprise Vault Agent
はそれらのコンピュータにもインストールされなければなりません。
Enterprise Vault Agent は次の方法でインストールできます。
■

Agent for Windows のインストールの一部として、Backup Exec サーバーからロー
カル Enterprise Vault サーバーに自動的にインストールします。インストールの完了
後、選択した Backup Exec サーバーに公開されるように Enterprise Vault Agent
を設定する必要がある場合があります。
p.726 の 「Agent for Windows の Backup Exec サーバーへの公開について」 を参
照してください。
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■

Backup Exec サーバーに必須の Enterprise Vault Agent ライセンスをインストール
します。
ライセンスをインストールした後、Enterprise Vault のすべてのサーバーと Enterprise
Vault の他のコンポーネントがインストールされているコンピュータに Backup Exec
Agent for Windows をプッシュインストールできます。

p.71 の 「ローカル Backup Exec サーバーへの Backup Exec 追加オプションのインス
トール」 を参照してください。
p.82 の 「リモートコンピュータへの Agent for Windows のプッシュインストール」 を参照
してください。

Enterprise Vault バックアップジョブのバックアップ方式
について
バックアップする Enterprise Vault オブジェクトによって決まるバックアップ方式を選択
できます。
次の表は実行できる Enterprise Vault バックアップジョブのタイプを記述したものです。
また、この表は各バックアップジョブ形式で利用可能であるバックアップ方式も記述しま
す。
表 I-3

Enterprise Vault バックアップジョブに使用するバックアップ方式

バックアップ対象

選択する方式

ディレクトリデータベース 完全、差分または増分
および監視データベース バックアップ方式
監査データベースと FSA
レポートデータベース

説明
ディレクトリデータベース、監視データベー
ス、監査データベースおよび FSA レポート
データベースのバックアップでは、完全バッ
クアップ方式と増分バックアップ方式を使用
できます。これらのデータベースは、差分バッ
クアップ方式を使用してバックアップできませ
ん。差分バックアップ方式を選択した場合、
Backup Exec は代わりに完全バックアップを
行います。

メモ: 増分バックアップ方式を選択すると、
データベーストランザクションログがバックアッ
プされ、切り捨てられます。
ボルトデータベースとフィ 完全、差分または増分
ンガープリントデータ
バックアップ方式
ベース

ボルトデータベースとフィンガープリントデー
タベースでは、完全、増分および差分の 3 つ
のバックアップ方式をすべて使用できます。

メモ: 増分バックアップ方式を選択すると、
データベーストランザクションログがバックアッ
プされ、切り捨てられます。
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バックアップ対象

選択する方式

説明

ボルトのパーティションと 完全、差分または増分
インデックスの場所
バックアップ方式

通常のファイルシステムのバックアップジョブ
に利用可能なすべてのバックアップ方式を使
用できます。

バックアップジョブの Enterprise Vault コンポーネントを結合した場合、各コンポーネン
トには、ジョブ全体に対して選択したバックアップ方式とは異なるバックアップ方式が使用
されることがあります。たとえば、ディレクトリデータベースとパーティションの両方のバック
アップに差分バックアップ方式を使用するジョブを作成するとします。ただし、差分バック
アップ方式を使用してディレクトリデータベースをバックアップできないため、Backup Exec
は完全バックアップ方式を使用してディレクトリデータベースをバックアップします。その
結果、高速で簡単なリストアが可能になります。ディレクトリデータベースをバックアップし
た後、Backup Exec は差分バックアップ方式を使用してパーティションをバックアップしま
す。
次の表を参考にしてください。
表 I-4

Enterprise Vault コンポーネントで実際に使用されるバックアップ方
式

Enterprise Vault コ 完全 (F)
ンポーネント

差分 (D)

増分 (I)

ディレクトリデータベー F
スおよび監視データ
ベース

F

I

ボルトストアデータベー F
ス

D

監査データベース

F

F

常にトランザクションロ
グを切り捨てる
I
常にトランザクションロ
グを切り捨てる
I
常にトランザクションロ
グを切り捨てる

FSA レポートデータ
ベース

F

F

I
常にトランザクションロ
グを切り捨てる

フィンガープリントデー F
タベース

D

パーティション

D

F

I
常にトランザクションロ
グを切り捨てる
I
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Enterprise Vault コ 完全 (F)
ンポーネント

差分 (D)

増分 (I)

インデックスルートパス F

D

I

Compliance
F
Accelerator 設定デー
タベースと Discovery
Accelerator 設定デー
タベース

F

I
常にトランザクションロ
グを切り捨てる

メモ: Enterprise
Vault のランタイムバー
ジョンとともにインストー
ルされる Compliance
Accelerator と
Discovery
Accelerator のデータ
ベースも含んでいま
す。
Compliance
Accelerator カスタ
マーデータベースと
Discovery
Accelerator カスタ
マーデータベース

メモ: Enterprise
Vault のランタイムバー
ジョンとともにインストー
ルされる Compliance
Accelerator と
Discovery
Accelerator のデータ
ベースも含んでいま
す。

F

D

I
常にトランザクションロ
グを切り捨てる
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Enterprise Vault コ 完全 (F)
ンポーネント

差分 (D)

増分 (I)

Discovery
F
Accelerator カストディ
アンデータベース

D

I
常にトランザクションロ
グを切り捨てる

メモ: Enterprise
Vault のランタイムバー
ジョンとともにインストー
ルされる Discovery
Accelerator カストディ
アンデータベースも含
んでいます。

p.518 の 「バックアップ方式について」 を参照してください。
p.914 の 「Enterprise Vault コンポーネントのバックアップについて」 を参照してください。

Enterprise Vault バックアップオプション
バックアップする Enterprise Vault データベースのタイプに基づいてバックアップ方式
を選択できます。
p.911 の 「Enterprise Vault バックアップジョブのバックアップ方式について」 を参照して
ください。
p.156 の 「データのバックアップ」 を参照してください。
p.914 の 「Enterprise Vault コンポーネントのバックアップについて」 を参照してください。

Enterprise Vault コンポーネントのバックアップについて
バックアップジョブを作成する場合、バックアップ対象として Enterprise Vault コンポー
ネントの一部またはすべてを選択できます。 バックアップのコンポーネントすべてを同じ
ジョブで選択すれば、リカバリ時間は速くなります。 ただし、コンポーネントの複数のバッ
クアップジョブを作成すれば、バックアップジョブはより速く実行されます。
次の表に、選択できる Enterprise Vault コンポーネントをバックアップの推奨事項ととも
に示します。
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表 I-5

Enterprise Vault コンポーネント

Enterprise Vault コンポーネント

説明

ディレクトリデータベース

ディレクトリデータベースは、設定データが格納
されている Microsoft SQL Server データベー
スです。
データベースにデータが入力され後、時間が経
過してもディレクトリデータベースのデータの量
はほとんど変わりません。
Enterprise Vault コンポーネントを追加または
削除した後、ディレクトリデータベースをバック
アップする必要があります。 コンポーネントの場
所を変更してもディレクトリデータベースをバック
アップする必要があります。 設定変更には、ボ
ルトストアの作成、ボルトストアパーティションの
作成、ボルトストアパーティションの状態の変更
などが含まれます。

監視データベース

Enterprise Vault は 各 Enterprise Vault サー
バー上に監視エージェントを備えています。 監
視エージェントは次の事項を監視します。
Enterprise Vault のサービスおよびタスクの
状態。
■ ボルトストア、ディスク容量、メモリおよびプロ
セッサのパフォーマンスカウンタ。
■ Exchange Server ジャーナルメールボックス
のアーカイブ対象（受信ボックスの項目数、
保留中のアーカイブ、DL 拡張の失敗などの
失敗した操作など）の状態。
■ Lotus Domino Server ジャーナル保存場所
のアーカイブ対象（受信ボックスの項目数、
保留中のアーカイブ、失敗した操作など）の
状態。
■

監視エージェントは、通常数分ごとスケジュール
された間隔で監視データを収集します。
監視エージェントが収集する情報はすべて、監
視データベースと呼ばれる Microsoft SQL
Server データベースに保存されます。
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Enterprise Vault コンポーネント

説明

フィンガープリントデータベース

フィンガープリントデータベースには、ボルトスト
アグループ内のすべてのボルトストアの単一イン
スタンス記憶域関連情報が格納されています。
アーカイブ項目の単一インスタンス記憶域を有
効にした場合、フィンガープリントデータベース
を定期的にバックアップする必要があります。

インデックスの場所

インデックスの場所には、アーカイブ項目の迅速
な検索と取り込みを行えるようにインデックス付
けされているアーカイブデータの内容がすべて
格納されます。 インデックスデータは Enterprise
Vault のインストール時に指定された場所のイン
デックスファイルに保存されます。
インデックスの場所を定期的にバックアップして
ください。

ボルトストアグループ

ボルトストアグループは論理エンティティです。
アーカイブ項目の単一インスタンス記憶域を有
効にすれば、フィンガープリントデータベースを
定期的にバックアップする必要があります。これ
らのコンポーネントは密接に関連しているので、
これらのコンポーネントすべてを一緒にバックアッ
プするためにボルトストアグループを選択するこ
とを考慮してください。

ボルトストア

ボルトストアは論理エンティティです。 バックアッ
プにそれを選択すれば、ボルトデータベース、
ボルトストアパーティションのすべてがバックアッ
プされます。

すべてのパーティション

ボルトストアパーティションはアーカイブ項目が
保存される物理的な位置を表します。 ボルトスト
アには 1つ以上のボルトストアパーティションを
含めることができます。 バックアップに［All
Partitions］を選択すれば、ボルトストアのボルト
ストアパーティションすべてがバックアップのため
に選択されます。

メモ: オープンパーティションをバックアップする
とき、Backup Exec でボルトストアデータベース
は自動的にバックアップされます。
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Enterprise Vault コンポーネント

説明

サイト

Enterprise Vault サイトは Enterprise Vault の
インストールの論理表現です。 バックアップにこ
のコンポーネントを選択すれば、ディレクトリデー
タベースも自動的にバックアップされます。

Compliance Accelerator データベースと
Discovery Accelerator データベース

Enterprise Vault のオプションのアドオンコン
ポーネントとしてインストールされるこれらのデー
タベースは Discovery Accelerator 製品または
Compliance Accelerator 製品の一部です。

p.156 の 「データのバックアップ」 を参照してください。
p.164 の 「バックアップの編集」 を参照してください。
p.177 の 「ステージについて」 を参照してください。

Enterprise Vault データベース、Compliance
Accelerator データベースおよび Discovery Accelerator
データベースの一貫性チェックについて
Backup Exec はバックアップジョブの前およびリストアジョブの後に Enterprise Vault
データベースの物理的な一貫性を自動的にチェックします。 またバックアップジョブの前
およびリストアジョブの後に Compliance データベースと Discovery データベースの一
貫性をチェックします。 Backup Exec はデータベースの一貫性チェックに Microsoft SQL
Server の［物理チェックのみ］ユーティリティを使います。 一貫性チェックが失敗したイベ
ントでは、Backup Exec はジョブを続行し、Backup Exec のジョブログに一貫性チェック
の失敗をレポートします。
リストア操作中に一貫性チェックが失敗した場合、Backup Exec はジョブを続行し、Backup
Exec のジョブログに一貫性チェックの失敗をレポートします。
［物理チェックのみ］ユーティリティについて詳しくは Microsoft SQL Server のマニュア
ルを参照してください。

Enterprise Vault のリストアについて
Enterprise Vault のリストア操作を開始する前に、次の項目を確認します。
■

Enterprise Vault インストール済み環境をリストアする場合、ディレクトリデータベー
スは別のリストアジョブでリストアする必要があります。ディレクトリデータベースが正常
にリストアされたら、Enterprise Vault のその他のコンポーネントおよびパーティショ
ンをリストアできます。
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■

Enterprise Vault データベースをリストアするとき、データベースを使用可能な状態
または操作対象外の状態にするオプションを選択できます。 選択した操作対象外の
状態のオプションは、ボルトストアデータベースを除くすべての Enterprise Vault
データベースに適用されます。 Enterprise Vault ボルトストアデータベースをリストア
すると、Agent for Enterprise Vault (Enterprise Vault Agent) はボルトストアデー
タベースを Enterprise Vault バックアップモードにします。リストアジョブが完了した
後でボルトストアデータベースが操作対象外の状態のままの場合、Enterprise Vault
Agent はバックアップモードからそれを削除できません。
データベースを使用可能な状態にするオプションを選択すると、次が適用されます:
■

Enterprise Vault Agent はボルトストアデータベースを使用可能で操作可能な
状態にリストアします。 ボルトストアデータベースの操作可能な状態は、同じボル
トストアデータベースのリストアジョブでリストアに追加のバックアップセットを選択
したときでさえ維持されます。 追加のバックアップセットには完全、差分および増
分のバックアップ方式を含めることができます。

データベースを操作対象外の状態にするオプションを選択すると、次が適用されま
す:
Enterprise Vault Agent はボルトストアデータベースのリストア操作を開始する
前に Enterprise Vault Storage Service を停止するように求めるメッセージを表
示します。 Enterprise Vault Storage Service が停止した後、ボルトストアのリス
トア操作を再開できます。
シマンテック社はボルトストアデータベースを使用可能な状態にリストアすることを推
奨します。 ボルトストアデータベースを操作対象外の状態にリストアすると、リストア操
作が終わった後 Enterprise Vault はバックアップモードからそれを削除することがで
きません。
p.919 の 「Enterprise Vault リストアオプション」 を参照してください。
■

■

Enterprise Vault のコンポーネントを個別にリストアできます。 リストアを始める前に、
データベースとその他のコンポーネントがリストア先の Enterprise Vault サーバーに
存在することも存在しないこともあります。 データベースがなければ、Enterprise Vault
Agent を使用してそれらをリストアできます。 リストアジョブが完了した後、リストアされ
たデータベースを使うために Enterprise Vault を設定する必要があります。
リストアされたデータベースを使うために Enterprise Vault を設定する場合は、
Enterprise Vault のマニュアルを参照してください。
これらの項目には次のものが含まれます。
■

Enterprise Vault 8.x、9.x、10.x のディレクトリ、監視、監査、FSA レポート、フィ
ンガープリントデータベース。

■

ボルトストアデータベース、インデックスとパーティション。

■

Compliance Accelerator と Discovery Accelerator の設定およびカスタマー
データベース。

■

Discovery Accelerator カストディアンデータベース
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■

デフォルトのログオンアカウントとして、Enterprise Vault サービスアカウントか、リスト
ア選択項目へのアクセス権限を持つアカウントを使用することをお勧めします。 これ
らのアカウントを使用しない場合、リストア対象として選択した各 Enterprise Vault リ
ソースに対し、適切なクレデンシャルの入力が必要となる場合があります。

■

Enterprise Vault をリストアした後、Enterprise Vault リカバリツールを実行する必
要があることを伝えるメッセージが表示されます。 リカバリツールは、リストアの完了後、
リストアにより新たに追加されたデータベースと Enterprise Vault を再同期化するた
めに使用されます。
Enterprise Vault リカバリツールを実行する方法について詳しくは、Enterprise Vault
のマニュアルを参照してください。

Enterprise Vault サイトやサーバーなどのコンポーネントをリストアするには、リストア先
コンピュータに次の製品をインストールしておく必要があります。
■

Enterprise Vault

■

Backup Exec Agent for Windows

メモ: Enterprise Vault コンポーネントをリストアするリモート Enterprise Vault コンピュー
タに、Agent for Windows をインストールする必要があります。
p.223 の 「データの検索とリストアついて」 を参照してください。

Enterprise Vault リストアオプション
Enterprise Vault データベースをリストアするときに使用するリストアオプションを選択す
るのに次の表を使用します。
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表 I-6

Enterprise Vault リストアオプション

項目
選択したデータベースをリストアするときに、
Enterprise Vault データベースを自動的にオフ
ラインにします。

説明

付録 I Symantec Backup Exec Agent for Enterprise Vault
Enterprise Vault のリストアについて

項目

説明
共有の Enterprise Vault ディレクトリデータベー
ス、監視データベース、監査データベース、FSA
レポートデータベース、フィンガープリントデータ
ベースをオフラインにして、リストアジョブの実行
中に Backup Exec でこれらのデータベースを置
換できるようにします。

メモ: このオプションを使わないと、以前に説明
したデータベースをリストアする前にすべての
Enterprise Vault サーバーの Directory
Service および Admin Service を停止する必
要があります。また、すべての Compliance
Accelerator サーバーと Discovery サーバーの
Accelerator Manager service を停止する必要
があります。Accelerator Manager を停止した
場合にのみ、カスタマー、設定およびカストディ
アンデータベースをリストアできます。
このオプションでは、関連するすべての
Enterprise Vault サーバー上の Enterprise
Vault Admin Service および Enterprise Vault
Directory Service で、リストアするディレクトリ
データベースへの接続が終端処理されます。
また次の接続が終了します:
■

監視データベース

監査、フィンガープリントおよび FSA レポー
トデータベース (Enterprise Vault 8.x、9.x、
10.x のみ)
■ 設定、カスタマーおよびカストディアンデータ
ベース
■

リストアジョブの完了後、Enterprise Vault サー
バー上の Enterprise Vault Admin Service お
よび Enterprise Vault Directory Service を手
動で再起動する必要があります。サービスを再
起動すると、リストアしたデータベースへの再接
続が行われ、Enterprise Vault でアーカイブ操
作が再開されます。

メモ: このオプションでは、すべての Enterprise
Vault サーバー上の Enterprise Vault Admin
Service および Enterprise Vault Directory
Service で、リストアするディレクトリデータベース
への接続が終端処理されます。また Enterprise
Vault Accelerator Manager データベースへの
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項目

説明
接続も終端処理されます。

Enterprise Vault データベースをオフラインに すべての Enterprise Vault データベースをオ
しない
ンラインのままにします。
このオプションを使う場合、以前に説明したデー
タベースをリストアする前にすべての Enterprise
Vault サーバーの Directory Service および
Admin Service を停止する必要があります。ま
た、すべての Compliance Accelerator サー
バーと Discovery サーバーの Accelerator
Manager service を停止する必要があります。
Accelerator Manager を停止した場合にのみ、
カスタマー、設定およびカストディアンデータベー
スをリストアできます。
データベースは使用可能な状態、トランザクショ 最新データベースバックアップ、差分バックアッ
ンログまたは差分バックアップのリストアは不可 プまたはログバックアップをリストアするときすべ
能
ての未完了のトランザクションをロールバックしま
す。リカバリ完了時にはデータベースが使用で
きる状態になっています。このオプションを選択
しなかった場合は、データベースは中間状態の
ままで、使用することができません。
このオプションを選択した場合は、バックアップ
のリストアは中止され、最初からリストアをやり直
す必要があります。
データベースは操作不可能な状態、トランザク スタンバイデータベースを作成し、保持します。
ションログまたは差分バックアップのリストアは可
このオプションを使用して、操作対象外のデータ
能
ベースの他のバックアップセットのリストアを続行
できます。
スタンバイデータベースについて詳しくは SQL
のマニュアルを参照してください。

メモ: シマンテック社はボルトストアデータベースに 1 つのリストアのジョブを実行するとき
すべての必須のバックアップセットを選択することを推奨します。 必要なすべてのバック
アップセットに完全、差分および増分のバックアップセットを含めることができます。またボ
ルトストアデータベースはリストアジョブが完了した後に使用可能な状態になるようにして
ください。
p.223 の 「データの検索とリストアついて」 を参照してください。
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Enterprise Vault Agent を使用した個々のファイルおよびフォルダのリス
トアについて
Agent for Enterprise Vault (Enterprise Vault Agent) は、ボルトストアパーティション
バックアップからの個々のファイルとフォルダのリストアをサポートします。また、Enterprise
Vault インデックスバックアップから完全なインデックスの場所または個々のフォルダをリ
ストアすることもできます。
p.223 の 「データの検索とリストアついて」 を参照してください。
図 I-1

ボルトストアパーティションからの個々のファイルのリストアと
Enterprise Vault インデックスからの完全なフォルダのリストア

ボルトストアバックアップから個々の
ファイルやフォルダをリストアできる。
ボルトストア
パーティション
パーティション名
親フォルダ
子フォルダ
年
月
日
時
<ファイル>

インデックス
フォルダインデックス 1
<ファイル>
フォルダインデックス 2
<ファイル>
<ファイル>
フォルダインデックス3

Enterprise Vault インデックス
バックアップから個々の
フォルダをリストアできる。

Enterprise Vault サーバーにおける Enterprise Vault コンポーネントの
リストア先の自動変更について
ボルトストアデータベース、フィンガープリントデータベース、またはパーティションの場所
をバックアップ元とは異なる場所に変更できます。ボルトストアデータベース、フィンガー
プリントデータベース、またはパーティションのリストア時に、Agent for Enterprise Vault
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(Enterprise Vault Agent) によって場所の変更が検出されます。これらのコンポーネント
のリストア先は、新しい場所に自動的に変更されます。
メモ: ボルトデータベース、パーティション、または のフィンガープリントデータベースのリ
ストア先の自動変更は、これらの Enterprise Vault コンポーネントの場所のみを変更す
ると実行されます。パーティション、ボルトストアおよびボルトストアグループの名前はパー
ティションが最初にバックアップされた時点から変更してはなりません。
p.917 の 「Enterprise Vault のリストアについて」 を参照してください。

Enterprise Vault コンポーネントのリストア先の変更について
Enterprise Vault コンポーネントのリストア先を変更できます。
次の表に、Enterprise Vault コンポーネントのリストア先の変更の必要条件を示します。
表 I-7

Enterprise Vault コンポーネントのリストア先の変更の必要条件

コンポーネント

必要条件

すべての Enterprise Vault コンポーネント

すべての Enterprise Vault コンポーネントのリ
ストア先の変更の必要条件を次に示します。
すべての Enterprise Vault コンポーネント
は、リストア先の変更場所となるサーバーに
存在している必要があります。ない場合は、
作成する必要があります。
Enterprise Vault のマニュアルを参照して
ください。
■ 使用する Backup Exec のログオンアカウン
トには、ボルトストアのサービスアカウントと同
じクレデンシャルがある必要があります。
■

Enterprise Vault のデータベース

データベースのリストア先を変更する場合の必
要条件を次に示します。
リストア先を変更する各データベースについ
て、個別にジョブを作成する必要があります。
■ すべてのデータベースのリストア先を 同じ
SQL Server に変更する必要があります。
■
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コンポーネント

必要条件

ボルトストアデータベース

ボルトストアデータベースのリストア先を変更す
る場合の、追加の必要条件を次に示します。
ディレクトリデータベースがリストア先の変更
場所となるサーバーに存在している必要が
あります。
■ ディレクトリデータベースに、新しい SQL
Server の名前を使用するボルトストアのエン
トリが含まれている必要があります。
■

ボルトストアパーティション

ボルトストアパーティションのリストア先を変更す
る場合の、追加の必要条件を次に示します。
■

インデックスの場所

ボルトストアに同じ名前のボルトパーティショ
ンが含まれている必要があります。ボルトパー
ティションがない場合は作成する必要があり
ます。

ディレクトリデータベースが新しいインデックスの
場所で設定されている必要があります。
Enterprise Vault のマニュアルを参照してくだ
さい。

［Enterprise Vault のリストア先の変更］オプション
Enterprise Vault コンポーネントのリストアジョブのリストア先を変更できます。
p.924 の 「Enterprise Vault コンポーネントのリストア先の変更について」 を参照してくだ
さい。
表 I-8

［Enterprise Vault のリストア先の変更］オプション

項目

説明

新しい Microsoft SQL サーバーに変更

異なる SQL Server に Enterprise Vault データ
ベースと Accelerator データベースのリストアジョ
ブのリストア先を変更します。
ボルトストアのリストアジョブの変更先サーバーの
名前を表示します。

メモ: ボルトストアデータベースは、Enterprise
Vault 8.x、9.x、および 10.x についてのみリスト
アされます。
インスタンス

ボルトストアのリストアジョブの変更先 SQL Server
サーバーのインスタンスの名前を表示します。
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項目

説明

新しい場所にインデックスルートをリストアする

インデックスルートのリストアジョブを新しい場所
に変更します。
Enterprise Vault サーバーのリストア先を変更
する場合は、宛先サーバー上の代替パスを指定
できます。インデックスルートの場所のリストア先
を、元のサーバー上の代替パスに変更すること
もできます。

パス

インデックスルートのリストアジョブの変更先にす
るパス名を表示します。

新しい場所へのパーティションルートのリストア

ボルトストアパーティションのリストアジョブを新し
い場所に変更します。
パーティションは、Enteprise Vault 8.x、9.x、お
よび 10.x についてのみリストアされます。

パス

ボルトストアパーティションのリストアジョブの変更
先にするパス名を表示します。

Enterprise Vault のログオンアカウント

使用するログオンアカウントを指定します。

ディレクトリデータベースを保持する新しい SQL Server
の名前を使用するための Enterprise Vault の設定
ディレクトリデータベースを保持する新しい SQL データベースの名前を使用するために
Enterprise Vault を設定するには次の手順を使用します。
ディレクトリデータベースを保持する新しい SQL Server の名前を使用するために
Enterprise Vault を設定する方法

1

各 Enterprise Vault サーバーで、Enterprise Vault を使用して以前の SQL Server
コンピュータの名前を変更します。ディレクトリデータベースを現在保持している SQL
Server コンピュータの名前に変更する必要があります。
Enterprise Vault のマニュアルを参照してください。

2

ディレクトリデータベースを使用しているすべての Enterprise Vault サーバーで、
Enterprise Vault Admin Service を再起動します。
Enterprise Vault サーバー上の Enterprise Vault Admin Service を再起動する
と、バックアップ選択ビューに 2 つのディレクトリ名が表示されます。
たとえば、［Directory on <OldSQL_computer_name>］、［Directory on
<NewSQL_computer_name>］などです。
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3

［バックアップとリストア］タブでバックアップする Enterprise Vault サーバーを右ク
リックします

4

バックアップメニューで、使用するバックアップ定義を選択します

5

選択リストで［編集］をクリックします

6

［Directory on <SQL server computer where you moved the Directory
database>］を展開します。

7

［Directory on <SQL server computer where you moved the Directory
database<］の下のすべての項目を展開します。
ディレクトリデータベース、監視データベース、Enterprise Vault 8.x、9.x、10.x の
FSA レポートデータベースと監査データベース、Enterprise Vault サイトが表示さ
れます。さらに、ディレクトリデータベースには、リストアの変更先の新しい SQL Server
の名前およびインスタンスが表示されます。
新しいディレクトリデータベースバックアップジョブを設定する際には、現在のディレ
クトリサーバーからディレクトリデータベースを選択する必要があります。以前のディ
レクトリサーバー名は、ディレクトリデータベースの移動を完了してから 13 日後に自
動的に削除されます。

8

手動で以前のサーバー名を削除するには、［Directory on
<OldSQL_computer_name>］を右クリックします。

9

［リムーブ］をクリックします。

Enterprise Vault のマニュアルを参照してください。

Enterprise Vault Agent の推奨事項
Agent for Enterprise Vault (Enterprise Vault Agent) を使うときは、次の事項を推奨
します。
■

Enterprise Vault で設定変更を行った後に Enterprise Vault ディレクトリデータベー
スをバックアップしてください。

■

別の Backup Exec リストアジョブで Enterprise Vault ディレクトリデータベースをリス
トアしてください。

■

1 つのリストアジョブでボルトストアデータベースの完全バックアップセット、差分バック
アップセット、増分バックアップセットをすべてリストアしてください。

■

バックアップ時間帯とアーカイブ時間帯が重複しないようにしてください。

■

バックアップ時間帯と移行時間帯が重複しないようにしてください。

■

Enterprise Vault ディレクトリデータベースをバックアップする前に Enterprise Vault
のコンポーネントがバックアップモードではないことを確かめてください。
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■

Symantec Backup Exec NDMP Option と Enterprise Vault Agent を両方インス
トールした場合は、NDMP ファイラに存在する Enterprise Vault パーティションを保
護するために 1 つの製品のみ選んでください。

■

Enterprise Vault によって作成されるデータベースのリカバリモデルを変更しないで
ください。Enterprise Vault はデータベースの作成時に各データベースを完全なリ
カバリモードに設定します。

p.905 の 「Agent for Enterprise Vault について」 を参照してください。

Backup Exec Migrator for Enterprise Vault について
Backup Exec Migrator for Enterprise Vault (Backup Exec Migrator) では、Backup
Exec が管理するストレージデバイスに Enterprise Vault のアーカイブデータを自動的
に移行できます。 Enterprise Vault のアーカイブデータをパーティションから移行するこ
とで、追加のハードウェアの費用を支払うことなく Enterprise Vault サーバーのディスク
領域を再利用できます。
また、Backup Exec サーバーのストレージデバイスに Enterprise Vault のアーカイブ
データを移行することで、オフホスト環境を使用したストレージ冗長性の追加レベルも確
保されます。
p.928 の 「Backup Exec Migrator の動作」 を参照してください。
p.934 の 「Backup Exec Migrator の設定」 を参照してください。

Backup Exec Migrator for Enterprise Vault の必要条件
Backup Exec Migrator を設定する前に、Enterprise Vault サーバーが次の必要条件
を満たすことを確認してください:
■

Backup Exec Agent for Enterprise Vault が Enterprise Vault サーバーにインス
トールされている必要があります。

■

Enterprise Vault の移行とコレクションは、データの移行元の Enterprise Vault パー
ティション用に有効にする必要があります。

■

Enterprise Vault サーバーには Enterprise Vault 8.0 SP3 以降がインストールされ
ている必要があります。

Backup Exec Migrator の動作
Backup Exec Migrator を設定した後、Enterprise Vault は自動的に Enterprise Vault
サーバーからすべてのデータ移行操作を開始します。 Enterprise Vault は、Enterprise
Vault 管理コンソールで設定したアーカイブポリシーとデータ保持ポリシーに基づいて移
行対象を決定します。 次に Backup Exec Migrator は、Enterprise Vault がアーカイブ
可能なデータをボルトストアパーティションから収集した後、アーカイブデータを Backup
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Exec サーバーに移行します。 パーティションの移行オプションを設定するとき、移行期
間を設定できます。 すべての移行オプションは Enterprise Vault サーバーで設定され
ます。
表 I-9
処理

Enterprise Vault のデータ移行の処理
説明

Enterprise Vault はファイルサイズまたはファイ アーカイブ可能なすべてのデータは、データを
ル作成日に基づいて、アーカイブ可能なパー 移行するパーティションで判断されます。
ティションデータをアーカイブします。
Enterprise Vault のマニュアルを参照してくだ
さい。
Enterprise Vault がアーカイブ処理を完了した 収集処理は Windows の .cab ファイルにアーカ
後、Enterprise Vault の収集処理はアーカイブ イブデータを配置します。 .cab ファイルは移行
データを集めます。
が行われるパーティションに保存されます。
アーカイブ可能なデータには、次の拡張子が付
いている Enterprise Vault ファイルを含めるこ
とができます:
■

.dvf

■

.dvssp

■

.dvscc

■

.dvs

メモ: アーカイブ可能なデータの一部はファイル
サイズの制限により .cab ファイルに圧縮できま
せん。 ただし、Backup Exec Migrator は移行
操作の間にデータを移行します。
Enterprise Vault のマニュアルを参照してくだ
さい。
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処理

説明

Backup Exec Migrator は Backup Exec サー 移行期間のスケジュールは、パーティションの移
バーへのアーカイブデータファイルの移行を開 行を設定するときとパーティションの収集スケ
始します。
ジュールを設定するときに決定されます。
p.935 の 「Enterprise Vault のコレクションの設
定」 を参照してください。
p.939 の 「Enterprise Vault と通信するための
Backup Exec Migrator の設定」 を参照してくだ
さい。
Backup Exec Migrator と Enterprise Vault
パーティションのシマンテック社設定推奨事項に
従えば、移行期間にパーティションごとに 1 つの
移行ジョブが実行されます。 ただし、設定推奨
事項に従わない場合、Backup Exec Migrator
はパーティションフォルダごとに複数の移行ジョ
ブを作成することがあります。 複数のジョブが作
成されると、ジョブの実行にオーバーヘッドが要
求されて移行および取り込みのパフォーマンス
が低下します。

メモ: 移行期間にまたがって Enterprise Vault
サーバーからのファイル取り込み要求をスケ
ジュール設定すると、設定推奨事項に従っても
複数のジョブが作成されます。 この場合、
Backup Exec Migrator は要求されたファイル
の取り込みを促進する複数のジョブを自動的に
作成します。 移行操作時に、リストアジョブは移
行ジョブ間で実行されるようにスケジュールを設
定できます。
設定推奨事項に従わない場合、ファイル取り込
みのパフォーマンスに影響する可能性がありま
す。
最も効率の良い移行と取り込みのパフォーマン
スを可能にするには、Backup Exec Migrator と
Enterprise Vault パーティションを設定するとき
にシマンテック社推奨事項に従ってください。
p.934 の 「Backup Exec Migrator の設定」 を参
照してください。
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処理

説明

Backup Exec は、すべての移行ファイルをスト シマンテック社はステージングされた移行操作
レージデバイスに移動することで、移行処理を完 に 2 つのストレージデバイスの設定を推奨しま
了します。
す。
p.931 の 「Backup Exec と Backup Exec
Migrator でのステージングされた移行の使用
について」 を参照してください。
p.934 の 「Backup Exec Migrator の設定」 を参
照してください。

Backup Exec で .cab ファイルがストレージデバイスに移行された後、移行が行われた各
Enterprise Vault サーバーのジョブ履歴詳細を調べて、移行の詳細を確認できます。
p.255 の 「ジョブ履歴について」 を参照してください。

Backup Exec と Backup Exec Migrator でのステージングされた移行の
使用について
Backup Exec Migrator を使用するために Backup Exec を設定するとき、シマンテック
社はステージングされた移行操作に 2 つのストレージデバイスを設定することを推奨しま
す。 使用するデバイスを考慮するときは、高パフォーマンスのディスクへのバックアップ
フォルダと、低パフォーマンスのテープデバイスの選択を考慮してください。 2 つのデバ
イスの使用によって、アーカイブデータは 2 つのステージで移行できます。
最初のステージでは、Backup Exec は Backup Exec Migrator から受信したデータを高
パフォーマンスのハードディスクドライブのディスクへのバックアップフォルダに移行しま
す。 ディスクへのバックアップフォルダの使用によって、最初の移行を実行するためにか
かる時間を最小限に抑えることができます。 移行の第 2 ステージでは、Backup Exec は
複製ジョブを作成して、ディスクへのバックアップフォルダからテープデバイスにアーカイ
ブデータを移行します。 Backup Exec サーバーの活動レベルが低いときは、テープデ
バイスにアーカイブデータを時々移動する複製ジョブのスケジュールを設定できます。
p.937 の 「Backup Exec サーバーで使用するための Backup Exec Migrator の設定」 を
参照してください。
p.939 の 「Enterprise Vault と通信するための Backup Exec Migrator の設定」 を参照
してください。

Backup Exec Migrator のイベントについて
Backup Exec Migrator は実行するタスクの状態を指定するイベントを生成します。 この
イベントはトラブルシューティングを行うのに有益な情報も提供します。 Windows イベン
トビューアを表示することによって Enterprise Vault Storage Service をインストールし
たコンピュータでイベントを表示できます。 イベントビューアでは、［Enterprise Vault］の
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下にイベントを表示できます。 また Enterprise Vault Dtrace ユーティリティでイベントを
表示することもできます。
Enterprise Vault Dtrace ユーティリティについて詳しくは、Enterprise Vault のマニュ
アルを参照してください。
p.932 の 「Backup Exec Migrator のログについて」 を参照してください。

Backup Exec Migrator のログについて
Backup Exec Migrator はすべての移行アクティビティをログに記録するログファイルを
作成できます。ログファイルは Enterprise Vault サーバーと Backup Exec サーバー両
方に存在します。Backup Exec Migrator のログファイルは移行の問題をトラブルシュー
ティングするうえで役立ちます。
ログファイルを表示する前に Enterprise Vault サーバーと Backup Exec サーバーで
Backup Exec Migrator のログを有効にする必要があります。Enterprise Vault サーバー
で Backup Exec Migrator のログを有効にするには、Windows レジストリを編集します。
Enterprise Vault サーバーで Backup Exec Migrator のログを有効にする方法につい
て詳しくは次を参照してください:
http://entsupport.symantec.com/umi/V-269-27
Backup Exec サーバーで Backup Exec Migrator のログを有効にする必要があります。
p.657 の 「トラブルシューティングのための Backup Exec の Debug Monitor の使用」 を
参照してください。
メモ: Partition Recovery Utility のログファイルはデフォルトで有効になります。
Enterprise Vault サーバーと Backup Exec サーバーでログを有効にすると、次の種類
のログファイルが作成されます。
■

VxBSA のログファイル
たとえば、<computer_name>-vxbsa<00>.log です。

■

Partition Recovery Utility のログファイル
たとえば、partitionrecovery<00>.log です。

■

Backup Exec サーバーのログファイル
たとえば、<computer_name>-bengine<00>.log です。

Backup Exec Migrator が起動されるたびに、VxBSA の別のログファイルが作成されま
す。その結果、それぞれの新しいログファイルの通し番号は 1 つずつ増加します。
たとえば、<computer_name> vxbsa00.log、<computer_name> vxbsa01.log です。
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同様に、Partition Recovery Utility が起動されるたびに、新しいログファイルが作成さ
れます。その結果、Partition Recovery Utility のそれぞれの新しいログファイルの通し
番号は 1 つずつ増加します。
たとえば、partitionrecovery00.log、partitionrecovery01.log です。
Backup Exec サーバーのログファイル番号は複数のログファイルが作成されると同時に
1 つずつ増加します。
たとえば、<computer_name>-bengine00.log、<computer_name>-bengine01.log
です。
次の場所でログファイルを見つけることができます。
表 I-10

Backup Exec Migrator と Partition Recovery Utility のログファイルの
場所

ログファイル

コンピュータ

ディレクトリの場所

VxBSA のログファイル

Enterprise Vault サーバー

C:¥Program
Files¥Symantec¥BACKUP
EXEC¥RAWS¥logs

Backup Exec Server

C:¥Program
Files¥Symantec¥Backup
Exec¥Logs

Partition Recovery Utility の
ログファイル
Backup Exec サーバーのログ
ファイル

p.931 の 「Backup Exec Migrator のイベントについて」 を参照してください。

Backup Exec Migrator で移行したファイルの削除について
Enterprise Vault はアーカイブ項目の Enterprise Vault の保持期間が終了するとその
アーカイブ項目を自動的に削除します。 Enterprise Vault の保持期間は Enterprise
Vault がアーカイブ項目を削除するまでアーカイブ項目を保持する期間を示します。
Backup Exec Migrator はアーカイブ項目をテープに移行するときにアーカイブ項目の
既存の Enterprise Vault の保持期間を保持します。 その結果、項目のデータ保持期間
が終了すると、Enterprise Vault は Backup Exec が管理するストレージテープから項目
を削除するコマンドを発行します。 終了したアーカイブ項目を削除するには、そのアーカ
イブ項目が存在する .cab ファイルをテープから削除しなければなりません。
メモ: Backup Exec Migrator は Enterprise Vault の既存の保持期間は維持しますが、
終了したアーカイブ項目またはアーカイブパーティションのテープからの削除は開始しま
せん。 Enterprise Vault のみが終了した項目とパーティションの削除を開始できます。
終了した項目を削除する方法について詳しくは Enterprise Vault のマニュアルを参照
してください。
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.cab ファイルに保持期間が異なるアーカイブ項目が含まれていることがあるため、終了し
た項目は Backup Exec のカタログで削除済みとマーク付けされることがあります。 ただ
し、テープからすぐに削除されないこともあります。 .cab ファイルのすべてのアーカイブ項
目は、Enterprise Vault がテープから .cab ファイルを削除するコマンドを発行する前に
保持期間が終了していなければなりません。
Enterprise Vault はテープからアーカイブされたボルトストアパーティション全体を削除
することもできます。 Enterprise Vault 管理コンソールを使用してアクティブな Enterprise
Vault ボルトストアパーティションを削除すると、Enterprise Vault は関連付けられたアー
カイブパーティションをテープから削除します。
Backup Exec はテープのすべての項目がカタログで削除済みとマーク付けされるとその
テープを自動的に再利用します。 Backup Exec は終了した Enterprise Vault Migrator
メディアがあるかどうかを 24 時間に 1 回調べます。 Backup Exec によってそのようなメ
ディアが検出されると、スクラッチメディアセットに論理的にメディアを移動した後、移動を
知らせる情報アラートを生成します。
メモ: 終了した Enterprise Vault Migrator メディアは Backup Exec のカタログで削除
済みとマーク付けされている移行された Enterprise Vault データのみを含んでいるメディ
アと定義されます。
p.357 の 「テープとディスクカートリッジメディアについて」 を参照してください。
メモ: 移行された Enterprise Vault データが、Enterprise Vault データ保持期間が終
了するまで移行に使われるテープでアクセス可能なままであることを確認してください。
したがって、移行に使われるすべてのテープに 999 年の保持期間を設定することを推奨
します。
p.361 の 「メディアの上書き禁止期間と追加期間について」 を参照してください。

Backup Exec Migrator の設定
Backup Exec Migrator の実行に必要なすべてのプログラムファイルは、Agent for
Enterprise Vault (Enterprise Vault Agent) を Enterprise Vault サーバーにインストー
ルするときにインストールされます。ただし、Backup Exec Migrator を使うには、宛先の
Backup Exec サーバーと Enterprise Vault サーバーの両方で動作するように設定する
必要があります。
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表 I-11

Enterprise Vault の設定の処理

手順

説明

手順 1

Enterprise Vault のコレクションを設定します。
p.936 の 「ボルトストアパーティションのプロパティ
- コレクション」 を参照してください。

手順 2

Backup Exec メディアサーバーで使用するため
に Backup Exec Migrator を設定します。
p.937 の 「Backup Exec サーバーで使用するた
めの Backup Exec Migrator の設定」 を参照し
てください。

手順 3

Enterprise Vault で使用するために Backup
Exec Migrator を設定します。
p.939 の 「Enterprise Vault と通信するための
Backup Exec Migrator の設定」 を参照してくだ
さい。

Backup Exec Migrator と Enterprise Vault のパーティションの両方の設定に関する次
の推奨事項に従います。
■

移行したデータをローカルに保存するために Enterprise Vault のパーティションを
設定してください。
移行操作が終わった直後にファイルを削除するように Enterprise Vault のパーティ
ションを設定しないでください。
移行のパーティション設定について詳しくは、Enterprise Vault のマニュアルを参照
してください。

■

ステージングされた移行を実行するために Backup Exec サーバーのテンプレートを
設定してください。
p.931 の 「Backup Exec と Backup Exec Migrator でのステージングされた移行の使
用について」 を参照してください。

設定の推奨事項に従わないと、移行と取り込みのパフォーマンスが低下します。

Enterprise Vault のコレクションの設定
パーティションから Enterprise Vault のアーカイブデータを移行するために Backup
Exec Migrator を使うには、事前に Enterprise Vault でデータを収集する必要がありま
す。
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Enterprise Vault のコレクションを設定する方法

1

Enterprise Vault コンソールから、データを移行したいボルトストアパーティションに
移動します。

2

パーティションを右クリックし、［プロパティ］をクリックします。

3

［コレクション］タブで、［コレクションファイルを使用］にチェックマークを付けます。

4

必要に応じてコレクションオプションを設定します。
p.936 の 「ボルトストアパーティションのプロパティ - コレクション」 を参照してください。

5

［OK］をクリックします。

ボルトストアパーティションのプロパティ - コレクション
パーティションから Enterprise Vault のアーカイブデータを移行するために Backup
Exec Migrator を使うには、事前に Enterprise Vault で移行するデータを収集する必
要があります。
p.935 の 「Enterprise Vault のコレクションの設定」 を参照してください。
表 I-12

ボルトストアパーティションのプロパティ - コレクションオプション

項目

説明

コレクションファイルを使用

Enterprise Vault をコレクタとして設定できます。

開始時刻

コレクションを開始するローカル時刻を示します。

終了時刻

コレクションを終了するローカル時刻を示します。
Enterprise Vault はこの時点または収集する
ファイルがなくなったときのうちのいずれか早い
ほうのタイミングで収集を停止します。

コレクションファイルの最大サイズ: <number>
MB

コレクションファイルの最大サイズを示します。
1 MB から 99 MB の範囲のファイルサイズを指
定できますが、デフォルトのサイズは 10 MB で
す。
バックアップメディアの使用を最適化するために
この値を変更することもできます。

次より古いファイルをコレクション

項目がアーカイブされてから、コレクション対象
にされるまでの経過時間を示します。
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Backup Exec サーバーで使用するための Backup Exec Migrator
の設定
宛先の Backup Exec サーバーで使用するように Backup Exec Migrator を設定するに
は、次の手順を実行します。
メモ: シマンテック社は Backup Exec を使用するために Backup Exec Migrator を設定
するときに 2 つのサーバーストレージデバイスを設定することを推奨します。 2 つのスト
レージデバイスを設定すると、Enterprise Vault のアーカイブデータ用のステージングさ
れた移行を作成できます。
p.931 の 「Backup Exec と Backup Exec Migrator でのステージングされた移行の使用
について」 を参照してください。
p.939 の 「Enterprise Vault と通信するための Backup Exec Migrator の設定」 を参照
してください。
Backup Exec サーバーで使用するために Backup Exec Migrator を設定する方法

1

Backup Exec サーバーで、Backup Exec を起動します。

2

Enterprise Vault サーバーのボルトサービスアカウントクレデンシャルを使うログオ
ンアカウントを作成します。
ボルトサービスアカウントクレデンシャルは、Backup Exec と Backup Exec Migrator
が移行操作を完了できるように使われます。
p.491 の 「Backup Exec ログオンアカウントの作成」 を参照してください。

3

［Backup Exec］ボタンをクリックして、［構成と設定］を選択します。

4

［Backup Exec の設定］をクリックし、次に［DBA 開始ジョブの設定］をクリックします。

5

DEFAULTテンプレートを選択し、次に［編集］をクリックします。
また、既存のテンプレートを使うこともできます。または Enterprise Vault の移行専
用の新しいテンプレートを作成できます。

6

［ストレージ］で、移行データのプライマリストレージの場所としてディスクストレージを
選択し、次にデバイスに使用するオプションを設定します。

7

［Migrator for Enterprise Vault］で、［ボルトサービスアカウントクレデンシャル］の
横にある下向き矢印をクリックします。

8

手順 2 で作成したログオンアカウントを選択します。
p.938 の 「［Migrator for Enterprise Vault］オプション」 を参照してください。

9

必要に応じて、［DBA 開始ジョブの設定］ダイアログボックスで他のオプションを設定
します。
p.475 の 「DBA 開始ジョブテンプレートの編集」 を参照してください。
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10 次のいずれかを実行します。
ステージングされた移行を設定したい場合

次に示す順序で操作を実行します。

p.931 の 「Backup Exec と Backup Exec
Migrator でのステージングされた移行の使
用について」 を参照してください。

■

ステージングされた移行を設定したくない場
合

手順 12 に進みます。

［ジョブ設定を複製する］で、［このジョブの
バックアップセットを複製する設定を有効
にする］にチェックマークを付けます。
■ ［ストレージ］リストで、ストレージの種類を
選択します。
■ 必要に応じて他のオプションを設定しま
す。
p.484 の 「DBA 開始ジョブの複製ジョブの
設定」 を参照してください。
■ ［OK］をクリックします。

11 ［OK］をクリックします。
12 Enterprise Vault で使用するために Backup Exec Migrator を設定します。
p.939 の 「Enterprise Vault と通信するための Backup Exec Migrator の設定」 を
参照してください。

［Migrator for Enterprise Vault］オプション
Backup Exec Migrator は Backup Exec サーバーに対する Backup Exec Migrator の
認証処理時に Enterprise Vault サーバーのボルトサービスアカウントを使用します。
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表 I-13

［Migrator for Enterprise Vault］オプション

項目

説明

ボルトサービスアカウントクレデンシャル

Enterprise Vault サーバーのボルトサービスア
カウントクレデンシャルを使うように指定して、
Backup Exec と Backup Exec Migrator が移行
操作を完了できるようにします。
ボルトサービスアカウントは Backup Exec サー
バーの Administrators グループか Backup
Operators グループに含まれていなければなり
ません。

メモ: Enterprise Vault サーバーと Backup
Exec サーバーが異なるドメインにある場合は、
信頼関係をドメイン間で確立しなければなりませ
ん。 ボルトサービスアカウントのユーザーは、
Backup Exec サーバーで信頼できるユーザー
でなければなりません。 信頼関係は Microsoft
のセキュリティサポートプロバイダインターフェイ
ス (SSPI) でボルトサービスアカウントのユーザー
を認証できるようにするために必要です。
ドメインの信頼関係について詳しくは、Microsoft
のマニュアルを参照してください。
新規

新しいログオンアカウントを作成するか、または
既存のアカウントを編集できます。
p.491 の 「Backup Exec ログオンアカウントの作
成」 を参照してください。

p.937 の 「Backup Exec サーバーで使用するための Backup Exec Migrator の設定」 を
参照してください。

Enterprise Vault と通信するための Backup Exec Migrator の設
定
Enterprise Vault と通信するために Backup Exec Migrator を設定するには、次の手
順を実行します。
p.934 の 「Backup Exec Migrator の設定」 を参照してください。
Enterprise Vault と通信するために Backup Exec Migrator を設定する方法

1

Enterprise Vault サーバーで、データを移行したいボルトストアパーティションに移
動します。

2

ボルトストアパーティションを右クリックし、［プロパティ］をクリックします。

939

940

付録 I Symantec Backup Exec Agent for Enterprise Vault
Backup Exec Migrator for Enterprise Vault について

3

［移行］タブで、［ファイルを移行］にチェックマークを付けます。

4

［以下のコレクションファイルをプライマリストレージから削除］で、このオプションの期
間を 0 日より長い値に設定します。
0 日に設定しないでください。 期間を 0 日に設定すると、Enterprise Vault でパー
ティションから移行データがただちに削除されます。 さらに重要なのは、移行期間中
に移行される各パーティションフォルダの複数の移行ジョブが Backup Exec Migrator
によって作成されることです。 複数のジョブが作成されると、ジョブの実行にオーバー
ヘッドが要求されて移行および取り込みのパフォーマンスが低下します。
p.934 の 「Backup Exec Migrator の設定」 を参照してください。

5

必要に応じて他の移行オプションを設定します。
p.941 の 「ボルトストアパーティションのプロパティ - 移行オプション」 を参照してくだ
さい。

6

［詳細］タブで、［Symantec Backup Exec］が［一覧表示する設定の種類］フィール
ドに表示されることを確認します。

7

［一覧表示する設定の種類］フィールドの下のウィンドウで、［Backup Exec サーバー］
を選択します。

8

［修正］をクリックします。

9

宛先の Backup Exec サーバーの名前か IP アドレスを入力します。

10 ［OK］をクリックします。
11 ［Backup Exec DBA 開始ジョブテンプレート］を選択します。
12 ［修正］をクリックします。
13 Enterprise Vault サーバーのボルトサービスアカウントクレデンシャルを使う既存の
テンプレートの名前を入力します。
選択するテンプレートは Enterprise Vault サーバーのボルトサービスアカウントを
使うように設定されていなければなりません。 また、使用するテンプレートは、Backup
Exec サーバーで使用するために Backup Exec Migrator を設定したときに使った
テンプレート名と一致している必要があります。
p.937 の 「Backup Exec サーバーで使用するための Backup Exec Migrator の設
定」 を参照してください。

14 ［OK］をクリックします。
15 Enterprise Vault サーバーのボルトサービスアカウントクレデンシャルを含んでいる
テンプレートの名前が［設定値］ペインに表示されることを確認してください。
p.937 の 「Backup Exec サーバーで使用するための Backup Exec Migrator の設
定」 を参照してください。
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16 Enterprise Vault サーバーと Backup Exec サーバー間の通信をテストするには、
［テスト］をクリックします。

17 テストが失敗したら、ボルトサービスアカウントに正しいクレデンシャルが使用されて
いることを確認し、再度［テスト］をクリックします。

18 テストが正常に完了した後［OK］をクリックします。
19 ［OK］をクリックします。
ボルトストアパーティションのプロパティ - 移行オプション
使いたい Enterprise Vault の移行プロパティのオプションを選択してください。
表 I-14

ボルトストアパーティションのプロパティ - 移行オプション

項目

説明

ファイルを移行

Backup Exec のストレージデバイスに
Enterprise Vault のアーカイブデータを移行で
きます。
移行によって、三次ストレージデバイスにコレク
ションファイルが移動されてストレージコストが削
減されます。 ただし、取り込み時間が長くなる可
能性があります。
Enterprise Vault のマニュアルを参照してくだ
さい。

移行ソフトウェア

移行アプリケーションの名前を示します。
Symantec Backup Exec はこのフィールドに表
示されます。

次より古いファイルを移行

ファイルが最後に修正されてから、移行対象に
されるまでの経過時間を示します。
Enterprise Vault のマニュアルを参照してくだ
さい。
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項目

説明

以下のコレクションファイルをプライマリストレー
ジから削除

移行したコレクションファイルをプライマリストレー
ジの場所から削除するまでの経過時間を示しま
す。
Backup Exec ストレージメディアに移行された
ファイルは、指定した期間、プライマリの場所に
保持されます。

メモ: シマンテック社は、このオプションの期間を
0 日より長い値に設定することを推奨します。よ
り長い期間にすると最適です。 0 日に設定しな
いでください。 期間を 0 日に設定すると、移行さ
れる各パーティションの移行期間内に複数の移
行ジョブが Backup Exec Migrator によって作
成されます。 複数のジョブが作成されると、ジョ
ブの実行にオーバーヘッドが要求されて移行お
よび取り込みのパフォーマンスが低下します。
p.934 の 「Backup Exec Migrator の設定」 を参
照してください。

p.939 の 「Enterprise Vault と通信するための Backup Exec Migrator の設定」 を参照
してください。

移行された Enterprise Vault データの表示について
Backup Exec の［バックアップセット］ビューには、Enterprise Vault パーティションの移
行された項目が表示されます。［バックアップセット］ビューには、データの移行元である
Enterprise Vault パーティションを反映したパーティション名の下に、移行された .cab
ファイルを含むバックアップセットが表示されます。［バックアップセット］ビューにはアーカ
イブデータが読み取り専用モードで表示されるため、リストア用にデータを選択できませ
ん。ただし、データが存在するアプリケーションのデータを取り込むことができます。
p.210 の 「バックアップセットの内容の表示」 を参照してください。
メモ: Partition Recovery Utility を使用して、［バックアップセット］ビューに表示されて
いるすべてのアーカイブ項目を完全に取り込むことができます。
p.944 の 「Partition Recovery Utility について」 を参照してください。
p.943 の 「移行された Enterprise Vault データの取り込みについて」 を参照してくださ
い。
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移行された Enterprise Vault データの取り込みについて
すべてのファイル取り込み操作は Enterprise Vault サーバーコンソールから開始されま
す。 Backup Exec からは Enterprise Vault のアーカイブデータをリストアできません。
ファイルがパーティションから移行されると、Enterprise Vault は移行ファイルと置換され
るパーティションのショートカットを作成します。 ショートカットは移行ファイルのデータ格
納場所にもリンクします。 ファイルを取り込むには、Enterprise Vault パーティション自体
のショートカットをダブルクリックします。 パーティションが移行ファイルのローカルコピー
を保持すると、Enterprise Vault はローカルコピーからファイルを取り込みます。 パー
ティションのファイル保持期間が過ぎたため Enterprise Vault によって移行ファイルが
削除された場合は、要求されたファイルを Backup Exec のストレージメディアから取り込
む必要があります。
表 I-15

移行されたデータの取り込み方法

処理

説明

Enterprise Vault は Backup Exec Migrator と Backup Exec Migrator はファイルが保存され
連携して処理を開始します。
ている Backup Exec サーバーを識別します。
Backup Exec Migrator はサーバーで Backup Backup Exec は要求されたファイルをリストアし
Exec のリストアジョブのスケジュールを設定しま ます。
す。
Backup Exec Migrator は Backup Exec サー
バーから Enterprise Vault サーバーパーティ
ションにリストアされたファイルを移行します。

Backup Exec Migrator は、Enterprise Vault
によって提供された名前を使用して、リストアされ
たファイルを Enterprise Vault によって指定さ
れた場所に移動します。

取り込み処理は Enterprise Vault サーバーで操作を開始した後に自動的に実行され
ます。 ストレージメディアを取り外した場合は、おそらくテープデバイスへのテープの配置
以外ユーザーが介入する必要はありません。
p.943 の 「移行された Enterprise Vault データの取り込み」 を参照してください。

移行された Enterprise Vault データの取り込み
次の手順を使って、移行された Enterprise Vault ファイルをリストアしてください。
メモ: 正しく必要なファイルを取り込むには、Backup Exec サーバーでテープドライブへ
のテープの配置が必要になる場合があります。
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移行された Enterprise Vault データを取り込む方法

1

Enterprise Vault サーバーで、データを取り込みたいパーティションに移動してく
ださい。

2

取り込みたいファイルをダブルクリックします。

Partition Recovery Utility について
Partition Recovery Utility は、Backup Exec Agent for Windows をインストールする
とき自動的にインストールされるコマンドラインのアプリケーションです。 このユーティリティ
では、1 回の操作で Backup Exec のストレージメディアからパーティションのすべての
アーカイブファイルをリストアできます。 また、ディザスタリカバリ状況でそれぞれの
Enterprise Vault パーティションのアーカイブされたパーティションデータをリカバリする
ためにも使うことができます。
Partition Recovery Utility を使用した後、リカバリを行った各 Enterprise Vault サー
バーの Backup Exec ジョブ履歴を調べて、リカバリの詳細を確認できます。
p.944 の 「Partition Recovery Utility の必要条件」 を参照してください。
p.945 の 「アーカイブ ID の検索」 を参照してください。
p.945 の 「Partition Recovery Utility の起動」 を参照してください。

Partition Recovery Utility の必要条件
Partition Recovery Utility を使うときは次を知らなければなりません:
■

リカバリしたいデータのボルトストアパーティションの名前。

■

リカバリしたいパーティションデータのアーカイブ ID。

■

ボルトサービスアカウントの権限がある Enterprise Vault サーバーのユーザーアカ
ウント。
メモ: Windows サーバー 2008/2008 R2 コンピュータで Partition Recovery Utility
を実行する場合は、管理者権限が必要です。

また、Partition Recovery Utility はリストアするデータの移行元の Enterprise Vault
サーバーで実行する必要があります。
p.945 の 「アーカイブ ID の検索」 を参照してください。
p.945 の 「Partition Recovery Utility の起動」 を参照してください。
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アーカイブ ID の検索
Partition Recovery Utility を実行するときはボルトストアパーティション名とともに、リス
トアしたいデータのアーカイブ ID を使います。 アーカイブ ID はかなりの長さの英数字
番号です。
たとえば、1D69957C6D917714FB12FEA54C9A8299A1110000ev8archive.EVMBE で
す。
アーカイブファイルセットのプロパティ間でリストにあるアーカイブ ID を検索できます。
アーカイブ ID を見つける方法

1

Enterprise Vault 管理コンソールの左ビューで、［アーカイブ］を展開します。

2

フォルダの構造を検索し、リストアしたいデータの種類のフォルダを選択します。

3

右ビューでアーカイブを右クリックし、次に［プロパティ］を選択します。

4

［詳細］タブで、下部のアーカイブ ID に注意します。

p.945 の 「Partition Recovery Utility の起動」 を参照してください。

Partition Recovery Utility の起動
Partition Recovery Utility を起動するには、次の手順を実行します。
Partition Recovery Utility を起動する方法

1

Enterprise Vault サーバーから、Windows のコマンドプロンプトを開きます。

2

Enterprise Vault Agent のインストールディレクトリに移動します。
たとえば、C:¥Program Files¥Symantec¥Backup Exec¥RAWS です。

3

次の手順を実行します。
Windows サーバー 2008/2008 R2 コン
次のコマンドを入力します。
ピュータで Partition Recovery Utility を起
runas
動する場合
/user:<domain¥administrator>
partitionrecovery.exe -vs
<vault_store_name> -ap
<archive_ID>
他のすべてのサポート対象の Windows オペ 次のコマンドを入力します。
レーティングシステムのバージョンで Partition
partitionrecovery.exe -vs
Recovery Utility を起動する場合
<vault_store_name> -ap
<archive_ID>

4

Enter キーを押します。
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p.944 の 「Partition Recovery Utility について」 を参照してください。

Backup Exec Migrator を使用する場合の推奨事項
Backup Exec Migrator を使うときは次の推奨事項を考慮してください:
■

シマンテック社は定期的に Backup Exec のカタログをバックアップすることを推奨し
ます。
カタログ破損のイベントでは、バックアップからそのカタログをリストアできます。 カタロ
グをリストアした後、Backup Exec Migrator データが保存されるストレージメディアの
カタログを再登録する必要があります。 ストレージメディアのカタログを再登録すると、
最新のカテゴリエントリが確実に利用可能になります。

■

最高のパフォーマンスを実現するために、複製ジョブを使用してディスクへのバック
アップフォルダ、テープデバイスの順にデータを移行するように Backup Exec Migrator
を設定します。
p.931 の 「Backup Exec と Backup Exec Migrator でのステージングされた移行の使
用について」 を参照してください。
p.212 の 「バックアップしたデータの複製について」 を参照してください。

■

Enterprise Vault の［移行］オプションタブで、［以下のコレクションファイルをプライ
マリストレージから削除］の期間を 0 日より長く設定します。
期間を 0 日に設定すると、Enterprise Vault でパーティションから移行データがただ
ちに削除されます。
この期間を 0 日に設定する場合、シマンテック社は次の操作を実行することを推奨し
ます。
移行に使うディスクへのバックアップフォルダに許可される同時並行ジョブの数の
追加。
次の式に基づいて同時並行ジョブの数を追加します:
<推奨された同時並行ジョブの数> = <インストールされたテープドライブの数 +
2>
たとえば、インストールされたテープドライブが 2 つある場合は、4 つの同時並行ジョ
ブが許可されるようにディスクへのバックアップフォルダを設定してください。
同時並行ジョブは、ステージングされた移行環境でテープドライブが複製ジョブを処
理する間に Backup Exec Migrator でデータをディスクストレージに移行し続けるこ
とを可能にします。
■

メモ: ディスクへのバックアップデバイスの合計同時並行レベルを高めることによって、
実行する同時並行ジョブの数を増加できます。

■

シマンテック社は最初に 1 回の収集移行操作ですべてのアーカイブファイルを収集
してから、次の収集移行操作でそれらを移行することを推奨します。 このプロセスで
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は、Backup Exec Migrator は移行操作ごとに 1 つのジョブを作成します。これによっ
て、移行のパフォーマンスが向上します。
p.928 の 「Backup Exec Migrator for Enterprise Vault について」 を参照してください。

Backup Exec Migrator と Partition Recovery Utility の問題のト
ラブルシューティング
発生する可能性があるエラーに対して実行可能な解決策については、次のエラーメッ
セージを確認してください:
■

Enterprise Vault サーバー上の Windows Event Viewer および Enterprise Vault
Dtrace Utility の移行動作を Backup Exec Migrator が記録します。 Backup Exec
サーバー上の移行動作も記録されます。
ログファイル内の詳細は Backup Exec Migrator で発生する問題のトラブルシュー
ティングに役立ちます。
p.931 の 「Backup Exec Migrator のイベントについて」 を参照してください。
p.932 の 「Backup Exec Migrator のログについて」 を参照してください。

■

Partition Recovery Utility で呼び戻すファイルを見つけることができませんでした。
指定された Archive ID を使用してボルトストアデータベースから呼び出すファイルが
ありません。

■

Partition Recovery Utility の操作はユーザーの要求により終了されます。
Ctrl + C または Ctrl + Break を押したため、Partition Recovery Utility の操作が
停止した可能性があります。

■

移行したファイルの名前「<file_name>」（ID は「<migrated_file_id>」）が Backup
Exec バックアップセットで見つかりませんでした。 このファイルに対しては呼び戻しが
スキップされます。
Partition Recovery Utility は、ボルトストアデータベースにコレクションファイルが存
在する場合はスキップします。 ファイルをリストアするには、ボルトストアデータベース
からファイルを削除し、Partition Recovery Utility を再度実行します。

■

Partition Recovery Utility でパーティションを見つけることができませんでした。 ボ
ルトストアの名前が有効であること、ボルトストアにパーティションがあることを確認して
ください。
指定されたボルトストア名は無効の可能性があります。

p.928 の 「Backup Exec Migrator for Enterprise Vault について」 を参照してください。
p.944 の 「Partition Recovery Utility について」 を参照してください。
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J
Symantec Backup Exec
Agent for Lotus Domino
この付録では以下の項目について説明しています。
■

Agent for Lotus Domino Server について

■

Lotus Domino Agent 使用上の必要条件

■

Lotus Domino Agent の Backup Exec サーバーへのインストールについて

■

Lotus Domino Agent と Domino Attachment and Object Service (DAOS) につい
て

■

Lotus Domino データベースの表示

■

Lotus Domino データベースのバックアップについて

■

Lotus Domino データベースのリストアについて

■

Lotus Domino サーバーのディザスタリカバリを準備する方法

■

Lotus Domino サーバーのディザスタリカバリ

■

アーカイブログを使用した Lotus Domino サーバーのディザスタリカバリについて

■

変更ジャーナルの監視の無効化

■

アーカイブログが有効な Lotus Domino サーバー、データベース、トランザクションロ
グのリカバリ

■

変更ジャーナルの監視の再有効化

■

循環ログを使用する Lotus Domino サーバーのリカバリ
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Agent for Lotus Domino Server について
Symantec Backup Exec Agent for Lotus Domino Server (Lotus Domino Agent) に
よって、ローカル Backup Exec サーバーとリモートコンピュータで Lotus Domino をバッ
クアップしてリストアできます。Lotus Domino Agent は Lotus Domino データベース、
Domino Attachment and Object Service (DAOS) 関連 NLO ファイルおよびトランザク
ションログをバックアップします。また、Lotus Domino データベースのバックアップを、個
別に管理したり専用のハードウェアを使用しなくても、通常のサーバーのバックアップと統
合することができます。
Lotus Domino Agent は、次の機能をサポートしています。
■

動的インクルード

■

Lotus Domino API を使用した、Lotus Domino データベース、DAOS 関連 NLO
ファイルおよびトランザクションログのオンラインバックアップ（完全、増分および差分）

■

Lotus Domino データベース、.nlo ファイルおよびアーカイブトランザクションログの
リストア、および指定した時点へのリストア

■

バックアップしたアーカイブ Lotus Domino トランザクションログの再利用

■

柔軟なスケジュール設定

■

DAOS 関連の NLO ファイルのリストア (DAOS がリモート共有に設定されるているとき)

■

Lotus Domino クラスタサーバーおよびパーティションサーバーのバックアップとリス
トア

■

アクティブ - アクティブ構成とアクティブ - パッシブ構成の両方の Microsoft Cluster
Server クラスタ内の Lotus Domino データベース

p.156 の 「データのバックアップ」 を参照してください。
p.177 の 「ステージについて」 を参照してください。
p.164 の 「バックアップの編集」 を参照してください。
p.446 の 「バックアップジョブのデフォルト設定」 を参照してください。

Lotus Domino Agent 使用上の必要条件
Agent for Lotus Domino Server (Lotus Domino Agent) は、Lotus Domino バージョ
ン 7.x および 8.x のバックアップとリストアをサポートしています。
互換性があるオペレーティングシステム、プラットフォーム、アプリケーションのリストは、次
の URL で参照できます。
http://entsupport.symantec.com/umi/V-269-1
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Backup Exec サーバーに存在する Lotus Domino データベースファイルのバックアップ
の必要条件と、リモートの Windows コンピュータおよびワークステーションの必要条件を
次に示します。
メモ: Backup Exec は、1 つのコンピュータ上にある 2 つのバージョンの Lotus Domino
をサポートしていません。
バックアップする Lotus Domino ファイルがローカル Backup Exec サーバー上に存在
する場合は、サーバーには次のものが必要です。
■

Backup Exec

■

Intel x86 ベースのコンピュータ

■

Lotus Domino サーバー上に Lotus Domino データディレクトリが存在していること

バックアップする Lotus Domino ファイルがリモートコンピュータ上に存在する場合は、そ
のリモートコンピュータには次のものが必要です。
■

Windows オペレーティングシステム

■

Backup Exec Agent for Windows

■

Intel x86 ベースのコンピュータ

■

Lotus Domino データベースが存在するボリュームに管理共有が設定されていること

■

Lotus Domino サーバー上に Lotus Domino データディレクトリが存在していること

Lotus Domino のトランザクションログをバックアップするには、次の条件を満たす必要が
あります。
■

増分バックアップと特定時点でのリカバリが実行されるように、Lotus Domino アーカ
イブ形式の［トランザクションログ］を［有効］に設定する。

Lotus Domino DAOS 関連の NLO ファイルをバックアップするには、次の条件を満たす
必要があります。
■

DAOS の状態が読み取り専用モードまたは有効になっている。

■

DAOS のカタログが同期される。

Lotus Domino データベースが Microsoft Cluster Server クラスタ内で実行されている
場合は、次の必要条件を満たす必要があります。
■

Lotus Domino サーバーが Microsoft Cluster クラスタで実行されている。Microsoft
Cluster Server クラスタ内の Lotus Domino の設定方法について詳しくは Lotus
Domino のマニュアルを参照してください。

■

Backup Exec Lotus Domino Agent が Microsoft Cluster Server クラスタ内のすべ
てのノードにインストールされている。
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p.952 の 「Lotus Domino Agent の Backup Exec サーバーへのインストールについて」
を参照してください。

Lotus Domino Agent の Backup Exec サーバーへのイ
ンストールについて
Symantec Backup Exec Agent for Lotus Domino Server (Lotus Domino Agent) は、
Agent for Applications and Databases の一部としてインストールされます。ローカルま
たはリモートの Lotus Domino データベースをバックアップすることができます。
p.90 の 「コマンドプロンプトを使用したリモートコンピュータへの Agent for Windows の
インストール」 を参照してください。
メモ: Backup Exec がすでにインストールされている同一サーバー上に Lotus Domino
をインストールする場合、Backup Exec サービスを再起動して Lotus Domino データベー
スの選択項目を表示する必要があります。
p.955 の 「Lotus Domino データベースのバックアップについて」 を参照してください。
p.502 の 「Backup Exec サービスの起動および停止」 を参照してください。
p.164 の 「バックアップの編集」 を参照してください。
p.223 の 「データの検索とリストアついて」 を参照してください。

Lotus Domino Agent と Domino Attachment and Object
Service (DAOS) について
Lotus Domino 8.5 は Domino Attachment and Object Service (DAOS) を組み込み
ます。 DAOS 対応データベース (DAOS データベース) は、サーバーのアプリケーション
間でデータを共有することによってハードディスク容量を大幅に節減します。 DAOS デー
タベースはあらゆるドキュメントの添付ファイルの個別コピーを保存しません。 代わりに、
DAOS データベースは内部リポジトリへの添付ファイルの単一コピーを保存します。 デー
タベースはその後保存された添付ファイルへの参照ポインタを作成して保存します。
添付ファイルは .nlo の拡張子が付けられて内部リポジトリに保存されます。 Lotus Domino
サーバー全体の完全バックアップ時に、Backup Exec は Domino の <server>.id ファ
イルと共にすべての .nlo ファイルをバックアップします。
Backup Exec は、リストア選択ビューの［Lotus Domino データベース］の下で［Domino
Attachment and Object Service］という名前のコンテナをパーティションごとに追加しま
す。 すべてのバックアップされた DAOS NLO ファイルは ［Domino Attachment and
Object Service］の下のバックアップセットに存在します。 また、すべてのバックアップさ
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れた <server>.id ファイルは ［Lotus Domino データベース］の下の［データベース］コン
テナに存在します。
メモ: Domino は NLO の暗号化のために <server>.id を使います。 Domino サーバー
で NLO ファイル暗号化を有効にする場合、<server>.id ファイルはバックアップされなけ
ればなりません。
個々の DAOS 対応データベースをバックアップに選択すると、各データベースの参照
.nlo ファイルがバックアップジョブに含まれます。 ただし、<server>.id ファイルは除外
されます。
増分バックアップでは、サーバーの最後の完全バックアップ以降に作成されたデータベー
スおよび .nlo ファイルのみがバックアップされます。
メモ: 増分バックアップジョブによって完全に DAOS 対応データベースがバックアップさ
れる場合は、各データベースが参照するすべての .nlo ファイルがバックアップされます。
このシナリオは DAOS 対応データベースが循環ログ記録を使うか、または DAOS 対応
データベースがアーカイブログモードになっていて DBIID が変更されるときに当てはまり
ます。
完全な DAOS 対応 Domino データベースリストア時に、すべてのデータベースデー
タ、.nlo ファイル、<server>.id ファイルがリストアされます。 個々の DAOS 対応データ
ベースをリストアすると、Backup Exec は .nlo ファイルを含むすべてのデータベースデー
タをリストアします。 ただし、Backup Exec は内部リポジトリの .nlo ファイルと一致する .nlo
ファイルをリストアしません。 DAOS 対応データベースがリストアされた後、Backup Exec
は Domino DAOS カタログを再同期化します。
DAOS 対応データベースの特定時点リストアでは、一部の必須 .nlo ファイルがアーカイ
ブのトランザクションログの再生時に生成されないことがあります。 このような場合に、
Backup Exec は見つからない .nlo ファイルの名前を報告します。 見つからない .nlo ファ
イルを個別にリストアして、Domino サーバーで Domino DAOS カタログの再同期操作
を開始できます。
メモ: DAOS 対応データベースがアーカイブログモードになっていて DBIID が変更され
ない場合に、変更される .nlo ファイルのみがバックアップされます。
Domino DAOS カタログの再同期操作について詳しくは、Lotus Domino のマニュアル
を参照してください。
p.950 の 「Agent for Lotus Domino Server について」 を参照してください。
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見つからない .nlo ファイルをリストアするための推奨事項
見つからない .nlo ファイルを個別にリストアする場合、シマンテック社は次の推奨事項を
お勧めします。
■

常に .nlo ファイルを現在の DAOS 対応 Domino サーバーの内部リポジトリにリストア
します。

■

ランダムに.nlo ファイルの選択を行うのではなく、リストアの選択ビューですべての選
択項目を選択します。 次にリストアオプションである［ディスク上のファイルを上書きし
ない］を使います。 ［ディスク上のファイルを上書きしない］オプションの使用によって、
Backup Exec は見つからない .nlo ファイルのみをリストアします。
p.964 の 「DAOS NLO ファイルのリストア先の変更について」 を参照してください。

Lotus Domino データベースの表示
ローカルサーバーおよびリモートサーバーにある Domino データベースを表示するに
は、次の手順を使います。
Lotus Domino のトランザクションログは、［Lotus Domino データベース］の下には表示
されませんが、バックアップするデータベースを選択すると、そのトランザクションログも自
動的に選択されます。
同じプロセスが DAOS NLO ファイルに適用されます。 .nlo ファイルは、［Lotus Domino
データベース］の下には表示されませんが、バックアップするデータベースを選択すると、
その .nlo ファイルも自動的に選択されます。
p.955 の 「Lotus Domino データベースのバックアップについて」 を参照してください。
ローカルサーバーおよびリモートサーバーにある Lotus Domino データベースを表示す
る方法

1

［バックアップとリストア］タブで、Lotus Domino サーバーを右クリックします。

2

［バックアップ］メニューで、使用するバックアップオプションを選択してください。

3

選択ボックスで［編集］をクリックします。

4

［Lotus Dominoデータベース］を展開します。

5

名前が付けられたフォルダが表示されるまで［Lotus Domino データベース］の下の
各フォルダを展開します。

6

各データベースフォルダをクリックすると、右ペインに Lotus Domino データベース
が表示されます。
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Lotus Domino データベースのバックアップについて
Lotus Domino バックアップジョブをサブミットすると、Backup Exec は、Lotus Domino
API を使用してデータベースのバックアップを取得します。 DAOS 対応 Domino データ
ベースをバックアップするとき、DAOS NLO ファイルは自動的に含まれます。 また、Lotus
Domino データベースと関連付けされるトランザクションログは、サーバーでアーカイブロ
グが有効な場合にのみバックアップに含まれます。バックアップされる場合、アーカイブ
ログと DAOS NLO ファイルは Lotus Domino データベースバックアップセットとともに保
存される個別バックアップセットに保存されます。
Agent for Lotus Domino Server (Lotus Domino Agent) は、次のファイルのバックアッ
プに使用されます。
■

.ntf: Lotus Notes テンプレートファイル

■

.nsf: Lotus Notes データベースファイル

■

.box: Lotus Mailbox ファイル

■

.dsk: キャッシュファイル

■

.txn - トランザクションログファイル

■

.nlo - DAOS 添付ファイル
メモ: トランザクションログファイルと DAOS 添付ファイルは、Backup Exec のバックアッ
プ選択ビューに表示されませんが、リストアの選択ビューには表示されます。

Lotus Domino データベースを正しくリカバリするには、.nsf、.ntf および .box ファイルを
バックアップする必要があります。.njf、.ncf、.id、.dic および notes.ini の各ファイルを
バックアップする場合は、Lotus Domino のプログラムディレクトリが存在するボリューム
からバックアップするように選択します。
Domino Agent は Lotus Domino データベースのバックアップに完全バックアップおよ
び増分バックアップを使用します。増分バックアップでは、アーカイブトランザクションロ
グ、DAOS NLO ファイル、トランザクションログのないデータベース、およびトランザクショ
ンログがあるデータベースで DBIID が変更されたデータベースのみをバックアップする
ため、完全バックアップよりサイズが小さく、所要時間も少なくて済みます。
メモ: データベースの DBIID が変更された場合は、以前のトランザクションを新しいデー
タベースに適用できなくなるため、完全バックアップを実行する必要があります。
DAOS と非 DAOS Domino サーバーは付加的な Domino 関連データベースとサポート
ファイルを使用しますが、Backup Exec はそれらをバックアップしません。 Domino は自
動的に Domino サーバーの再起動後にこれらの項目を作成し直します。
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Backup Exec はバックアップジョブから次のサポートファイルを除外します:
■ daos.cfg
■ daoscat.nsf
■ dbdirman.nsf

メモ: Remote Media Agent for Linux Servers がインストールされているコンピュータに
接続するデバイスにデータベースをバックアップできません。
p.956 の 「Lotus Domino Agent のバックアップオプション」 を参照してください。
p.156 の 「データのバックアップ」 を参照してください。
p.164 の 「バックアップの編集」 を参照してください。
p.178 の 「ステージの編集」 を参照してください。

Lotus Domino データベースのバックアップオプションの選択について
Lotus Domino データベースのバックアップは、事前にサードパーティ製の Lotus Domino
Agent を停止し、トランザクションのピーク時間帯を避けて実行してください。アーカイブ
トランザクションログは自動的に含まれます。
単一のボリュームまたは複数のボリューム上に存在するすべての Lotus Domino データ
ベースとトランザクションログを、同一の Backup Exec サーバーでバックアップする必要
があります。また、Lotus Domino サーバーを複数の Backup Exec サーバーから同時に
バックアップしないでください。
p.156 の 「データのバックアップ」 を参照してください。

Lotus Domino Agent のバックアップオプション
Agent for Lotus Domino Server (Lotus Domino Agent) のバックアップジョブには次
のオプションを利用可能です。このオプションは、［バックアップオプション］ダイアログボッ
クスで［Lotus Domino］を選択し、Domino のバックアップジョブのバックアップ定義に増
分バックアップ方式が含まれている場合にのみ表示されます。
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表 J-1

Lotus Domino Agent の増分バックアップ方式オプション

項目

説明

トランザクションログに再利用のためのマークを
付ける

トランザクションログをバックアップ後に再利用し
ます。
Backup Exec では、トランザクションログの削除
は行われません。 このオプションを選択すること
は、バックアップが完了したトランザクションログ
が再利用可能であることを示唆するにすぎませ
ん。トランザクションログは Lotus Domino サー
バーによって実際に削除されます。
完全バックアップ方式を選択した場合、このオプ
ションは自動的に選択されます。 完全バックアッ
プ方式を使用している場合は、このオプションを
オフにすることはできません。

ボリュームレベルのバックアップでの Lotus Domino ファイルの自動除外
について
バックアップ対象として Lotus Domino データが含まれるボリュームを選択すると、Agent
for Lotus Domino Server (Lotus Domino Agent) は、ボリュームレベルのバックアップ
に含めることができない Domino データを判断します。たとえば、.ntf ファイル、.nsf ファ
イル、nlo ファイル、<server>.id ファイルおよびすべてのアクティブなログファイルは、
Lotus Domino システムによる排他的な使用のためにオープンされるため、バックアップ
することはできません。これらのファイルは、アクティブファイルの除外と呼ばれる機能に
よって、自動的にバックアップ対象から除外されます。スナップショット以外のバックアップ
中にこのファイルの除外が発生しなかった場合、これらのファイルは使用中とみなされて
スキップしたものと扱われます。 スナップショットバックアップ中にこのファイルの除外が発
生しなかった場合、ファイルは一貫性がとれていない状態でバックアップされ、リストアの
問題が発生する可能性があります。
p.156 の 「データのバックアップ」 を参照してください。
p.956 の 「Lotus Domino Agent のバックアップオプション」 を参照してください。

サポートされている Lotus Domino データベースの構成について
Agent for Lotus Domino Server (Lotus Domino Agent) を使用してバックアップする
ことのできる Lotus Domino データベースの構成を次に示します。
■

Domino サーバーデータベース:
Domino サーバーデータベースでは、その DAOS 状態を無効、読み取り専用、また
は有効にしてトランザクションログのロギング方法を選択することができます。 DAOS
はトランザクションロギングを使わない Domino データベースで有効にできません。

957

958

付録 J Symantec Backup Exec Agent for Lotus Domino
Lotus Domino データベースのバックアップについて

Domino データベースは、Domino データディレクトリ (通常 Lotus¥Domino¥Data)
に格納されますが、ディレクトリリンクやデータベースリンクを使用して Domino デー
タディレクトリの外部に保存することもできます。
次の種類の Lotus Domino データベースがサポートされています。

■

■

トランザクションロギングを有効にした Domino データベース:
Domino データベースのトランザクションロギングを有効にすると、Lotus データ
ベースのトランザクションログが作成されます。すべてのデータベースのトランザク
ションは共通のログに記録されます。サーバー上でトランザクションロギングが有
効な場合は、すべてのデータベーストランザクションは単一のトランザクションログ
に入ります。

■

トランザクションロギングを無効にした Domino データベース:
Domino データベースのトランザクションロギングを無効にすると、Domino デー
タベースのトランザクションログは作成されません。トランザクションロギングを無効
にした Domino データベースは、完全バックアップまたは増分バックアップの実
行時に全体がバックアップされますが、バックアップされるのは最終のバックアッ
プ時刻までです。

ローカルデータベース:
ローカルデータベースは Domino データディレクトリ以外に存在する Lotus データ
ベースで、トランザクションロギングは利用できません。Lotus Domino のいずれかの
バックアップ方式を使用する場合は、ローカルデータベース自体のバックアップが必
要です。トランザクションログを使用することができないため、バックアップした時点に
しかデータベースをリカバリすることはできません。

p.958 の 「Lotus Domino のトランザクションログについて」 を参照してください。
p.956 の 「Lotus Domino データベースのバックアップオプションの選択について」 を参
照してください。

Lotus Domino のトランザクションログについて
Lotus Domino には、Lotus Domino データベースのトランザクションログを記録する機
能があります。 Lotus Domino サーバーでトランザクションログを使用するように設定し、
Lotus Domino データベースが Domino データディレクトリに存在する場合は、デフォル
トでデータベースのログが作成されます。
サーバー上でトランザクションロギングが有効な場合は、Lotus Domino の各データベー
スには、データベースインスタンス ID (DBIID) が割り当てられます。 ログに記録された各
トランザクションには DBIID が含まれ、リストア時のトランザクションとデータベースの照合
に使用されます。
Lotus Domino の操作を実行すると、新しい DBIID がデータベースに割り当てられる場
合があります。 新しい DBIID が割り当てられた場合は、以降のトランザクションログでそ
の新しい DBIID が使用されます。ただし、以前のトランザクションログの DBIID は新しい
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DBIID には変更されません。 新しい DBIID が割り当てられると、以前の DBIID を含むト
ランザクションをリストアすることができなくなるため、完全バックアップを実行してデータの
損失を防止する必要があります。 完全バックアップには、データベースの現在のトランザ
クションがすべて含まれているため、新しい DBIID のトランザクションのみでデータベー
スをリストアすることができます。
トランザクションロギングを有効に設定する場合、選択できるログ形式は 1 つだけです。
Lotus Domino データベースには、次の 2 つのログ形式があります。
■

アーカイブログ:
このログ形式では、使用しているストレージの容量だけに制約されるトランザクションロ
グが生成されます。 すべてのトランザクションログのバックアップ、およびログ領域の
再利用が可能なため、Lotus Domino Agent で使用するログ形式として、アーカイブ
ログを使用することをお勧めします。 Lotus Domino サーバー上のバックアップ済み
のトランザクションログはクリアされ、占有していたディスク領域が解放されるため、新
しいトランザクションログ作成用に再利用することができます。

■

循環ログ:
このログ形式では、ログファイルが指定したサイズに達すると、古いログから順に上書
きしてログファイルが再利用されます。 ログファイルを再利用するとディスク領域を節
約することができますが、データベースは、最新の完全バックアップの時点の状態に
しかリカバリすることはできません。 バックアップジョブで増分バックアップを選択して
も、トランザクションログをバックアップすることができないため、データベースの完全
バックアップが実行されます。

注意: 循環ログを使用している場合は、循環トランザクションログをバックアップすることが
できないため、最後のバックアップ以降にデータベースに対して行われた変更は失われ
ます。
p.957 の 「サポートされている Lotus Domino データベースの構成について」 を参照して
ください。
p.956 の 「Lotus Domino データベースのバックアップオプションの選択について」 を参
照してください。

Lotus Domino データベースのリストアについて
データをリストアするには、リストアウィザードで Lotus Domino データベースが格納され
ているバックアップセットからデータベースを選択します。必要なトランザクションログと
DAOS NLO ファイルは、選択したデータベースとともに自動的にリストアされます。
通常、Lotus Domino のデータは最新のバックアップセットに格納されています。 ただし、
完全バックアップジョブ以降に増分バックアップジョブを実行した場合、トランザクションロ
グのみがバックアップされ、バックアップセットにデータが存在しないことがあります。 リス
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トアするデータが最新のバックアップセットに存在しない場合は、データが存在するバッ
クアップセットまでさかのぼって探します。
メモ: 新しい DBIID がデータベースに割り当てられてから増分バックアップを実行した場
合は、新しい DBIID のトランザクションが以前の DBIID に一致しないため、データは最
新のバックアップセットに格納されています。

メモ: Lotus Domino データベースを Microsoft Cluster Server クラスタにリストアする場
合、リストアウィザードの［リソースビュー］タブで Domino データベースを参照、選択する
ときに、Domino サーバーの仮想コンピュータ名または仮想 IP アドレスを使用する必要
があります。
Lotus Domino データベースのリストアオプションはリストアウィザードを使用して設定しま
す。 ウィザードには Domino 固有のリストアオプションが定義されています。
リストアする Lotus Domino バックアップセットを選択すると、すべてのデータベースファ
イルと必要なトランザクションログが自動的にリストアされます。また、特定のデータベース
ファイルを選択してリストアすることもできます。
p.962 の 「Lotus Domino Agent のリストアオプション」 を参照してください。
p.223 の 「データの検索とリストアついて」 を参照してください。

Lotus Domino データベースのリストア
Lotus Domino データベースをリストアするには 3 段階の処理手順が必要です。
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表 J-2

Lotus Domino データベースのリストア

手順

説明

手順 1

データベースファイルを Domino サーバーにリ
ストアします。
Lotus Domino データベースのリストア時には、
既存のデータベースはオフラインに移行して削
除され、データベースがリストアされ、その後、
バックアップジョブ内に含まれている変更内容が
データベースに適用されます。

メモ: Domino サーバーには、admin4.nsf、
names.nsf、busytime.nsf などの名前の
データベースが含まれます。 Notes クライアント
コンピュータには、bookmark.nsf、
cache.dsk、 homepage.nsf などの名前の
データベースが含まれます。 これらのデータベー
スは重要なので、Domino サーバーが実行され
ているときはオフラインにできません。また、ディ
ザスタリカバリの状況でのみこれらのデータベー
スをリストアしてください。
トランザクションロギングが無効なデータベース
またはローカルデータベースの場合は、オンライ
ンに復帰します。 トランザクションロギングが有効
な複数のデータベースをリストアする場合は、
データベース名がリカバリ用リストに追加されま
す。 リストアプロセスでは、Backup Exec によっ
てデータベースに一意の名前が割り当てられ、
データベースがオンラインに復帰する前に元の
名前に戻されます。 リストアプロセスで名前を変
更しても、リストアされるデータベースには影響し
ません。
手順 2

見つからない DAOS 対応 NLO ファイルをリスト
アします。
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手順

説明

手順 3

トランザクションログを実行してデータベースを最
新の状態にします。
内部的な Domino リカバリプロセスは、DAOS
NLO ファイルがサーバーにリストアされた後に自
動的に開始されます。 データベースは、対応す
るトランザクションログのトランザクションを使用し
て、指定した時点の状態にリカバリされます。 こ
のプロセスには、バックアップおよび再利用され
たトランザクションログも含まれています。 リカバ
リプロセスが終了すると、Lotus Domino データ
ベースはオンラインに復帰します。
定期的に Lotus Domino データベースのバック
アップを実行している場合、Lotus Domino デー
タを格納した最新のバックアップセットをリストア
すれば、Lotus Domino データベースの最新の
バックアップをリストアできます。

メモ: 循環ログが有効な場合にデータベースと
Domino のトランザクションログの両方が失われ
ると、データベースは、最後の完全バックアップ
の時点の状態にしかリカバリすることができませ
ん。

Microsoft Cluster Server クラスタ内のサーバーのリストアは、クラスタ以外の環境のサー
バーをリストアする場合と同じ手順で行ってください。
Lotus Domino データベースを MCSC クラスタにリストアしているときにフェールオーバー
が発生すると、実行中のリストアジョブは 15 分間停止し、既存の接続が解決されるまで
待機します。 フェールオーバーのタイムアウト時間内にリストアジョブが再開されない場
合、ジョブは失敗します。 この場合、リストアジョブを再度サブミットする必要があります。
p.959 の 「Lotus Domino データベースのリストアについて」 を参照してください。

Lotus Domino Agent のリストアオプション
Agent for Lotus Domino Server (Lotus Domino Agent) のリストアジョブで利用できる
オプションは次のとおりです。これらのオプションはリストアウィザードを実行すると表示さ
れます。
p.956 の 「Lotus Domino Agent のバックアップオプション」 を参照してください。
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表 J-3

Lotus Domino のリストアオプション

項目

説明

利用可能な最終のバックアップセット時刻にリス 複数のバックアップセットに利用可能できるバッ
トア
クアップセットが複数ある場合は、最終のバック
アップセット時刻を使用します。
指定した時刻を含むトランザクションログの指定 データベースをリストアする日時を指定します。
時刻へ
このオプションは、ロギングが有効なデータベー
スが、ログ形式としてアーカイブログを選択して
いる場合にのみ利用することができます。Backup
Exec によって、［リストア選択］ダイアログボックス
で選択した Lotus Domino データベースがリス
トアされた後、自動的に、指定した時点にデータ
ベースをリストアするために必要なトランザクショ
ンログがリストアされます。
日時が指定されていない場合は、データベース
は、ログファイルの最新のコミットされたトランザク
ションまでリストアされます。
アーカイブトランザクションログもリストアされるた
め、このオプションを選択した場合はさらに時間
がかかる場合があります。
データベースがオフラインになるまでの秒数を指 リストアするデータベースが使用中の場合に、リ
定する
ストアプロセスが待機する秒数を指定します。リ
ストアする Lotus データベースは、オフラインに
する必要があります。これは、リストアジョブの実
行時の、リストアするデータベースに対するアク
セス、クローズおよび削除を避けるためです。指
定した待機時間の後もデータベースが使用中で
オフラインにできない場合は、リストアは失敗しま
す。
元のデータベース ID を維持

元のデータベース ID をリストアします。

新規データベースインスタンス ID を割り当てる データベースに新しい ID を割り当てます。
新規データベースインスタンス ID とレプリカ ID データベースに新しい ID を割り当てます。レプ
を割り当てる
リカ ID は、Lotus Domino 環境で複製される 2
つ以上のデータベースを同期化するために使
用されます。リストア中にデータベースを複製す
るときに、リストアされたデータベースファイルで
他のデータベースが上書きされないように、新し
いレプリカ ID を割り当てることを選択できます。
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Lotus Domino データベースのリストアジョブのリストア先変更について
Backup Exec ログオンアカウントには、Lotus Domino サーバーのバックアップのリストア
先サーバーの管理者クレデンシャルが必要です。Lotus Domino データベースのリスト
ア先ディレクトリは、バックアップ元のローカルサーバー上に存在している必要がありま
す。また、そのディレクトリは、Lotus Domino データディレクトリ内か、その下位に存在し
ている必要があります。指定した時点にリストアする場合は、リストア先を変更できません。
メモ: DAOS 対応 Domino のデータベースのリストア先を変更すると、nlo ファイルはリス
トアされません。
p.223 の 「データの検索とリストアついて」 を参照してください。
p.491 の 「Backup Exec ログオンアカウントの作成」 を参照してください。

DAOS NLO ファイルのリストア先の変更について
DAOS 対応 Domino データベース全体をリストアしないで DAOS NLO ファイルをリストア
できます。 DAOS NLO ファイルをリストアするときは、リストア先変更の宛先パスを指定す
る必要があります。 ほとんどの場合、パスは Lotus Domino を構成したときに設定した
DAOS 内部リポジトリを指します。
p.223 の 「データの検索とリストアついて」 を参照してください。
p.952 の 「Lotus Domino Agent と Domino Attachment and Object Service (DAOS)
について」 を参照してください。

Lotus Domino サーバーのディザスタリカバリを準備す
る方法
障害対策は、致命的障害の発生時に Lotus Domino データベースを効率的かつ効果
的にリストアするために不可欠です。目的は、最短時間でリカバリを行うことです。Windows
コンピュータと Lotus Domino データベースの両方のバックアップ戦略を立案しておくこ
とが重要です。
Lotus Domino データベースのバックアップ戦略を立案する場合は、次の推奨事項を考
慮してください。
■

リンクされたデータベースを 1 つのボリュームに保持する。Backup Exec を使用して、
バックアップの実行前にすべてのデータベースを同期させることができます。

■

アクティブなデータベースを頻繁にバックアップする。最後にバックアップされた時点
へデータベースをリカバリするために必要な手間と時間を少なくすることができます。

■

notes.ini、cert.id および <server>.id の各ファイルを確実にバックアップし、障害発
生時に利用できるようにしておく。
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■

Lotus Domino のマニュアルで推奨しているように DAOS の削除期間を設定します。
ただし、シマンテック社は 2 つの Domino バックアップ間の時間より短い期間には
DAOS の削除期間を設定しないことを推奨します。

p.965 の 「Lotus Domino サーバーのディザスタリカバリ」 を参照してください。
p.966 の 「アーカイブログを使用した Lotus Domino サーバーのディザスタリカバリにつ
いて」 を参照してください。
p.969 の 「循環ログを使用する Lotus Domino サーバーのリカバリ」 を参照してください。

Lotus Domino サーバーのディザスタリカバリ
Lotus Domino システムリカバリは、次の方法で実行できます。
■

手動
p.623 の 「手動による Windows コンピュータのディザスタリカバリについて」 を参照し
てください。

■

Backup Exec の Simplified Disaster Recovery の使用
p.692 の 「Simplified Disaster Recoveryについて」 を参照してください。

災害から DAOS 対応 Domino サーバーをリカバリするとき、リカバリするそれぞれの
Domino データベースが参照するすべての .nlo ファイルが自動的にリストアされます。
メモ: Microsoft Cluster Server クラスタ内の Lotus Domino サーバーのディザスタリカ
バリは、クラスタ以外の環境の Domino サーバーをリカバリする場合と同じ手順で行って
ください。
Lotus Domino サーバーでディザスタリカバリ操作をするときに、ガイドとして次の手順を
使います。
表 J-4

Lotus Domino サーバーのディザスタリカバリを実行する手順

手順

説明

手順 1

Windows コンピュータをリカバリします。

手順 2

変更ジャーナルの監視を無効にします。
p.967 の 「変更ジャーナルの監視の無効化」 を
参照してください。
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手順

説明

手順 3

障害の発生前と同じ場所に Lotus Domino をリ
カバリするか、または再インストールします。
すべての Lotus Domino システムデータはリカ
バリされなければなりません。システムデータに
は log.nsf、names.nsf、テンプレートファイル、
notes.ini、mail.box と ID ファイルが含まれてい
ます。

メモ: トランザクションログが有効な場合は、Lotus
Domino サーバーで選択されるログ形式に基づ
くディザスタリカバリ操作を実行する必要がありま
す。
サーバーを再構築した後に、最新のバックアッ
プからデータベースのリストアを行います。
手順 4

変更ジャーナルの監視を再び有効にします。
p.968 の 「変更ジャーナルの監視の再有効化」
を参照してください。

p.223 の 「データの検索とリストアついて」 を参照してください。
p.969 の 「循環ログを使用する Lotus Domino サーバーのリカバリ」 を参照してください。

アーカイブログを使用した Lotus Domino サーバーの
ディザスタリカバリについて
障害によりアクティブなトランザクションログが失われている場合でも、最新のトランザクショ
ンログに記録されている時点までデータベースをリカバリすることができます。
ただし、すべてのトランザクションログが失われた場合のデータベースのリカバリには、次
のものが必要です。
■

Lotus Domino サーバーに存在する最新の notes.ini ファイル

■

データベースのバックアップ

■

すべてのアーカイブログエクステント

また、変更ジャーナルの監視が有効になっている場合は、Lotus Domino サーバーのリ
カバリを開始する前に、レジストリで変更ジャーナルの監視を無効にしておく必要があり
ます。
p.967 の 「変更ジャーナルの監視の無効化」 を参照してください。

付録 J Symantec Backup Exec Agent for Lotus Domino
変更ジャーナルの監視の無効化

変更ジャーナルの監視の無効化
レジストリで変更ジャーナルの監視を無効にして再び有効にするには、次の手順を使い
ます。すると、Lotus Domino サーバー、データベースとトランザクションログをリカバリで
きます。
p.966 の 「アーカイブログを使用した Lotus Domino サーバーのディザスタリカバリにつ
いて」 を参照してください。
変更ジャーナルの監視を無効にする方法

1

レジストリを開き、次のキーを表示します。
HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥SYMANTEC¥BACKUP EXEC FOR
WINDOWS¥BACKUP EXEC¥ENGINE¥DOMINO

2

Enable Change Journal キーの値を 0 に設定し、変更ジャーナルの監視を無効に
します。

3

Lotus Domino Agent を再起動します。

アーカイブログが有効な Lotus Domino サーバー、デー
タベース、トランザクションログのリカバリ
Lotus Domino サーバー、データベース、トランザクションログをリカバリするには、次の
手順を使います。
p.223 の 「データの検索とリストアついて」 を参照してください。
p.966 の 「アーカイブログを使用した Lotus Domino サーバーのディザスタリカバリにつ
いて」 を参照してください。
アーカイブログが有効な Lotus Domino サーバーをリカバリする方法

1

Backup Exec のリストアウィザードを使用して、データベース以外の Domino サー
バーファイル (*.id および notes.ini) を NTFS バックアップからリストアします。
必要に応じて Domino サーバーを再インストールし、サーバーの設定を行わずに
データベース以外の Domino ファイル (notes.ini ファイル、*.id ファイルなど) をリス
トアします。元のインストールと同じディレクトリ構造、ディレクトリの場所および logdir
パスを使用します。再インストール後にサーバーを起動しないでください。

2

リストアウィザードのパネルで［常にディスク上のファイルを上書きする］、［リストアし
たデータのファイルの整合性と階層の維持方法を指定してください。］を選択します。

3

テキストエディタを使用して、Domino サーバーの notes.ini ファイルの
TRANSLOG_Status 設定を 0 に変更します。
たとえば、TRANSLOG_Status=0 となります。
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4

Backup Exec のリストアウィザードを使用して、アクティブなトランザクションログが失
われた時点より前にバックアップされた最後のトランザクションログをリストアします。

5

トランザクションログのリストアが正常に完了したことを確認します。

6

Lotus Domino Agent をシャットダウンしてから再起動します。

7

手順 4 でリストアしたトランザクションログ以外のすべてのトランザクションログを、
Domino のトランザクションログディレクトリから削除します。

8

テキストエディタを使用して、Domino サーバーの notes.ini ファイルを次のように変
更します。
TRANSLOG_Recreate_Logctrl=1
TRANSLOG_Status=1

9

Domino データベースの完全リストアを実行するか、またはアーカイブログエクステ
ントの指定した時点へのリストアを実行します。
Backup Exec は DAOS 対応データベースとともにすべての DAOS NLO ファイルを
完全バックアップから自動的にリストアします。また、Domino は Domino サーバー
を再起動するときに daos.cfg ファイルと daoscat.nsf ファイルの両方を自動的に
作成し直します。
完全リストアが完了したら、notes.ini ファイルの TRANSLOG_Logctrl パラメータを
0 にリセットします。

10 増分バックアップから DAOS の NLO ファイルをリストアします。
11 Domino サーバーを起動します。これでディザスタリカバリは完了です。
12 ディザスタリカバリの開始前に変更ジャーナルの監視を無効にした場合は、再び有
効にする必要があります。
p.968 の 「変更ジャーナルの監視の再有効化」 を参照してください。

変更ジャーナルの監視の再有効化
変更ジャーナルの監視を再び有効にするには、次の手順を使います。
p.966 の 「アーカイブログを使用した Lotus Domino サーバーのディザスタリカバリにつ
いて」 を参照してください。
p.962 の 「Lotus Domino Agent のリストアオプション」 を参照してください。
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変更ジャーナルの監視を再び有効にする方法

1

レジストリを開き、次のキーを表示します。
HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥SYMANTEC¥BACKUP EXEC FOR
WINDOWS¥BACKUP EXEC¥ENGINE¥DOMINO

2

Enable Change Journal キーの値を 1 に設定し、変更ジャーナルの監視を有効に
します。

3

Lotus Domino Agent を再起動します。

循環ログを使用する Lotus Domino サーバーのリカバリ
循環ログが有効で、かつトランザクションログが失われている場合は、Domino データベー
スは、完全バックアップの時点の状態にしかリカバリすることはできません。
表 J-5

循環ログを使用する Lotus Domino サーバーのリカバリ

手順

説明

手順 1

Lotus Domino サーバー (notes.ini、cert.id お
よび <server>.id ファイルを除く) を障害発生前
と同じ構成でインストールします。

手順 2

ログディレクトリ (logdir) が存在し、そのディレク
トリにファイルが存在していないことを確認しま
す。
ログディレクトリが存在していない場合は、障害
発生前と同じパスにログディレクトリを作成しま
す。
この手順の実行後に、Lotus Domino サーバー
を起動しないでください。

手順 3

Lotus Domino サーバーのプログラムディレクト
リの最新の完全バックアップから notes.ini、
cert.id、<server>.id の各ファイルを障害発生
前と同じ構成でリストアします。

手順 4

サーバーの起動時に、Lotus Domino のログディ
レクトリに循環ログファイルを作成するために、
notes.ini ファイルに次のパラメータを設定しま
す。
translog_path=logdir
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手順

説明

手順 5

Lotus Domino Agent を使用して、Domino
データディレクトリにデータベースをリストアしま
す。

K
Symantec Backup Exec
Agent for Microsoft Active
Directory
この付録では以下の項目について説明しています。
■

Agent for Microsoft Active Directory について

■

Agent for Microsoft Active Directory の必要条件

■

Agent for Microsoft Active Directory のインストールについて

■

Microsoft Active Directory の動作

■

Granular Recovery Technology と Active Directory および ADAM/AD LDS バッ
クアップの連携

■

Active Directory と ADAM/AD LDS のバックアップジョブのためのデフォルトの編
集

■

Active Directory と ADAM/AD LDS のバックアップについて

■

Active Directory および ADAM/AD LDS の個別のオブジェクトのリストアについて

■

Active Directory および ADAM/AD LDS のパージ済みオブジェクトの再作成につ
いて

■

Active Directory コンピュータオブジェクトとコンピュータオブジェクトのアカウントの
リセット
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Agent for Microsoft Active Directory について
Symantec Backup Exec 2012 Agent for Microsoft Active Directory (Active Directory
Recovery Agent) は、Backup Exec 2012 の独立したアドオンコンポーネントとしてイン
ストールします。 (Active Directory Recovery Agent では、) 権限のある完全リストアま
たは権限のない完全リストアを実行しなくても、Granular Recovery Technology (GRT)
を使用して、Active Directory の個別のオブジェクトおよび属性をリストアできます。個別
の Active Directory Application Mode (ADAM) と Active Directory Lightweight
Directory Services (AD LDS) のオブジェクトおよび属性をリストアすることもできます。
p.972 の 「Agent for Microsoft Active Directory について」 を参照してください。
p.973 の 「Agent for Microsoft Active Directory のインストールについて」 を参照して
ください。
p.973 の 「Microsoft Active Directory の動作」 を参照してください。
p.977 の 「Active Directory および ADAM/AD LDS の個別のオブジェクトのリストアにつ
いて」 を参照してください。

Agent for Microsoft Active Directory の必要条件
Active Directory Recovery Agent を使用して個別のオブジェクトおよび属性をリストア
する前に次の必要条件を確認します。
■

ADAM/AD LDS または (Active Directory がインストールされた) Windows のシス
テム状態の完全モードバックアップを作成している必要があります。

■

Active Directory が使用されているコンピュータで、次のいずれかの Windows オ
ペレーティングシステムを使用する必要があります。

■

■

Windows XP Professional x64 Edition

■

Windows Server 2003 (Service Pack 1 以上)

■

Windows Server 2003 R2

■

Windows Server 2008

■

Windows Server 2008 R2

リストアジョブを実行する Backup Exec サーバーで、ミニフィルタドライバをサポートす
るバージョンの Windows オペレーティングシステムを使用する必要があります。ミニ
フィルタドライバは、次の Windows オペレーティングシステムでサポートされていま
す。
■

Windows Server 2003 (Service Pack 1 以上)

■

Windows Server 2003 R2

■

Windows Server 2008
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■

Windows Server 2008 R2

■

Active Directory がインストールされたコンピュータ上で、Backup Exec Agent for
Windows を実行する必要があります。

■

テープからリストアするときに Backup Exec でリストア対象のオブジェクトおよび属性
を一時的に格納できる、Backup Exec サーバーのディスク上の場所を指定する必要
があります。

■

［Backup Exec Granular Recovery Technology (GRT) を使用して、Active Directory
のバックアップで個々のオブジェクトのリストアを有効にする］オプションを必ず選択し
ます。バックアップ時にこのオプションを選択しない場合、個別の属性とプロパティを
Active Directory および ADAM/AD LDS の完全バックアップからリストアできませ
ん。
メモ: 読み取り専用ドメインコントローラ (RODC) の場合は、Active Directory のバッ
クアップから個別のオブジェクトおよび属性をリストアすることはできません。 GRT バッ
クアップおよび Active Directory のリストアは、書き込み可能な集中管理されたデー
タセンターのドメインコントローラに対して行う必要があります。

p.973 の 「Agent for Microsoft Active Directory のインストールについて」 を参照して
ください。
p.973 の 「Microsoft Active Directory の動作」 を参照してください。
p.977 の 「Active Directory および ADAM/AD LDS の個別のオブジェクトのリストアにつ
いて」 を参照してください。

Agent for Microsoft Active Directory のインストールに
ついて
Active Directory Recovery Agent は Agent for Applications and Databases の一部
としてインストールされます。
p.71 の 「ローカル Backup Exec サーバーへの Backup Exec 追加オプションのインス
トール」 を参照してください。

Microsoft Active Directory の動作
Active Directory Recovery Agent は、(Active Directory がインストールされた)
Windows のシステム状態および ADAM/AD LDS のバックアップで動作します。
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Active Directory は Windows のシステム状態のコンポーネントであるため、Windows
のシステム状態をバックアップする場合、Active Directory がバックアップジョブに含ま
れます。
Active Directory Recovery Agent を使用して ADAM/AD LDS の個別のオブジェクト
および属性をリストアすることもできます。複数の ADAM/AD LDS インスタンスがバック
アップされている場合、各インスタンスが［Active Directory Application Mode］ノード
の下に表示されます。
Active Directory Recovery Agent を使用すると、次の場合に Active Directory の
Deleted Objects コンテナから廃棄 (Tombstone) オブジェクトをリストアすることもできま
す。
■

廃棄の有効期間が過ぎていない。

■

Deleted Objects コンテナからオブジェクトがパージされていない。

■

リストア先が Windows Server 2003、2008、2008 R2、XP Professional x64 Edition
である。

Active Directory および ADAM/AD LDS のバックアップは、テープにバックアップする
前に、ディスクストレージにバックアップすることをお勧めします。 この戦略によってバック
アップ時間帯が短縮されます。 また、バックアップしたオブジェクトおよび属性を個別に
カタログ登録せずに Active Directory または ADAM/AD LDS を管理できるようになりま
す。
Active Directory または ADAM/AD LDS のアプリケーションデータベースを直接テー
プにバックアップすると、バックアップ中に追加または削除されたオブジェクトおよび属性
と、バックアップセットからのリストアで利用可能な個別のオブジェクトおよび属性が一致
しなくなります。 データベースのバックアップは Active Directory または ADAM/AD LDS
のライブデータベースのスナップショットバックアップで、Active Directory または
ADAM/AD LDS のデータベースはスナップショット実行後に個別にカタログ登録されま
す。 カタログ操作では Active Directory または ADAM/AD LDS のライブデータベース
からオブジェクトおよび属性がカタログ登録されるため、オブジェクトおよび属性はスナッ
プショット実行後に変更されます。
p.977 の 「Active Directory および ADAM/AD LDS の個別のオブジェクトのリストアにつ
いて」 を参照してください。
p.979 の 「Active Directory および ADAM/AD LDS のパージ済みオブジェクトの再作成
について」 を参照してください。

Granular Recovery Technology と Active Directory お
よび ADAM/AD LDS バックアップの連携
Granular Recovery Technology (GRT) は、権限のある完全リストアまたは権限のない
完全リストアを実行しなくても、Active Directory と ADAM/AD LDS のバックアップから
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個々のオブジェクトと属性をリストアすることを可能にします。 個々の項目をリストアするに
は、バックアップジョブを作成するときに Granular Recovery Technology 機能を有効
にする必要があります。 GRT 対応のバックアップを設定する前に、必要条件を確認する
必要があります。
p.533 の 「Granular Recovery Technology を使って個々の項目をリストアする方法」 を
参照してください。
p.535 の 「Granular Recovery Technology を使うバックアップ用の推奨デバイス」 を参
照してください。
p.537 の 「Granular Recovery Technology を使うジョブの必要条件について」 を参照し
てください。

Active Directory と ADAM/AD LDS のバックアップジョブ
のためのデフォルトの編集
すべての Active Directory および ADAM/AD LDS のバックアップジョブに対するデフォ
ルト設定を編集できます。 Active Directory および ADAM/AD LDS のバックアップジョ
ブを設定するときに、これらのデフォルトを変更することもできます。
p.977 の 「Active Directory および ADAM/AD LDS の個別のオブジェクトのリストアにつ
いて」 を参照してください。
p.979 の 「Active Directory および ADAM/AD LDS のパージ済みオブジェクトの再作成
について」 を参照してください。
Active Directory と ADAM/AD LDS のバックアップジョブのためのデフォルトを編集する
方法

1

［ Exec］ボタンをクリックして［構成と設定］を選択し、次に［バックアップジョブのデフォ
ルト］を選択します

2

バックアップオプションを選択します

3

左にある［Microsoft Active Directory］をクリックします

4

Active Directory Recovery Agent のデフォルトのバックアップオプションを選択し
ます
p.976 の 「Microsoft Active Directory のバックアップジョブオプション」 を参照して
ください。

5

［OK］をクリックします。
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Active Directory と ADAM/AD LDS のバックアップにつ
いて
Active Directory と ADAM/AD LDS のバックアップには可能な限りディスクストレージを
使用することをお勧めします。ディスクストレージは、GRT 対応のバックアップと最も効率
的なストレージ方法と最も効率的なリストア方法を提供します。
たとえば、テープにバックアップする場合、テープ上の GRT 対応バックアップから個々の
項目をリストアするには、ローカル NTFS ボリューム上のハードディスクに一時ステージン
グ場所を作成する必要があります。データはリストアされる前に、まずテープから一時ス
テージング場所にコピーされます。 このため、テープからのリストアにはより長い時間がか
かります。 最良の結果を得るため、GRT 対応のバックアップジョブを設定するときには、
専用のディスクストレージを選択する必要があります。
メモ: Media Agent for Linux がインストールされているコンピュータに接続するデバイ
スにデータベースをバックアップできません。
p.156 の 「データのバックアップ」 を参照してください。
p.164 の 「バックアップの編集」 を参照してください。
p.177 の 「ステージについて」 を参照してください。
p.976 の 「Microsoft Active Directory のバックアップジョブオプション」 を参照してくだ
さい。

Microsoft Active Directory のバックアップジョブオプション
Active Directory および ADAM/AD LDS のバックアップジョブに対するデフォルト設定
を編集できます。
p.975 の 「Active Directory と ADAM/AD LDS のバックアップジョブのためのデフォルト
の編集」 を参照してください。
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表 K-1

Microsoft Active Directory のデフォルトバックアップオプション

項目

説明

Backup Exec Granular Recovery Technology
(GRT) を使用して、Active Directory のバック
アップで個々のオブジェクトのリストアを有効に
する (読み取り専用ドメインコントローラではサ
ポートしない)

Active Directory または ADAM/ AD LDS の完
全バックアップから個々の項目をリストアできま
す。
Granular Recovery Technology の必要条件
を満たすことを確認します。
p.537 の 「Granular Recovery Technology を
使うジョブの必要条件について」 を参照してくだ
さい。

Microsoft ボリュームシャドウコピーサービス
(VSS) スナップショットプロバイダを使用するとき
は、バックアップ前に一貫性チェックを実行する
(Windows Server 2008 以降)

スナップショットにデータ破損がないかを確認し
ます。 このオプションは、Microsoft ボリューム
シャドウコピーサービス (VSS) によって実行され
るスナップショットに対してのみ適用されます。

一貫性チェックに失敗した場合もバックアップを 一貫性チェックが失敗してもバックアップジョブ
続行する
の続行を可能にします。 現在の状態のデータ
ベースのバックアップでも、バックアップがまった
く存在しないよりもよい場合は、ジョブを続行でき
ます。 または、データベースが大規模で、問題
があったとしても小さい問題だけである場合は、
ジョブを続行できます。

p.976 の 「Active Directory と ADAM/AD LDS のバックアップについて」 を参照してくだ
さい。

Active Directory および ADAM/AD LDS の個別のオブ
ジェクトのリストアについて
リストアジョブの実行を開始する前に、リストアするデータの検索と表示に関する情報と、
リストアジョブのオプションおよびリストアジョブの詳細を確認する必要があります。
テープから Active Directory および ADAM/AD LDS のオブジェクトをリストアする場合、
オブジェクトがリストア前に格納されるディスク上のステージング場所を指定する必要があ
ります。 ステージング場所は、リストアジョブを実行する Backup Exec サーバーのローカ
ル NTFS ボリューム上のパスである必要があります。Backup Exec サービスアカウントに
は、このステージング場所へのアクセス権も必要です。
ステージング場所のパスに指定したディスクには、大きいサイズのファイルが作成される
可能性があるため、システムボリュームをステージング場所として使用しないでください。

977

978

付録 K Symantec Backup Exec Agent for Microsoft Active Directory
Active Directory および ADAM/AD LDS の個別のオブジェクトのリストアについて

テープからのオブジェクトのリストアではステージング場所を作成する必要があるため、
テープからのリストアはディスクからのリストアより時間がかかります。
削除された Active Directory または ADAM/AD LDS のオブジェクトの廃棄の有効期間
が過ぎていない場合、デフォルトでは、Active Directory Recovery Agent によってこれ
らのオブジェクトが Active Directory の Deleted Objects コンテナからリストアされます。
Active Directory のオブジェクトが削除された場合、削除されたオブジェクトは現在の
Active Directory または ADAM/AD LDS のコンテナから削除され、廃棄に変換されて、
Active Directory の Deleted Objects コンテナに格納されます。このコンテナでは、廃
棄の有効期間が監視されます。 廃棄の有効期間が過ぎると、廃棄は Active Directory
の Deleted Objects コンテナからパージされ、これによって Active Directory および
ADAM/AD LDS のデータベースからオブジェクトが永久に削除されます。
ADAM ライターを使用してデータをリストアする場合、リストアジョブが開始される前に、リ
ストア対象の ADAM インスタンスのサービスが Backup Exec によって停止されます。た
だし、リストアジョブが完了しても、ADAM サービスは再起動されません。これは、
Adamutil.exe を使用して［権限のある復元］を実行する場合など、後処理ジョブが必要
になる場合があるためです。したがって、手動で ADAM サービスを再起動する必要があ
ります。Backup Exec が ADAM サービスを停止できない場合、またはすべての ADAM
ファイルをリストアできない場合、ADAM リストアは失敗します。
Active Directory のユーザーオブジェクトをリストアする場合、オブジェクトのユーザーパ
スワードを再設定してから、オブジェクトのユーザーアカウントを再び有効にする必要が
あります。 ADAM/AD LDS のユーザーオブジェクトの場合は、オブジェクトのユーザーパ
スワードを再設定してから、オブジェクトのユーザーアカウントを再び有効にする必要が
あります。 Active Directory のユーザーオブジェクトの場合は、Microsoft Windows の
［Active Directory ユーザーとコンピュータ］アプリケーションを使用します。 ADAM/AD
LDS のユーザーオブジェクトの場合は、［ADSI 編集］を使用します。
Active Directory のコンピュータオブジェクトの場合は、オブジェクトのアカウントをリセッ
トする必要があります。
p.979 の 「Active Directory コンピュータオブジェクトとコンピュータオブジェクトのアカウ
ントのリセット」 を参照してください。
メモ: ［Active Directory Configuration Partition］ノード内のオブジェクトによっては、
Active Directory Deleted Objects コンテナからリストアできません。 ただし、一部のア
プリケーションでは、再作成されたオブジェクトが認識されない場合があります。
詳しくは Microsoft Active Directory のマニュアルを参照してください。
p.223 の 「データの検索とリストアついて」 を参照してください。
p.979 の 「Active Directory および ADAM/AD LDS のパージ済みオブジェクトの再作成
について」 を参照してください。
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p.979 の 「Active Directory コンピュータオブジェクトとコンピュータオブジェクトのアカウ
ントのリセット」 を参照してください。

Active Directory および ADAM/AD LDS のパージ済み
オブジェクトの再作成について
Active Directory と ADAM/LDS の削除済みオブジェクトが Active Directory の Deleted
Objects コンテナからパージされた後に、Active Directory の以前のバックアップからオ
ブジェクトをリストアして、削除済みオブジェクトの再作成を試行できます。
廃棄の有効期間が過ぎてオブジェクトが Active Directory の Deleted Objects コンテナ
からパージされた場合、その削除済みオブジェクトの再作成を試行できます。
ただし、次の点に注意する必要があります。
■

再作成されたオブジェクトは元の削除済みオブジェクトと同一ではないため、ほとんど
のアプリケーションでは、再作成されたオブジェクトが認識されません。 再作成された
オブジェクトでは、新しいグローバルな一意の識別子 (GUID) およびセキュリティ ID
(SID) が割り当てられます。これらの ID は、元のオブジェクトを作成したアプリケーショ
ンによって識別されません。

■

パージ済みオブジェクトを再作成しても、Windows オペレーティングシステムによっ
て作成された属性は再作成されません。 そのため、オブジェクトを再作成しても、オ
ペレーティングシステムによって設定された属性に依存するオブジェクトは Windows
によって認識されません。

p.977 の 「Active Directory および ADAM/AD LDS の個別のオブジェクトのリストアにつ
いて」 を参照してください。

Active Directory コンピュータオブジェクトとコンピュータ
オブジェクトのアカウントのリセット
Active Directory では、コンピュータオブジェクトはユーザーオブジェクトから導出されま
す。 コンピュータオブジェクトと関連付けされている一部の属性は削除されたコンピュー
タオブジェクトをリストアするときにリストアできません。 これらの属性はコンピュータオブ
ジェクトが最初に削除される前にスキーマ変更を通して保存された場合にのみリストアで
きます。 コンピュータオブジェクトのクレデンシャルは 30 日ごとに変更されるため、バック
アップからのクレデンシャルと実際のコンピュータに格納されているクレデンシャルが一致
しないことがあります。
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メモ: コンピュータオブジェクトをリセットするには、Microsoft Windows の［Active
Directory ユーザーとコンピュータ］アプリケーションを使用する必要があります。
コンピュータオブジェクトのリセットについて詳しくは、Microsoft Windows の［Active
Directory ユーザーとコンピュータ］アプリケーションのマニュアルを参照してください。
オブジェクトが削除される前にコンピュータオブジェクトの userAccountControl 属性が
保持されなかった場合は、オブジェクトをリストアした後オブジェクトのアカウントをリセット
する必要があります。
p.979 の 「Active Directory および ADAM/AD LDS のパージ済みオブジェクトの再作成
について」 を参照してください。
Active Directory コンピュータオブジェクトのアカウントをリセットする方法

1

ドメインからコンピュータを削除します。

2

ドメインにコンピュータを再び追加します。 コンピュータの SID は、コンピュータオブ
ジェクトを削除しても保持されます。 ただし、オブジェクトの廃棄が期限切れになり、
新しいコンピュータオブジェクトが再作成される場合は、SID が変更されます。

L
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この付録では以下の項目について説明しています。
■

Central Admin Server Option について

■

CASO のインストールの必要条件

■

CASO ストレージとメディアのデータの場所の選択方法

■

Central Admin Server Option のインストールについて

■

集中管理サーバーからの管理対象 Backup Exec サーバーのプッシュインストール

■

ファイアウォールを越える管理対象 Backup Exec サーバーのインストールについて

■

既存の CASO のアップグレードについて

■

Backup Exec サーバーから集中管理サーバーへの変更

■

Backup Exec サーバーの管理対象 Backup Exec サーバーへの変更

■

管理対象 Backup Exec サーバーのスタンドアロン Backup Exec サーバーへの変更

■

CASO でのネットワークトラフィックの軽減について

■

CASO カタログの場所について

■

管理対象 Backup Exec サーバーの設定の変更

■

CASO 通信のしきい値に到達した場合に発生する事項

■

CASO のアラートと通知について
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■

管理対象 Backup Exec サーバーでの利用可能なネットワークインターフェースカー
ドの使用

■

CASO でのジョブの委任について

■

CASO 環境でのストレージデバイスの追加について

■

CASO で Backup Exec サーバープールを使用する方法

■

CASO での集中リストアの動作

■

集中管理サーバーからのリストアについて

■

CASO での失敗ジョブのリカバリについて

■

管理対象 Backup Exec サーバーの一時停止

■

一時停止された管理対象 Backup Exec サーバーの再開

■

管理対象 Backup Exec サーバーの Backup Exec サービスの停止

■

管理対象 Backup Exec サーバーの Backup Exec サービスの起動

■

管理対象 Backup Exec サーバーのプロパティの表示

■

集中管理サーバー設定の表示

■

CASO のディザスタリカバリ

■

CASO のトラブルシューティング

■

CASO 操作用の Backup Exec ユーティリティの実行

■

集中管理サーバーからの Backup Exec のアンインストール

■

管理対象 Backup Exec サーバーからの Backup Exec のアンインストール

Central Admin Server Option について
Symantec Backup Exec CASO (Central Admin Server Option) を使用すると、集中管
理サーバーがネットワークを介して管理対象 Backup Exec サーバーにジョブを委任でき
るようになります。ジョブの委任とは、CASO 環境内の利用可能な管理対象 Backup Exec
サーバー間でジョブの負荷を自動的に分散するための機能です。複数の Backup Exec
サーバーを使用している場合、CASO の利用は有益です。
CASO 環境のバックアップ情報はすべて、集中管理サーバー上で集中管理できます。
管理対象 Backup Exec サーバーは、バックアップジョブとリストアジョブを実際に処理し
ます。集中管理サーバー上でジョブを作成し、管理対象 Backup Exec サーバー上で実
行するように委任できます。ジョブは、管理対象 Backup Exec サーバーの利用可能なス
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トレージデバイスに委任され、負荷分散されます。共有が有効になっていると、複数の
Backup Exec サーバーでデバイスを共有できます。また、集中リストアジョブを管理対象
Backup Exec サーバーに委任することもできます。集中管理サーバーは、管理対象
Backup Exec サーバーとしても動作し、委任されたジョブを処理できます。管理対象
Backup Exec サーバーでは、ローカルの管理コンソールでローカルに作成されたジョブ
を実行することもできます。
次の図は、1 つの集中管理サーバーと複数の管理対象 Backup Exec サーバーを含む
ローカルエリアネットワーク (LAN) 環境を示します。
図 L-1

CASO 構成の Backup Exec 環境: LAN

LAN

LAN 経由で行われる集中管理サーバーと管理対象 Backup Exec サーバー間の通信と
同じ通信が、WAN 経由で行われます。
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CASO 構成の Backup Exec 環境: WAN

図 L-2
WAN

データ
センタ
ー
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サーバー
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ジョブ
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Exec
サーバー
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オフィス
管理対象 Backup
Exec
サーバー

リモート
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サーバー
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p.408 の 「ストレージデバイスの共有について」 を参照してください。
p.985 の 「CASO ストレージとメディアのデータの場所の選択方法 」 を参照してください。
p.987 の 「Central Admin Server Option のインストールについて」 を参照してください。
p.997 の 「既存の CASO のアップグレードについて」 を参照してください。

CASO のインストールの必要条件
CASO (Central Admin Server Option) のシステムの必要条件は、RAM の例外がある
他は、Backup Exec の最小必要条件と同じです。ただし、管理対象 Backup Exec サー
バーの数、バックアップするサーバーの数、カタログの格納に必要な容量によっては、必
要なプロセッサ速度、メモリと空きディスク領域が増加する場合があります。
集中管理サーバーをインストールするコンピュータには、512 MB の RAM が必要です。
1 GB の RAM を推奨します。Backup Exec サーバーの他のアプリケーションが正しく機
能するためにも、一定の容量の物理 RAM が必要です。また、RAM の必要条件は集中
管理サーバーがより多くの Backup Exec サーバーまたはテープハードウェアを管理する
ときに増加することがあります。
CASO をインストールする前に、次の手順を実行します。
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■

CASO をインストールするコンピュータの管理者権限が付与されていることを確認しま
す。

■

CASO を複数のドメイン内の Backup Exec サーバーにインストールする場合、Backup
Exec サービスアカウントが、信頼されるドメインに属しており、管理対象 Backup Exec
サーバーとして使用するすべての Backup Exec サーバーの管理者権限が付与され
ていることを確認します。
集中管理サーバー用の Backup Exec データベースが、異なるコンピュータの SQL
Server インスタンスにインストールされている場合、アカウントは、そのコンピュータの
ローカル管理者権限が付与されているドメインアカウントでもある必要があります。

■

集中管理サーバーと管理対象 Backup Exec サーバーがドメインに属していることを
確認します。CASO はワークグループでサポートされません。

■

管理対象 Backup Exec サーバーと集中管理サーバーには NetBIOS コンピュータ名
のみを使用します。サーバー名として完全修飾ドメイン名か IP アドレスは入力できま
せん。

■

Backup Exec の適切なライセンスを所有していることを確認します。CASO のライセン
スに加えて Backup Exec のライセンスが必要です。

p.61 の 「システムの必要条件」 を参照してください。
p.987 の 「Central Admin Server Option のインストールについて」 を参照してください。

CASO ストレージとメディアのデータの場所の選択方法
管理対象 Backup Exec サーバーの機能をインストールしている間に、管理対象 Backup
Exec サーバーのストレージとメディアのデータの場所を選択できます。
次の表に、管理対象 Backup Exec サーバーのストレージとメディアのデータの場所に応
じた CASO タスクの実行方法の比較を示します。
表 L-1
タスク

CASO タスクの比較
ストレージとメディアのデー ストレージとメディアのデー
タが集中管理サーバー上に タが管理対象 Backup Exec
ある場合
サーバー上にある場合

集中管理サーバーから管理対 可
象 Backup Exec サーバーに
ジョブを委任する

該当なし.
代わりに、集中管理サーバー上
でジョブを作成して、管理対象
Backup Exec サーバーにコ
ピーできます。
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タスク

ストレージとメディアのデー ストレージとメディアのデー
タが集中管理サーバー上に タが管理対象 Backup Exec
ある場合
サーバー上にある場合

集中管理サーバーから管理対 可
象 Backup Exec サーバー上の
ストレージデバイスとメディアを
管理する

不可

管理対象 Backup Exec サー 可
バーでジョブを監視するオプ
ションが有効な場合に、集中管
理サーバーからコピーされた
ジョブを保留、削除、実行、キャ
ンセルしたり、ジョブの優先度を
変更する

可

管理対象 Backup Exec サー 可
バーでジョブを監視するオプ
ションが有効な場合に、ローカ
ルの管理対象 Backup Exec
サーバーで作成されたジョブを
監視する

可

管理対象 Backup Exec サー 可
バーでジョブを監視するオプ
ションが有効な場合に、ジョブ
の状態の更新情報、ジョブログ、
ジョブ履歴を集中管理サーバー
に送信する

可

カタログを集中管理、分散また 可
は複製する

不可

集中リストアを実行する

可

可

分散カタログの場所のみを選択
できます。

バックアップセットを参照し、集
中管理サーバーから管理対象
Backup Exec サーバーのリスト
ア操作を実行できます。

メモ: CASO 環境では、集中管理サーバーまたはストレージとメディアのデータベースが
存在する管理対象 Backup Exec サーバーにのみ、NDMP サーバーを追加できます。
p.997 の 「既存の CASO のアップグレードについて」 を参照してください。
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p.982 の 「Central Admin Server Option について」 を参照してください。
p.1030 の 「CASO 操作用の Backup Exec ユーティリティの実行」 を参照してください。

Central Admin Server Option のインストールについて
Central Admin Server Option は Enterprise Server Option の一部としてインストー
ルされます。Enterprise Server Option のライセンス情報を入力したら、［設定オプショ
ン］パネルで［Backup Exec オプション］項目、［Enterprise Server オプション］項目の順
に展開し、インストールする Central Admin Server Option を選択する必要があります。
インストールのために Central Admin Server Option を選択するときに、集中管理サー
バーがインストールされます。中央管理サーバーのインストール後、管理対象 Backup
Exec サーバーをインストールできます。
メモ: インストールウィザードのカスタムインストールオプションを使用して CASO をインス
トールする必要があります。標準インストールオプションでは、CASO をインストールでき
ません。
p.987 の 「集中管理サーバーからの管理対象 Backup Exec サーバーのプッシュインス
トール」 を参照してください。
インストールを開始する前に、ストレージとメディアのデータの場所に関する情報を確認
してください。
p.985 の 「CASO ストレージとメディアのデータの場所の選択方法 」 を参照してください。

集中管理サーバーからの管理対象 Backup Exec サー
バーのプッシュインストール
集中管理サーバーのインストールが完了したら、管理対象 Backup Exec サーバー機能
をスタンドアロンサーバーにプッシュインストールできます。
管理対象 Backup Exec サーバーをインストールする前に、管理対象 Backup Exec サー
バーのストレージとメディアのデータベースの場所を決定します。管理対象 Backup Exec
サーバーをインストールしている間に、管理対象 Backup Exec サーバーのストレージと
メディアのデータの場所を選択できます。その選択は、CASO 環境におけるジョブの管理
方法に影響を与えます。
p.985 の 「CASO ストレージとメディアのデータの場所の選択方法 」 を参照してください。
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集中管理サーバーから管理対象 Backup Exec サーバーをプッシュインストールする方
法

1

集中管理サーバーで［Backup Exec］ボタンをクリックし、［構成と設定］を選択しま
す。

2

［他のサーバーにエージェントと Backup Exec サーバーをインストールする］を選択
します。

3

インストールウィザードで、［追加］をクリックし、［1 台のコンピュータを追加する］また
は［複数のコンピュータを同一の設定で追加する］の順に選択します。

4

［Symantec Backup Exec］を選択し、［次へ］をクリックします。

5

［リモートコンピュータ］フィールドで、追加する管理対象 Backup Exec サーバーの
名前を入力するか、サーバーを探すために［リモートコンピュータを参照する］をクリッ
クします。

6

［リストに追加］をクリックします。
このオプションは、手順 3 で［1 台のコンピュータを追加する］を選択した場合は必
要ありません。

7

［リモートコンピュータログオンクレデンシャル］で、フィールドを次のように設定しま
す。
ユーザー名

リモートコンピュータの管理者権限が付与されているアカウ
ントのユーザー名を入力します。

パスワード

リモートコンピュータの管理者権限が付与されているアカウ
ントのパスワードを入力します。

ドメイン

リモートコンピュータが属するドメインを選択します。

8

［次へ］をクリックします。

9

次のいずれかの方法を選択して、ライセンスキーを入力します。
シリアル番号を手動で入力する ［シリアル番号］フィールドで、販売証明書からシリアル番号
方法
を入力し、［追加］をクリックします。
シマンテックライセンスファイル ［ファイルからのインポート］をクリックし、.slf ファイルの場所
をインポートする方法
に移動します。
評価版をインストールする

シリアル番号を入力したり、ライセンスファイルをインポート
したりしないでください。次の手順に進みます。

10 ［次へ］をクリックします。
11 シリアル番号が検証されたら、［次へ］をクリックします。
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12 インストールする機能のリストで、［Backup Exec 2012］を展開し、［管理対象の
Backup Exec サーバー］を選択します。

13 次のいずれかを実行します。
Backup Exec ファイルのインス ［インストール先フォルダ］フィールドに、ディレクトリの名前
トール先ディレクトリを変更する を入力します。
デフォルトのディレクトリを使用
する (推奨)

次の手順に進みます。

マウントポイントを削除すると Backup Exec がアンインストールされるため、インストー
ル先ディレクトリとしてマウントポイントを選択することはお勧めしません。

14 ［次へ］をクリックします。
15 Backup Exec システムサービスに使用する管理者アカウントのユーザー名、パスワー
ドおよびドメインを入力し、［次へ］をクリックします。

16 ［SQL Server の選択］パネルで、Backup Exec データベースを保存する場所を選
択し、［次へ］をクリックします。

17 ［集中管理サーバー］フィールドで、この管理対象 Backup Exec サーバーを管理す
る集中管理サーバーの名前を入力します。
管理対象 Backup Exec サーバーと集中管理サーバーには NetBIOS コンピュータ
名のみを使用します。サーバー名として完全修飾ドメイン名か IP アドレスは入力で
きません。
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18 ストレージデバイスとデータの管理方法を決定するためのオプションを次から選択し
ます。
p.992 の 「管理対象 Backup Exec サーバーの設定オプションについて」 を参照して
ください。
集中管理 Backup Exec サーバー

集中管理サーバーでこの Backup Exec サー
バー、そのストレージデバイス、メディア、ジョ
ブの委任を管理できるようになります。このオ
プションでは、この Backup Exec サーバーと
他の管理対象 Backup Exec サーバーでスト
レージデバイスを共有できるようにもなります。

復元用のカタログとバックアップセットへの無 集中的に保存されるすべてのカタログへの無
制限アクセス
制限のアクセスがこの管理対象 Backup Exec
サーバーに付与されます。このオプションで
は、この管理対象 Backup Exec サーバーで
共有するストレージデバイスのバックアップセッ
トからデータをリストアできるようにもなります。
このオプションは、［集中管理 Backup Exec
サーバー］オプションが選択されている場合
にのみ選択できます。これらのオプションを両
方とも選択すると、集中管理サーバーでこの
管理対象 Backup Exec サーバーを詳細に管
理できるようになります。
ローカルの管理対象 Backup Exec サーバー 集中管理サーバーでこの管理対象 Backup
Exec サーバーを監視し、リストアジョブを作成
できるようになります。ただし、サーバーとその
デバイス、メディア、バックアップジョブはロー
カルで管理されます。

19 ［次へ］をクリックします。
20 使用する Symantec デバイスドライバを選択し、［次へ］をクリックします。
21 Backup Exec がリモートコンピュータを検証した後、次のいずれかの方法でリストを
変更できます:
手動で 1 つのリモートコンピュータを追加す
る方法

［追加］をクリックし、次に［単一のサーバーを
追加］をクリックします。

手動で複数のリモートコンピュータを追加する ［追加］をクリックし、次に［同じ設定で複数の
方法
サーバーを追加］をクリックします。
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コンピュータの既存のリストをインポートして複 ［インポートおよびエクスポート］をクリックして、
数のリモートコンピュータを追加する方法
次のオプションの 1 つを選択します。
選択されたリストからリモートコンピュータ
の名前を Backup Exec で追加できるよう
に［ファイルからのインポート］を選択しま
す。
■ この Backup Exec サーバーに発行する
ように設定されているすべてのリモートコ
ンピュータの名前を Backup Exec で追加
できるように［この Backup Exec サーバー
に公開されているサーバーのインポート］
を選択します。
■

リモートコンピュータのリストに対するリモート
コンピュータログオンクレデンシャルを入力し
なければなりません。
インストールするように選択した製品、または 変更するリモートコンピュータを選択して、［編
このインストールのために選択した他のプロパ 集］をクリックします。
ティを変更する方法
リストからリモートコンピュータを削除する方法 削除するリモートコンピュータを選択して、［削
除］をクリックします。
リモートコンピュータと関連付けられているリ ［将来のリモートインストールセッションのため
モートコンピュータのログオンクレデンシャル にサーバーのリストを保存］にチェックマーク
のリストを保存する方法
が付いていることを確認します。
このオプションはこれらのリモートコンピュータ
に Backup Exec またはオプションを次回イン
ストールするときに、リモートコンピュータすべ
ての名前とそのクレデンシャルが自動的に追
加されるようにします。
リモートコンピュータのこのリストを XML ファイ ［インポートおよびエクスポート］をクリックし、
ルに保存する方法
次に ［ファイルにエクスポート］をクリックしま
す。
XML ファイルを保存するための場所を選択
できます。このオプションは複数の Backup
Exec サーバーに同じリストを使いたい場合に
有用です。リストをインポートするとき、リモー
トコンピュータのログオンクレデンシャルを入
力し直さなければなりません。
検証の間に見つかったエラーを修正する方
法

コンピュータ名を右クリックし、［エラーの修正］
をクリックします。
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Backup Exec が無効なリモートコンピュータ
を再検証できるようにする方法

コンピュータ名を右クリックし、［環境チェック
の再試行］をクリックします。

22 すべてのコンピュータが検証されたら、［次へ］をクリックします。
23 Backup Exec のインストールの概要を確認し、［インストール］をクリックします。
24 ［次へ］をクリックして、次に［完了］をクリックします。
リモートコンピュータを再起動していない場合は、変更した内容をシステムに反映す
るために、ここで再起動する必要があります。

管理対象 Backup Exec サーバーの設定オプションについて
次の情報は、管理対象 Backup Exec サーバーのインストール時にどの設定オプション
を選択するかを判断するのに役立ちます。
［集中管理 Backup Exec サーバー］オプションと［復元用のカタログとバックアップセット
への無制限アクセス］オプションを選択すると、次の情報が適用されます。
■

この Backup Exec サーバーは管理対象 Backup Exec サーバーになります。

■

管理対象 Backup Exec サーバーと中央管理サーバーの間で永続的なネットワーク
接続が必要となります。

■

カタログは中央管理され中央管理サーバーに格納されます。 中央管理サーバーへ
のネットワーク接続の帯域幅が狭い場合、このオプションの組み合わせは適さない場
合があるので注意してください。

■

この管理対象 Backup Exec サーバーは、他の Backup Exec サーバーと共有するす
べてのストレージデバイスのためのバックアップ設定にアクセスし、復元できます。

■

中央管理サーバーで作成されるバックアップジョブは負荷分散でき、この管理対象
Backup Exec サーバーに委託することができます。

■

ローリングアップグレードをこの設定で実行することができません。 この管理対象
Backup Exec サーバーは、集中管理サーバーをアップグレードするときにアップグ
レードする必要があります。

［集中管理 Backup Exec サーバー］オプションを選択し、［復元用のカタログとバックアッ
プセットへの無制限アクセス］オプションを選択しない場合、次の情報が適用されます。
■

この Backup Exec サーバーは管理対象 Backup Exec サーバーになります。

■

管理対象 Backup Exec サーバーと中央管理サーバーの間で永続的なネットワーク
接続が必要となります。

■

カタログはデフォルトでは分散モードで、この設定は変更できます。 この管理対象
Backup Exec サーバーで動作するジョブのためのカタログはローカルに格納されま
す。
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■

この管理対象 Backup Exec サーバーは、実際にバックアップジョブを実行したかどう
かにかかわらず、それ自身がホストするすべてのストレージデバイスのためのバック
アップ設定にアクセスし、復元できます。ただし、他の Backup Exec サーバーがホス
トする共有ストレージデバイスの場合、この管理対象 Backup Exec サーバーは、そ
れ自身が実行したバックアップジョブで作成されたバックアップ設定だけにアクセスし
復元できます。

■

中央管理サーバーで作成されるバックアップジョブは負荷分散でき、この管理対象
Backup Exec サーバーに委託することができます。

■

このオプションは専用のクラウド設定で使用することを推奨します。

［ローカルの管理対象 Backup Exec サーバー］オプションを選択すると、次の情報が適
用されます。
■

この Backup Exec サーバーは管理対象 Backup Exec サーバーになります。

■

管理対象 Backup Exec サーバーと中央管理サーバーの間で永続的なネットワーク
接続は必要ありません。そこでこのオプションは、管理対象 Backup Exec サーバー
と中央管理サーバーの間の帯域幅が狭い場合に有効です。また管理対象 Backup
Exec サーバーが中央管理サーバーに常時接続できない場合も有効です。

■

カタログはデフォルトでは分散モードです。この管理対象 Backup Exec サーバーで
動作するジョブのためのカタログはローカルに格納されます。

■

中央管理サーバーはこの管理対象 Backup Exec サーバーにジョブを委託しません。

■

この管理対象 Backup Exec サーバーは専用のクラウド設定で使うことができません

p.987 の 「集中管理サーバーからの管理対象 Backup Exec サーバーのプッシュインス
トール」 を参照してください。

ファイアウォールを越える管理対象 Backup Exec サー
バーのインストールについて
管理対象 Backup Exec サーバーは、集中管理サーバーがインストールされているファイ
アウォール環境の外側にインストールされる場合、または別のファイアウォール内にイン
ストールされる場合があります。
次のルールはファイアウォールを越えてインストールされる管理対象 Backup Exec サー
バーに適用されます。
■

Backup Exec Server サービスの通信を有効にするには、双方向にポート 3527 を開
く必要があります。

■

リモート選択項目を表示できるようにするには、Agent for Windows 用にポート 10000
を開く必要があります。
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■

SQL ポートを集中管理サーバーのデータベースに対して双方向に開き、データベー
ス接続を有効にする必要があります。

■

静的ポートを使わなければなりません。
デフォルトでは、Backup Exec SQL インスタンスは、動的ポートを使用するように設定
されています。SQL Server を起動するたびに、ポート番号は変わります。動的ポート
を静的ポートに変更する必要があります。ポートの設定を動的から静的に変更した後
で、その静的ポートを Windows ファイアウォールの例外リストに追加する必要があり
ます。
Windows オペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。
p.994 の 「CASO の SQL Express インスタンスの動的ポートの静的ポートへの変更」
を参照してください。
p.996 の 「SQL 2005 または 2008 インスタンス用の CASO の SQL ポートの開放」 を
参照してください。

CASO の SQL Express インスタンスの動的ポートの静的ポートへの変更
集中管理サーバーの Backup Exec SQL Express インスタンスが実行されているポート
を動的ポートから静的ポートに変更する必要があります。 その後、管理対象 Backup Exec
サーバーの別名を作成して、集中管理サーバーの SQL ポートへの接続を許可します。
ポートを変更した後、集中管理サーバーの Backup Exec サービスおよび Microsoft SQL
サービスを再起動する必要があります。
SQL Express インスタンスの動的ポートを静的ポートに変更する方法

1

集中管理サーバーで、［スタート］>［すべてのプログラム］>［Microsoft SQL Server
2005］>［構成ツール］>［SQL Server 構成マネージャ］をクリックします。

2

［SQL Server 2005 ネットワークの構成］を展開します。

3

［BKUPEXEC のプロトコル］をクリックし、右側のペインで［TCP/IP］をダブルクリック
します。

4

［TCP/IP のプロパティ］ダイアログボックスで、［IP アドレス］タブをクリックします。

5

［IP All］の下にある［TCP 動的ポート］の値を削除して、フィールドを空白にします。

6

［IP All］の下にある［TCP ポート］にポート番号を入力します。
ポート番号には、1025 から 65535 の間の値を指定できます。他のアプリケーション
で使用されていないポート番号を指定する必要があります。

7

使用されている特定のネットワークインターフェースカード (IP1、IP2 など) の見出し
の［有効］を［いいえ］から［はい］に変更します。

8

同じ見出しの［TCP 動的ポート］で 0 (ゼロ) を削除して、［TCP ポート］で入力した
ポート番号と同じポート番号を入力します。

9

［適用］をクリックします。
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10 Backup Exec サービスおよび SQL サービスを再起動する必要があります。
11 管理対象 Backup Exec サーバーの別名を作成して、集中管理サーバーの SQL
ポートへの接続を許可します。
p.995 の 「SQL Express インスタンスが使われる場合の管理対象 Backup Exec サー
バーの別名の作成」 を参照してください。

SQL Express インスタンスが使われる場合の管理対象 Backup Exec サー
バーの別名の作成
集中管理サーバーの Backup Exec SQL Express インスタンスが実行されているポート
を動的ポートから静的ポートに変更する必要があります。 その後、管理対象 Backup Exec
サーバーの別名を作成して、集中管理サーバーの SQL ポートへの接続を許可します。
ポートを変更した後、集中管理サーバーの Backup Exec サービスおよび Microsoft SQL
サービスを再起動する必要があります。
SQL Express インスタンスが使用されている場合に別名を作成する方法

1

管理対象 Backup Exec サーバーで、［スタート］、［SQL Server 構成マネージャ］の
順にクリックします。

2

［SQL Native Client の構成］を展開します。

3

［別名］をクリックし、集中管理サーバーの名前と Backup Exec SQL インスタンスの
名前を含む別名をダブルクリックします。

4

別名のプロパティダイアログボックスで、次の表に示す必要な情報を入力します。
別名

集中管理サーバーの名前と Backup Exec SQL インスタンスの名前を、
「サーバー名¥インスタンス名」の形式で入力します。

ポート番号

前述の手順で書き留めた、リモート Backup Exec SQL Server インス
タンスのポート番号を入力します。

プロトコル

［TCP/IP］を選択します。

サーバー

集中管理サーバーの名前と Backup Exec SQL インスタンスの名前を、
「サーバー名¥インスタンス名」の形式で入力します。

5

［適用］をクリックし、［OK］をクリックします。

6

SQL Server 構成マネージャユーティリティを閉じます。

p.994 の 「CASO の SQL Express インスタンスの動的ポートの静的ポートへの変更」 を参
照してください。
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SQL 2005 または SQL 2008 インスタンスが使われる場合の管理対象
Backup Exec サーバーの別名の作成
集中管理サーバーの Backup Exec SQL 2005 または 2008 インスタンスが実行されてい
るポート番号を検索し、管理対象 Backup Exec サーバーの別名を作成する必要があり
ます。
SQL 2005 または 2008 インスタンスが使用されている場合に別名を作成する方法

1

管理対象 Backup Exec サーバーで、管理対象 Backup Exec サーバーの別名を
作成するために、¥Windows¥System32 に移動し、cliconfg.exe をダブルクリックし
ます。

2

［別名］タブで、［追加］をクリックします。

3

［サーバー別名］フィールドに、次の情報を入力します。
server name¥instance name

4

［ネットワークライブラリ］の下にある［TCP/IP］を選択します。

5

［サーバー名］フィールドに、次の情報を入力します。
server name¥instance name

6

［ポートを動的に決定する］のチェックマークを外します。

7

［ポート番号］フィールドに、リモート Backup Exec SQL Server インスタンスのポート
番号を入力します。

p.994 の 「CASO の SQL Express インスタンスの動的ポートの静的ポートへの変更」 を参
照してください。

SQL 2005 または 2008 インスタンス用の CASO の SQL ポートの開放
集中管理サーバーの Backup Exec SQL 2005 または 2008 インスタンスが実行されてい
るポート番号を検索し、管理対象 Backup Exec サーバーの別名を作成する必要があり
ます。
SQL 2005 または 2008 インスタンス用の SQL ポートを開く方法

1

集中管理サーバーで、¥Program Files¥Microsoft SQL Server¥80¥Tools¥Binn
に移動して、svrnetcn.exe をダブルクリックします。

2

［一般］タブで、Backup Exec SQL インスタンスを選択します。

3

［有効になっているプロトコル］の下にある［TCP/IP］を選択し、［プロパティ］をクリッ
クします。
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4

表示されたポート番号を書き留めます。

5

管理対象 Backup Exec サーバーの別名を作成して、集中管理サーバーの SQL
ポートへの接続を許可します。
p.996 の 「SQL 2005 または SQL 2008 インスタンスが使われる場合の管理対象
Backup Exec サーバーの別名の作成」 を参照してください。

既存の CASO のアップグレードについて
既存の CASO 環境で、最初に集中管理サーバーをアップグレードしてから管理対象
Backup Exec サーバーをアップグレードします。
必要に応じて、CASO 環境内でローリングアップグレードを実行することができます。ロー
リングアップグレードにより、Backup Exec 2010 から Backup Exec 2012 に集中管理サー
バーを最初にアップグレードしてから、一定の期間にわたって Backup Exec 2010 から
Backup Exec 2012 に管理対象 Backup Exec サーバーをアップグレードできます。ロー
リングアップグレードを実行するには Backup Exec の最新の Service Pack を持たなけ
ればなりません。
メモ: 上位互換性はローリングアップグレードでサポートされません。 したがって、Backup
Exec 2010 が稼動するどのシステムでも Backup Exec 2012 が稼動するシステムを保護
できません。
CASO 環境では、異なるバージョンを長期間混在させないことをお勧めします。バージョ
ンが混在した環境では、管理対象 Backup Exec サーバーを管理するための重要な機能
が失われるため、CASO 環境を適切に管理することが難しくなります。
集中管理サーバーを Backup Exec 2012 にアップグレードすると、Backup Exec 2010
を実行する管理対象 Backup Exec サーバー上で次の操作がサポートされます。
■

バックアップ

■

リストア

■

インベントリ

■

カタログ

p.1001 の 「CASO カタログの場所について」 を参照してください。
p.1003 の 「管理対象 Backup Exec サーバーの設定の変更」 を参照してください。
p.998 の 「既存の 集中管理サーバーのアップグレード」 を参照してください。
p.999 の 「既存の管理対象 Backup Exec サーバーのアップグレードについて」 を参照し
てください。
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既存の 集中管理サーバーのアップグレード
管理対象 Backup Exec サーバーをアップグレードする前に、集中管理サーバーをアッ
プグレードする必要があります。
p.997 の 「既存の CASO のアップグレードについて」 を参照してください。
アップグレード時間を短縮するには、Backup Exec をアップグレードする前にデータベー
ス保守ジョブを実行して、不要になったジョブ履歴およびカタログを削除します。
p.457 の 「データベースの保守オプションの変更」 を参照してください。
メモ: 各管理対象 Backup Exec サーバーですべての Backup Exec サービスを停止して
から、集中管理サーバーをアップグレードすることをお勧めします。
既存の集中管理サーバーをアップグレードする方法

1

Backup Exec 用の最新の Service Pack がインストールされていることを確認しま
す。

2

集中管理サーバーおよび管理対象 Backup Exec サーバー上のスケジュール済み
ジョブをすべて保留にします。
p.246 の 「ジョブの保留」 を参照してください。

3

実行中のジョブをすべて完了させます。

4

インストールメディアブラウザから、Symantec Backup Exec をインストールするため
のオプションを選択します。

5

［ようこそ］の画面で［次へ］をクリックします。

6

［使用許諾契約書に同意します］を選択し、［次へ］をクリックします。

7

［ローカルインストール］にチェックマークを付けて、［Backup Exec および各オプショ
ンのインストール］をクリックます。

8

［次へ］をクリックします。

9

ウィザードに表示されるプロンプトに従います。

10 ［既存のデータとカタログのバックアップ］ページで、既存のすべてのカタログおよび
データをバックアップするディレクトリを入力するか選択します。デフォルトの場所は
次のディレクトリです。
C:¥Program Files¥Symantec¥Backup Exec¥Data

以前のバージョンのカタログおよびデータが不要な場合は、［以前のデータとカタロ
グをバックアップしない］をクリックします。
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11 ［次へ］をクリックして続行します。
アップグレードの概略が表示されます。アップグレードが完了すると、管理対象
Backup Exec サーバーとの通信が自動的に有効になります。

12 ジョブの保留状態をすべて解除します。
p.247 の 「ジョブの保留の解除」 を参照してください。

13 一部またはすべての管理対象 Backup Exec サーバーをアップグレードします。

既存の管理対象 Backup Exec サーバーのアップグレードについて
管理対象 Backup Exec サーバーをアップグレードする前に、集中管理サーバーをアッ
プグレードする必要があります。Backup Exec をアップグレードする前にデータベース保
守ジョブを実行して、不要になったジョブ履歴およびカタログを削除します。 そうすること
で、アップグレードの時間を短くします。
p.997 の 「既存の CASO のアップグレードについて」 を参照してください。
p.457 の 「データベースの保守オプションの変更」 を参照してください。

Backup Exec サーバーから集中管理サーバーへの変更
スタンドアロン Backup Exec サーバーを集中管理サーバーに変更することができます。
Backup Exec サーバーを集中管理サーバーに変更する方法

1

集中管理サーバーにする Backup Exec サーバー上で、Backup Exec を起動しま
す。

2

［Backup Exec］ボタンをクリックし、［インストールとライセンス］、［この Backup Exec
サーバーにオプションとライセンスをインストールする］の順に選択します。

3

次のいずれかの方法を選択して、ライセンスを入力します。
ライセンスを手動で入力する方 次に示す順序で操作を実行します。
法
■ ［シリアル番号］フィールドにシリアル番号を入力します。

ファイルからライセンスをイン
ポートする方法

■

［追加］をクリックします。

■

追加するオプションまたはエージェントごとに、各シリア
ル番号についてこの手順を繰り返します。

次に示す順序で操作を実行します。
■

［ファイルからのインポート］をクリックします。

■

シマンテックライセンスファイルを選択します。
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評価版をインストールする

次の手順に進みます。
評価版をインストールする場合、ライセンスキーの入力は不
要です (評価版と製品版の機能は同じです)。

4

［次へ］をクリックします。

5

機能リストで、［Backup Exec オプション］、［Enterprise Server オプション］を展開
し、［Central Admin Server Option］を選択します。

6

［次へ］をクリックします。

7

Backup Exec のインストールの概要を確認し、［インストール］をクリックします。

8

［完了］をクリックします。

p.1000 の 「Backup Exec サーバーの管理対象 Backup Exec サーバーへの変更」 を参照
してください。

Backup Exec サーバーの管理対象 Backup Exec サー
バーへの変更
Backup Exec サーバーを管理対象 Backup Exec サーバーに変更するには、Backup
Exec サーバーを管理する集中管理サーバーを設定します。
これらの手順に従った後で管理対象 Backup Exec サーバーが［ストレージ］タブに表示
されない場合、ネットワークにファイアウォールが設定されている環境では、集中管理サー
バーと管理対象 Backup Exec サーバー間のいくつかのポートを開く必要があります。
Backup Exec サーバーを管理対象 Backup Exec サーバーに変更する方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックして［構成と設定］を選択し、次に［集中管理サーバー
の設定］を選択します。

2

このサーバーを管理する中央管理サーバーの名前を入力してください。

3

［OK］をクリックします。

4

新しい管理対象 Backup Exec サーバーでサービスを再起動します。

p.999 の 「Backup Exec サーバーから集中管理サーバーへの変更」 を参照してください。

管理対象 Backup Exec サーバーのスタンドアロン
Backup Exec サーバーへの変更
管理対象 Backup Exec サーバーを［ストレージ］タブから削除して、スタンドアロン Backup
Exec サーバーに変更することができます。
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管理対象 Backup Exec サーバーをスタンドアロン Backup Exec サーバーに変更する方
法

1

集中管理サーバーの［ストレージ］タブで、スタンドアロン Backup Exec サーバーに
変換する管理対象 Backup Exec サーバーを右クリックします。

2

［削除］を選択します。

3

［はい］をクリックして、スタンドアロン Backup Exec サーバーへのサーバーの変換を
確認します。

4

サーバーの削除を確認するアラートを集中管理サーバーで受信したら、管理対象
Backup Exec サーバーに変更されたサーバーを再起動します。

p.1000 の 「Backup Exec サーバーの管理対象 Backup Exec サーバーへの変更」 を参照
してください。

CASO でのネットワークトラフィックの軽減について
次の操作を行って、狭帯域幅のネットワーク接続に対応したり、ネットワークトラフィックを
軽減することができます。
■

ジョブの状態の更新情報が管理対象 Backup Exec サーバーから集中管理サーバー
に送信される頻度を低減する。

■

ローカルの管理対象 Backup Exec サーバーで作成されたジョブを集中管理サーバー
から監視しないようにする。

■

ジョブログおよびジョブ履歴が管理対象 Backup Exec サーバーから集中管理サー
バーに送信される頻度を低減する。

■

Backup Exec サーバーからの応答がなくなった場合に、Backup Exec が Backup
Exec サーバーの状態を変更するまでに待機する時間を増やす。

■

管理対象 Backup Exec サーバーにカタログを保存する (分散)。集中管理サーバー
と管理対象 Backup Exec サーバー間で永続的なネットワーク接続が確立されている
場合は、カタログの場所に関係なく、カタログを参照して両方のサーバーからリストア
操作を実行することができます。

p.1003 の 「管理対象 Backup Exec サーバーの設定の変更」 を参照してください。

CASO カタログの場所について
CASO 環境では、カタログの場所を選択することができます。 集中管理サーバーと管理
対象 Backup Exec サーバー間で永続的なネットワーク接続が確立されている場合は、
カタログの場所に関係なく、カタログのバックアップセットを参照して両方のサーバーから
リストア操作を実行することができます。
次のカタログの場所は利用可能です。
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表 L-2
項目

説明

分散

イメージファイル（バックアップセットの情報を含
む小さなファイル）が、すべての管理対象
Backup Exec サーバーから集中管理サーバー
に配布されます。 履歴ファイルは、バックアップ
セットに関する詳細情報を含み、管理対象
Backup Exec サーバー上に残ります。

メモ: カタログの場所を分散する場合は、ほとん
どのカタログ情報が管理対象 Backup Exec サー
バーに保存されるため、管理対象 Backup Exec
サーバーでカタログファイルをバックアップする
ことが重要です。
カタログを分散すると、集中管理サーバーのリス
トア選択のビューには、ボリュームレベルのバッ
クアップセットのみが表示されます。 バックアップ
セットを作成した管理対象 Backup Exec サー
バーを利用できない場合、そのバックアップセッ
トの詳細は表示されませんが、集中管理サー
バーからボリューム全体をリストアすることができ
ます。
分散カタログを使用すると、パフォーマンスが向
上し、デフォルトの集中リストア機能が提供され、
ネットワークトラフィックが減少します。 管理対象
Backup Exec サーバーと集中管理サーバー間
で永続的な接続が確立されていない場合は、管
理対象 Backup Exec サーバーから接続するた
びに、カタログのイメージファイルが集中管理
サーバーに自動的に配布されます。 カタログの
分散によるネットワークトラフィックの増加は一時
的なもので、大きな影響はありません。
集中

管理対象 Backup Exec サーバーのすべてのカ
タログファイルおよび情報が集中管理サーバー
に保存されます。
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項目

説明

複製

すべてのカタログファイルが管理対象 Backup
Exec サーバーから集中管理サーバーに複製さ
れます。 管理対象 Backup Exec サーバーと集
中管理サーバーの両方に、管理対象 Backup
Exec サーバーで生成されたカタログが格納され
ます。
カタログの設定に基づいて Backup Exec がカタ
ログファイルを削除する場合にのみ、カタログファ
イルの削除が管理対象 Backup Exec サーバー
と集中管理サーバー間で複製されます。 バック
アップジョブによって管理対象 Backup Exec
サーバーのカタログファイルが削除された場合、
または手動で削除された場合は、次にカタログ
を同期するときに削除が複製されます。

カタログの場所を選択する場合は、次の事項を考慮してください。
■

管理対象 Backup Exec サーバー上に、分散カタログまたは複製カタログを保存する
のに必要なディスク容量があるかどうか。

■

集中カタログまたは複製カタログによって発生したトラフィックを処理するのに必要な
ネットワーク帯域幅があるかどうか。 集中カタログおよび複製カタログの場合は、広帯
域幅のネットワーク接続が必要です。

■

データをリカバリする際に、カタログ情報を 1 つの場所に保存することが重要かどう
か。 たとえば、カタログの場所を集中管理または複製する場合は、すべてのカタログ
情報が 1 つの場所に保存されるため、バックアップが簡単になります。 カタログの場
所を分散する場合は、ほとんどのカタログ情報が管理対象 Backup Exec サーバーに
保存されます。

p.1003 の 「管理対象 Backup Exec サーバーの設定の変更」 を参照してください。

管理対象 Backup Exec サーバーの設定の変更
管理対象 Backup Exec サーバーの設定では、管理対象 Backup Exec サーバーの中
央管理サーバーとの通信方法と連携方法を指定します。 たとえば、接続の種類、カタロ
グの場所、ジョブのレポートおよび監視の機能を変更できます。 管理対象 Backup Exec
サーバーの設定はいつでも変更できます。
メモ: 設定を変更したら、必要に応じて管理対象 Backup Exec サーバーのサービスを再
起動します。たとえば、カタログの場所を変更した場合、サービスを再起動して変更を反
映させる必要があります。
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管理対象 Backup Exec サーバーの設定の変更方法

1

集中管理サーバーの［ストレージ］タブで、管理対象 Backup Exec サーバーをダブ
ルクリックします。

2

左ペインで、［設定］を選択します。

3

適切なオプションを選択します。
p.1004 の 「管理対象 Backup Exec サーバーの設定」 を参照してください。

4

［適用］をクリックします。

管理対象 Backup Exec サーバーの設定
管理対象 Backup Exec サーバーの中央管理サーバーとの通信方法と連携方法を指定
する設定を変更できます。
p.1003 の 「管理対象 Backup Exec サーバーの設定の変更」 を参照してください。
p.1001 の 「CASO でのネットワークトラフィックの軽減について」 を参照してください。
p.1010 の 「CASO 通信のしきい値に到達した場合に発生する事項」 を参照してください。
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表 L-3

管理対象 Backup Exec サーバーの設定

項目

説明

接続設定

集中管理サーバーとの接続の種類を次のいずれか 1 つ選択で
きます。
高速接続
集中管理サーバーと管理対象 Backup Exec サーバー間の
通信頻度を高く設定します。この設定を選択した場合、デフォ
ルトでは、ジョブの状態の更新情報が 10 秒ごとに集中管理
サーバーに送信されます。ジョブログおよびジョブ履歴は、管
理対象 Backup Exec サーバーのジョブが完了するたびに送
信されます。
■ 低速接続
集中管理サーバーと管理対象 Backup Exec サーバー間の
通信頻度を低く設定します。この設定を選択した場合、デフォ
ルトでは、ジョブの状態の更新情報が 120 秒ごとに集中管理
サーバーに送信されます。ジョブログおよびジョブ履歴は、管
理対象 Backup Exec サーバーのジョブが失敗した場合にの
み送信されます。
■ カスタム
管理対象 Backup Exec サーバーからの応答がなくなった場
合に通信状態をトリガするしきい値を変更できます。 また、実
行中のジョブの状態に関する更新情報を管理対象 Backup
Exec サーバーから集中管理サーバーに送信する頻度を設
定することもできます。 この頻度は、ネットワークトラフィックに
影響を与えます。
■

通信中断

メモ: このオプションは［接続設定］フィールドで［カスタム］が選択
されているときのみ表示されます。
管理対象 Backup Exec サーバーから応答がなくなった場合に、
その管理対象 Backup Exec サーバーの状態を［通信中断］に変
更するまでの時間を示します。
管理対象 Backup Exec サーバーの状態が［通信中断］である場
合、集中管理サーバーは、その管理対象 Backup Exec サーバー
にはジョブを委任しません。 しきい値を超える前に管理対象
Backup Exec サーバーの状態が［有効］に戻った場合は、ジョブ
の委任が再開されます。
デフォルトのしきい値は 5 分です。
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項目

説明

通信途絶

メモ: このオプションは［接続設定］フィールドで［カスタム］が選択
されているときのみ表示されます。
管理対象 Backup Exec サーバーの状態を［通信中断］から［通
信途絶］に変更するまでの時間を示します。
管理対象 Backup Exec サーバーの状態が［通信中断］から［通
信途絶］に変更された場合、集中管理サーバーは、管理対象メ
ディアサーバーで実行中のジョブの状態を［失敗］とします。 カス
タマイズしたエラー処理方法［リカバリされたジョブ］は、状態が
［通信途絶］に変更された際に実行中であったジョブに適用され
ます。
デフォルトのしきい値は 15 分です。

実行中のジョブの状態の更新 メモ: このオプションは［接続設定］フィールドで［カスタム］が選択
情報を集中管理サーバーに送 されているときのみ表示されます。
信する
管理対象 Backup Exec サーバーから集中管理サーバーにジョ
ブの状態の更新情報を送信できるようにします。管理対象 Backup
Exec サーバーから集中管理サーバーにジョブの状態の更新情
報を送信する間隔（秒単位）を調節できます。 多数のジョブが実
行されている場合、ネットワーク帯域幅を確保するには、ジョブの
状態の更新情報の送信間隔を長くします。 更新情報を頻繁に送
信する場合は、間隔を短くします。
デフォルトは 10 秒で、ほぼリアルタイムで監視します。 ネットワー
ク接続が高速である場合にのみ、この設定をお勧めします。
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項目

説明

状態の更新情報を集中管理
サーバーに送信する間隔

メモ: このオプションは、［接続設定］フィールドで［カスタム］が選
択され、［実行中のジョブの状態の更新情報を集中管理サーバー
に送信する］フィールドで［はい］が選択されているときのみ表示
されます。
管理対象 Backup Exec サーバーから集中管理サーバーにジョ
ブの状態の更新情報を送信する間隔を設定できます。多数の
ジョブが実行されている場合、ネットワーク帯域幅を確保するに
は、ジョブの状態の更新情報の送信間隔を長くします。 更新情
報を頻繁に送信する場合は、間隔を短くします。
デフォルトは 10 秒で、ほぼリアルタイムで監視します。 ネットワー
ク接続が高速である場合にのみ、この設定をお勧めします。
狭帯域幅のネットワーク接続の場合は、120 秒に設定することを
お勧めします。 この頻度に設定すると、中規模のジョブの更新を
表示でき、さらに、ジョブの状態の更新情報が送信されるために
発生するネットワークトラフィックを大幅に軽減できます。
このチェックボックスをオフにすると、ジョブの状態の更新情報は
送信されません。 ジョブの進行状況も集中管理サーバーに表示
されません。 ジョブが完了したら、集中管理サーバーの［ジョブ履
歴］が更新されます。

ジョブログの詳細を集中管理
サーバーに送信する

管理対象 Backup Exec サーバーのジョブログを中央管理サー
バーに送信するタイミングを選択できます。 ジョブログを 1 日 1
回送信する、ジョブの完了時に送信する、送信しない、のいずれ
かを選択できます。
利用可能なオプションは次のとおりです。
送信しない
このオプションを選択した場合、ジョブログは管理対象 Backup
Exec サーバーでローカルに保存されます。
■ 1日1回
このオプションを選択した場合、［ジョブログを送信する時間］
フィールドが表示されます。 集中管理サーバーにジョブログ
を送信するタイミングを選択する必要があります。
■ ジョブの完了時に送信
このオプションを選択した場合、［ジョブが失敗した場合のみ
ジョブログを送信する］フィールドが表示されます。 失敗した
ジョブのみのジョブログを送信する場合、［はい］を選択しま
す。 ジョブの処置に関係なくジョブログを送信する場合、［い
いえ］を選択します。
■
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項目

説明

ジョブログを送信する時間

Backup Exec から管理対象 Backup Exec サーバーのジョブロ
グが集中管理サーバーに送信されるタイミングを選択できます。
このオプションは、［ジョブログの詳細を集中管理サーバーに送
信する］オプションで［1 日 1 回］が選択されているときのみ表示
されます。

ジョブが失敗した場合のみジョ 失敗したジョブのみのジョブログを送信するか、すべてのジョブの
ブログを送信する
ジョブログを送信するかを選択できます。 失敗したジョブのみの
ジョブログを送信する場合、［はい］を選択します。 ジョブの処置
に関係なくジョブログを送信する場合、［いいえ］を選択します。こ
のオプションは、［ジョブログの詳細を集中管理サーバーに送信
する］オプションで［ジョブの完了時に送信］が選択されていると
きのみ表示ます。
ジョブ履歴の詳細を集中管理
サーバーに送信

管理対象 Backup Exec サーバーのジョブ履歴を中央管理サー
バーに送信するタイミングを選択できます。
利用可能なオプションは次のとおりです。
送信しない
このオプションを選択した場合、ジョブ履歴は管理対象
Backup Exec サーバーでローカルに保存されます。
■ 1日1回
このオプションを選択した場合、［Send job history logs at］
フィールドが表示されます。 集中管理サーバーにジョブ履歴
を送信する時間を選択する必要があります。
■ ジョブの完了時に送信
このオプションを選択した場合、［ジョブが失敗した場合のみ
ジョブ履歴を送信する］フィールドが表示されます。 失敗した
ジョブのみのジョブ履歴を送信する場合、［はい］を選択しま
す。 ジョブの処置に関係なくジョブ履歴を送信する場合、［い
いえ］を選択します。
■

ジョブ履歴を送信する時間

Backup Exec から管理対象 Backup Exec サーバーのジョブ履
歴が集中管理サーバーに送信される時間を選択できます。 この
オプションは、［ジョブ履歴の詳細を集中管理サーバーに送信］
オプションで［1 日 1 回］が選択されているときのみ表示されます。

ジョブが失敗した場合のみジョ 失敗したジョブのみのジョブ履歴を送信するか、すべてのジョブ
ブ履歴を送信する
のジョブ履歴を送信するかを選択できます。 失敗したジョブのみ
のジョブ履歴を送信する場合、［はい］を選択します。 ジョブの処
置に関係なくジョブ履歴を送信する場合、［いいえ］を選択しま
す。このオプションは、［ジョブ履歴の詳細を集中管理サーバー
に送信］オプションで［ジョブの完了時に送信］が選択されている
ときのみ表示されます。
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項目

説明

管理対象 Backup Exec サー 委任されたジョブとローカルの管理対象 Backup Exec サーバー
バー上でローカルで作成された で作成されるジョブを表示することを可能にします。
ジョブを監視する
また、ローカルの管理対象 Backup Exec サーバーで作成された
ジョブやローカルの管理対象 Backup Exec サーバーにコピーさ
れたジョブを保留、削除、実行およびキャンセルしたり、ジョブの
優先度を変更することができます。
管理対象 Backup Exec サー 管理対象 Backup Exec サーバーの時計が集中管理サーバー
バーと集中管理サーバーとの の時計と異なる場合に Backup Exec がアラートを作成することを
間で時刻が同期されないときに 可能にします。示される秒数を超えるとアラートが生成されます。
アラートを表示する
CASO では、管理対象 Backup Exec サーバーと集中管理サー
バーの両方で、内部コンピュータクロックが監視されています。集
中管理サーバーと管理対象 Backup Exec サーバー間で時刻の
ずれが拡大すると、ジョブが想定外の時刻に実行される可能性
があります。この問題を回避するため、管理対象 Backup Exec
サーバーと集中管理サーバーで時刻が一致している必要があり
ます。時刻差アラートを受信した場合は、管理対象 Backup Exec
サーバーのクロックをリセットして、集中管理サーバーのシステム
クロックに合わせてください。
管理対象 Backup Exec サーバーまたは集中管理サーバーのシ
ステムの時刻を変更した場合は、そのシステム上の Backup Exec
サービスを再起動する必要があります。
次の時間が経過してもサーバー Backup Exec がアラートを送信する、管理対象 Backup Exec
が同期されない場合はアラート サーバーと中央管理サーバーとの時刻のずれ（秒数）を示しま
を送信する
す。

メモ: このオプションは、［管理対象 Backup Exec サーバーと集
中管理サーバーとの間で時刻が同期されないときにアラートを表
示する］フィールドで［有効］が選択されているときにのみ表示さ
れます。
ストレージとメディアデータベー ストレージおよびメディアのデータベースが集中管理サーバーま
スの場所
たは管理対象 Backup Exec サーバーのいずれに保存されてい
るかを示します。
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項目

説明

カタログの保存場所

カタログの場所を次のいずれかに設定します。
管理対象 Backup Exec サーバー（分散）
集中管理サーバーと管理対象 Backup Exec サーバー間で
カタログファイルを分散します。ストレージおよびメディアの
データが管理対象 Backup Exec サーバーのローカルデー
タベースに保存されている場合、カタログの場所は分散され
ます。このオプションは、狭帯域幅のネットワーク接続の場合
に選択します。
■ 集中管理サーバー (集中)
集中管理サーバーにすべてのカタログファイルを保存します。
このオプションでは広帯域幅のネットワーク接続が必要です。
■ 両方のサーバー (複製)
管理対象 Backup Exec サーバーから集中管理サーバーに
すべてのカタログファイルを複製します。管理対象 Backup
Exec サーバーを使用できない場合でも、集中管理サーバー
のカタログを参照できます。ただし、管理対象 Backup Exec
サーバーを使用できないためデータをリストアすることはでき
ません。 このオプションでは広帯域幅のネットワーク接続が必
要です。
■

p.1001 の 「CASO カタログの場所について」 を参照してください。
プライベートクラウドサーバー

管理対象サービスプロバイダで、そのデータセンターの Backup
Exec サーバーを検索し、管理対象サービスプロバイダの顧客の
各場所に WAN 経由で点在する他の Backup Exec サーバーと
ともに CASO 環境を構成できるようになります。オフサイトにテー
プを郵送して保存する代わりに、バックアップをローカルで実行
して保存し、クラウドサーバーの重複排除用ディスクストレージデ
バイスにコピーできます。また、この機能は、広く分布しているネッ
トワークを持つ顧客が、リモートオフィスの Backup Exec サーバー
を使用してローカルバックアップを行い、中央のデータセンター
にある Backup Exec サーバーにバックアップセットをコピーする
ために使用できます。このオプションは、Backup Exec のクラウド
サービス機能の一部です。

CASO 通信のしきい値に到達した場合に発生する事項
CASO 環境では、管理対象 Backup Exec サーバーと集中管理サーバー間で発生した
通信は、ネットワーク通信が正常な場合でも中断することがあります。管理対象 Backup
Exec サーバーと集中管理サーバー間でジョブ関連の通信が中断した場合、管理対象
Backup Exec サーバーの通信状態は［有効］から［通信中断］または［通信途絶］に変更
されます。管理対象 Backup Exec サーバーによる処理を待機中のジョブは、通信が再
開されるまで管理対象 Backup Exec サーバーのジョブキューに保持されます。
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管理対象 Backup Exec サーバーから応答がなくなった場合に、応答のない Backup
Exec サーバーの状態を変更するまでの Backup Exec の待機時間を設定できます。管
理対象 Backup Exec サーバーの状態が［通信中断］または［通信途絶］に変更されると、
集中管理サーバーは、停止状態の管理対象 Backup Exec サーバーに現在委任されて
いるジョブおよび今後委任するジョブの処理方法を変更します。
たとえば、管理対象 Backup Exec サーバーからの通信が設定時間を経過しても集中管
理サーバーで受信されなかった場合、集中管理サーバーは、その Backup Exec サー
バーの通信状態を［通信中断］に変更します。それ以降はその管理対象 Backup Exec
サーバーにジョブを委任せずに、状態が［有効］に戻るのを待機します。ジョブは、宛先
のストレージデバイスプールまたは Backup Exec サーバープール内に存在する他の管
理対象 Backup Exec サーバーに委任されます。
CASO は、管理対象 Backup Exec サーバーから通信がない時間を引き続き監視します。
状態が［通信中断］に変更されてから設定時間が経過すると、CASO は管理対象 Backup
Exec サーバーの状態を［通信途絶］に変更します。CASO はジョブの状態を［失敗］とし、
カスタマイズしたエラー処理方法［リカバリされたジョブ］によって、状態が［通信途絶］に
変更された際に実行中であったジョブのリカバリを開始します。
p.1003 の 「管理対象 Backup Exec サーバーの設定の変更」 を参照してください。

管理対象 Backup Exec サーバーと集中管理サーバー間の通信の有効
化
管理対象 Backup Exec サーバーと集中管理サーバー間の通信を手動で有効にできま
す。 通信が無効になると、ジョブを管理対象 Backup Exec サーバーに委任できません。
管理対象 Backup Exec サーバーと集中管理サーバー間の通信を有効化する方法

1

集中管理サーバーの［ストレージ］タブで、通信を無効にする管理対象 Backup Exec
サーバーを右クリックします。

2

［通信の有効化］を選択します。

p.1011 の 「管理対象 Backup Exec サーバーと集中管理サーバー間の通信の無効化」 を
参照してください。

管理対象 Backup Exec サーバーと集中管理サーバー間の通信の無効
化
管理対象 Backup Exec サーバーと集中管理サーバー間の通信を手動で無効にできま
す。 通信が無効になると、ジョブを管理対象 Backup Exec サーバーに委任できません。
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管理対象 Backup Exec サーバーと集中管理サーバー間の通信を無効化する方法

1

集中管理サーバーの［ストレージ］タブで、通信を無効にする管理対象 Backup Exec
サーバーを右クリックします。

2

［通信の有効化］を選択します。

p.1011 の 「管理対象 Backup Exec サーバーと集中管理サーバー間の通信の有効化」 を
参照してください。

CASO のアラートと通知について
Central Admin Server Option（CASO）環境では、管理対象 Backup Exec サーバーで
生成されたアラートは集中管理サーバーに自動的に渡されます。 集中管理サーバーで
アラートを表示するには、各管理対象 Backup Exec サーバーおよび集中管理サーバー
でアラートを有効または無効にするようにアラートカテゴリを設定する必要があります。
集中管理サーバーでアクティブアラートに応答してクリアすると、管理対象 Backup Exec
サーバーでもアラートはクリアされます。
集中管理サーバーのアラート機能を有効にせずに、管理対象 Backup Exec サーバー
の Backup Exec のアラート機能を有効にすると、アラートが生成される管理対象 Backup
Exec サーバーにのみアラートが表示され、集中管理サーバーには表示されません。
集中管理サーバーでアラートを有効にし、設定してから、管理対象 Backup Exec サー
バーにアラート設定をコピーします。アラートは、管理対象 Backup Exec サーバーで生
成されると、管理対象メディアサーバーと集中管理サーバーの両方に表示されるようにな
ります。
p.1012 の 「管理対象 Backup Exec サーバーへのアラート設定のコピー」 を参照してくだ
さい。
集中管理サーバーでは、すべての管理対象 Backup Exec サーバーのアラートを表示し
たり、アラートをフィルタにかけて、特定の管理対象 Backup Exec サーバーまたは Backup
Exec サーバープールのアラートのみを表示することができます。
集中管理サーバーまたは管理対象 Backup Exec サーバーで通知を設定できます。 ど
ちらで設定した場合も、委託されたジョブの通知であれば、集中管理サーバーから送信
されます。管理対象 Backup Exec サーバーのローカル管理者または集中管理サーバー
の管理者、あるいはその両方に通知するように選択できます。

管理対象 Backup Exec サーバーへのアラート設定のコピー
集中管理サーバーでアラートを有効にし、設定してから、管理対象 Backup Exec サー
バーにアラート設定をコピーします。アラート設定のコピー後、管理対象 Backup Exec
サーバーで生成されたアラートは、管理対象 Backup Exec サーバーと集中管理サー
バーの両方に表示されるようになります。
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p.1012 の 「CASO のアラートと通知について」 を参照してください。
管理対象 Backup Exec サーバーへのアラート設定のコピー方法

1

集中管理サーバーで、［Backup Exec］ボタンをクリックします。

2

［構成と設定］を選択し、次に［Backup Exec サーバーに設定をコピーする］を選択
します。

3

［コピーする設定の選択］で、［アラートの設定］にチェックマークを付けます。

4

［追加］をクリックします。

5

アラート設定をコピーする管理対象 Backup Exec サーバーの名前を入力します。

6

［OK］をクリックします。

7

［設定のコピー］ダイアログボックスで、［OK］をクリックします。
集中管理サーバーに、コピーに成功した旨のアラートが表示されます。

管理対象 Backup Exec サーバーでの利用可能なネット
ワークインターフェースカードの使用
デフォルトでは、集中管理サーバーから管理対象 Backup Exec サーバーに委任または
コピーされたジョブは、管理対象 Backup Exec サーバーに設定されているネットワーク
およびセキュリティ設定を使用します。
ただし、選択したネットワークインターフェースを使用できない場合は、ジョブでネットワー
クインターフェースを使用して Backup Exec Agent にアクセスするオプションを集中管理
サーバーで選択することができます。バックアップジョブ用にこのオプションを有効にする
と、管理対象 Backup Exec サーバーで代替ネットワークインターフェースが使用され、重
要なバックアップジョブが失敗することを回避できます。
利用可能なネットワークインターフェースカードを管理対象 Backup Exec サーバーで使
用できるように設定する方法

1

集中管理サーバーで、［Backup Exec］ボタンをクリックします。

2

［構成と設定］を選択し、次に［バックアップジョブのデフォルト］を選択します。

3

使用するストレージデバイスの種類に応じて、［ディスクへのバックアップ］、［テープ
にバックアップ］、［重複排除用ディスクストレージデバイスにバックアップする］を選
択します。

4

左ペインで、［ネットワーク］を選択します。
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5

［管理対象 Backup Exec サーバーによる Backup Exec Agent へのアクセスで、す
べてのネットワークインターフェースを使用することを許可する］にチェックマークを
付けます。
p.189 の 「［ネットワーク］のオプション」 を参照してください。

6

［OK］をクリックします。

CASO でのジョブの委任について
ジョブの委任とは、 の管理対象 Backup Exec サーバーに接続されたさまざまなストレー
ジデバイス間でジョブの負荷を自動的に分散するための機能です。 ジョブは集中管理
サーバーで作成されますが、任意の管理対象 Backup Exec サーバーで実行することが
できます。
ストレージデバイスを Backup Exec サーバープールに論理的にグループ化しておくと、
利用可能になったストレージデバイスが集中管理サーバーから委任されたジョブを処理
します。たとえば、2 つのストレージデバイスを含むストレージプールで、一方のストレー
ジデバイスがジョブを処理中の場合、集中管理サーバーは、自動的に待機状態のスト
レージデバイスに他のジョブを委任します。
p.1015 の 「CASO で Backup Exec サーバープールを使用する方法 」 を参照してください。

CASO でのジョブの委任の代替としてのジョブのコピーについて
管理対象 Backup Exec サーバーのストレージおよびメディアのデータが管理対象 Backup
Exec サーバーのローカルデータベースに保存されている場合、集中管理サーバーは管
理対象 Backup Exec サーバーにジョブを委任できません。 代わりに、集中管理サーバー
から管理対象 Backup Exec サーバーにジョブオプション、デフォルトスケジュール、エ
ラー処理方法、アラート設定をコピーすることができます。ジョブが管理対象 Backup Exec
サーバーでローカルに実行されている場合、集中管理サーバーへの永続的なネットワー
ク接続を確立する必要はありません。
集中管理サーバー上のオブジェクトと、ジョブをコピーするすべての管理対象 Backup
Exec サーバー上のオブジェクトには、同じ名前を使用します。 たとえば、集中管理サー
バー上のストレージプールと管理対象 Backup Exec サーバー上のストレージプールに
は同じ名前を使用します。 これによって、ジョブをコピーする管理対象 Backup Exec サー
バーに設定や名前をカスタマイズする必要がなくなります。
p.509 の 「別の Backup Exec サーバーへの構成設定のコピー」 を参照してください。

CASO 環境でのストレージデバイスの追加について
集中管理サーバーから［ストレージを設定］ウィザードを実行して、集中管理サーバーま
たは管理対象 Backup Exec サーバー用のデバイスをセットアップできます。管理対象
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Backup Exec サーバーをインストールすると、集中管理サーバーの［ストレージ］タブに
それらのサーバーが表示されます。［ストレージを設定］ウィザードを開始すると、ストレー
ジを設定するサーバーを選択するように求められます。集中管理サーバー、または同じ
バージョンの Backup Exec で実行している管理対象 Backup Exec サーバーを集中管
理サーバーとして選択できます。

CASO で Backup Exec サーバープールを使用する方法
CASO 環境では、複数の管理対象 Backup Exec サーバーを Backup Exec サーバー
プールにグループ化できます。 管理対象 Backup Exec サーバーのプールを作成して
おくと、その管理対象 Backup Exec サーバーのすべてのプールをジョブの委任に利用
できます。Backup Exec サーバープール内の各管理対象 Backup Exec サーバーに複
数のデバイスを接続している場合は、少数のストレージデバイスで構成された小規模な
プールを複数作成できます。これにより、一部のジョブを Backup Exec サーバープール
内の特定のプールに送信し、他のジョブを同じ Backup Exec サーバープール内の別の
プールに送信できます。
Backup Exec サーバープールには、複数の管理対象 Backup Exec サーバーを含めた
り、1 つの管理対象 Backup Exec サーバーのみを含めることができます。1 つの管理対
象 Backup Exec サーバーを複数の Backup Exec サーバープールに含めることもできま
す。また、集中管理サーバーを管理対象 Backup Exec サーバーとして使用し、Backup
Exec サーバープールに含めることもできます。
プール内の管理対象 Backup Exec サーバーまたは Backup Exec サーバーは、バック
アップ先デバイスにアクセスできる必要があります。 管理対象メディアサーバープールま
たはメディアサーバープールとデバイスとの間に接続がない場合は、ジョブは実行されま
せん。 ［準備完了; Backup Exec サーバープール内に利用可能な Backup Exec サー
バーが存在しません］という状態が［ジョブ］リストに表示されます。
次の図は、Backup Exec サーバープールを示します。
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図 L-3

社内ネットワークでの CASO 構成の Backup Exec サーバープールの
例

集中管理サーバー

Backup Exec
サーバープール

p.1017 の 「Backup Execサーバープールの作成」 を参照してください。
p.1016 の 「バックアップに使用する Backup Exec サーバープールの選択」 を参照してく
ださい。

バックアップに使用する Backup Exec サーバープールの選択
特定の管理対象 Backup Exec サーバー上のストレージデバイスまたは管理対象 Backup
Exec サーバーのグループ内のストレージデバイスで、ジョブを実行することができます。
このフィルタ処理により、特定のジョブの委任先を限定することができます。たとえば、
Exchange データベースのバックアップを常に Exchange Backups という名前のプール
内の管理対象 Backup Exec サーバーに接続されているデバイスでのみ実行するには、
このオプションを選択してから、Exchange Backups サーバープールを選択します。
バックアップに使用する Backup Exec サーバープールを選択する方法

1

バックアップ定義を作成します。

2

［バックアップ］ボックスで［編集］をクリックします。

3

［バックアップオプション］ダイアログボックスの左側のペインで、［ストレージ］を選択
します。

4

［Backup Exec サーバーまたは Backup Exec サーバープール］で、バックアップ定
義のすべてのバックアップに使用するプールを選択します。

5

バックアップ定義の追加オプションを設定します。

p.1015 の 「CASO で Backup Exec サーバープールを使用する方法 」 を参照してください。
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Backup Execサーバープールの作成
Backup Exec サーバーのグループ化、つまり Backup Exec サーバープールの作成を行
うことができます。
p.1015 の 「CASO で Backup Exec サーバープールを使用する方法 」 を参照してください。
p.1017 の 「Backup Exec サーバープールへの管理対象 Backup Exec サーバーの追加
」 を参照してください。
Backup Exec サーバープールの作成方法

1

集中管理サーバーの［ストレージ］タブで、［設定］グループの［ストレージを設定］を
選択します。

2

［ストレージを設定］ウィザードの指示に従います。

Backup Exec サーバープールのプロパティ
Backup Exec サーバープールでは次のプロパティを利用可能です。
p.1017 の 「Backup Execサーバープールの作成」 を参照してください。
表 L-4

Backup Exec サーバープールのプロパティ

項目

説明

名前

プールの名前を変更できます。

説明

プールの説明を変更できます。

プールに属する Backup Exec サーバー

プール内にある Backup Exec サーバーを一覧
表示します。サーバーの名前の横にあるチェッ
クボックスにチェックマークを付けるかはずすこと
で、サーバーを追加または削除できます。

Backup Exec サーバープールへの管理対象 Backup Exec サーバーの
追加
既存の Backup Exec サーバープールに管理対象 Backup Exec サーバーを追加できま
す。
p.1017 の 「Backup Execサーバープールの作成」 を参照してください。
Backup Exec サーバープールに管理対象 Backup Exec サーバーを追加する方法

1

集中管理サーバーで、［ストレージ］タブを選択します。

2

［すべてのストレージプール］を展開し、管理対象 Backup Exec サーバーを追加す
る Backup Exec サーバープールをダブルクリックします。
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3

［プールに属する Backup Exec サーバー］の下で、プールに追加する Backup Exec
サーバーのチェックボックスにチェックマークを付けます。

4

［適用］をクリックします。

Backup Exec サーバープールの削除
Backup Exec サーバープールは、いつでも削除することができます。
Backup Exec サーバープールの削除方法

1

集中管理サーバーで、［ストレージ］タブを選択します。

2

［すべてのストレージプール］を展開します。

3

削除する Backup Exec サーバープールを右クリックし、［削除］をクリックします。

4

このプールを削除する旨のメッセージを確認して、［はい］をクリックします。

p.1018 の 「Backup Exec サーバープールからの管理対象 Backup Exec サーバーの削
除」 を参照してください。

Backup Exec サーバープールからの管理対象 Backup Exec サーバーの
削除
管理対象 Backup Exec サーバーを Backup Exec サーバープールから削除しても、
Backup Exec からは削除されません。
Backup Exec サーバープールから管理対象 Backup Exec サーバーを削除する方法

1

集中管理サーバーで、［ストレージ］タブを選択します。

2

［すべてのストレージプール］を展開し、削除するサーバーを含む Backup Exec サー
バープールをダブルクリックします。

3

［プールに属する Backup Exec サーバー］の下で、プールから削除する Backup
Exec サーバーのチェックボックスのチェックマークをはずします。

4

［適用］をクリックします。

p.1015 の 「CASO で Backup Exec サーバープールを使用する方法 」 を参照してください。

CASO での集中リストアの動作
必要なストレージメディアがストレージデバイスにあるかオフサイトに格納されているかに
よって、集中管理サーバーからのリストア操作の開始は、ユーザーの介入がほとんど不
要な自動的なプロセスとなるかどうかが決まります。
オンラインメディアで集中リストアを使用する場合は、集中管理サーバーでリストアウィザー
ドを実行します。データの選択プロセスでは、CASO が、リストア処理の実行に必要なメ
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ディアを判断し、メディアが存在するストレージデバイスを Backup Exec のストレージとメ
ディアのデータベースに問い合わせて特定します。リストアウィザードを実行すると、CASO
は、選択されたストレージデバイスを制御している集中管理サーバーまたは管理対象
Backup Exec サーバーにジョブを委任し、リストア処理を開始します。リストア対象のデー
タが複数のストレージメディアにまたがっている場合は、リストア操作を正常に完了するた
めに、必要に応じて追加メディアをロードするように要求されます。
オフラインメディアで集中リストアを使用する場合は、集中管理サーバーでリストアウィザー
ドを実行します。データの選択プロセスでは、CASO が、リストア処理の実行に必要なメ
ディアを判断し、プライマリメディアが存在するストレージデバイスを Backup Exec のスト
レージとメディアのデータベースに問い合わせて特定します。メディアがストレージデバイ
ス内で見つからない場合、そのメディアはオフラインとみなされます。この場合、CASO
は、リストア処理の実行中に使用されるメディアの種類と互換性があるドライブプールおよ
びストレージデバイスの選択肢を示します。これによって、メディアをロードするストレージ
デバイスを柔軟に選択できます。
ジョブを実行するように選択したストレージデバイスとその場所を書き留めた後、次の操
作を実行します。
■

リストアジョブをスケジュール済みジョブとして保留状態でサブミットします。

■

メディアを取得してストレージデバイスにセットします。

■

集中管理サーバーでジョブの保留状態を解除します。この時点で、リストアジョブが開
始されます。

次に CASO は、選択したストレージデバイスを制御している管理対象 Backup Exec サー
バーにジョブを委任します。リストア対象のデータが複数のストレージメディアにまたがっ
ている場合は、リストア操作を正常に完了するために、必要に応じて追加メディアをロー
ドするように要求されます。
集中管理サーバーからリストア処理を開始するための必要条件を次に示します。
■

管理対象 Backup Exec サーバーの通信状態が［有効］である必要があります。

■

管理対象 Backup Exec サーバーがオンラインである (Backup Exec サーバーの状
態がすべて［オンライン］と表示されている) 必要があります。

p.1021 の 「CASO での集中リストアに関する推奨事項」 を参照してください。

複数のデバイスに存在するデータを CASO でリストアする方法
リストア対象として選択したデータが、ある管理対象 Backup Exec サーバーに接続され
た 1 つのデバイス上に存在する場合、1 つのリストアジョブが集中管理サーバーで作成
および委任されます。 ただし、リストア対象として選択したデータが、CASO 環境内の複
数のデバイス上に存在する場合、そのリストアジョブは、使用されるデバイスの数に応じ
て、別々のリストアジョブに分割されます。
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分割されたすべてのリストアジョブは元のジョブと同じ名前を持ち、ジョブ名の末尾に追加
された番号によって、区別されると同時に関連付けられます。
たとえば、リストアジョブの作成時にリストア対象として選択したデータが、管理対象 Backup
Exec サーバー上の 1 つのデバイスに存在する場合、CASO は 1 つのリストアジョブを作
成します。 一方、リストアジョブの作成時に選択したデータが、管理対象 Backup Exec
サーバーに接続された複数のデバイスに存在する場合、CASO は複数のリストアジョブを
作成します。
p.1021 の 「CASO での集中リストアに関する推奨事項」 を参照してください。
次の図は、1 つのデバイスに格納されているデータを CASO がどのようにリストアするか
示します。
図 L-4

1 つのストレージデバイス上に格納されたデータの場合

集中管理サーバーの
管理コンソールから
リストアするデータ
を選択します。

CASO がリストアジョブを作成し、
データが存在する管理対象 Backup Exec
サーバーでこのリストアジョブの処理が
委任されます。

次の図は、複数のデバイスに格納されているデータを CASO がどのようにリストアするか
示します。
図 L-5

複数のストレージデバイス上に格納されたデータの場合

集中管理サーバーの
管理コンソールから
リストアするデータ
を選択します。
CASO が複数のリストア
ジョブを作成し、データが存在す
る管理対象 Backup Exec
サーバーで処理が委任されます。
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CASO での集中リストアに関する推奨事項
集中リストアを使用する際の推奨事項を次に示します。
■

ジョブごとに、リストアするリソースを 1 つ選択します。

■

同じリストアジョブの選択項目には、すべて同じリストア用デバイスまたは Backup Exec
サーバーを選択します。

■

リストアジョブに必要なすべてのメディアと互換性のあるデバイスを含む Backup Exec
サーバーを選択します。

p.1021 の 「集中管理サーバーからのリストアについて」 を参照してください。

集中管理サーバーからのリストアについて
リストアウィザードを使って集中管理サーバーからデータをリストアします。 リストアジョブ
を作成する前に、集中リストアに関する推奨事項を確認してください。
p.1021 の 「CASO での集中リストアに関する推奨事項」 を参照してください。
p.1018 の 「CASO での集中リストアの動作」 を参照してください。

CASO での失敗ジョブのリカバリについて
［リカバリされたジョブ］という Backup Exec のエラー処理方法は、内部ジョブ通信の問題
が原因で失敗したジョブをリカバリする際、CASO によって使用されるカスタマイズしたエ
ラー処理方法です。 この処理方法は、Backup Exec のインストール時に作成され、デフォ
ルトで有効になっています。
この処理方法の再試行オプションでは、ジョブの再試行回数は 2 回、再試行間隔は 5
分です。 最初の再試行では、CASO は利用可能な別の管理対象 Backup Exec サー
バーにジョブを再委任しようと試みます。
再委任に失敗すると、CASO は、ジョブを処理する利用可能な別の管理対象 Backup
Exec サーバーを検出しようと試みます。 利用可能な管理対象 Backup Exec サーバー
がない場合、最終処理として、エラー条件が修正されるまでジョブは保留になります。
メモ: ［チェックポイントから再開］のエラー処理方法が有効になっている場合、リカバリさ
れたジョブは、別のサーバーで実行される Backup Exec サーバープールに再度サブミッ
トされません。［チェックポイントから再開］のエラー処理方法の場合、元のサーバーがオ
ンラインになったときにそのサーバーで実行されるようにジョブが再スケジュールされま
す。リカバリされたジョブを Backup Exec サーバープールに再度サブミットできるようにす
るには、［チェックポイントから再開］のエラー処理方法を無効にする必要があります。
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メモ: ジョブのターゲットとして、複数の管理対象 Backup Exec サーバーを含む Backup
Exec サーバープールを指定した場合、ジョブが失敗すると、その Backup Exec サーバー
プール内の管理対象 Backup Exec サーバーのみを使用して、ジョブのリカバリプロセス
が実行されます。 その Backup Exec サーバープールに属さない管理対象 Backup Exec
サーバーは、ジョブのリカバリに使用されません。
リカバリされたジョブのジョブ履歴のエントリを開くと、失敗の原因が［ジョブエラー］と表示
され、発生した内部通信エラーの種類の説明が表示されます。 ジョブ履歴のエントリに
は、ジョブがリカバリされたことも示されます。
メモ: リカバリされたジョブのジョブログは作成されません。
次の表に、カスタマイズしたエラー処理方法［リカバリされたジョブ］にデフォルトで選択さ
れている CASO のエラーコードを示します。
表 L-5

カスタマイズしたエラー処理方法［リカバリされたジョブ］のエラーコー
ド

エラーコード

説明

0xE000881B JOBDISPATCH

次のメッセージが表示されます。［ディ
スパッチ中にジョブが失敗しました。
ジョブはリカバリされます。］

0xE000881D JOB_CASO_QUEUE

次のメッセージが表示されます。［宛先
の管理対象 Backup Exec サー
バーにジョブを委任できませんでした。
管理対象 Backup Exec サーバー
がオンラインになっていないか、通信
障害が発生している可能性がありま
す。 ジョブはリカバリされます。］

FAILURE

0xE000881E
JOB_CASO_REMOTEMMS_STARTFAILURE

次のメッセージが表示されます。［宛先
の管理対象 Backup Exec サー
バーでジョブを開始できませんでした。
データベースエラーが発生した可能性
があります。 ジョブはリカバリされま
す。］

p.265 の 「失敗ジョブまたはキャンセルジョブをリカバリするためのエラー処理方法につい
て」 を参照してください。
p.270 の 「カスタマイズしたエラー処理方法の「リカバリされたジョブ」」 を参照してください。
p.1003 の 「管理対象 Backup Exec サーバーの設定の変更」 を参照してください。
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管理対象 Backup Exec サーバーの一時停止
集中管理サーバーから管理対象 Backup Exec サーバーの一時停止と再開を実行でき
ます。
管理対象 Backup Exec サーバーを一時停止すると、集中管理サーバーからその管理
対象 Backup Exec サーバーにジョブが委任されなくなります。 一時停止されると、管理
対象 Backup Exec サーバーの状態は［オンライン］から［一時停止］に変わります。
注意: Backup Exec のオプション製品を管理対象 Backup Exec サーバーにインストール
する際は、インストール中に集中管理サーバーからジョブが委任されないように、管理対
象 Backup Exec サーバーを一時停止する必要があります。実行中のジョブは、インストー
ルを開始する前に、終了またはキャンセルしてください。
管理対象 Backup Exec サーバーを一時停止する方法

1

集中管理サーバーの［ストレージ］タブで、一時停止する管理対象 Backup Exec
サーバーを右クリックします。

2

［一時停止］をクリックします。

p.1023 の 「一時停止された管理対象 Backup Exec サーバーの再開」 を参照してくださ
い。

一時停止された管理対象 Backup Exec サーバーの再
開
一時停止された管理対象 Backup Exec サーバーを再開すると、次の変更が発生しま
す。
■

ジョブを中央管理サーバーから管理対象 Backup Exec サーバーに委託することが
できる

■

管理対象 Backup Exec サーバーの状態は、［ストレージ］タブの［状態］列で［一時停
止］から［オンライン］に変わる

一時停止された管理対象 Backup Exec サーバーを再開する方法

1

集中管理サーバーの［ストレージ］タブで、再開する管理対象 Backup Exec サー
バーを右クリックします。

2

［一時停止］をクリックして、［一時停止］の横にあるチェックマークをオフにします。

p.1023 の 「管理対象 Backup Exec サーバーの一時停止」 を参照してください。

1023

1024

付録 L Symantec Backup Exec Central Admin Server Option
管理対象 Backup Exec サーバーの Backup Exec サービスの停止

管理対象 Backup Exec サーバーの Backup Exec サー
ビスの停止
集中管理サーバーから管理対象 Backup Exec サーバーの Backup Exec サービスを停
止できます。
管理対象 Backup Exec サーバーの Backup Exec サービスの停止方法

1

集中管理サーバーの［ストレージ］タブで、サービスを停止する管理対象 Backup
Exec サーバーを右クリックします。

2

［Backup Exec サービス］を選択します。

3

［Backup Exec Services Manager］ダイアログボックスで、［すべてのサービスを停
止］をクリックします。

4

［閉じる］をクリックします。

p.1024 の 「管理対象 Backup Exec サーバーの Backup Exec サービスの起動」 を参照し
てください。

管理対象 Backup Exec サーバーの Backup Exec サー
ビスの起動
集中管理サーバーから管理対象 Backup Exec サーバーの Backup Exec サービスを起
動できます。
管理対象 Backup Exec サーバーの Backup Exec サービスの起動方法

1

集中管理サーバーの［ストレージ］タブで、サービスを停止する管理対象 Backup
Exec サーバーを右クリックします。

2

［Backup Exec サービス］を選択します。

3

［Backup Exec Services Manager］ダイアログボックスで、［すべてのサービスを起
動］をクリックします。

4

［閉じる］をクリックします。

p.1024 の 「管理対象 Backup Exec サーバーの Backup Exec サービスの停止」 を参照し
てください。

管理対象 Backup Exec サーバーのプロパティの表示
集中管理サーバーから管理対象 Backup Exec サーバーのプロパティを確認できます。
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管理対象 Backup Exec サーバーのプロパティの表示方法

1

集中管理サーバーの［ストレージ］タブで、プロパティを表示する管理対象 Backup
Exec サーバーをダブルクリックします。

2

左ペインで、［プロパティ］を選択します。
p.1025 の 「集中管理サーバーと管理対象 Backup Exec サーバーのプロパティ」 を参
照してください。

集中管理サーバーと管理対象 Backup Exec サーバーのプロパティ
p.1024 の 「管理対象 Backup Exec サーバーのプロパティの表示」 を参照してください。
表 L-6

集中管理サーバーまたは管理対象 Backup Exec サーバーのプロパ
ティ

項目

説明

名前

管理対象 Backup Exec サーバーまたは集中管
理サーバーの名前を表示します。

説明

サーバーが管理対象 Backup Exec サーバーで
あるか集中管理サーバーであるかを示します。
この説明は変更できません。

サーバーの状態

［オンライン］、［一時停止］、［使用不能］、［オフ
ライン］などのサーバーの現在の状態を示しま
す。

バージョン

インストールされている Backup Exec のバージョ
ンを示します。

ライセンス

サーバーにインストールされている Backup Exec
ライセンスの情報を表示します。

タイムゾーン

サーバーに設定されているタイムゾーンを示しま
す。

開始日時

サーバーが開始された日時を示します。

現在日時

サーバーの現在の日時を示します。

オペレーティングシステムの種類

サーバーにインストールされているオペレーティ
ングシステムの種類を示します。

オペレーティングシステムバージョン

サーバーにインストールされているオペレーティ
ングシステムのバージョンを示します。
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項目

説明

オペレーティングシステムビルド

サーバーにインストールされているオペレーティ
ングシステムのビルド番号を示します。

プロセッサの種類

サーバーのプロセッサの種類を示します。

プロセッサ数

サーバーのプロセッサの数を示します。

物理メモリの合計

サーバーの物理メモリの合計容量を示します。

利用可能な物理メモリ

サーバーで利用可能な物理メモリ容量を示しま
す。

仮想メモリの合計

サーバーの仮想メモリの合計容量を示します。

利用可能な仮想メモリ

サーバーで利用可能な仮想メモリ容量を示しま
す。

ページファイルの合計サイズ

サーバーのページファイルで利用可能なメモリ
の合計容量を示します。

集中管理サーバー設定の表示
Central Admin Server Option (CASO) を使用している場合は、Backup Exec のデータ
ベースの場所に関する情報を表示できます。データベースには、Backup Exec データ
ベース、デバイスおよびメディアのデータベース (ADAMM)、カタログデータベースなど
があります。
Backup Exec のインストール時に、デフォルトオプションを選択して Backup Exec データ
ベースを格納するローカル Backup Exec SQL Express インスタンスを作成した場合、す
べてのデータベースはローカル Backup Exec サーバー上に存在します。Backup Exec
データベースの格納にネットワーク上の別のインスタンスを選択した場合、すべてのデー
タベースはそのインスタンスを含む Microsoft SQL Server に存在します。
集中管理サーバー設定を表示する方法

1

2

次のいずれかを実行します。
■

［Backup Exec］ボタンをクリックして［構成と設定］を選択し、次に［ローカルサー
バーのプロパティ］をクリックします。

■

［ストレージ］タブで［中央管理サーバー］をダブルクリックします。

左ペインで、［設定］をクリックします。
p.1027 の 「中央管理サーバーの設定」 を参照してください。
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中央管理サーバーの設定
Central Admin Server Option (CASO) を使用している場合は、Backup Exec のデータ
ベースの場所に関する情報を表示できます。データベースには、Backup Exec データ
ベース、デバイスおよびメディアのデータベース (ADAMM)、カタログデータベースなど
があります。
p.1026 の 「集中管理サーバー設定の表示」 を参照してください。
表 L-7

中央管理サーバーの設定

項目

説明

サーバー

Backup Exec データ
ベースを含んでいる
Microsoft SQL Server
の名前を示します。

インスタンス

Backup Exec データ
ベースがインストールさ
れるインスタンスの名前
を示します。

名前

Backup Exec データ
ベースの Microsoft
SQL Server 名を示し
ます。

パス

Backup Exec データ
ベースのパスを示しま
す。

サーバー

ADAMM (Advanced
Device and Media
Management) データ
ベースを含んでいる
Microsoft SQL Server
の名前を示します。

インスタンス

ADAMM (Advanced
Device and Media
Management) データ
ベースがインストールさ
れるインスタンスの名前
を示します。
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項目

説明

名前

ADAMM (Advanced
Device and Media
Management) データ
ベースの Microsoft
SQL Server 名を示し
ます。

パス

ADAMM (Advanced
Device and Media
Management) データ
ベースのパスを示しま
す。

サーバー

Backup Exec カタログ
データベースを含んで
いる Microsoft SQL
Server の名前を示しま
す。

インスタンス

カタログデータベース
を含んでいるデータ
ベースインスタンスを示
します。

名前

Backup Exec カタログ
データベースの
Microsoft SQL Server
名を示します。

パス

Backup Exec カタログ
データベースのパスを
示します。

プライベートクラウドサーバー

プライベートクラウド
サーバーオプションが
有効か無効かを示しま
す。

CASO のディザスタリカバリ
Symantec Backup Exec Simplified Disaster Recovery (SDR) Option を使用すると、
CASO 環境で管理対象 Backup Exec サーバーと集中管理サーバーの両方を保護でき
ます。
p.692 の 「Simplified Disaster Recoveryについて」 を参照してください。
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CASO 環境に SDR オプションを実装する前に、次の事項を確認してください。
■

管理対象 Backup Exec サーバーまたは集中管理サーバー用のディザスタリカバリメ
ディアを作成するには、集中管理サーバーでSimplified Disaster Recovery ディス
クの作成ウィザードを実行する必要があります。リモート管理環境を使う場合は、集中
管理サーバーに接続してください。

■

ブート可能ディスクイメージを使用して管理対象 Backup Exec サーバーを保護する
場合、ブート可能ディスクデバイスが接続された管理対象 Backup Exec サーバーご
とに、Simplified Disaster Recovery ディスクの作成ウィザードを実行する必要があ
ります。

■

集中管理サーバーのバックアップおよびリストアは、ローカルで実行する必要がありま
す。

CASO のトラブルシューティング
CASO に問題があったら、次の質問と回答を参照してください。
表 L-8

CASO のトラブルシューティング

質問

回答

「指定されたデータベースは存在しません」とい このエラーは、次の原因で発生することがありま
うエラー 1065 を受信しました。 原因は何でしょ す。
うか。
■ 集中管理サーバーと管理対象 Backup Exec
サーバー間のネットワークで UDPトラフィック
が遮断されている。
■ 集中管理サーバーの SQL 設定が正しく設
定されていない。
■ 集中管理サーバーが SQL の名前付きインス
タンスにインストールされており、SQL のブラ
ウザサービスが実行されていない。
■ 名前付きパイプまたは TCP/IP プロトコルが
有効でないか、リモート接続の設定がなされ
ていない。
システムの時刻を変更しましたが、管理対象
Backup Exec サーバーまたは集中管理サーバー
に変更が反映されませんでした。 これはなぜで
しょうか ?

管理対象 Backup Exec サーバーまたは集中管
理サーバーのシステムの時刻を変更した場合
は、Backup Exec サービスを再起動する必要が
あります。サービスの再起動時に、Backup Exec
が時刻の変更を処理します。

p.982 の 「Central Admin Server Option について」 を参照してください。
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CASO 操作用の Backup Exec ユーティリティの実行
Backup Exec ユーティリティという個別のアプリケーションを使用して、次の CASO 操作
を実行できます。
■

管理対象 Backup Exec サーバーを移動する。

■

管理対象 Backup Exec サーバーとの通信を有効または無効にする。

Backup Exec ユーティリティは、シマンテック社テクニカルサポートの指示に従って使用
してください。このユーティリティを適切に使用しない場合、構成が変更され、Backup
Exec を実行できなくなる可能性があります。
Backup Exec ユーティリティを実行する方法

1

Backup Exec のインストール先ディレクトリ ¥Program Files¥Symantec¥Backup
Exec で、BEUtility をダブルクリックします。

2

Backup Exec ユーティリティのメニューで［ヘルプ］をクリックし、BEUtility の使用方
法を確認します。

集中管理サーバーからの Backup Exec のアンインストー
ル
集中管理サーバーから Backup Exec をアンインストールする前に、集中管理サーバー
の［ストレージ］タブからすべての管理対象 Backup Exec サーバーを削除する必要があ
ります。
注意: 次の手順でアンインストールしないと、管理対象 Backup Exec サーバーで Backup
Exec のアンインストール中に Backup Exec サービスを停止する際に長時間の遅延が発
生する場合があります。
集中管理サーバーから Backup Exec をアンインストールする方法

1

集中管理サーバーの［ストレージ］タブで、管理対象 Backup Exec サーバーを右ク
リックします。

2

［削除］を選択します。

3

削除する旨のメッセージを確認して、［はい］をクリックします。

4

集中管理サーバーが管理する各管理対象 Backup Exec サーバーについて手順
1 から手順 3 を繰り返します。

5

集中管理サーバーから Backup Exec をアンインストールします。
p.124 の 「Backup Exec のアンインストール」 を参照してください。
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管理対象 Backup Exec サーバーからの Backup Exec
のアンインストール
Backup Exec をアンインストールする前に、集中管理サーバーの［ストレージ］タブから管
理対象 Backup Exec サーバーを削除する必要があります。
管理対象 Backup Exec サーバーから Backup Exec をアンインストールする方法

1

集中管理サーバーの［ストレージ］タブで、管理対象 Backup Exec サーバーを右ク
リックします。

2

［削除］を選択します。

3

管理対象 Backup Exec サーバーから Backup Exec をアンインストールします。
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M
Symantec Backup Exec
Advanced Disk-based
Backup Option
この付録では以下の項目について説明しています。
■

Advanced Disk-based Backup Option について

■

Advanced Disk-based Backup Option のインストールについて

■

合成バックアップ機能について

■

合成バックアップの TIR（True Image Restore）について

■

オフホストバックアップについて

■

オフホストバックアップのトラブルシューティング

Advanced Disk-based Backup Option について
ADBO は次の機能を備えています。
■

合成バックアップ
この機能では 1 つのベースラインの完全バックアップと後続の増分バックアップを組
み合わせて、完全バックアップを合成することができます。
合成バックアップを使用すると、次のようなメリットが得られます。
■

合成バックアップは、時間が重視されるバックアップ時間帯の範囲外にスケジュー
ルできるため、バックアップ時間帯が短縮されます。

■

合成バックアップではネットワークにアクセスする必要がないため、ネットワークトラ
フィックが低減されます。
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■

■

True Image Restore では、ディレクトリの内容を合成された完全バックアップまた
は増分バックアップの実行時の状態にリストアすることができます。

オフホストバックアップ
バックアップ処理をリモートコンピュータまたはホストコンピュータに代わって Backup
Exec サーバーで行うことができます。 バックアップ処理をリモートコンピュータから
Backup Exec サーバーへ移動することによって、バックアップのパフォーマンスが向
上し、リモートコンピュータの作業負荷が軽減されます。

p.1034 の 「合成バックアップ機能について」 を参照してください。
p.1038 の 「オフホストバックアップについて 」 を参照してください。
p.1034 の 「Advanced Disk-based Backup Option のインストールについて」 を参照して
ください。

Advanced Disk-based Backup Option のインストール
について
Advanced Disk-based Backup Option（ADBO）は Enterprise Server オプションの一
部としてインストールされます。そのライセンスを Backup Exec サーバーで入力する必要
があります。
p.54 の 「Backup Exec のインストールについて」 を参照してください。

合成バックアップ機能について
合成バックアップ機能によって、サポートされたリモートリソースの完全バックアップを繰り
返し実行する必要がなくなります。 合成バックアップは、完全バックアップ（ベースライン
と呼ばれる）および後続の増分バックアップを組み合わせて合成されます。
実行後の合成バックアップが新しいベースラインになります。次の合成バックアップが作
成されるまでは、増分バックアップの実行のみが必要となります。 合成バックアップは、そ
れに含まれる最新の増分バックアップと同期しています。
合成バックアップは、次のコンポーネントで構成されています。
■

ベースラインバックアップ:
合成バックアップと関連付けられた最初に実行する完全バックアップ。 完全ベースラ
インバックアップは、1 回実行するだけで、選択されたコンピュータ上のすべてのファ
イルがバックアップされます。

■

繰り返し実行される増分バックアップ:
増分バックアップジョブはベースラインバックアップ後に変更されるファイルをバック
アップします。

■

繰り返し実行される合成バックアップ:

付録 M Symantec Backup Exec Advanced Disk-based Backup Option
合成バックアップ機能について

合成バックアッププロセスでは、ベースラインバックアップと増分バックアップのデータ
を組み合わせて、選択されたコンピュータの合成完全バックアップを作成します。 こ
の合成完全バックアップが新しいベースラインバックアップになります。この新しいベー
スラインバックアップを後続の増分バックアップセットと組み合わせて、新たに合成完
全バックアップが作成されます。
合成バックアップに含まれるどのバックアップについても、バックアップデータをテープに
コピーするステージを追加できます。
p.212 の 「バックアップしたデータの複製について」 を参照してください。
True Image Restore は合成バックアップに対して自動的に有効になります。 True Image
Restore によって、合成バックアップ作成時のディレクトリをリストアすることができます。
合成バックアップの時点において削除されていたファイルはリストアされません。True
Image Restore では、適切な合成完全バックアップまたは増分バックアップに含まれる正
しいバージョンのファイルのみがリストアされます。
合成バックアップでは、ファイルシステムデータのみがサポートされます。サポートされる
データには、ボリューム、ドライブ、フォルダなどの一般的なファイルシステムオブジェクト
があります。
p.1035 の 「合成バックアップの必要条件」 を参照してください。
p.1036 の 「合成バックアップの TIR（True Image Restore）について」 を参照してください。

合成バックアップの必要条件
合成バックアップを作成する前に、次の情報を確認します。
■

暗号化キーを使う場合は、関連付けられたすべてのバックアップで同じ暗号化キーを
使う必要があります。 バックアップが作成された後暗号化キーを変更しないでくださ
い。 関連付けられたバックアップで選択された暗号化キーは、自動的に合成バック
アップに適用されます。

■

合成バックアップを作成するには、ディスクストレージを設定しておく必要があります。
合成バックアップでは、増分バックアップにディスクストレージを使用します。 ベース
ライン完全バックアップと合成完全バックアップにはテープまたはディスクストレージを
使うこともできます。
p.141 の 「［ストレージを設定］ウィザードについて」 を参照してください。

■

ベースラインバックアップジョブをテープストレージに送信し、合成バックアップジョブ
にテープストレージを使用する場合は、テープドライブを 2 台用意する必要がありま
す。 1 台のテープドライブをベースラインバックアップのマウント用に、もう 1 台を合成
バックアップのマウント用に使用します。

■

合成バックアップ用にのみ、ファイルシステムデータを選択できます。
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合成バックアップの TIR（True Image Restore）について
True Image Restore は合成バックアップに対して自動的に有効になります。 True Image
Restore では、ディレクトリの内容を完全バックアップまたは増分バックアップの実行時の
状態にリストアすることができます。バックアップセットでリストアする内容は、合成バック
アップ時点で存在していたディレクトリから選択されます。 バックアップの時点において削
除されていたファイルはリストアされません。True Image Restore では、適切な完全バッ
クアップまたは増分バックアップに含まれる正しいバージョンのファイルのみがリストアさ
れます。以前のバージョンはリストアされず、上書きされます。
Backup Exec は、移動されるか、名前が変更されるか、テープアーカイブ（tar）または圧
縮アーカイブから追加されたファイルとディレクトリを検出するのに必要な情報を収集しま
す。 ファイルのパッケージ化の方法および追加方法によっては、新しく追加されたファイ
ルの通常の増分バックアップが実行されない場合があります。 True Image Restore を
有効にすると、パス名が、前回の完全バックアップまたは増分バックアップのパス名と比
較されます。 名前が新しいか、または変更されている場合、ファイルまたはディレクトリが
バックアップされます。
True Image Restore を使用してファイルをバックアップする例を次に示します。True
Image Restore を使用しない場合、これらのファイルはバックアップされません。
■

C:¥pub¥doc という名前のファイルは C:¥spec¥doc に移動されるか、インストールされ
ます。 この場合、C:¥pub¥doc 内のファイルおよびそのディレクトリ内のサブディレクト
リのアーカイブビットは変わりませんが、これは新しいディレクトリであるため、バックアッ
プが行われます。

■

C:¥security¥dev¥ というディレクトリ名を C:¥security¥devices¥ に変更します。 この
場合、C:¥security¥devices¥ 内のファイルおよびそのディレクトリ内のサブディレクト
リのアーカイブビットは変わりませんが、これは新しいディレクトリであるため、バックアッ
プが行われます。

次の表に、2012 年 12 月 1 日から 2012 年 12 月 4 日に実行された一連のバックアップ
において、C:¥user¥doc ディレクトリ内でバックアップされたファイルを示します。
True Image Restore が有効になっている場合にバックアップされる
ファイルの例

表 M-1
日

バックアップ C:¥user¥doc でバック C:¥user¥doc
の種類
アップされたファイル でバック
アップさ
れたファ
イル

C:¥user¥doc
でバック
アップさ
れたファ
イル

C:¥user¥doc
でバック
アップさ
れたファ
イル

C:¥user¥doc
でバック
アップさ
れたファ
イル

2012 年 12 月 1 日 完全

file1

file2

dirA¥fileA dirB¥fileB file3

2012 年 12 月 2 日 増分

file1

file2

dirA¥fileA ---------------- ----------------

C:¥user¥doc
でバック
アップさ
れたファ
イル
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日

バックアップ C:¥user¥doc でバック C:¥user¥doc
の種類
アップされたファイル でバック
アップさ
れたファ
イル

C:¥user¥doc
でバック
アップさ
れたファ
イル

C:¥user¥doc
でバック
アップさ
れたファ
イル

C:¥user¥doc
でバック
アップさ
れたファ
イル

C:¥user¥doc
でバック
アップさ
れたファ
イル

2012 年 12 月 3 日 増分

file1

file2

dirA¥fileA ---------------- ----------------

2012 年 12 月 4 日 増分

file1

file2

----------------- ----------------- ----------------- file4

メモ: 破線（-------）は、そのファイルがこのバックアップより前に削除されたことを意味しま
す。
C:¥user¥doc ディレクトリの 2012 年 12 月 4 日バージョンのリストアを行うと想定します。
完全バックアップセットの通常のリストアを実行します。その後、後続の増分バックアップ
セットの通常のリストアを行います。リストアされたディレクトリには 2012 年 12 月 1 日から
2012 年 12 月 4 日（最新の完全バックアップ日）までの間に C:¥user¥doc に存在してい
たすべてのファイルとディレクトリが含まれます。
たとえば、次のファイルとディレクトリが含まれます。
■

file1

■

file2

■

dirA¥fileA

■

dirB¥fileB

■

file3

■

file4

2012 年 12 月 4 日のバックアップの True Image Restore を行った場合、リストア後の
ディレクトリには、2012 年 12 月 4 日の増分バックアップ実行時に存在していたファイル
およびディレクトリだけが含まれます。
次のリストに、存在していたファイルとディレクトリを示します。
■

file1

■

file2

■

file4

2012 年 12 月 4 日の増分バックアップより前に削除されたファイルはいずれもリストアさ
れません。
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サブディレクトリ「dirA」は 2012 年 12 月 4 日にバックアップされていますが、リストア後の
ディレクトリには含まれません。 これらのディレクトリは、True Image Restore で参照され
ている増分バックアップの実行時に存在していないため、リストアされません。
True Image Restore を完了すると、現在はそのディレクト内に存在し、バックアップ実行
時には存在しなかったファイルは保持されます。 2012 年 12 月 4 日に増分バックアップ
が実行されてからリストアが行われるまでの間に file5 というファイルが作成されたと想定
します。
この場合、リストア後のディレクトリには次のファイルが含まれます。
■

file1

■

file2

■

file4

■

file5

オフホストバックアップについて
オフホストバックアップを使用すると、バックアップ処理をホストコンピュータから Backup
Exec サーバーに移動できます。オフホストバックアップでは、リモートコンピュータ上で
バックアップ対象として選択されたボリュームのスナップショットが作成されます。 その後、
スナップショットが Backup Exec サーバーにインポートされ、Backup Exec サーバーで
バックアップされます。
バックアップ後、スナップショットは Backup Exec サーバーからエクスポートされ、リモート
コンピュータに再度マウントされてソースボリュームと再同期化されます。 この処理には、
トランスポータブルスナップショットをサポートする、ハードウェアまたはソフトウェアの製造
元提供のソリューションが必要です。 トランスポータブルスナップショットとは、Backup
Exec サーバーに対してインポートおよびエクスポート可能なスナップショットです。オフホ
ストバックアップの各ボリュームには、選択した Microsoft ボリュームシャドウコピーサー
ビス（VSS）プロバイダが使用されます。 オフホストバックアップジョブは、一度に 1 台のリ
モートコンピュータ上で実行されます。
スナップショットのハードウェア製造元のリストは、次の URL で参照できます。
http://entsupport.symantec.com/umi/V-269-2
オフホストバックアップでは、次のものがサポートされています。
■

Microsoft ボリュームシャドウコピーサービス (VSS)

■

完全、増分および差分バックアップ方式を使用する、NTFS ボリュームのバックアップ

■

Microsoft SQL Server 2000 データベースの SQL Agent バックアップ

■

Windows Server 2003 上で実行されている Microsoft Exchange Server 2003
(Service Pack 1)/ 2007 インスタンスの Exchange Agent バックアップ。 Exchange
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Agent バックアップ用の Backup Exec Granular Recovery Technology を使用す
るオプションのサポートが含まれています。
Advanced Disk-based Backup Option（ADBO）オフホストバックアップでは次のオプショ
ンがサポートされません。
■

［チェックポイントから再開］オプション。

■

Windows BitLocker ドライブ暗号化を実行するボリューム。

p.1039 の 「オフホストバックアップの必要条件 」 を参照してください。
p.156 の 「データのバックアップ」 を参照してください。
p.164 の 「バックアップの編集」 を参照してください。
p.446 の 「バックアップジョブのデフォルト設定」 を参照してください。
p.1041 の 「Advanced Disk-based Backup Option」 を参照してください。
p.1040 の 「オフホストバックアップに関する推奨事項 」 を参照してください。

オフホストバックアップの必要条件
オフホストバックアップの必要条件は次のとおりです。
表 M-2

オフホストバックアップの必要条件

項目

説明

Backup Exec Server

Advanced Disk-based Backup Option をインストールする必要があり
ます。

リモートコンピュータ

Agent for Windows がリモートコンピュータにインストールされている
必要があります。

Backup Exec サーバー 次のものを Backup Exec サーバーとリモートコンピュータの両方にイン
およびリモートコンピュー ストールする必要があります。
タ
■ 同じオペレーティングシステム (Microsoft Windows Server 2003
Service Pack 2 か Windows Server 2008)。
■ 最新のボリュームシャドウコピーサービス (VSS) パッチ。
必要な Microsoft VSS のハードウェアスナップショットプロバイダま
たはソフトウェアスナップショットプロバイダ。インストールされていな
い場合、ボリュームのスナップショットを Backup Exec サーバーにエ
クスポートできません。
■ Backup Exec サーバーとリモートコンピュータの間で共有されるディ
スクストレージへのアクセス機能。
■
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項目

説明

Exchange Server リソー 次のどちらかは Exchange サーバーにインストールする必要がありま
スの GRT 対応オフホス す。
トバックアップ
■ Windows Server 2003 上で動作する Microsoft Exchange Server
2003（Service Pack 2）または Exchange Server 2007（Service
Pack 3）のインスタンス。
■ 64 ビット Windows Server 2008/2008 R2 上で動作する Microsoft
Exchange Server 2010（Service Pack 1）のインスタンス。
Central Admin Server Central Admin Server Option (CASO) をインストールしている場合
Option
は、集中管理サーバーによるジョブの委任を許可しないでください。 委
任を許可すると、オフホスト機能がない Backup Exec サーバーにジョブ
が委任される場合があります。 オフホストバックアップ方式を使用する
CASO ジョブ用のストレージデバイスは、手動で選択する必要がありま
す。

p.1040 の 「オフホストバックアップに関する推奨事項 」 を参照してください。

オフホストバックアップに関する推奨事項
次に推奨事項を示します。
■

ソースボリュームとスナップ対象のボリュームが同じ物理ディスクを共有しないようにし
ます。 これに従わないと、スナップショットボリュームを元のボリュームから分割できま
せん。

■

多くのハードウェアプロバイダおよびソフトウェアプロバイダには、転送可能なボリュー
ムの種類に関する何らかの制限があります。 そのため、オフホストバックアップジョブ
は、すべての依存ボリュームをインポートおよびエクスポート可能なデータのバックアッ
プにのみ使用することをお勧めします。

■

バックアップ対象として選択したボリュームのいずれかがインポートまたはエクスポー
トできない場合、オフホストバックアップは失敗します。 必要な VSS ハードウェアプロ
バイダがシマンテック社認定の互換性リストに含まれていない場合も、オフホストバッ
クアップは失敗します。 オフホストバックアップが失敗した場合でもバックアップを続
行するように選択できます。
互換性のあるストレージのリストは、次の URL で参照できます。
http://entsupport.symantec.com/umi/V-269-2

■

日立社の RAID Manager ログはスナップ対象のボリューム上に存在できません。 日
立社の RAID Manager は、スナップショットの作成中に RAID Manager ログファイ
ルへの I/O を実行します。VSS コーディネータはスナップ対象のドライブへの I/O を
ブロックします。 そのため、スナップ対象のボリューム上に RAID Manager のログディ
レクトリが存在すると、ログ I/O がブロックされ、スナップ処理がデッドロックされます。

付録 M Symantec Backup Exec Advanced Disk-based Backup Option
オフホストバックアップについて

■

Central Admin Server Option（CASO）をインストールしている場合は、オフホスト
バックアップ用のストレージを手動で選択する必要があります。 ストレージを選択しな
いと、オフホスト機能がない Backup Exec サーバーにジョブが委任される場合があり
ます。
p.1015 の 「CASO で Backup Exec サーバープールを使用する方法 」 を参照してくだ
さい。

■

Microsoft Cluster Server（MSCS）環境で VSS ハードウェアプロバイダを使用して
オフホストバックアップを実行する場合、Backup Exec サーバーとリモートコンピュー
タは異なるクラスタグループに属する必要があります。クラスタアプリケーションでは、
署名とパーティションレイアウトが重複したデバイスの論理ユニット番号（LUN）がサ
ポートされません。LUN を含むスナップショットは、クラスタ外に存在するホストコン
ピュータに転送する必要があります。

p.1042 の 「オフホストバックアップのトラブルシューティング 」 を参照してください。
p.1045 の 「ハードウェアプロバイダに関連するオフホストバックアップの問題」 を参照してく
ださい。
p.1045 の 「ハードウェアプロバイダに関連するオフホストバックアップの問題」 を参照してく
ださい。

Advanced Disk-based Backup Option
オフホストバックアップジョブの Advanced Disk-based Backup Option では次のオプショ
ンが利用できます。 これらのオプションは［バックアップジョブのデフォルト］ダイアログボッ
クスとバックアップジョブの［オプション］ダイアログボックスの Advanced Disk-Based
Backup Option を選択すると表示されます。
p.156 の 「データのバックアップ」 を参照してください。
p.446 の 「バックアップジョブのデフォルト設定」 を参照してください。
表 M-3

Advanced Disk-based Backup Option

項目

説明

オフホストバックアップを使用し オフホストバックアップが有効かどうかを示します。
てリモートコンピュータからメディ
p.1038 の 「オフホストバックアップについて 」 を参照してください。
アサーバーにバックアップ処理
を移動する
バックアップジョブを続行する
(オフホストバックアップは使用
しない)

次の場合、オフホストの機能を使用せずにバックアップジョブを
実行します。
選択されたボリュームがオフホストバックアップをサポートして
いない。
■ スナップショットのインポートまたはボリュームのインポートに
関連するエラーが発生する。
■
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項目

説明

バックアップジョブを失敗させる 次の場合、バックアップジョブを終了します。
(エラー発生後にバックアップを
■ 選択されたボリュームがオフホストバックアップをサポートして
行わない)
いない。
■ スナップショットのインポートまたはボリュームのインポートに
関連するエラーが発生する。
オフホストバックアップの論理ボ 1 つのジョブで複数のボリュームをバックアップし、一度に 1 つだ
リュームを 1 つずつ処理する
けの論理ボリュームのスナップショットを作成する場合に選択しま
す。 データベースの整合性を確保する場合、またはボリュームに
マウントポイントが含まれる場合は、一度に複数のボリュームのス
ナップショットを作成する必要がある場合があります。
1 つの論理ボリュームのスナップショットが作成およびバックアッ
プされ、削除された後で、次の論理ボリュームのスナップショット
が作成されます。 このオプションを選択すると、スナップショットの
作成に必要な最小静止時間をより確実に達成することができま
す。
複数の物理ボリュームを 1 つの論理ボリュームに構成することが
できます。 1 つの論理ボリュームに、データベースが存在するす
べてのボリュームを含めることができます。

オフホストバックアップのトラブルシューティング
オフホストバックアップを実行するには、VSS プロバイダおよび転送されるボリュームが正
しく設定されている必要があります。 Advanced Disk-based Option では、すべてのアレ
イがサポートされているわけではありません。
互換性のあるストレージのリストは、次の URL で参照できます。
http://entsupport.symantec.com/umi/V-269-2
オフホストバックアップに関する問題のトラブルシューティングを行う場合、VSS プロバイ
ダのツールを使用して、オフホストバックアップ用に必要な設定を確認することをお勧め
します。
設定の最小必要条件は次のとおりです。
■

バックアップ対象のボリュームがスナップ可能であること

■

ボリュームがリモートコンピュータと Backup Exec サーバー間で共有されていること

■

オフホストバックアップジョブには、バックアップのために Backup Exec サーバーに転
送可能なボリュームのみを含めることができます。

次の必要条件にも注意してください。
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■

Backup Exec サーバーとリモートコンピュータの両方に、Microsoft Windows Server
2003 (Service Pack 2) または Windows Server 2008 (Service Pack 2) がインストー
ルされている必要があります。両方のコンピュータには、最新のボリュームシャドウコ
ピーサービス (VSS) パッチが適用されている必要があります。

■

Microsoft XML Core Services (MSXML4) が、Backup Exec サーバーとリモートコ
ンピュータの両方にインストールされ、実行されている必要があります。

オフホストバックアップの問題のトラブルシューティング方法は、スナップショット用に使用
される VSS プロバイダによって多少異なります。
オフホストバックアップが失敗するプロバイダには、設定に関する次の共通の問題が存在
します。
表 M-4

オフホストバックアップの共通の設定の問題

問題

解決策

ボリュームが共有されていません。

すべてのボリュームが、リモートコンピュータと
Backup Exec サーバー間で共有されているディ
スク上に存在する必要があります。 ボリュームが
共有されていないとインポート操作は失敗しま
す。スナップショットのクリーンアップおよびボ
リュームの再同期化を手動で実行することが必
要となる場合があります。

VSS プロバイダが Backup Exec サーバーとリ
モートコンピュータにインストールされていない

スナップショット用に使用されるプロバイダは、
Backup Exec サーバーとリモートコンピュータの
両方にインストールされている必要があります。
Backup Exec サーバーにプロバイダがインストー
ルされていないとインポート操作は失敗します。
スナップショットのクリーンアップおよびボリュー
ムの再同期化を手動で実行することが必要とな
る場合があります。

転送可能でないボリュームが存在します。

バックアップ対象として選択されたすべてのボ
リュームは、Backup Exec サーバーに転送可能
である必要があります。 Microsoft SQL や
Exchange、または他のデータベースアプリケー
ションをバックアップ対象として選択した場合は、
データベースおよびログファイルが転送可能な
ボリューム上に存在することを確認してください。
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問題

解決策

VSS プロバイダが、選択されたボリュームの一部 バックアップ対象として選択されたすべてのボ
をスナップできません。
リュームは、Backup Exec サーバーに転送可能
である必要があります。 バックアップ対象として
選択されたすべてのボリュームは、同じプロバイ
ダによってスナップ可能である必要があります。
同じ VSS プロバイダがバックアップジョブのすべ
てのボリュームをサポートしている必要がありま
す。
ログのパスの場所が正しくない

通常のスナップショット操作時にプロバイダまた
はプロバイダがサポートするアプリケーションに
よって作成されるログファイルは、スナップ対象
のボリューム上に存在できません。 VSS が書き
込バッファを消去できなくなり、スナップショットが
タイムアウトします。ログのパスを別のボリューム
に変更します。

プロバイダサービスまたは VSS サービスが起動 プロバイダサービスが実行していることと、
しない
Microsoft Windows のボリュームシャドーコピー
サービスが有効になっていることを確認します。
クレデンシャルに必要な権限がない

ジョブで使用されるマシンレベルのクレデンシャ
ルが、Backup Exec サーバーとリモートコン
ピュータの両方で一致していることを確認します。
クレデンシャルが正しくない場合、スナップショッ
トまたはバックアップが失敗する場合があります。

VSS プロバイダが Central Admin Server
Option (CASO) 環境の一部の Backup Exec
サーバーにインストールされていない

CASO 環境でバックアップジョブを設定している
場合、選択した VSS プロバイダがインストールさ
れている管理対象 Backup Exec サーバーにジョ
ブを送信する必要があります。集中管理サー
バーによるジョブの委任を許可しないでください。
許可すると、オフホスト機能がない管理対象
Backup Exec サーバーにジョブが委任される可
能性があります。
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問題

1045

解決策

Backup Exec サーバーとリモートコンピュータが Microsoft Cluster 環境でのオフホストバックアッ
同じクラスタグループにある
プでは、Backup Exec サーバーとリモートコン
ピュータは異なるクラスタグループに属する必要
があります。クラスタアプリケーションでは、署名
とパーティションレイアウトが重複したデバイスの
論理ユニット番号 (LUN) がサポートされません。
そのため、LUN を含むスナップショットは、ホスト
クラスタが存在するクラスタ外の Backup Exec
サーバーに転送する必要があります。
p.662 の 「Microsoft Cluster Server 環境での
Backup Exec の動作」 を参照してください。
日立 SANRISE 9970V で、Microsoft Cluster
のデータを Advanced Disk-based Backup
Option を使用してバックアップする場合、次の
エラーメッセージが表示される場合があります。
The job failed with the following error:
querying the Writer status.
この問題を修正するには、RM Shadow Copy
Provider for Volume Snapshot Service が存
在し、実行されていることを確認してください。
サービスが実行されていない場合は、
c:¥horcm¥tool から RMVSSPRV.exe を実行し
てください。 それでもなお、サービスが実行され
ない場合は、日立社のサポート窓口に連絡して
ください。

p.1045 の 「ハードウェアプロバイダに関連するオフホストバックアップの問題」 を参照してく
ださい。

ハードウェアプロバイダに関連するオフホストバックアップの問題
ハードウェアディスクアレイの製造元は、VSS スナップショット、および SAN 環境でバック
アップを行うための Backup Exec サーバーへのボリュームの転送をサポートしている場
合があります。 ハードウェアプロバイダを使用するには、SAN のリモートコンピュータと
Backup Exec サーバー間で共有アクセスを行うようにディスクアレイを設定する方法につ
いて、よく理解している必要があります。
オフホストバックアップ用にディスクアレイを設定する方法については、ハードウェアディ
スクアレイのマニュアルを参照してください。 特に、ディスクアレイを VSS スナップショット
とともに使用する際の制限事項、およびボリュームが転送可能かどうかを確認する方法に
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注意してください。 製造元から提供されているツールを使用して、設定の確認および問
題のトラブルシューティングを行うことをお勧めします。
日立のハードウェアを使用したときにオフホストバックアップの問題が発生するのは、日立
がオフホストバックアップでベーシックディスクのみをサポートしているためである可能性
があります。コンピュータでダイナミックディスクとベーシックディスクの組み合わせを使用
し、日立社のプロバイダを使用している場合、オフホストバックアップ機能はサポートされ
ません。
p.1042 の 「オフホストバックアップのトラブルシューティング 」 を参照してください。

N
Symantec Backup Exec
NDMP Option
この付録では以下の項目について説明しています。
■

NDMP Option について

■

NDMP Option 使用上の必要条件

■

NDMP Option のインストールについて

■

Backup Exec への NDMP サーバーの追加

■

複数の Backup Exec サーバー間で NDMP サーバーのデバイスを共有する方法

■

NDMP リソースのバックアップについて

■

NDMP のバックアップの選択のためのディレクトリとファイルのインクルードおよびエク
スクルードについて

■

NDMP のバックアップ選択項目からファイルとディレクトリをエクスクルードするための
パターンの使用方法

■

バックアップした NDMP データを複製する方法

■

NDMP データのリストアについて

■

リストアする NDMP データのリストア先の変更について

■

NDMP のデフォルトオプションの設定

■

NDMP サーバーのプロパティの表示
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NDMP Option について
Symantec Backup Exec NDMP Option を使用すると、Network Data Management
Protocol (NDMP) を使用して、ネットワーク接続ストレージ (NAS) デバイスをバックアッ
プおよびリストアできます。
NAS デバイスからの次の場所にデータをバックアップできます。
■

NDMP 対応の NAS デバイスに直接接続されたストレージデバイス (直接接続)

■

別の NDMP 対応の NAS デバイスに接続されたストレージデバイス (3 ウェイ)

■

Backup Exec サーバー上のディスクへのバックアップデバイス (リモート)

■

Backup Exec サーバーに接続されたテープデバイス (リモート)

■

Backup Exec サーバーの SAN に接続される共有のテープデバイスまたはディスク
へのバックアップフォルダ。

メモ: NDMP データは、シミュレートテープライブラリ、または Backup Exec Remote Media
Agent for Linux Servers に接続されたテープデバイスにバックアップできません。
Backup Exec サーバー上のストレージデバイスから NAS デバイスにデータをリストアで
きます。 ただし、NDMP データのリストア先は Windows または Linux のオペレーティン
グシステムを実行するコンピュータには変更できません。
Backup Exec Enterprise Server Option を使用して、単一または複数の Backup Exec
サーバーと NAS デバイス間でテープデバイスを共有できます。
p.1048 の 「NDMP Option 使用上の必要条件」 を参照してください。
p.1049 の 「NDMP Option のインストールについて」 を参照してください。

NDMP Option 使用上の必要条件
NDMP Option を使用するには、Backup Exec サーバーに次のものがインストールされ
ている必要があります。
■

Windows Server 2003/2008/2008 R2

■

Backup Exec
p.66 の 「Backup Exec のカスタムインストールでのインストール」 を参照してください。

また、バージョン 4 の Network Data Management Protocol が有効になっている NDMP
サーバーを用意する必要があります。
互換性のあるストレージのリストは、次の URL で参照できます。
http://entsupport.symantec.com/umi/V-269-2
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NDMP Option のインストールについて
NDMP Option は、Backup Exec の独立したアドオンコンポーネントとして Backup Exec
サーバーにローカルでインストールされます。 ファイルは NDMP サーバーにはコピーさ
れません。
p.71 の 「ローカル Backup Exec サーバーへの Backup Exec 追加オプションのインス
トール」 を参照してください。

Backup Exec への NDMP サーバーの追加
NDMP オプションが使われるように Backup Exec を設定するには、ストレージの設定ウィ
ザードを使用して Backup Exec に NDMP サーバーを追加する必要があります。 NDMP
サーバーにストレージデバイスが接続されている場合、Backup Exec はサービスの再起
動後にそれらを自動的に検出してストレージデバイスのリストに追加します。
CASO 環境では、NDMP サーバーは次のサーバーにのみ追加できます。
■

集中管理サーバー

■

デバイスとメディアのデータベースが格納されている管理対象 Backup Exec サーバー

p.141 の 「［ストレージを設定］ウィザードについて」 を参照してください。

複数の Backup Exec サーバー間で NDMP サーバーの
デバイスを共有する方法
Backup Exec Central Admin Server Option を使用すれば、どの Backup Exec サー
バーが、NDMP サーバーに接続されているデバイスを共有できるかを選択できます。
NDMP サーバーを追加するとき、サーバーを追加するために使った Backup Exec サー
バーは共有のために自動的に選択されます。
メモ: Backup Exec の以前のバージョンからアップグレードした場合、既存の構成は保持
されます。従って既存の構成のために共有を設定する必要がありません。
p.409 の 「ストレージデバイスの共有」 を参照してください。

NDMP リソースのバックアップについて
NDMP リソースのバックアップ前に、次の情報を確認してください。
■

Backup Exec では、NDMP バックアップのファイルおよびディレクトリ情報を十分に収
集できません。そのため、ジョブ履歴の［ジョブの概略］セクションと［セットの詳細］セ
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クションには、正確な情報が表示されません。従って、ファイル数、ディレクトリ数、ス
キップしたファイル数、破損ファイル数および使用中のファイル数は常に 0 と表示さ
れます。
■

環境に複数のプロバイダの NAS デバイスが含まれている場合、プロバイダごとに個
別のバックアップ定義を作成する必要があります。あるプロバイダ用のオプションが他
のプロバイダと互換性を持たないことが原因で、バックアップジョブに問題が生じる場
合があります。

p.156 の 「データのバックアップ」 を参照してください。
p.1050 の 「NDMP のバックアップオプション」 を参照してください。

NDMP のバックアップオプション
NDMP のバックアップジョブを作成するとき、ジョブと NDMP プロバイダのために適切で
ある次のオプションを設定できます。
p.1049 の 「NDMP リソースのバックアップについて」 を参照してください。
次のバックアップオプションは NetApp、IBM、Fujitsu で利用可能です。
表 N-1

NetApp/IBM/Fujitsu 用の NDMP のバックアップオプション

項目

説明

アクセス制御リストをバックアップする

NetApp アクセス制御リストをバックアップします。

ファイル履歴を有効にする

ファイル履歴データの生成を有効にします。ファイルの
履歴は、バックアップイメージから選択したデータのサ
ブセットのリカバリを最適化するために使用されます。
ファイルの履歴を生成して処理すると、バックアップ時
間が増加します。このオプションを無効にするとバック
アップ時間を改善します。ファイルの履歴を無効にした
後でデータをリストアする場合は、バックアップイメージ
全体をリストアします。

バックアップ方式

バックアップレベルを指定します。レベル 0 は完全バッ
クアップを表します。レベル 1 からレベル 9 は、さまざ
まなレベルの増分バックアップを表します。レベル 1 の
バックアップ方式では、レベル 0 のバックアップ以降の
新しいファイルまたは修正されたファイルがバックアッ
プされます。レベル 2 のバックアップ方式では、レベル
1 のバックアップ以降の新しいファイルまたは修正され
たファイルがバックアップされます (レベル 3 以降も同
様です)。

次のバックアップオプションは EMC で利用可能です。

付録 N Symantec Backup Exec NDMP Option
NDMP リソースのバックアップについて

表 N-2

EMC 用の NDMP のバックアップオプション

項目

説明

バックアップの種類

このバックアップジョブのためのバックアップの種
類を判断します。
利用可能なバックアップの種類は次のとおりで
す。
■

VBB

■

ダンプ

統合チェックポイントを使用してバックアップする Backup Exec で EMC SnapSure 機能を使用す
(SnapSure)
るバックアップセットを作成できます。SnapSure
について詳しくは EMC のマニュアルを参照して
ください。
ファイル履歴を有効にする

ファイル履歴データの生成を有効にします。ファ
イルの履歴は、バックアップイメージから選択し
たデータのサブセットのリカバリを最適化するた
めに使用されます。ファイルの履歴を生成して処
理すると、バックアップ時間が増加します。この
オプションを無効にするとバックアップ時間を改
善します。ファイルの履歴を無効にした後でデー
タをリストアする場合は、バックアップイメージ全
体をリストアします。

バックアップ方式

バックアップレベルを指定します。レベル 0 は完
全バックアップを表します。レベル 1 からレベル
9 は、さまざまなレベルの増分バックアップを表
します。レベル 1 のバックアップ方式では、レベ
ル 0 のバックアップ以降の新しいファイルまたは
修正されたファイルがバックアップされます。レ
ベル 2 のバックアップ方式では、レベル 1 のバッ
クアップ以降の新しいファイルまたは修正された
ファイルがバックアップされます (レベル 3 以降
も同様です)。

NetApp、IBM、Fujitsu、EMC 以外の NDMP プロバイダの場合、Backup Exec はプロ
バイダ用に適切な環境変数を表示します。バックアップレベル、ファイル履歴オプション
などのほとんどの変数の値は変更できます。 ある変数は事前定義済みのオプションに変
更でき、ある変数は任意の値に変更でき、ある変数は全然変更できません。シマンテック
社は各 NDMP プロバイダに対して表示される変数をテストしました。 NDMP プロバイダ
は追加の変数をサポートする可能性があります。 ただし、シマンテック社は現時点ではそ
れらをサポートしません。Backup Exec は変数に入力される値を検証しません。従って値
は正しく入力してください。 表示される変数に使う値については NDMP プロバイダのマ
ニュアルを参照してください。
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NDMP のバックアップの選択のためのディレクトリとファ
イルのインクルードおよびエクスクルードについて
バックアップの作成時に、次のタスクを実行できます。
■

バックアップジョブにインクルードする特定のディレクトリを選択します。

■

バックアップジョブからエクスクルードする特定のディレクトリとファイルを選択します。

表 N-3

NDMP のバックアップ選択項目にインクルードおよびエクスクルード
できる項目

NDMP のバックアップ選択 インクルード
項目の種類

エクスクルード

NetApp/IBM/Fujitsu

1 つまたは複数のディレクトリ

ディレクトリとファイル

EMC

1 つのディレクトリ

(バックアップの種類としてダン
プを選択するときのみ) ディレク
トリとファイル

その他

NDMP プロバイダに応じて、単 ディレクトリとファイル
一または複数のディレクトリ。

バックアップを作成するときに、含める NDMP リソースを主要なリソースの選択領域また
は［インクルード/エクスクルード］ダイアログボックスから選択できます。
次の制限事項は［インクルード/エクスクルード］ダイアログボックスの代わりに主要なリソー
スの選択領域から NDMP リソースを選択するときに適用されます。
■

任意の NDMP プロバイダに対してボリューム全体を含めることができます。

■

NetApp/IBM/Fujitus のプロバイダに対してのみサブフォルダを含めることができま
す。

■

ファイルまたはディレクトリを除外できません。 バックアップジョブから NDMP リソース
を除外するには、［インクルード/エクスクルード］ダイアログボックスを使用する必要が
あります。

p.1052 の 「NDMP のバックアップ選択項目からファイルとディレクトリをエクスクルードする
ためのパターンの使用方法」 を参照してください。

NDMP のバックアップ選択項目からファイルとディレクト
リをエクスクルードするためのパターンの使用方法
EMC Celerra Server または NetApp/IBM/Fujitsu の装置のためのバックアップ選択項
目からファイルとディレクトリをエクスクルードする場合は、パターンを使う必要があります。
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慎重にパターンを入力して、正しいファイルとディレクトリを確実にエクスクルードします。
Backup Exec はエクスクルードパターンの有効性を確認しません。無効なパターンを入
力すると、パターンは無視されるため、ファイルまたはディレクトリはエクスクルードされま
せん。
パターンの使用方法について詳しくは NDMP ベンダーのマニュアルを参照してくださ
い。
次の例は NetApp/IBM/Fujitsu 装置のためのバックアップ選択項目からファイルとディ
レクトリをエクスクルードするパターンを示しています。
表 N-4

NetApp/IBM/Fujitsu の装置のパターン例

パターン

例

tmp

「tmp」という名前を持つファイルとディレクトリを
すべてエクスクルードします。

*.core

「.core」で終了するファイルとディレクトリをすべ
てエクスクルードします。

EMC Celerra Server のためのディレクトリをエクスクルードするには、パターンに EMC
Celerra Server の名前またはファイルシステムの名前を含めないでください。NDMP サー
バーとファイルシステムの名前は、［リソース名］テキストボックスにすでに含まれています。
パターンで NDMP サーバーおよびファイルシステムの名前を繰り返すと、EMC Celerra
Server はエクスクルードを無視します。ルートディレクトリからエクスクルードするディレク
トリまでのパスを入力します。最初のスラッシュ (/) はインクルードしないでください。
次の例は EMC Celerra Server のためのバックアップ選択項目からディレクトリをエクスク
ルードするパターンを示しています。
表 N-5

EMC Celerra Server のためのディレクトリをエクスクルードするパター
ン例

パターン

説明

test_exclusion/subdir1

［リソース名］テキストボックスに表示されている
ファイルシステム上の「subdir1」ディレクトリのみ
をエクスクルードします。

test_exclusion/d*

「/test_exclusion」ディレクトリの下にある文字
「d」で開始するすべてのディレクトリをエクスク
ルードします。

次の例は EMC Celerra Server のためのバックアップ選択項目からファイルをエクスク
ルードするパターンを示しています。
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表 N-6

EMC Celerra Server のためのファイルをエクスクルードするパターン
例

パターン

説明

*.mp3

「.mp3」で終わるすべてのファイルをエクスクルー
ドします。

temp

「temp」という名前を持つファイルをすべてエク
スクルードします。

p.1052 の 「NDMP のバックアップの選択のためのディレクトリとファイルのインクルードおよ
びエクスクルードについて」 を参照してください。

バックアップした NDMP データを複製する方法
バックアップデータを複製するジョブを作成できます。重複したジョブを作成するとき、
Backup Exec サーバーまたは NAS サーバーに接続されているデバイスを選択できま
す。 テープデバイス、ディスクへのバックアップデバイス、または仮想テープライブラリを
使うことができます。
Backup Exec では次の設定がサポートされています。
■

Backup Exec サーバーにローカルに接続されている 2 つのテープデバイス。

■

NAS サーバーにローカルに接続されている 2 つのテープデバイス。

■

NAS サーバーにローカルに接続されている 1 つのテープデバイスと別の NAS サー
バーにローカルに接続されている 1 つのテープデバイス。

■

Backup Exec サーバーにローカルに接続されている 1 つのテープデバイスと NAS
サーバーにローカルに接続されている 1 つのテープデバイス。

NDMP データを複製する手順は他のすべての種類のデータを複製する手順と同じで
す。 ただし、NetApp/IBM/Fujitsu の場合、ソースの NDMP サーバーのログオンクレデ
ンシャルを選択する必要があります。
p.213 の 「バックアップセットの複製」 を参照してください。
メモ: 複製するデータがハードウェア暗号化されている場合は、ハードウェア暗号化を実
行可能な宛先デバイスを選択してください。 そうしないと、複製ジョブは失敗します。
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NDMP データのリストアについて
NDMP データをリストアするには、［バックアップとリストア］タブのリストアウィザードを使用
します。リストアでは、バックアップジョブでファイルの履歴が有効な場合に、リストア対象
として個々のファイルを選択できます。
Backup Exec では、NDMP リストアジョブのファイルおよびディレクトリ情報を十分に収集
できません。そのため、ジョブ履歴の［Backup Set Summary］セクションと［Backup Set
Information］セクションには、正確な情報が表示されません。従って、ファイル数、ディ
レクトリ数、スキップしたファイル数、破損ファイル数および使用中のファイル数は常に 0
と表示されます。
次のオプションがカタログのデフォルトとして選択されていないかぎり、NDMP バックアッ
プセットをカタログ登録できません。
ストレージベースのカタログを使用する
p.236 の 「カタログのグローバルオプションの編集」 を参照してください。
メモ: NDMP サーバーのリストアジョブからファイルとディレクトリを除外できません。除外
されたディレクトリとファイルはリストアされます。

NDMP のリストアオプション
NDMP のリストアジョブを作成するときにリストアウィザードに表示されるオプションは、使
用される NDMPサーバーの種類によって異なります。
p.1055 の 「NDMP データのリストアについて」 を参照してください。
表 N-7

NetApp/IBM/Fujitsu 用の NDMP のリストアオプション

項目

説明

アクセス制御リストをリストアする

NetApp アクセス制御リストをリストアします。

ダイレクトアクセスリカバリを有効にする

Backup Exec で、リストアジョブの実行時にダイ
レクトアクセスリカバリ (DAR) を使用できます。ダ
イレクトアクセスリカバリを有効にしたリカバリで
は、Backup Exec は、バックアップデータストリー
ム内のファイルの正確な場所を特定できます。こ
れによって、NDMP サーバーは、リストアしてい
る単一のファイルに該当するデータを読み取る
ことができます。そうすることで、処理する情報量
が削減され、リカバリに要する時間を大幅に短縮
できます。DAR を使用できない場合、リストアに
要する時間が大幅に長くなることがあります。
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項目

説明

データをディスクに書き込まずにリストアする (リ
ストアを実行せずにデータを検証する)

リストアジョブに選択したデータの有効性をテス
トします。Backup Exec はデータをリストアしませ
ん。 NetApp/IBM ファイラの場合、Backup Exec
のバックアップジョブ検証オプションではなく、こ
のオプションを使用してデータを検証する必要
があります。

データをリストアする場合はバックアップからディ 元のディレクトリ構造のまま、データをリストアしま
レクトリ構造を再作成する; 再作成しない場合、 す。
すべてのデータはディレクトリ構造なしにリストア
されます

表 N-8

EMC 用の NDMP のリストアオプション

項目

説明

ダイレクトアクセスリカバリを有効にする

Backup Exec で、リストアジョブの実行時にダイ
レクトアクセスリカバリ (DAR) を使用できます。ダ
イレクトアクセスリカバリを有効にしたリカバリで
は、Backup Exec は、バックアップデータストリー
ム内のファイルの正確な場所を特定できます。こ
れによって、NDMP サーバーは、リストアしてい
る単一のファイルに該当するデータを読み取る
ことができます。そうすることで、処理する情報量
が削減され、リカバリに要する時間を大幅に短縮
できます。DAR を使用できない場合、リストアに
要する時間が大幅に長くなることがあります。

データをリストアする場合はバックアップからディ 元のディレクトリ構造のまま、データをリストアしま
レクトリ構造を再作成する; 再作成しない場合、 す。
すべてのデータはディレクトリ構造なしにリストア
されます
常にディスク上のファイルを上書きする

リストア先リソース上に存在する、リストアされて
いるファイルと同じ名前のファイルを上書きしま
す。リストア先デバイス上に存在するファイルより
も古いバージョンのファイルをリストアするときに
のみ、このオプションを使用します。

NetApp、IBM、Fujitsu、EMC 以外の NDMP プロバイダの場合、Backup Exec は使用
されている NDMP プロバイダ用に適切な変数を表示し、デフォルトで変数の値を設定し
ます。ただし、必要に応じて値を変更できます。接頭辞「@@」で始まる変数は特定の
NDMP ベンダー固有ではなく Backup Exec 固有です。 シマンテック社は各 NDMP プ
ロバイダに対して表示される変数をテストしました。 NDMP プロバイダは追加の変数をサ
ポートする可能性があります。 ただし、シマンテック社は現時点ではそれらをサポートしま
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せん。Backup Exec は変数に入力される値を検証しません。従って値は正しく入力して
ください。 変数に使う値については NDMP プロバイダのマニュアルを参照してください。

リストアする NDMP データのリストア先の変更について
1 つの NDMP サーバーからの別の NDMP サーバーに NDMP データのリストア先を変
更できます。
NDMP データのリストア先を変更するとき、次の制限事項に注意してください。
■

NDMP データのリストア先は Windows または Linux のオペレーティングシステムを
実行するコンピュータには変更できません。

■

NTFS データや SQL のデータなどの NDMP 以外のデータのリストア先は NDMP
サーバーには変更できません。

■

リストアするデータのリストア先の変更場所となるサーバーは、データのバックアップ
元のサーバーと同じベンダーのサーバーである必要があります。

p.223 の 「データの検索とリストアついて」 を参照してください。

NDMP のデフォルトオプションの設定
インストール時に Backup Exec によって設定されたデフォルトを、NDMP のすべてのバッ
クアップジョブで使用することができます。また、独自のデフォルトを選択することもできま
す。これらのデフォルト設定は、バックアップジョブで個別に変更することもできます。
NDMP のデフォルトオプションを設定する方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックし、［構成と設定］を選択します。

2

［バックアップジョブのデフォルト］を選択し、バックアップオプションを選択します。

3

左側のペインで［NDMP(P)］を選択します。

4

適切なオプションを選択します。
p.1050 の 「NDMP のバックアップオプション」 を参照してください。

5

［OK］をクリックします。

NDMP サーバーのプロパティの表示
NDMP サーバーのプロパティを表示するには、次の手順を実行します。
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NDMP サーバーのプロパティを表示する方法

1

［ストレージ］タブで、NDMP サーバーをダブルクリックします。

2

左ペインで、［プロパティ］を選択します。
p.1058 の 「NDMP サーバープロパティ」 を参照してください。

NDMP サーバープロパティ
NDMP サーバーの次のプロパティを表示できます。
p.1057 の 「NDMP サーバーのプロパティの表示」 を参照してください。
表 N-9

NDMP サーバープロパティ

項目

説明

サーバー名

NDMP サーバーの名前を示します。

説明

サーバーのユーザー定義の説明を表示します。

状態
ポート

Backup Exec サーバーと NDMP サーバー間の
通信に使用するポートをリストします。

サーバーの検出に ICMP ping 操作を使用する ICMP ping が有効かどうかを示します。ICMP
ping を有効にすると、Backup Exec は ping を
使用して NDMP サーバーを検出できるようにな
ります。
ログオンアカウント

NDMP サーバーのログオンアカウントの名前を
示します。新しいログオンアカウントを追加する
か、または既存のアカウントを編集できます。

ホスト ID

NDMP サーバーによって生成される識別番号
が表示されます。

システムのバージョン

NDMP サーバーにインストールされているソフト
ウェアバージョンを示します。

O
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Agent for Linux
この付録では以下の項目について説明しています。
■

Agent for Linux について

■

オープンファイルと Agent for Linux について

■

Agent for Linux の必要条件

■

Agent for Linux のインストールについて

■

Backup Exec サーバーリストでのリモート Linux コンピュータの信頼の確立について

■

Agent for Linux が情報を公開できる Backup Exec サーバーの追加

■

Agent for Linux の設定について

■

Linux コンピュータのバックアップジョブからのファイルとディレクトリの除外について

■

Linux コンピュータの設定オプションの編集

■

Agent for Linux を使用した Linux コンピュータのバックアップについて

■

Linux コンピュータへのデータのリストアについて

■

Linux コンピュータのデフォルトのバックアップジョブオプションの編集

■

Agent for Linux のアンインストール

■

Agent for Linux デーモンの起動

■

Agent for Linux デーモンの停止

■

Agent for Linux のトラブルシューティング
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Agent for Linux について
Backup Exec の Agent for Linux (Linux Agent) は個別のアドオンコンポーネントとし
てインストールされます。Linux Agent を使用すると、ネットワーク管理者はネットワークに
接続された Linux サーバーでバックアップとリストア操作を実行できます。バックアップと
リストア操作を実行するには、Linux サーバーに Linux Agent をインストールする必要
があります。
p.1060 の 「オープンファイルと Agent for Linux について」 を参照してください。
p.1060 の 「Agent for Linux の必要条件」 を参照してください。
p.1061 の 「Agent for Linux のインストールについて」 を参照してください。

オープンファイルと Agent for Linux について
Agent for Linux はオープンファイルおよびイメージに関する高度なテクノロジの採用に
より、オープンファイルのバックアップなどの、バックアップ実行中に発生する問題を軽減
します。
ファイルとフォルダを選択してバックアップのジョブをサブミットしたら、Linux Agent が自
動的にボリュームのスナップショットを作成します。ボリュームのスナップショットを作成す
ることで、その時点でのデータが記録されます。Linux Agent でのスナップショットの作成
時には、スナップショットテクノロジによってボリュームへの書き込み操作が一時的に中断
され、そのボリュームのスナップショットが作成されます。バックアップ中に、ファイルを開
いたりデータを変更することができます。
Linux Agent は Simple、Logical Volume Manager (LVM) および RAID ボリューム設
定をサポートします。
p.1060 の 「Agent for Linux の必要条件」 を参照してください。

Agent for Linux の必要条件
Agent for Linux (Linux Agent) のインストールに必要な項目は次のとおりです。
■

Backup Exec サーバーに TCP/IP がインストールされている必要があります。

■

Linux サーバーの root ログオンアカウントを所有している必要があります。

■

Backup Exec のインストールメディアを持たなければなりません。

■

Backup Exec サーバーで Linux Agent のライセンスを入力する必要があります。

メモ: Linux のバージョンによっては、libstdc++.so.5 パッケージのインストールが必要と
なる場合があります。
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p.1089 の 「Agent for Linux のトラブルシューティング」 を参照してください。
シマンテック社は、Linux サーバーから別の Linux サーバーに Linux Agent をプッシュ
インストールするとき、セキュアシェル (SSH) プロトコルを使用することを推奨します。Linux
Agent をプッシュインストールする前に SSH を有効にする必要があります。
Backup Exec は Linux サーバーに Agent for Linux をインストールするときに、Remote
Media Agent for Linux を自動的にインストールします。ただし、Remote Media Agent
for Linux を使用するには、Remote Media Agent for Linux 専用のライセンスを入力
する必要があります。
p.1116 の 「Remote Media Agent for Linux について 」 を参照してください。
互換性があるオペレーティングシステム、プラットフォーム、アプリケーションのリストは、次
の URL で参照できます。
http://entsupport.symantec.com/umi/V-269-1
p.1061 の 「Agent for Linux のインストールについて」 を参照してください。
p.1079 の 「SUSE Linux Enterprise Server 上の Novell Open Enterprise Server をバッ
クアップする場合の必要条件」 を参照してください。

Agent for Linux のインストールについて
次をするのに Backup Exec のインストールメディアを使います。
■

Linux のローカルサーバーに Agent for Linux (Linux Agent) をインストールしま
す。

■

Linux サーバーから別の Linux のリモートサーバーに Linux Agent をプッシュイン
ストールします。
Linux Agent をプッシュインストールする場合は、RSH (リモートシェル) がデフォルト
で使用されます。RSH の代わりに SSH (セキュアシェル) を使用することをお勧めしま
す。 SSH を使用するには、SSH を有効にしてから Linux Agent をインストールする
必要があります。SSH について詳しくはオペレーティングシステムのマニュアルを参
照してください。

Backup Exec は Linux Agent のインストール時に beoper グループを作成し、メンバー
として root を追加します。beoper グループには Linux サーバーをバックアップし、リスト
アする権限があるユーザーの名前が含まれています。ただし、Backup Exec が Linux
Agent のインストール中に NIS サーバーを検出すると、beoper グループは作成されま
せん。Linux Agent をインストールする Linux サーバーに beoper グループを手動で作
成する必要があります。
インストールが完了すると、Backup Exec は Linux Agent がインストールされているサー
バーの次の場所にインストールログファイルを保存します。
/var/tmp/vxif/installralus<summary file number>/installralus.log
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p.1062 の 「Agent for Linux のインストール 」 を参照してください。
p.1114 の 「Agent for Mac のトラブルシューティング」 を参照してください。

Agent for Linux のインストール
Agent for Linux (Linux Agent) を Linux のローカルサーバーにインストールできます。
インストール後、その Linux のローカルサーバーから複数の Linux のリモートサーバー
に Linux Agent をプッシュインストールできます。
メモ: Linux サーバー上で RALUS_RMALS_RAMS_<version number>.gz ファイルを
圧縮解除する必要があります。 Windows オペレーティングシステムを実行するコンピュー
タで圧縮解除するとインストールは実行されません。
p.1061 の 「Agent for Linux のインストールについて」 を参照してください。
Agent for Linux をインストールする方法

1

Linux サーバーで、適切なドライブに Backup Exec のインストールメディアを配置し
ます。

2

Linux Agent をインストールするサーバーに root としてログオンします。

3

インストールメディアの次のディレクトリに移動します。
<LinuxUnixMac>

4

ローカルコンピュータ上のディレクトリにこのディレクトリ内の
RALUS_RMALS_RAMS_<version number>.gz ファイルをコピーします。

5

ファイルを圧縮解除します。
次に例を示します。
gunzip RALUS_RMALS_RAMS_<version number>.gz

6

ファイルを展開します。
次に例を示します。
tar -xf RALUS_RMALS_RAMS_<version number>.tar

7

次のいずれかを実行します。
Linux のローカルサーバーに Linux Agent
をインストールする方法

installralus スクリプトを開始してください。
次に例を示します。/installralus
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Linux Agent を Linux のローカルサーバー 次に示す順序で操作を実行します。
から 1 つの Linux のリモートサーバーにイン
■ - SSHスイッチを使用してinstallralus ス
ストールする方法
クリプトを開始します
次に例を示します。/installralus
-usessh
■

Linux サーバーの名前、IP アドレス、また
は完全修飾ドメイン名を入力します。

Linux Agent を Linux のローカルサーバー 次に示す順序で操作を実行します。
から複数の Linux のリモートサーバーにイン
■ - SSHスイッチを使用してinstallralus ス
ストールする方法
クリプトを開始します
次に例を示します。/installralus
-usessh
■

Linux サーバーの名前、IP アドレス、また
は完全修飾ドメイン名を入力します。各識
別子の間にスペースを入れてください。

8

システムの初期確認で、有効な Linux オペレーティングシステムが確認されたら、
Enter キーを押します。

9

パッケージのインストールの内容を確認し、次に Enter キーを押します。

10 システムによるインストールの必要条件の確認が完了したら、Enter キーを押します。
11 Enter キーを押すことによって前提条件の確認を始めます。
12 Linux Agent をバックアップする Backup Exec サーバー (ディレクトリのホスト) の名
前、IP アドレス、または完全修飾ドメイン名を入力します。

13 この Linux Agent をバックアップする Backup Exec サーバーの追加の名前、IP ア
ドレス、または完全修飾ドメイン名を入力します。

14 次のいずれかを実行します。
名前、IP アドレス、または完全修飾ドメイン名 Enter キーを押してインストールを続行しま
が正しい場合
す。
名前、IP アドレス、または完全修飾ドメイン名 N と入力し、Enter キーを押し、情報を変更し
を変更する場合
ます。

15 Enter キーを押すことによって NIS サーバーのスキャンを開始します。
16 NIS サーバースキャンの結果を確認し、次のいずれかを実行します。
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NIS サーバーが検出された場合

Linux Agent インストーラは beoper グルー
プを作成できません。Linux Agent のインス
トールが完了した後、それを手動で作成する
必要があります。
次の手順に進みます。

NIS サーバーが検出されない場合

beoper グループを作成するのにインストーラ
を使います。
次に示す順序で操作を実行します。
インストーラで beoper グループを作成で
きるようにするには y を入力します。
■ 利用可能な次のグループ ID を選択する
には n を入力します。
■ beoper グループに root ユーザーアカウ
ントを追加するには y を入力します。
■ 次の手順に進みます。
■

17 Enter キーを押すことによってインストールを開始します。
18 インストールが完了した後、インストール後の設定および SymSnap ドライバのイン
ストールを開始するために Enter キーを押します。

19 自動的に Beremote サービスを開始するには Y を押します。サービスを後で開始
するには N を押します。

20 設定の処理が完了した後、次のファイルにインストールログを保存するために Enter
キーを押します。
/var/tmp/vxif/installralussummary file number/installralus.log

21 Linux Agent インストーラが beoper グループを作成しなかった場合は、自分で作
成する必要があります。
p.1065 の 「Backup Exec オペレータグループの手動作成」 を参照してください。

22 Agent for Linux デーモンを起動します。
p.1088 の 「Agent for Linux デーモンの起動」 を参照してください。

23 必要に応じて Agent for Linux を設定します。
p.1067 の 「Agent for Linux の設定について」 を参照してください。

Agent for Linux の Backup Exec オペレータグループについて
Backup Exec オペレータ (beoper) グループは Linux サーバーをバックアップし、リスト
アする権限があるユーザーの名前を含んでいます。
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Backup Exec は Agent for Linux (Linux Agent) のインストール時に beoper グループ
を作成し、メンバーとして root を追加します。beoper グループに追加するどの Linux
ユーザーもサーバーをバックアップし、リストアするのに必要な権限を取得します。
ただし、Linux Agent のインストール中に NIS サーバーが検出されると、Backup Exec
は beoper グループを作成できません。Linux Agent をインストールする Linux サーバー
に beoper グループを手動で作成する必要があります。バックアップとリストア操作を開始
する前に beoper グループを作成する必要があります。 作成しないと、Linux サーバー
と Backup Exec サーバー間の接続は失敗します。
beoper グループのメンバーがバックアップまたはリストア操作を実行するには、Backup
Exec ログオンアカウントを持たなければなりません。
p.1065 の 「Backup Exec オペレータグループの手動作成」 を参照してください。
p.491 の 「Backup Exec ログオンアカウントの作成」 を参照してください。

Backup Exec オペレータグループの手動作成
Agent for Linux (Linux Agent) をインストールする各サーバーで beoper グループを作
成する必要があります。
p.1064 の 「Agent for Linux の Backup Exec オペレータグループについて」 を参照して
ください。
メモ: beoper グループにグループ ID を割り当てる前に Linux サーバーでグループのセ
キュリティを設定する方法を理解していることを確認します。
表 O-1

手動で beoper グループを作成する方法

手順

処理

手順 1

Linux Agent をインストールす NIS ドメインのグループファイル
る Linux サーバーに移動しま にグループを追加する方法に
す。
ついては NIS のマニュアルを
参照してください。
Linux サーバーが NIS ドメイン
にある場合は、NIS ドメインのグ
ループファイルに移動します。

手順 2

大文字と小文字の区別がある
次の名前のグループを作成し
ます。
beoper

詳細

グループを作成する方法につ
いて詳しくはオペレーティング
システムのマニュアルを参照し
てください。
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手順

処理

詳細

手順 3

beoper グループで、Linux
サーバーのバックアップとリスト
アを行う権限を付与するユー
ザーを追加します。

グループにユーザーを追加す
る方法について詳しくはオペ
レーティングシステムのマニュア
ルを参照してください。

手順 4

beoper グループに追加する各 p.491 の 「Backup Exec ログオ
ユーザーのための Backup
ンアカウントの作成」 を参照して
Exec ログオンアカウントを作成 ください。
します。

Backup Exec サーバーリストでのリモート Linux コン
ピュータの信頼の確立について
Backup Exec サーバーから Linux コンピュータに接続するときに、Backup Exec サー
バーとリモート Linux コンピュータ間に信頼を確立する必要があります。 リモート Linux
コンピュータでクライアント側の重複排除を実行するように設定する場合も、信頼を確立
する必要があります。
p.722 の 「Backup Exec サーバーとリモートコンピュータ間の信頼の確立について」 を参
照してください。
p.1066 の 「リモート Linux コンピュータの Backup Exec サーバーとの信頼の確立とサー
バーリストへの追加」 を参照してください。

リモート Linux コンピュータの Backup Exec サーバーとの信頼の確立と
サーバーリストへの追加
1 台以上のリモート Linux コンピュータを［バックアップとリストア］タブに表示されるサー
バーリストに追加できます。リモート Linux コンピュータを追加するときに、Backup Exec
サーバーとリモート Linux コンピュータ間の信頼を確立して、安全な通信を確保する必
要があります。
リモート Linux コンピュータの Backup Exec サーバーとの信頼の確立方法とサーバーリ
ストへの追加方法

1

［バックアップとリストア］タブの［サーバー］グループで、［追加］をクリックします。

2

［Linux コンピュータ］をクリックします。

3

画面の案内に従って作業を進めます。

p.1067 の 「Agent for Linux が情報を公開できる Backup Exec サーバーの追加」 を参照
してください。
p.1067 の 「Agent for Linux の設定について」 を参照してください。
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Agent for Linux が情報を公開できる Backup Exec サー
バーの追加
Agent for Linux (Linux Agent) が情報を公開できる Backup Exec サーバーを追加指
定できます。
Linux Agent が情報を公開する各 Backup Exec サーバーは Backup Exec ［サーバー］
リストに表示されます。
Agent for Linux が情報を公開できる Backup Exec サーバーを指定できます。

1

次のファイルを開くのにテキストエディタを使います。
/etc/VRTSralus/ralus.cfg

2

次の文字列を追加します。
Software¥Symantec¥Backup Exec For Windows¥Backup
Exec¥Engine¥Agents¥Agent Directory List unique identifier number = IP
address or DNS name of Backup Exec server

3

ファイルを保存して閉じます。

4

Linux Agent の公開先 Backup Exec サーバーに移動し、［サーバー］リストに Linux
サーバーを追加します。
p.152 の 「サーバーリストへのサーバーの追加」 を参照してください。

Agent for Linux の設定について
Backup Exec は、Agent for Linux (Linux Agent) がインストールされる各 Linux サー
バーに ralus.cfg という名前のファイルを作成します。このファイルで文字列、識別子、変
数を編集して、Linux Agent のためのオプションを追加または編集できます。
ralus.cfg ファイルで編集できるオプションは次を含んでいます。
■

Linux Agent が公開メッセージを送信する必要があるポート。

■

Backup Exec の Linux Agent ユーティリティを使用する Oracle データベース操作
と NDMP 情報のためのログ記録レベル。

■

1 つ以上の Backup Exec サーバーに Linux Agent を 公開可能とする設定。

■

バックアップから除外する Linux サーバーのファイルとディレクトリ。

■

Novell OES のターゲットサービスエージェントファイルシステムのバックアップのため
の設定。

ralus.cfg の書式は、3 つの要素で構成されます。 次の例で、1 つ目の要素 (A) は必須
文字列です。
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2 つ目の要素 (B) は一意の識別子で、その識別子の後に等号 (=) を入力します。 一意
の識別子には、通し番号、文字、英数字などを使用できます。 たとえば、1、2、3 や A、
B、C などを使うことができます。AA、BB、CC や A1、A2、B1、B2 なども使うことができま
す。
ralus.cfg 形式の第 3 コンポーネントは Backup Exec サーバーの NetBIOS 名、完全修
飾ドメイン名、または IP アドレスです。
ralus.cfg は Linux Agent のオープンファイルテクノロジと連携して機能するレジストリ
キーを含んでいます。 キーの名前は DisableOFO で、ralus.cfg ファイルでの形式が次
のとおりです。
Software¥Symantec¥Backup Exec for Windows¥Backup
Exec¥Engine¥RALUS¥DisableOFO=0

デフォルトでは、DisableOFO キーは 0 に設定されます。これは、Linux Agent がアクティ
ブで、見つかったオープンファイルをバックアップすることを意味します。 ただし、キーの
値を "1" に変更して Linux Agent デーモンを再起動することで、オープンファイルテクノ
ロジを無効にすることができます。
図 O-1

ralus.cfg ファイルの例

A = 必須文字列
B = 必須の一意な ID(順不同)
C = 除外するファイルまたはディレクトリ

p.1069 の 「Linux コンピュータの設定オプションの編集」 を参照してください。
p.1069 の 「Linux コンピュータの設定オプション」 を参照してください。
p.1088 の 「Agent for Linux デーモンの停止」 を参照してください。
p.1088 の 「Agent for Linux デーモンの起動」 を参照してください。

Linux コンピュータのバックアップジョブからのファイルと
ディレクトリの除外について
すべてのバックアップジョブから Linux コンピュータの特定のファイルとディレクトリを除外
できます。除外するファイルを指定するために ralus.cfg ファイルを編集してください。
すべてのバックアップジョブからファイルとディレクトリを除外する ralus.cfg ファイルの文
字列の例を次に示します。
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図 O-2

ralus.cfg の書式で記載されているファイルとディレクトリの除外の例

A = 必須文字列
B = 必須の一意な ID(順不同)
C = 除外するファイルまたはディレクトリ

特定のバックアップジョブのファイルとディレクトリを除外するには、そのバックアップジョブ
のプロパティで除外を指定します。
p.1069 の 「Linux コンピュータの設定オプションの編集」 を参照してください。

Linux コンピュータの設定オプションの編集
Agent for Linux の設定オプションを編集できます。
p.1067 の 「Agent for Linux の設定について」 を参照してください。
Linux コンピュータの設定オプションを編集する方法

1

次のファイルを開くのにテキストエディタを使います。
/etc/VRTSralus/ralus.cfg

2

ファイルの適切な文字列を変更します。
p.1069 の 「Linux コンピュータの設定オプション」 を参照してください。

Linux コンピュータの設定オプション
Agent for Linux (Linux Agent) の設定オプションを編集できます。
p.1069 の 「Linux コンピュータの設定オプションの編集」 を参照してください。
表 O-2

Linux コンピュータの設定オプション

文字列とデフォルト値

説明

Software¥Symantec¥Backup Exec for
Linux Agent が公開メッセージとパージメッセー
Windows¥Backup Exec¥Agent
ジを送信する必要があるポートを一覧表示します。
Browser¥TcpIp¥AdvertisementPort=6101
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文字列とデフォルト値

説明

Software¥Symantec¥Backup Exec for
Windows¥Backup
Exec¥Debug¥AgentConfig=0

Oracle 操作が使う Linux Agent ユーティリティの
ログ記録を有効にします。
指定可能な値は次のとおりです。
0
ログ記録は有効になりません。
■ 1
ログ記録が有効になります。Backup Exec は
自動的にログファイルを生成します。
■

このオプションは Agent for Mac に適用されませ
ん。
Software¥Symantec¥Backup Exec for
Windows¥Backup
Exec¥Debug¥VXBSAlevel=0

Oracle 操作用に Linux Agent のログ記録を有効
にします。
指定可能な値は次のとおりです。
0
ログ記録は有効になりません。
■ 5
通常のログ記録が有効になります。
■ 6
詳細なログ記録が有効になります。大きいログ
ファイルが作成されることがあります。
■

このオプションは Agent for Mac に適用されませ
ん。
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文字列とデフォルト値

説明

Software¥Symantec¥Backup Exec for
Windows¥Backup
Exec¥Engine¥Agents¥Advertise All=1

文字列 ¥Agents¥Agent Directory List に記載さ
れているすべての Backup Exec サーバーに
Linux Agent が情報を公開できるようにします。
指定可能な値は次のとおりです。
1
Linux Agent は Agent Directory List のす
べての Backup Exec サーバーに情報を公開
します。
■ 0
Linux Agent は Agent Directory List に記
載されている最初の Backup Exec サーバー
に情報を公開します。これが正常に行われた
場合、Linux Agent は他のどの Backup Exec
サーバーにも情報を公開しません。これが正
常に行われなかった場合、Linux Agent はリ
ストの次の Backup Exec サーバーへの情報
の公開を試行します。試行は Linux Agent が
リストの終わりに達するまで続行されます。
■
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文字列とデフォルト値

説明

Software¥Symantec¥Backup Exec for
ralus.cfg ファイルの設定を追加または編集した後
Windows¥Backup Exec¥Agents¥Advertise に Linux Agent が新しい公開サイクルを開始す
Now=0
るようにします。
指定可能な値は次のとおりです。
0
Linux Agent は、文字列
¥Agents¥Advertising Interval Minutes で
設定されている通常のサイクルに従って情報
を公開します。新しい公開サイクルの開始時
に、ralus.cfg ファイルに対するすべての変更
が反映されます。
■ 1
Linux Agent は新しい公開サイクルを開始し
ます。ralus.cfg ファイルに対するすべての変
更がただちに反映されます。
Backup Exec サーバーが公開情報を受信し
ない場合、Linux Agent は 最大 10 回再試行
します。Backup Exec サーバーへの情報の公
開を試行する間隔は 1 分です。情報が 10 回
目の試行後も送信されない場合、Linux Agent
は次の公開サイクルまでその Backup Exec
サーバーをスキップします。公開サイクルは、
文字列 ¥Agents¥Advertising Interval
Minutes に設定された時間 (分) です。
■

Software¥Symantec¥Backup Exec for
Windows¥Backup
Exec¥Agents¥Advertisement Purge=0

Linux Agent から文字列
¥Agents¥Advertisement Purge のすべての
Backup Exec サーバーにパージメッセージを送信
します。Backup Exec サーバーはパージメッセー
ジを受信すると、Backup Exec の利用可能なサー
バーのリストから Linux Agent を削除します。
Linux Agent は継続して機能します。
指定可能な値は次のとおりです。
0
文字列 ¥Agents¥Advertisement Purge に
記載されている Backup Exec サーバーから
Linux Agent をパージしません。
■ 1
文字列 ¥Agents¥Advertisement Purge の
1 つ以上の Backup Exec サーバーから Linux
Agent をパージします。
■
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文字列とデフォルト値

説明

Software¥Symantec¥Backup Exec for
Windows¥Backup
Exec¥Agents¥Advertising Disabled=0

Linux Agent は Backup Exec サーバーに情報を
公開します。
指定可能な値は次のとおりです。
0
文字列 ¥Agents¥Agent Directory List に記
載されている Backup Exec サーバーに Linux
Agent が情報の公開を試行します。
■ 1
Linux Agent は Backup Exec サーバーに情
報を公開しません。
■

Software¥Symantec¥Backup Exec for
Windows¥Backup
Exec¥Agents¥Advertising Interval
Minutes=240

Linux Agent が公開サイクル間で待つ時間 (分)
を設定します。デフォルトは 240 分です。範囲は
1 分から 720 分です。

Software¥Symantec¥Backup Exec for
Windows¥Backup Exec¥Agents¥Agent
Directory List 1=<Backup Exec server
name>

Linux Agent が情報を公開する NetBIOS 名、完
全修飾ドメイン名、IP アドレスのいずれかのリスト
を表示します。

Software¥Symantec¥Backup Exec for
Windows¥Backup Exec¥Agents¥Auto
Discovery Enabled=1

Linux Agent が関連付けされているバックアップ
ジョブを Backup Exec サーバーが実行する場合、
その Backup Exec サーバーを文字列
¥Agents¥Agent Directory List に追加します。

Linux Agent のプッシュインストール元の Backup
Exec サーバーは Agent Directory List にデフォ
ルトで追加されます。

指定可能な値は次のとおりです。
1
バックアップジョブを実行する Backup Exec
サーバーを Agent Directory List に追加しま
す。Linux Agent は Backup Exec サーバー
に情報を公開できます。
■ 0
バックアップジョブを実行する Backup Exec
サーバーは Agent Directory List に追加され
ません。
■
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文字列とデフォルト値

説明

Software¥Symantec¥Backup Exec for
Linux Agent の NDMP ログ情報の冗長性のレベ
Windows¥Backup
ルを表示します。
Exec¥Engine¥Logging¥RANT NDMP Debug 指定可能な値は次のとおりです。
Level=0
■ 0
NDMP エラーのみをログに記録します。
■ 1
NDMP エラーと警告をログに記録します。
■ 2
NDMP エラー、警告、リモートコンピュータと
Backup Exec サーバー間で送信されるメッセー
ジ情報をログに記録します。
Software¥Symantec¥Backup Exec for
Windows¥Backup
Exec¥Engine¥RALUS¥Encoder=

デフォルトエンコーダーによってユーザーインター
フェースに文字が誤って表示される場合に追加で
きるエンコーダーを表示します。

Software¥Symantec¥Backup Exec for
Windows¥Backup
Exec¥Engine¥RALUS¥ShowTSAFS=

Novell Open Enterprise Server のアプリケーショ
ンに対するターゲットサービスエージェントファイル
システム (TSAFS) のバックアップを実行することを
可能にします。デフォルトでは、このオプションは
有効になりません。
Linux Agent は［ルート］オブジェクトを使用してす
べてのファイルシステムをバックアップします。
ShowTSAFS が有効になれば、Novell Open
Enterprise Server のリソースはバックアップ選択
リストに表示されます。バックアップのためにコン
ピュータ全体を選択する場合は、余分なバックアッ
プが実行されます。このオプションを有効にしない
ことをお勧めします。
指定可能な値は次のとおりです。
空白か 0
ファイルシステム TSA はバックアップ選択用に
表示されません。
■ 1
ファイルシステム TSA リソースはバックアップ
選択用に表示されます。
■

このオプションは Agent for Mac に適用されませ
ん。
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文字列とデフォルト値

説明

Software¥Symantec¥Backup Exec for
Windows¥Backup
Exec¥Engine¥RALUS¥SystemExclude1=

Linux Agent のすべてのバックアップジョブから除
外するファイルを一覧表示します。
p.1068 の 「Linux コンピュータのバックアップジョブ
からのファイルとディレクトリの除外について」 を参
照してください。

Software¥Symantec¥Backup Exec for
Linux Agent のバックアップから除外するファイル
Windows¥Backup
システムの種類を一覧表示します。
Exec¥Engine¥RALUS¥SystemFSTypeExclude1
Software¥Symantec¥Backup Exec for
Windows¥Backup Exec¥
Engine¥RALUS¥vfmPath=
/opt/VRTSralus/VRTSvxms

Linux Agent が使う Veritas Mapping Service ラ
イブラリのパスを表示します。

Software¥Symantec¥Backup Exec for
Windows¥Backup
Exec¥Engine¥RMAL¥DisableRMAL=0

Remote Media Agent for Linux を使って、イン
ストール先の Linux サーバーをバックアップでき
ます。デフォルトでは、このオプションは有効にな
りません。
サポートされていないバージョンの Linux に RMAL
をインストールすると、RMAL は使用できません。
Linux サーバーに接続されたデバイスで実行する
ジョブは作成できません。 ただし、Agent for Linux
コンポーネントを使用して Linux サーバーをバッ
クアップできます。 このコンポーネントは RMAL と
ともにインストールされます。 Agent for Linux コ
ンポーネントを使うには、この文字列の値を 1 に変
更する必要があります。
指定可能な値は次のとおりです。
0
Linux サーバーのストレージデバイスで実行さ
れる Backup Exec サーバーにバックアップ、リ
ストアおよびユーティリティジョブを作成できま
す。
■ 1
インストール先の Linux サーバーをバックアッ
プする場合にだけ Agent for Linux コンポー
ネントを使うことができます。
■

p.1089 の 「Agent for Linux のトラブルシューティン
グ」 を参照してください。
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文字列とデフォルト値

説明

Software¥Symantec¥Backup Exec for
Windows¥Backup
Exec¥Engine¥RALUS¥DisableOFO=0

Linux Agent のオープンファイルテクノロジを無効
または有効にできます。
デフォルトでは、DisableOFO キーは 0 に設定さ
れます。これは、Linux Agent がアクティブで、見
つかったオープンファイルをバックアップすること
を意味します。 ただし、キーのデフォルト値を 1 に
変更して Linux Agent デーモンを再起動すること
で、オープンファイルテクノロジを無効にすることが
できます。

Agent for Linux を使用した Linux コンピュータのバック
アップについて
次のバックアップ方式は、データのバックアップに Agent for Linux (Linux Agent) を使
用する場合に表示されます。
■

完全 - 修正日時を使用してバックアップする

■

差分 - 修正日時を使用してバックアップする

■

増分 - 修正日時を使用してバックアップする

ただし、Agent for Linux のバックアップジョブ方法を選択する場合は、完全バックアップ
のみサポートされます。 他のいずれのバックアップ方式を選択しても、完全バックアップ
が実行されます。
p.1076 の 「Linux バックアップオプション」 を参照してください。
p.177 の 「ステージについて」 を参照してください。
p.178 の 「ステージの編集」 を参照してください。
p.1079 の 「Novell Open Enterprise Server（OES）コンポーネントのバックアップについて
」 を参照してください。

Linux バックアップオプション
Linux コンピュータをバックアップするときに利用できる Agent for Linux (Linux Agent)
オプションは次のとおりです。
p.1076 の 「Agent for Linux を使用した Linux コンピュータのバックアップについて」 を参
照してください。
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表 O-3

Linux コンピュータのバックアップジョブオプション

項目

説明

バックアップ中にファイルとディレクトリのタイムス バックアップ時にオブジェクトの属性が Linux
タンプを保持する
Agent によって変更されないようにします。オブ
ジェクトはファイルまたはディレクトリです。
デフォルトでは、このオプションは選択されてい
ません。
バックアップ時には、Backup Exec が最終アク
セスタイムスタンプをバックアップ前の値にリセッ
トして、オブジェクトの最終アクセスタイムスタン
プを保持します。 Backup Exec がオブジェクト
の最終アクセスタイムスタンプを変更すると、オ
ペレーティングシステムによって内部的にその
オブジェクトの ctime が更新されます。
オブジェクトの ctime とは、アクセス権限、タイム
スタンプなどのオブジェクトの属性が変更された
時刻です。 バックアップの結果、Linux Agent
によって属性が変更されなければ、オブジェクト
の ctime は変更されません。
このオプションは、リストア時に設定されるオブ
ジェクト属性には影響を与えません。
ローカルマウントポイントをたどる

データのバックアップ時に Backup Exec でロー
カルマウントポイントをたどることができます。
デフォルトで、このオプションが選択されていま
す。
ローカルマウントポイントについて詳しくはオペ
レーティングシステムのマニュアルを参照してく
ださい。
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項目

説明

リモートマウントポイントをたどる

データのバックアップ時に Backup Exec でリ
モートマウントポイントをたどることができます。
デフォルトでは、このオプションは選択されてい
ません。
このオプションを使用する場合、次の制限事項
が適用されます。
マウントされるデータは Backup Exec でサ
ポートされている種類のコンピュータに存在
している必要があります。
サポートされているオペレーティングシステ
ム、プラットフォーム、アプリケーションのリス
トは、次の URL で参照できます。
http://entsupport.symantec.com/umi/V-269-1
■ マウントポイントをたどった先が Backup Exec
でサポートされていないオペレーティングシ
ステムである場合は、そのオペレーティング
システムの製造元に連絡して問題を解決す
る必要があります。
■

リモートマウントポイントについて詳しくはオペ
レーティングシステムのマニュアルを参照してく
ださい。
バックアップ中にアプリケーションによって修正さ ネットワークファイルシステム (NFS) を介して接
れないようにリモートファイルをロックする
続されたリモートサーバーのファイルに Linux
Agent で排他的にアクセスできます。リモート
ファイルをロックすると、バックアップ時に他のア
プリケーションによってデータが変更されなくな
ります。
eDirectory のバックアップ方式

SUSE Linux Enterprise Server 上の Novell
OES の eDirectory データをバックアップするた
めのバックアップ方式が削除されます。

メモ: Macintosh コンピュータでは、このオプ
ションはサポートされていません。
p.1080 の 「Novell OES コンポーネントのリストア
について」 を参照してください。
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Novell Open Enterprise Server（OES）コンポーネントのバックアップにつ
いて
Novell OES コンポーネントをバックアップするには、Agent for Linux を Novell OES コ
ンポーネントが存在するサーバーにインストールする必要があります。
Backup Exec では次の Novell Open Enterprise Server (OES) コンポーネントがサポー
トされています。
■

Novell iFolder

■

Novell eDirectory

■

Novell GroupWise

■

Novell Storage Services (NSS)

p.1079 の 「SUSE Linux Enterprise Server 上の Novell Open Enterprise Server をバッ
クアップする場合の必要条件」 を参照してください。

SUSE Linux Enterprise Server 上の Novell Open Enterprise
Server をバックアップする場合の必要条件
Backup Exec で Novell OES をバックアップするには、次の条件が満たされている必要
があります。
■

Novell OES に Service Pack 1 がインストールされている必要があります。

■

Novell OES 2 に Target Service Agent for NDS (TSANDS) がロードされている必
要があります。
TSANDS によって Novell Open Enterprise Server 2 の eDirectory が保護されま
す。デフォルトでは、TSANDS は Novell Open Enterprise Server 2 にロードされま
せん。バックアップに利用可能なリソースとして eDirectory を表示するには、手動で
TSANDS をロードする必要があります。 TSANDS をロードする方法について詳しく
は Novell のマニュアルを参照してください。

■

ターゲットサービスエージェントが次のコンポーネントに対して有効になっている必要
があります。

■

■

Novell eDirectory

■

Novell iFolder

■

Novell GroupWise

管理レベルの eDirectory ユーザーに相当する UNIX ローカルユーザー名が beoper
グループに存在します。 Backup Exec では eDirectory ユーザーはサポートされて
いません。
p.1064 の 「Agent for Linux の Backup Exec オペレータグループについて」 を参照
してください。
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■

eDirectory に対してバックアップジョブを実行するには、同等の管理レベルの
eDirectory クレデンシャルを含んでいる Backup Exec ログオンアカウントが存在して
いる必要があります。

p.156 の 「データのバックアップ」 を参照してください。
p.1076 の 「Agent for Linux を使用した Linux コンピュータのバックアップについて」 を参
照してください。

Linux コンピュータへのデータのリストアについて
リストアジョブオプションを指定して Linux コンピュータをリストアできます。
メモ: 圧縮か暗号化が有効な HP-UX ファイルシステムのバックアップのクロスプラットフォー
ムのリストアは実行できません。 それぞれのプラットフォームにこれらのバックアップをリス
トアする必要があります。
p.223 の 「データの検索とリストアついて」 を参照してください。
p.1080 の 「Linux コンピュータのリストアジョブオプション」 を参照してください。

Novell OES コンポーネントのリストアについて
Backup Exec は、Novell OES コンポーネントをリストアするとき、Novell NDS データベー
ス全体をディスク上の DIB ファイルのセットにリストアします。 その後、NDS データベース
はオフラインになります。 DIB ファイルの名前は NDS に変更され、オフラインの NDS
データベースを上書きします。
p.223 の 「データの検索とリストアついて」 を参照してください。

Linux コンピュータのリストアジョブオプション
次に、Linux コンピュータのリストアジョブオプションを示します。
p.1080 の 「Linux コンピュータへのデータのリストアについて」 を参照してください。

付録 O Symantec Backup Exec Agent for Linux
Linux コンピュータへのデータのリストアについて

表 O-4

Linux コンピュータのリストアジョブオプション

項目

説明

マウントポイントが必要な権限を持っている場合にはリ
モートファイルをロックする

ネットワークファイルシステム (NFS) を介
して接続されたリモートコンピュータのファ
イルに Backup Exec で排他的にアクセ
スできます。
デフォルトで、このオプションが選択され
ています。

DIB セットをリストアする

ディレクトリ情報ベース (DIB) をリストアし
ます。DIB は Novell Directory Services
(NDS) データベースとも呼ばれます。

検証後に DIB をアクティブにする

確認処理が正常に完了したら Backup
Exec でデータベース名を .RST から
.NDS に変更できます。 検証操作が失敗
すれば、.RST ファイルは削除され、元の
.NDS ファイルはそのまま保たれます。
このオプションを選択しなければ、データ
ベースがリストアされた後、.RST ファイル
は手動でのアクティブ化か手動ディザス
タリカバリの実行に利用可能です。

終了時にデータベースをオープンする

リストアが完了した後に Backup Exec で
データベースをオープンできます。
データベースが開く前に保守タスクを実
行する場合は、このオプションを選択し
ないでください。

リストア後にデータベースを検証する

リストアが完了した後に Backup Exec で
データベースを検証できます。

ロールフォワードに使用するログディレクトリ

ロールフォワードに使用するログディレク
トリの場所が表示されます。

バックアップファイルをディスク上に残す

ハードディスクドライブに Novell DIB ファ
イルセットを保持します。
p.1080 の 「Novell OES コンポーネントのリ
ストアについて」 を参照してください。
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Linux コンピュータのデフォルトのバックアップジョブオプ
ションの編集
Linux システムのすべてのバックアップとリストアジョブのための既存のデフォルトオプショ
ンを編集できます。
Linux システムのデフォルトのバックアップジョブオプションを編集する方法

1

［ Exec］ボタンをクリックして［構成と設定］を選択し、次に［バックアップジョブのデフォ
ルト］を選択します

2

［ディスクへのバックアップ］か［テープにバックアップ］を選択し、次に［Linux と
Macintosh］を選択します。

3

必要なオプションを設定します。
p.1082 の 「Linux コンピュータのデフォルトのバックアップジョブオプション」 を参照し
てください。

4

［OK］をクリックします。

Linux コンピュータのデフォルトのバックアップジョブオプション
Linux コンピュータのすべてのジョブにデフォルトのバックアップジョブプロパティを設定
できます。
p.1082 の 「Linux コンピュータのデフォルトのバックアップジョブオプションの編集」 を参照
してください。
サポートされているオペレーティングシステム、プラットフォーム、アプリケーションのリスト
は、次の URL で参照できます。
http://entsupport.symantec.com/umi/V-269-1
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表 O-5

Linux コンピュータのデフォルトのバックアップジョブオプション

項目

説明

バックアップ中にファイルとディレクトリのタイムスタンプを保 バックアップ時にオブジェクトの属性
持する
が Linux Agent によって変更されな
いようにします。オブジェクトはファイ
ルまたはディレクトリです。
デフォルトでは、このオプションは選
択されていません。
バックアップ時には、Backup Exec が
最終アクセスタイムスタンプをバック
アップ前の値にリセットして、オブジェ
クトの最終アクセスタイムスタンプを保
持します。 Backup Exec がオブジェ
クトの最終アクセスタイムスタンプを変
更すると、オペレーティングシステム
によって内部的にそのオブジェクトの
ctime が更新されます。
オブジェクトの ctime とは、アクセス権
限、タイムスタンプなどのオブジェクト
の属性が変更された時刻です。 バッ
クアップの結果、Linux Agent によっ
て属性が変更されなければ、オブジェ
クトの ctime は変更されません。
このオプションは、リストア時に設定さ
れるオブジェクト属性には影響を与え
ません。
ローカルマウントポイントをたどる

データのバックアップ時に Backup
Exec でローカルマウントポイントをた
どることができます。
デフォルトで、このオプションが選択さ
れています。
ローカルマウントポイントについて詳し
くはオペレーティングシステムのマニュ
アルを参照してください。
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項目

説明

リモートマウントポイントをたどる

データのバックアップ時に Backup
Exec でリモートマウントポイントをたど
ることができます。
デフォルトでは、このオプションは選
択されていません。
このオプションを使用する場合、次の
制限事項が適用されます。
マウントされるデータは Backup
Exec でサポートされているオペ
レーティングシステムに存在して
いる必要があります。
■ マウントポイントをたどった先が
Backup Exec でサポートされてい
ないオペレーティングシステムで
ある場合は、そのオペレーティン
グシステムの製造元に連絡して問
題を解決する必要があります。
■

リモートマウントポイントについて詳し
くはオペレーティングシステムのマニュ
アルを参照してください。
eDirectory のバックアップ方式

SUSE Linux Enterprise Server 上
の Novell OES の eDirectory データ
をバックアップするためのバックアップ
方式が表示されます。

メモ: Macintosh コンピュータでは、
このオプションはサポートされていま
せん。
p.1079 の 「Novell Open Enterprise
Server（OES）コンポーネントのバック
アップについて 」 を参照してください。
バックアップ中にアプリケーションによって修正されないよ
うにリモートファイルをロックする

ネットワークファイルシステム (NFS) を
介して接続されたリモートサーバーの
ファイルに Linux Agent で排他的に
アクセスできます。リモートファイルを
ロックすると、バックアップジョブ時また
はリストアジョブ時に他のアプリケー
ションによってデータが変更されなく
なります。
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Agent for Linux のアンインストール
Agent for Linux (Linux Agent) の自動アンインストール処理は Backup Exec のインス
トールメディアで実行できます。
/opt/VRTS/install/logs/uninstallralus<summary file number>.summary
Agent for Linux をアンインストールする方法

1

Linux サーバーで、適切なデバイスに Backup Exec のインストールメディアを配置
します。

2

Linux Agent をアンインストールするサーバーに root としてログオンします。

3

Backup Exec のインストールメディアの次のディレクトリに移動します。
<LinuxUnixMac>

4

uninstallralus スクリプトを開始してください。
次に例を示します。
./uninstallralus

5

次のいずれかを実行します。
1 つのサーバーから Linux Agent をアンイン Linux サーバーの名前、IP アドレス、または
ストールする方法
完全修飾ドメイン名を入力します。
複数のサーバーから Linux Agent をアンイ
ンストールする方法

Linux サーバーの名前、IP アドレス、または
完全修飾ドメイン名を入力します。各識別子
の間にスペースを入れてください。

6

Enter キーを押します。

7

Linux Agent パッケージの確認が正常に完了したら、Enter キーを押します。

8

RALUS パッケージのアンインストールを求められたら、Enter キーを押します。

9

SymSnap ドライバのアンインストールを求められたら、Enter キーを押します。

10 Linux サーバーの次の場所にアンインストールの概略を保存するには、Enter キー
を押します。
/opt/VRTS/install/logs/uninstallralus<summary file number>.summary
p.1062 の 「Agent for Linux のインストール 」 を参照してください。

Agent for Linux の手動でのアンインストール
Agent for Linux (Linux Agent) を手動でアンインストールできます。
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Agent for Linux を手動でアンインストールする方法

1

ターミナルセッションを使って root ユーザーとして Linux サーバーに接続します。

2

次のディレクトリに移動します。
/opt/VRTSralus/bin
次に例を示します。
cd /opt/VRTSralus/bin

3

次の行が /etc/inittab ファイルにある場合は削除します。
/opt/VRTSralus/bin/VRTSralus.init
次に例を示します。
rm -r /opt/VRTSralus/bin/VRTSralus.init

4

Linux Agent デーモンを停止します。
p.1088 の 「Agent for Linux デーモンの停止」 を参照してください。

5

Linux サーバーから Linux Agent のパッケージを削除します。
次に例を示します。

6

Debian GNU/Linux、Ubuntu

dpkg -r VRTSralus

Linux

rpm -e VRTSralus

ルートディレクトリに戻ります。
次に例を示します。
cd /

7

次のファイルを削除します。
/etc/VRTSralus
/opt/VRTSralus
/var/VRTSralus

次に例を示します。
rm -r /etc/VRTSralus /opt/VRTSralus /van/VRTSralus

8

サブディレクトリを削除するか確認するメッセージが表示されたら、y と入力します。
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9

ディレクトリを削除するか確認するメッセージが表示されたら、y と入力します。

10 ランタイムスクリプトが存在する場合は削除します。
p.1087 の 「Agent for Linux を手動でアンインストールする場合に削除するランタイ
ムスクリプト」 を参照してください。

Agent for Linux を手動でアンインストールする場合に削除するランタイ
ムスクリプト
Agent for Linux (Linux Agent) を手動でアンインストールするときに次のランタイムスク
リプトが存在する場合は削除します。
表 O-6

Linux Agent を手動でアンインストールする場合に削除するランタイ
ムスクリプト

オペレーティングシステム

削除するランタイムスクリプト

Debian、Ubuntu

/etc/rc5.d/S95VRTSralus.init
/etc/rc3.d/S95VRTSralus.init
/etc/rc2.d/S95VRTSralus.init
/etc/init.d/VRTSralus.init
次に例を示します。
rm /etc/rc5.d/S95VRTSralus.init

Red Hat Linux、Asianux

/etc/rc.d/rc5.d/S95VRTSralus.init
/etc/rc.d/rc3.d/S95VRTSralus.init
/etc/rc.d/rc2.d/S95VRTSralus.init
/etc/rc.d/init.d/VRTSralus.init
次に例を示します。
rm /etc/rc.d/rc5.d/S95VRTSralus.init

Novell Open Enterprise Server
/etc/init.d/rc5.d/SxxVRTSralus.init
1.0/SUSE Linux Enterprise Server 9
/etc/init.d/rc3.d/SxxVRTSralus.init
(32 ビットのみ)
/etc/init.d/rc2.d/SxxVRTSralus.init
/etc/init.d/VRTSralus.init
次に例を示します。
rm /etc/init.d/rc5.d/SxxVRTSralus.init
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オペレーティングシステム

削除するランタイムスクリプト

Novell Open Enterprise Server
/etc/init.d/VRTSralus.init,start=2,3,5
2.0/SUSE Linux Enterprise Server 10
/etc/init.d/VRTSralus.init
(32 ビットおよび 64 ビット)
次に例を示します。
rm /etc/init.d/VRTSralus.init

p.1085 の 「Agent for Linux の手動でのアンインストール 」 を参照してください。

Agent for Linux デーモンの起動
必要に応じて、オペレーティングシステムを起動した後に Agent for Linux (Linux Agent)
デーモンを起動できます。
p.1088 の 「Agent for Linux デーモンの停止」 を参照してください。
Agent for Linux デーモンを起動する方法

1

ターミナルセッションを使って root ユーザーとして Linux サーバーに接続します。

2

次のディレクトリに移動します。
/etc/init.d/
次に例を示します。
cd /etc/init.d/

3

Linux Agent デーモンを起動します。
次に例を示します。
/etc/init.d/VRTSralus.init start

Agent for Linux デーモンの停止
Agent for Linux (Linux Agent) デーモンを停止できます。
p.1088 の 「Agent for Linux デーモンの起動」 を参照してください。
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Agent for Linux デーモンを停止する方法

1

ターミナルセッションを使って root ユーザーとして Linux サーバーに接続します。

2

次のディレクトリに移動します。
/etc/init.d/
次に例を示します。
cd /etc/init.d/

3

Linux Agent デーモンを停止します。
次に例を示します。
/etc/init.d/VRTSralus.init stop

4

必要な場合デーモンを再起動してください。

Agent for Linux のトラブルシューティング
Agent for Linux (Linux Agent) で問題が発生した場合は、次の質問と回答を確認して
ください。
p.1060 の 「Agent for Linux について」 を参照してください。
表 O-7

Linux Agent のトラブルシューティング

質問

回答

一部の文字はインストールの間に
ターミナルセッションで正しく表示さ
れません。 どのように対処すればよ
いでしょうか ?

このエラーは、Linux Agent をインストールするコンピュータ
で、システムの場所が英語以外の言語の文字セットを使うと
起きます。同じ言語の別の場所の設定に切り替えて、この問
題を解決することを試みることができます。

Linux Agent インストーラは Linux
Agent をインストールできません。
次のエラーは installralus ログファ
イルで報告されます:

Linux Agent のプラットフォーム別パッケージの圧縮解除を
サポートするには、GNU のデータ圧縮ユーティリティをイン
ストールします。Linux Agent をインストールするコンピュー
タにこのユーティリティをインストールしてください。

VxIF::Error:: Unable to compress ユーティリティは次の URL で入手できます:
files.
http://www.gzip.org
Hash(0x8711e8)->({GUNZIP} not
found on <hostname>
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質問

回答

Agent for Linux が NIS ドメインの
Linux サーバーにインストールされ
ています。Backup Exec でこのサー
バーのリソースを参照できません。
どのように対処すればよいでしょうか
?

nsswitch.conf ファイルの group 行と passwd 行が compat
モードに設定されているかどうかを確認します。 設定されて
いる場合は、/etc/passwd ファイルと /etc/group ファイルを
設定する必要があります。 compatibility モードが使用され
るように nsswitch.conf を設定する方法について詳しくは
nsswitch.conf のマニュアルページを参照してください。
または、password 行および group 行を NIS files に変更し
て、Linux サーバーがユーザーの有効性確認に NIS を使う
ようにします。NIS サーバーを利用できない場合、またはユー
ザーが検出されない場合は、有効性の確認にローカルファ
イルが使用されます。

Linux Agent をロードできません。
コンソールモードで Linux Agent を
ロードしようとすると、/beremote
--log-console に次のメッセージが
表示されます。
ACE_SV_Semaphore_Complex:
no space left on device.

この問題は、コンピュータが、セマフォの最大制限値に達し
た場合に発生します。 Linux Agent が予期せず強制終了さ
れた後に発生することもあります。Linux Agent が予期せず
強制終了された場合、使用していたセマフォリソースの一部
をクリーンアップできません。他のプロセスでセマフォの使用
が制限値に達している場合があります。 この状況から安全に
リカバリするには、コンピュータを再起動する必要があります。

他のプロセスが実行中の場合、コンピュータを再起動できな
どのように対処すればよいでしょうか
い場合があります。 この場合、オペレーティングシステムで使
?
用中のすべてのセマフォを指定して削除できるコマンドを使
うことができます。 削除するセマフォを選択するときは注意し
てください。 Linux Agent で使用中のセマフォは識別できま
せん。使用中の他のプログラムのセマフォを削除すると、そ
れらのプログラムが不安定になることがあります。
セマフォを一覧表示するには、次のコマンドを入力します。
ipcs -a
一覧表示されている各識別子のセマフォを削除するには、
次のコマンドを入力します。
ipcrm -s <id>
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質問

回答

Linux Agent をロードできません。
コンソールモードで Linux Agent を
ロードしようとすると、/beremote
--log-console に次のメッセージが
表示されます。
Error while loading shared
libraries: libstdc++.so.5: cannot
open shared object file: No such
file or directory.

このエラーは、libstdc++.so.5 ライブラリが /usr/lib ディレク
トリに存在しないことを示します。 このライブラリは、Linux
Agent を起動して機能させるために必要です。この問題を解
決するには、libstdc++5 パッケージをインストールします。
このパッケージは、Linux が提供されたメディアからインストー
ルできます。 または、インターネットに接続できるコンピュー
タで次のコマンドを実行できます。
apt-get install libstdc++5

どのように対処すればよいでしょうか SUSE Linux Enterprise Server 11 の場合は、次のコマン
ドを実行します。
?
zypper install libstdc++5
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P
Symantec Backup Exec
Agent for Mac
この付録では以下の項目について説明しています。
■

Agent for Mac について

■

Mac Agent の必要条件

■

Macintosh システムの Backup Exec admin グループについて

■

Agent for Mac のインストールについて

■

Agent for Mac のアンインストール

■

Agent for Mac の設定について

■

Agent for Mac の起動

■

Agent for Mac の停止

■

［サーバー］リストでのリモートの Macintosh システムへの信頼関係の確立について

■

Agent for Mac が情報を公開できる Backup Exec サーバーの追加

■

Agent for Mac を使用したデータのバックアップについて

■

Macintosh システムのリストアについて

■

Agent for Mac のトラブルシューティング

Agent for Mac について
Agent for Mac (Mac Agent) は個別のアドオンコンポーネントとしてインストールされま
す。Mac Agent を使用すると、Windows Server のネットワーク管理者がネットワークに
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接続された Macintosh システムでバックアップとリストア操作を実行できます。バックアッ
プとリストア操作を実行するには、Macintosh システムに Mac Agent をインストールする
必要があります。
p.1094 の 「Mac Agent の必要条件」 を参照してください。
p.1096 の 「Agent for Mac のインストールについて」 を参照してください。

Mac Agent の必要条件
Agent for Mac (Mac Agent) をインストールするための必要条件は次のとおりです。
■

Backup Exec サーバーに TCP/IP がインストールされている必要があります。

■

Mac Agent をインストールする Macintosh システムの admin グループのメンバーで
なければなりません。

■

Backup Exec のインストールメディアを持たなければなりません。

■

Backup Exec サーバーで Mac Agent のライセンスを入力する必要があります。

シマンテック社はローカルの Macintosh システムから他のリモートの Macintosh システ
ムに Mac Agent をプッシュインストールするときにセキュアシェル (SSH) プロトコルを使
うことを推奨します。Mac Agent をインストールする前に SSH を有効にする必要がありま
す。
互換性があるオペレーティングシステム、プラットフォーム、アプリケーションのリストは、次
の URL で参照できます。
http://entsupport.symantec.com/umi/V-269-1
p.1096 の 「Agent for Mac のインストールについて」 を参照してください。
p.1094 の 「Macintosh システムの Backup Exec admin グループについて」 を参照してく
ださい。

Macintosh システムの Backup Exec admin グループに
ついて
Backup Exec の admin グループは Macintosh システムをバックアップし、リストアする
権限があるユーザーの名前を含んでいます。
Backup Exec は Agent for Mac (Mac Agent) のインストール時に admin グループを作
成し、メンバーとして root を追加します。admin グループに追加するどの Macintosh
ユーザーも Macintosh システムをバックアップし、リストアするのに必要な権限を取得し
ます。
ただし、Mac Agent のインストール中に NIS サーバーが検出されると、Backup Exec は
admin グループを作成できません。インストール後に、Macintosh システムに admin グ
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ループを手動で作成する必要があります。 admin グループは、バックアップとリストア操
作を開始する前に作成する必要があります。 作成しないと、Macintosh システムと Backup
Exec サーバー間の接続は失敗します。
admin グループのメンバーがバックアップまたはリストア操作を実行するには、Backup
Exec ログオンアカウントを持たなければなりません。
p.1095 の 「Macintosh システムでの Backup Exec admin グループの手動作成」 を参照
してください。
p.491 の 「Backup Exec ログオンアカウントの作成」 を参照してください。

Macintosh システムでの Backup Exec admin グループの手動作成
Mac Agent (Mac Agent) をインストールする各 Macintosh システムに admin グループ
を作成する必要があります。
p.1094 の 「Macintosh システムの Backup Exec admin グループについて」 を参照してく
ださい。
メモ: admin グループにグループ ID を割り当てる前に Macintosh システムでグループ
のセキュリティを設定する方法を理解していることを確認します。
表 P-1

手動で admin グループを作成する方法

手順

処理

詳細

手順 1

Mac Agent をインストールする NIS ドメインのグループファイル
Macintosh システムに移動しま にグループを追加する方法に
す。
ついては NIS のマニュアルを
参照してください。
Macintosh システムが NIS ドメ
インにある場合は、NIS ドメイン
のグループファイルに移動しま
す。

手順 2

大文字と小文字の区別がある
次の名前のグループを作成し
ます。

グループを作成する方法につ
いて詳しくは Macintosh のマ
ニュアルを参照してください。

admin
手順 3

admin グループに、Macintosh
システムのバックアップとリストア
を行う権限を持つユーザーを追
加します。

グループにユーザーを追加す
る方法について詳しくは
Macintosh のマニュアルを参
照してください。
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手順

処理

詳細

手順 4

admin グループに追加する各 p.491 の 「Backup Exec ログオ
ユーザーのための Backup
ンアカウントの作成」 を参照して
Exec ログオンアカウントを作成 ください。
します。

Agent for Mac のインストールについて
次をするのに Backup Exec のインストールメディアを使います。
■

ローカルの Macintosh システムで Agent for Mac (Mac Agent) をインストールしま
す。

■

ローカルの Macintosh システムから他のリモートの Macintosh システムに Mac Agent
をプッシュインストールします。Mac Agent をプッシュインストールする場合は、RSH
(リモートシェル) がデフォルトで使われます。RSH の代わりに SSH (セキュアシェル)
を使用することをお勧めします。 SSH を使うには、SSH を有効にしてから Mac Agent
をインストールする必要があります。SSH について詳しくは Macintosh のマニュアル
を参照してください。

インストールが完了すると、Backup Exec は Mac Agent がインストールされるシステムの
次の場所にインストールログファイルを保存します。
/var/tmp/vxif/installrams <unique identifier number> for installs
メモ: 一部の文字はインストールの間にターミナルセッションで正しく表示されない場合が
あります。 このエラーは、Mac Agent をインストールするコンピュータで、システムの場所
が英語以外の言語の文字セットを使うと起きます。同じ言語の別の場所の設定に切り替
えて、この問題を解決することを試みることができます。
p.1096 の 「Agent for Mac のインストール」 を参照してください。

Agent for Mac のインストール
ローカルの Macintosh システムに Agent for Mac (Mac Agent) をインストールできま
す。ローカルの Macintosh システムから 1 つ以上のリモート Macintosh システムに Mac
Agent をプッシュインストールすることもできます。
p.1096 の 「Agent for Mac のインストールについて」 を参照してください。
メモ: Macintosh システム上で RALUS_RMALS_RAMS_<version number>.gz ファイ
ルを圧縮解除する必要があります。 Windows オペレーティングシステムを実行するコン
ピュータで圧縮解除するとインストールは実行されません。

付録 P Symantec Backup Exec Agent for Mac
Agent for Mac のインストールについて

Agent for Mac をインストールする方法

1

Macintosh システムで、適切なドライブに Backup Exec のインストールメディアを配
置します。

2

インストールメディアの次のディレクトリに移動します。
<LinuxUnixMac>

3

ローカルシステム上のディレクトリにこのディレクトリ内の
RALUS_RMALS_RAMS_<version number>.gz ファイルをコピーします。

4

ファイルを圧縮解除します。
次に例を示します。
gunzip RALUS_RMALS_RAMS_<version number>.gz

5

ファイルを展開します。
次に例を示します。
tar -xf RALUS_RMALS_RAMS_<version number>.tar

6

ファインダーを開いて、［アプリケーション］>［ユーティリティ］を参照します。

7

［ターミナル］を開きます。

8

次のいずれかを実行します。
ローカルシステムに Mac Agent をインストー 次に示す順序で操作を実行します。
ルする方法
■ 次のコマンドを入力して、installramsスク
リプトを開始します。
sudo ./installrams
■

Enter キーを押します。

ローカルの Macintosh コンピュータからリモー 次に示す順序で操作を実行します。
トの Macintosh システムに Mac Agent をイ
■ 次のコマンドを入力して - usessh スイッチ
ンストールする方法
を使用し、installramsスクリプトを開始し
ます。
sudo ./installrams -usessh
■

Enter キーを押します。

■

Macintosh システムの名前、IP アドレス、
または完全修飾ドメイン名を入力します。
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ローカルの Macintosh コンピュータから複数 次に示す順序で操作を実行します。
のリモート Macintosh システムに Mac Agent
■ 次のコマンドを入力して - usessh スイッチ
をインストールする方法
を使用し、installramsスクリプトを開始し
ます。
sudo ./installrams -usessh

9

■

Enter キーを押します。

■

Macintosh システムの名前、IP アドレス、
または完全修飾ドメイン名を入力します。
各識別子の間にスペースを入れてくださ
い。

現在ログオンしているユーザー名のパスワードを入力します。

10 Enter キーを押します。
11 システムの初期確認で、有効な Macintosh システムのオペレーティングシステムが
確認されたら、Enter キーを押します。

12 パッケージのインストールの内容を確認し、次に Enter キーを押します。
13 システムによるインストールの必要条件の確認が完了したら、Enter キーを押します。
14 Enter キーを押すことによって前提条件の確認を始めます。
15 Mac Agent をバックアップする Backup Exec サーバーの名前、IP アドレス、または
完全修飾ドメイン名を入力します。

16 Enter キーを押します。
17 この Mac Agent をバックアップする Backup Exec サーバーの追加の名前、IP アド
レス、または完全修飾ドメイン名を入力します。

18 次のいずれかを実行します。
名前、IP アドレス、または完全修飾ドメイン名 Enter キーを押してインストールを続行しま
が正しい場合
す。
名前、IP アドレス、または完全修飾ドメイン名 N と入力し、Enter キーを押し、情報を変更し
を変更する場合
ます。

19 Enter キーを押すことによって NIS サーバーのスキャンを開始します。
20 NIS サーバースキャンの結果を確認し、次のいずれかを実行します。
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NIS サーバーが検出された場合

Mac Agent インストーラでは Backup Exec
オペレータ用の admin グループは作成でき
ません。Mac Agent のインストールが完了し
た後、admin グループを手動で作成する必
要があります。
次の手順に進みます。

NIS サーバーが検出されない場合

admin グループを作成するのにインストーラ
を使います。
次に示す順序で操作を実行します。
インストーラで admin グループを作成で
きるようにするには y を入力します。
■ 利用可能な次のグループ ID を選択する
には n を入力します。
■ admin グループに root ユーザーアカウ
ントを追加するには y を入力します。
■ 次の手順に進みます。
■

21 Enter キーを押してインストールを開始します。
22 インストールが正常に完了したことを示すメッセージが表示されたら、Enter キーを
押します。

23 Mac Agent を起動します。
p.1108 の 「Agent for Mac の起動 」 を参照してください。

24 インストールで admin グループが自動的に作成されなければ作成します。
p.1095 の 「Macintosh システムでの Backup Exec admin グループの手動作成」 を
参照してください。

25 必要に応じて追加の設定を実行します。
p.1102 の 「Agent for Mac の設定について」 を参照してください。

Agent for Mac のアンインストール
Mac Agent (Mac Agent) の自動アンインストール処理は Backup Exec のインストールメ
ディアで実行できます。
また、手動で Mac Agent をアンインストールすることもできます。
p.1100 の 「Agent for Mac の手動でのアンインストール」 を参照してください。
アンインストールの概略は Macintosh システムの次の場所に保存されます。
/var/tmp/vxif/uninstallrams<unique identifier number>.summary

1099

1100

付録 P Symantec Backup Exec Agent for Mac
Agent for Mac のアンインストール

アンインストールのログファイルは Macintosh システムの次の場所に保存されます。
/opt/VRTS/install/logs/uninstallrams<summary file number>.log
ログファイルが保存されたら、アンインストールは完了です。
Agent for Mac をアンインストールする方法

1

Macintosh システムで、適切なドライブに Backup Exec のインストールメディアを配
置します。

2

Mac Agent をアンインストールする Macintosh システムに管理者権限を使用して
ログオンします。

3

Backup Exec のインストールメディアの次のディレクトリに移動します。
<LinuxUnixMac>

4

uninstallrams スクリプトを開始します。
次に例を示します。
./uninstallrams

5

次のいずれかを実行します。
1 つのシステムから Mac Agent をアンインス Macintosh システムの名前、IP アドレス、ま
トールする方法
たは完全修飾ドメイン名を入力します。
複数のシステムから Mac Agent をアンインス Macintosh システムの名前、IP アドレス、ま
トールする方法
たは完全修飾ドメイン名を入力します。 各識
別子の間にスペースを入れてください。

6

Enter キーを押します。

7

Mac Agent パッケージの確認が正常に完了したら、Enter キーを押します。

8

RALUS パッケージのアンインストールを求められたら、Enter キーを押します。

9

アンインストール処理が完了したら、Enter キーを押します。

Agent for Mac の手動でのアンインストール
Macintosh システムから Agent for Mac (Mac Agent) を手動でアンインストールできま
す。
また、Mac Agent をアンインストールするのに Backup Exec のインストールメディアを使
うこともできます。
p.1099 の 「Agent for Mac のアンインストール」 を参照してください。
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Agent for Mac を手動でアンインストールする方法

1

Macintosh システムに接続するには、ターミナルセッションにログオンする管理者権
限を持つログオンアカウントを使います。

2

次のディレクトリに移動します。
/opt/VRTSralus/bin
次に例を示します。
cd /opt/VRTSralus/bin

3

次の行が /etc/inittab ファイルにある場合は削除します。
/opt/VRTSralus/bin/VRTSralus.init
次に例を示します。
rm -r /opt/VRTSralus/bin/VRTSralus.init

4

Mac Agent デーモンを停止します。
p.1108 の 「Agent for Mac の停止 」 を参照してください。

5

Macintosh システムから Mac Aqgent パッケージを削除します。

6

ルートディレクトリに戻ります。
次に例を示します。
cd /

7

次のファイルを削除します。
/etc/VRTSralus
/opt/VRTSralus
/var/VRTSralus
次に例を示します。
rm -r /etc/VRTSralus /opt/VRTSralus /var/VRTSralus

8

サブディレクトリを削除するか確認するメッセージが表示されたら、y と入力します。

9

ディレクトリを削除するか確認するメッセージが表示されたら、y と入力します。

10 /Library/StartupItems/VRTSrams フォルダを削除します。
次に例を示します。
rm -r /Library/StartupItems/VRTSrams

11 ディレクトリを削除するか確認するメッセージが表示されたら、y と入力します。
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Agent for Mac の設定について
Backup Exec は、Agent for Mac (Mac Agent) がインストールされる各 Macintosh シス
テムに ralus.cfg という名前のファイルを作成します。
ralus.cfg ファイルで Mac Agent の次の文字列、識別子、変数を編集できます。
■

Mac Agent が公開メッセージを送信する必要があるポート。

■

1 つ以上の Backup Exec サーバーに Mac Agent を 公開可能とする設定。

■

バックアップから除外する Macintosh システムのファイルとディレクトリ

ralus.cfg の書式は、3 つの要素で構成されます。 次の例で、1 つ目の要素 (A) は必須
文字列です。
2 つ目の要素 (B) は一意の識別子で、その識別子の後に等号 (=) を入力します。 一意
の識別子には、通し番号、文字、英数字などを使用できます。 たとえば、1、2、3 や A、
B、C などを使うことができます。AA、BB、CC や A1、A2、B1、B2 なども使うことができま
す。
ralus.cfg 形式の第 3 コンポーネントは Backup Exec サーバーの NetBIOS 名、完全修
飾ドメイン名、または IP アドレスです。
図 P-1

ralus.cfg ファイルの例

A = 必須文字列
B = 必須の一意な ID(順不同)
C = 除外するファイルまたはディレクトリ

p.1110 の 「Macintosh システムのバックアップのデフォルトオプションの編集」 を参照して
ください。
p.152 の 「サーバーリストへのサーバーの追加」 を参照してください。
p.1068 の 「Linux コンピュータのバックアップジョブからのファイルとディレクトリの除外につ
いて」 を参照してください。

Macintosh コンピュータの設定オプションの編集
Agent for Mac (Mac Agent) の設定オプションを編集できます。
p.1113 の 「Macintosh コンピュータのバックアップジョブからのファイルとディレクトリの除
外について」 を参照してください。
p.1103 の 「Macintosh コンピュータの設定オプション」 を参照してください。
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Macintosh コンピュータの設定オプションを編集する方法

1

次のファイルを開くのにテキストエディタを使います。
/etc/VRTSralus/ralus.cfg

2

ファイルの適切な文字列を変更します。

Macintosh コンピュータの設定オプション
Agent for Mac (Mac Agent) の設定オプションを編集できます。
表 P-2
項目

説明

Software¥Symantec¥Backup Exec for
Windows¥Backup Exec¥Agent
Browser¥TcpIp¥AdvertisementPort=6101

Mac Agent が公開メッセージとパージメッセー
ジを送信しなければならないポートを一覧表示
します。

Software¥Symantec¥Backup Exec for
Windows¥Backup
Exec¥Debug¥VXBSAlevel=0

Oracle 操作用に Linux Agent のログ記録を有
効にします。
指定可能な値は次のとおりです。
0
ログ記録は有効になりません。
■ 5
通常のログ記録が有効になります。
■ 6
詳細なログ記録が有効になります。大きいロ
グファイルが作成されることがあります。
■

このオプションは Agent for Mac に適用されま
せん。
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項目

説明

Software¥Symantec¥Backup Exec for
Windows¥Backup
Exec¥Engine¥Agents¥Advertise All=1

文字列 ¥Agents¥Agent Directory List に記載
されているすべての Backup Exec サーバーに
Mac Agent が情報を公開できるようにします。
指定可能な値は次のとおりです。
1
Mac Agent は Agent Directory List のす
べての Backup Exec サーバーに情報を公
開します。
■ 0
Mac Agent は Agent Directory List の最
初の Backup Exec サーバーに情報を公開
します。これが正常に行われた場合、Mac
Agent は他のどの Backup Exec サーバー
にも情報を公開しません。これが正常に行わ
れなかった場合、Mac Agent はリストの次の
Backup Exec サーバーへの情報の公開を
試行します。試行は Mac Agent がリストの終
わりに達するまで続行されます。
■
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項目

説明

Software¥Symantec¥Backup Exec for
Windows¥Backup Exec¥Agents¥Advertise
Now=0

ralus.cfg ファイルの設定を追加または編集した
後に Mac Agent が新しい公開サイクルを開始
できるようにします。
指定可能な値は次のとおりです。
0
Mac Agent は、文字列
¥Agents¥Advertising Interval Minutes
で設定されている通常のサイクルに従って情
報を公開します。新しい公開サイクルの開始
時に、ralus.cfg ファイルに対するすべての
変更が反映されます。
■ 1
Mac Agent は新しい公開サイクルを開始し
ます。ralus.cfg ファイルに対するすべての
変更がただちに反映されます。
Backup Exec サーバーが公開情報を受信
しない場合、Mac Agent は 最大 10 回再試
行します。Backup Exec サーバーへの情報
の公開を試行する間隔は 1 分です。情報が
10 回目の試行後も送信されない場合、Mac
Agent は次の公開サイクルまでその Backup
Exec サーバーをスキップします。公開サイク
ルは、文字列 ¥Agents¥Advertising
Interval Minutes に設定された時間 (分) で
す。
■

Software¥Symantec¥Backup Exec for
Windows¥Backup
Exec¥Agents¥Advertisement Purge=0

Mac Agent で文字列 ¥Agents¥Advertisement
Purge のすべての Backup Exec サーバーに
パージメッセージを送信できます。Backup Exec
サーバーはパージメッセージを受信すると、
Backup Exec の利用可能なサーバーのリストか
ら Mac Agent を削除します。Mac Agent は継
続して機能します。
指定可能な値は次のとおりです。
0
文字列 ¥Agents¥Advertisement Purge に
記載されている Backup Exec サーバーから
Mac Agent をパージしません。
■ 1
¥Agents¥Advertisement Purge の文字列
の 1 つ以上の Backup Exec サーバーから
Mac Agent をパージします。
■

1105

1106

付録 P Symantec Backup Exec Agent for Mac
Agent for Mac の設定について

項目

説明

Software¥Symantec¥Backup Exec for
Mac Agent は Backup Exec サーバーに情報を
Windows¥Backup Exec¥Agents¥Advertising 公開できます。
Disabled=0
指定可能な値は次のとおりです。
0
文字列 ¥Agents¥Agent Directory List に
記載されている Backup Exec サーバーに
Mac Agent が情報の公開を試行します。
■ 1
Mac Agent は Backup Exec サーバーに情
報を公開しません。
■

Software¥Symantec¥Backup Exec for
Mac Agent が公開サイクル間で待たなければ
Windows¥Backup Exec¥Agents¥Advertising ならない時間 (分) を設定します。デフォルトは
Interval Minutes=240
240 分です。範囲は 1 分から 720 分です。
Software¥Symantec¥Backup Exec for
Mac Agent が情報を公開する NetBIOS 名、完
Windows¥Backup Exec¥Agents¥Agent
全修飾ドメイン名、IP アドレスのいずれかのリス
Directory List 1=<Backup Exec server name> トを表示します。
Mac Agent のプッシュインストール元の Backup
Exec サーバーは Agent Directory List にデ
フォルトで追加されます。
Software¥Symantec¥Backup Exec for
Windows¥Backup Exec¥Agents¥Auto
Discovery Enabled=1

Mac Agent が関連付けされているバックアップ
ジョブを Backup Exec サーバーが実行する場
合、その Backup Exec サーバーを文字列
¥Agents¥Agent Directory List に追加します。
指定可能な値は次のとおりです。
1
バックアップジョブを実行する Backup Exec
サーバーを Agent Directory List に追加し
ます。Mac Agent は Backup Exec サーバー
に情報を公開できます。
■ 0
バックアップジョブを実行する Backup Exec
サーバーは Agent Directory List に追加さ
れません。
■
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項目

説明

Software¥Symantec¥Backup Exec for
Mac Agent の NDMP ログ情報の冗長性のレベ
Windows¥Backup
ルを表示します。
Exec¥Engine¥Logging¥RANT NDMP Debug 指定可能な値は次のとおりです。
Level=0
■ 0
NDMP エラーのみをログに記録します。
■ 1
NDMP エラーと警告をログに記録します。
■ 2
NDMP エラー、警告、リモートコンピュータと
Backup Exec サーバー間で送信されるメッ
セージ情報をログに記録します。
Software¥Symantec¥Backup Exec for
Windows¥Backup
Exec¥Engine¥RALUS¥Encoder=

デフォルトエンコーダーによってユーザーイン
ターフェースに文字が誤って表示される場合に
追加できるエンコーダーを表示します。

Software¥Symantec¥Backup Exec for
Windows¥Backup
Exec¥Engine¥RALUS¥ShowTSAFS=

Novell Open Enterprise Server のアプリケー
ションに対するターゲットサービスエージェント
ファイルシステム (TSAFS) のバックアップを実行
することを可能にします。デフォルトでは、このオ
プションは有効になりません。
Mac Agent は［ルート］オブジェクトを使用して
すべてのファイルシステムをバックアップします。
ShowTSAFS が有効になれば、Novell Open
Enterprise Server のリソースはバックアップ選
択リストに表示されます。バックアップのためにコ
ンピュータ全体を選択する場合は、余分なバッ
クアップが実行されます。このオプションを有効
にしないことをお勧めします。
指定可能な値は次のとおりです。
空白か 0
ファイルシステム TSA はバックアップ選択用
に表示されません。
■ 1
ファイルシステム TSA リソースはバックアップ
選択用に表示されます。
■

このオプションは Agent for Mac に適用されま
せん。
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項目

説明

Software¥Symantec¥Backup Exec for
Windows¥Backup
Exec¥Engine¥RALUS¥SystemExclude1=

Mac Agent のすべてのバックアップジョブから
除外するファイルを一覧表示します。
p.1113 の 「Macintosh コンピュータのバックアッ
プジョブからのファイルとディレクトリの除外につ
いて」 を参照してください。

Software¥Symantec¥Backup Exec for
Mac Agent のバックアップから除外するファイル
Windows¥Backup
システムの種類を一覧表示します。
Exec¥Engine¥RALUS¥SystemFSTypeExclude1
Software¥Symantec¥Backup Exec for
Windows¥Backup Exec¥
Engine¥RALUS¥vfmPath=
/opt/VRTSralus/VRTSvxms

Mac Agent が使う Veritas Mapping Service
ライブラリのパスを表示します。

Agent for Mac の起動
Agent for Mac (Mac Agent) を手動で起動できます。
p.1108 の 「Agent for Mac の停止 」 を参照してください。
Agent for Mac を手動で起動する方法

1

ターミナルセッションを使用して root ユーザーとしてターゲット Macintosh システム
に接続します。

2

root プロンプトから、VRTSrams サービスを起動します。
次に例を示します。
SystemStarter start VRTSrams

Agent for Mac の停止
Agent for Mac (Mac Agent) を手動で停止できます。
p.1108 の 「Agent for Mac の起動 」 を参照してください。
Agent for Mac を手動で停止する方法

1

ターミナルセッションを使用して root ユーザーとしてターゲット Macintosh システム
に接続します。

2

root プロンプトから、VRTSrams サービスを停止します。
次に例を示します。
SystemStarter stop VRTSrams
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［サーバー］リストでのリモートの Macintosh システムへ
の信頼関係の確立について
Backup Exec サーバーから Macintosh システムに接続する場合、Backup Exec サー
バーとリモートの Macintosh コンピュータとの間に信頼関係を確立する必要があります。
リモートの Macintosh コンピュータでクライアント側の重複排除を実行するように設定す
る場合も、信頼関係を確立する必要があります。
p.722 の 「Backup Exec サーバーとリモートコンピュータ間の信頼の確立について」 を参
照してください。
p.1109 の 「リモート Macintosh コンピュータの Backup Exec サーバーとの信頼の確立と
サーバーリストへの追加」 を参照してください。

リモート Macintosh コンピュータの Backup Exec サーバーとの信頼の確
立とサーバーリストへの追加
1 台以上のリモート Macintosh コンピュータを［バックアップとリストア］タブに表示される
サーバーリストに追加できます。リモート Macintosh コンピュータを追加するときに、Backup
Exec サーバーとリモート Macintosh コンピュータ間の信頼を確立して、安全な通信を確
保する必要があります。
p.1109 の 「［サーバー］リストでのリモートの Macintosh システムへの信頼関係の確立につ
いて」 を参照してください。
リモート Macintosh コンピュータの Backup Exec サーバーとの信頼の確立とサーバー
リストへの追加方法

1

［バックアップとリストア］タブの［サーバー］グループで、［追加］をクリックします。

2

［Macintosh コンピュータ］をクリックします。

3

画面の案内に従って作業を進めます。

p.152 の 「サーバーリストへのサーバーの追加」 を参照してください。
p.1109 の 「Agent for Mac が情報を公開できる Backup Exec サーバーの追加」 を参照し
てください。

Agent for Mac が情報を公開できる Backup Exec サー
バーの追加
Agent for Mac (Mac Agent) が情報を公開できる追加 Backup Exec サーバーを指定
できます。
Mac Agent が情報を公開する各 Backup Exec サーバーは、［バックアップとリストア］タ
ブの［サーバー］リストに表示されます。
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Agent for Mac が情報を公開できる Backup Exec サーバーを追加する方法

1

次のファイルを開くのにテキストエディタを使います。
/etc/VRTSralus/ralus.cfg

2

次の文字列を追加します。
Software¥Symantec¥Backup Exec For Windows¥Backup
Exec¥Engine¥Agents¥Agent Directory List unique identifier number = IP
address or DNS name of Backup Exec server

3

ファイルを保存して閉じます。

4

Mac Agent が情報を公開する Backup Exec サーバーに移動し、Macintosh コン
ピュータを［サーバー］リストに追加します。
p.152 の 「サーバーリストへのサーバーの追加」 を参照してください。

Agent for Mac を使用したデータのバックアップについて
データのバックアップに Agent for Mac (Mac Agent) を使用する場合、Macintosh シス
テムでは次のバックアップ方式のみがサポートされます。
■

完全 - 修正日時を使用してバックアップする

■

差分 - 修正日時を使用してバックアップする

■

増分 - 修正日時を使用してバックアップする

Mac Agent にバックアップジョブの設定を指定するときにバックアップウィザードを使う場
合は、完全バックアップのみがサポートされます。バックアップウィザードで他のいずれか
のバックアップ方式を選択しても、完全バックアップが実行されます。
p.156 の 「データのバックアップ」 を参照してください。
p.177 の 「ステージについて」 を参照してください。
p.178 の 「ステージの編集」 を参照してください。

Macintosh システムのバックアップのデフォルトオプションの編集
Macintosh システムのすべてのバックアップジョブの既存のデフォルトを使うか、デフォ
ルトを編集できます。
Macintosh コンピュータのバックアップのデフォルトオプションを編集する方法

1

［Symantec Backup Exec］ボタンをクリックして［構成と設定］を選択し、次に［バック
アップジョブのデフォルト］を選択します。

2

バックアップオプションを選択します

3

左の［Linux と Macintosh］をクリックします。

付録 P Symantec Backup Exec Agent for Mac
Agent for Mac を使用したデータのバックアップについて

4

Agent for Mac (Mac Agent) のデフォルトのバックアップオプションを選択します。

5

必要なオプションを設定します。
p.1111 の 「Macintosh システムのバックアップジョブのデフォルトオプション」 を参照
してください。

6

［OK］をクリックします。

Macintosh システムのバックアップジョブのデフォルトオプション
Macintosh システムをバックアップする場合、次のオプションを考慮する必要があります。
p.1110 の 「Macintosh システムのバックアップのデフォルトオプションの編集」 を参照して
ください。
表 P-3
項目

Macintosh システムのバックアップジョブのデフォルトオプション
説明

バックアップ中にファイルとディレクトリのタイムスタンプを保 バックアップ時にオブジェクトの属性
持する
が Agent for Mac (Mac Agent) に
よって変更されないようにします。オブ
ジェクトはファイルまたはディレクトリで
す。
デフォルトでは、このオプションは選
択されていません。
バックアップ時には、Backup Exec が
最終アクセスタイムスタンプをバック
アップ前の値にリセットして、オブジェ
クトの最終アクセスタイムスタンプを保
持します。 Backup Exec がオブジェ
クトの最終アクセスタイムスタンプを変
更すると、オペレーティングシステム
によって内部的にそのオブジェクトの
ctime が更新されます。
オブジェクトの ctime とは、アクセス権
限、タイムスタンプなどのオブジェクト
の属性が変更された時刻です。 バッ
クアップの結果、Mac Agent によって
属性が変更されなければ、オブジェク
トの ctime は変更されません。
このオプションは、リストア時に設定さ
れるオブジェクトの属性には影響を与
えません。
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項目

説明

ローカルマウントポイントをたどる

データをバックアップするために
Backup Exec でローカルマウントポイ
ントをたどることができます。
デフォルトで、このオプションが選択さ
れています。
ローカルマウントポイントについて詳し
くはオペレーティングシステムのマニュ
アルを参照してください。

リモートマウントポイントをたどる

データをバックアップするために
Backup Exec でリモートマウントポイ
ントをたどることができます。
デフォルトでは、このオプションは選
択されていません。
このオプションを使用する場合、次の
制限事項が適用されます。
マウントされるデータは Backup
Exec でサポートされているシステ
ムに存在している必要があります。
サポートされているオペレーティン
グシステム、プラットフォーム、アプ
リケーションのリストは、次の URL
で参照できます。
http://entsupport.symantec.com/
umi/v-269-1
■ マウントポイントをたどった先が
Backup Exec でサポートされてい
ないオペレーティングシステムで
ある場合は、そのオペレーティン
グシステムの製造元に連絡して問
題を解決する必要があります。
■

リモートマウントポイントについて詳し
くはオペレーティングシステムのマニュ
アルを参照してください。
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項目

説明

バックアップ中にアプリケーションによって修正されないよ
うにリモートファイルをロックする

ネットワークファイルシステム (NFS) を
介して接続されたリモートサーバーの
ファイルに、Mac Agent で排他的に
アクセスできます。リモートファイルを
ロックすると、バックアップジョブ時また
はリストアジョブ時に他のアプリケー
ションによってデータが変更されなく
なります。

Macintosh コンピュータのバックアップジョブからのファイルとディレクトリ
の除外について
すべてのバックアップジョブから Macintosh コンピュータの特定のファイルとディレクトリ
を除外できます。除外するファイルを指定するために ralus.cfg ファイルを編集してくださ
い。
すべてのバックアップジョブからファイルとディレクトリを除外する ralus.cfg ファイルの文
字列の例を次に示します。
図 P-2

ralus.cfg の書式で記載されているファイルとディレクトリの除外の例

A = 必須文字列
B = 必須の一意な ID(順不同)
C = 除外するファイルまたはディレクトリ

特定のバックアップジョブのファイルとディレクトリを除外するには、そのバックアップジョブ
のプロパティで除外を指定します。
p.1102 の 「Macintosh コンピュータの設定オプションの編集」 を参照してください。

Macintosh システムのリストアについて
Macintosh システムをリストアするためにリストアジョブのプロパティを指定できます。
p.1113 の 「Macintosh のリストアオプション」 を参照してください。

Macintosh のリストアオプション
Macintosh システムをリストアするとき、［リモートファイルをロックする］オプションを有効
にできます。 このオプションを選択すると、ネットワークファイルシステム (NFS) を介して接
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続されたリモートシステムのファイルに排他的にアクセスできます。 デフォルトで、このオ
プションが選択されています。
p.1113 の 「Macintosh システムのリストアについて」 を参照してください。

Agent for Mac のトラブルシューティング
Agent for Mac (Mac Agent) で問題が発生した場合は、次の質問と回答を確認してくだ
さい。
表 P-4

Agent for Mac のトラブルシューティング

質問

回答

Mac Agent を NIS ドメインの
Macintosh システムにインストールしま
したが、Backup Exec でそのシステム
上のリソースを参照できません。どのよ
うに対処すればよいでしょうか ?

nsswitch.conf ファイルの group 行と password 行が
compatibility モードに設定されている場合は追加の設
定が必要です。 compatibility モードを使用する場合の
nsswitch.conf の設定について詳しくは nsswitch.conf
のマニュアルページを参照してください。
また、password 行および group 行を NIS files に変更
して、Macintosh システムで NIS を介してユーザーの有
効性を確認することもできます。 NIS サーバーを利用で
きない場合、またはユーザーが検出されない場合は、有
効性の確認にローカルファイルが使用されます。

Mac Agent をロードできません。コン
ソールモードで Mac Agent をロードし
ようとすると、「/beremote
--log-console」に次のメッセージが表
示されます。
ACE_SV_Semaphore_Complex: no
space left on device.
どのように対処すればよいでしょうか ?

この問題は、コンピュータが、セマフォの最大制限値に達
した場合に発生します。 Mac Agent が予期せず強制終
了された後に発生することもあります。Mac Agent が予期
せず強制終了された場合、使用していたセマフォリソース
の一部をクリーンアップできません。他のプロセスでセマ
フォの使用が制限値に達している場合があります。 この
状況から安全にリカバリするには、コンピュータを再起動
する必要があります。
他のプロセスが実行中の場合、コンピュータを再起動でき
ない場合があります。 この場合、オペレーティングシステ
ムで使用中のすべてのセマフォを指定して削除できるコ
マンドを使うことができます。 削除するセマフォを選択す
るときは注意してください。 Mac Agent で使用中のセマ
フォは識別できません。使用中の他のプログラムのセマ
フォを削除すると、それらのプログラムが不安定になること
があります。

Q
Symantec Backup Exec
Remote Media Agent for
Linux
この付録では以下の項目について説明しています。
■

Remote Media Agent for Linux について

■

Remote Media Agent for Linux の動作

■

Remote Media Agent for Linux の必要条件

■

オープンファイルと Remote Media Agent for Linux について

■

Remote Media Agent for Linux のインストールについて

■

Remote Media Agent for Linux のアンインストール

■

Remote Media Agent for Linux デーモンの起動

■

Remote Media Agent for Linux デーモンの停止

■

Backup Exec サーバーリストでの Remote Media Agent for Linux コンピュータの
信頼の確立について

■

Remote Media Agent for Linux の公開先 Backup Exec サーバーの追加

■

シミュレートテープライブラリのファイルの検索

■

Remote Media Agent for Linux の Backup Exec オペレータグループについて

■

Remote Media Agent for Linux としての Linux サーバーの追加について

■

Backup Exec サーバーと Remote Media Agent for Linux 間の通信用ポートの変
更

1116

付録 Q Symantec Backup Exec Remote Media Agent for Linux
Remote Media Agent for Linux について

■

Remote Media Agent for Linux に接続されたデバイスのためのストレージデバイス
プールの作成について

■

Remote Media Agent for Linux のプロパティの編集

■

Backup Exec のサーバーリストからの Remote Media Agent for Linux の削除

■

複数の Backup Exec サーバー間での Remote Media Agent for Linux の共有

■

Remote Media Agent for Linux を使用したデータのバックアップについて

■

Remote Media Agent for Linux を使用したデータのリストアについて

■

Tape Library Simulator Utility について

■

シミュレートテープライブラリの作成

■

シミュレートテープライブラリのプロパティの表示

■

シミュレートテープライブラリの削除

■

コマンドラインからのシミュレートテープライブラリの管理

■

Tape Library Simulator Utility 用のコマンドラインスイッチ

■

Remote Media Agent for Linux のトラブルシューティング

Remote Media Agent for Linux について
Remote Media Agent for Linux (RMAL) はリモートコンピュータから次のデバイスに
データをバックアップすることを許可します。
■

Linux サーバーに直接接続するストレージデバイス。

■

Linux サーバーのシミュレートテープライブラリ。

Backup Exec サーバーに Linux サーバーを RMAL として追加できます。それから、
Linux サーバーに接続されているデバイスに Linux サーバーまたはサポート対象のリ
モートコンピュータからデータをバックアップできます。 また RMAL がインストールされて
いるサーバーに仮想デバイスを作成することもできます。 この仮想デバイスは SCSI テー
プライブラリをエミュレートします。
RMAL は次の Agent のための操作をサポートします。
■

Agent for Windows

■

Agent for Mac

■

Agent for Oracle on Linux or Windows Servers

p.1117 の 「Remote Media Agent for Linux の動作」 を参照してください。
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p.1133 の 「Tape Library Simulator Utility について」 を参照してください。

Remote Media Agent for Linux の動作
Backup Exec サーバーから、Remote Media Agent for Linux (RMAL) として Linux
サーバーを追加できます。RMAL はサポート対象の Agent がインストールされているリ
モートコンピュータへのデータ接続を確立します。 Linux サーバーのストレージデバイス
で実行される Backup Exec サーバーにバックアップ、リストア、ユーティリティジョブを作
成できます。
Backup Exec Central Admin Server Option を使えば、複数の Backup Exec サーバー
間で RMAL コンピュータを共有できます。共有は RMAL を追加するときに有効にできま
す。 RMAL を共有する新しい Backup Exec サーバーの選択、または Backup Exec サー
バーからの共有機能の削除はいつでも実行できます。
p.408 の 「ストレージデバイスの共有について」 を参照してください。
データがリモートコンピュータから Linux サーバーに接続されているデバイスに移動する
のでジョブのパフォーマンスが向上します。 この向上は Backup Exec サーバーが RMAL
コンピュータとリモートコンピュータとは異なるサイトにある場合に特に明白です。
RMAL にユーザーインターフェースはありません。 RMAL でジョブとデバイスを管理する
には Backup Execサーバーの管理コンソールを使います。 Backup Exec サーバーは
ジョブログ、カタログ、ジョブ履歴、アラート、通知を保持します。
p.1117 の 「Remote Media Agent for Linux の必要条件」 を参照してください。
p.1118 の 「Remote Media Agent for Linux のインストールについて」 を参照してくださ
い。
p.1127 の 「Remote Media Agent for Linux としての Linux サーバーの追加について 」
を参照してください。
p.1133 の 「Tape Library Simulator Utility について」 を参照してください。

Remote Media Agent for Linux の必要条件
互換性があるオペレーティングシステム、プラットフォーム、アプリケーションのリストは、次
の URL で参照できます。
http://entsupport.symantec.com/umi/V-269-1
互換性があるデバイスのリストは、次の URL で参照できます。
http://entsupport.symantec.com/umi/V-269-2
RMAL をインストールするには、Linux サーバーのスーパーユーザー権限が必要です。
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メモ: RMAL は Backup Exec File System Archiving Option または Exchange Mailbox
Archiving Option をサポートしません。
シマンテック社はリモートサーバーに RMAL をプッシュインストールするときセキュアシェ
ル (SSH) プロトコルを使うことを推奨します。 RMAL をインストールする前に SSH を有効
にする必要があります。
メモ: Linux のバージョンによっては、libstdc++.so.5 パッケージのインストールが必要と
なる場合があります。
p.1118 の 「Remote Media Agent for Linux のインストールについて」 を参照してくださ
い。

オープンファイルと Remote Media Agent for Linux に
ついて
Remote Media Agent for Linux (RMAL) は、オープンファイルおよびイメージに関する
高度なテクノロジの採用により、オープンファイルのバックアップなど、バックアップ時の問
題を軽減します。
ファイルとフォルダを選択し、バックアップのジョブをサブミットすると、RMAL が自動的に
ボリュームのスナップショットを作成します。ボリュームのスナップショットを作成することで、
その時点でのデータが記録されます。RMAL でのスナップショットの作成時には、スナッ
プショットテクノロジによってボリュームへの書き込み操作が一時的に中断され、そのボ
リュームのスナップショットが作成されます。バックアップ中に、ファイルを開いたりデータ
を変更することができます。
RMAL は Simple、Logical Volume Manager (LVM) および RAID ボリューム設定をサ
ポートします。
p.1117 の 「Remote Media Agent for Linux の必要条件」 を参照してください。

Remote Media Agent for Linux のインストールについ
て
次をするのに Backup Exec のインストールメディアを使います。
■

ローカル Linux サーバーに Remote Media Agent for Linux (RMAL) をインストー
ルします。

■

1 つ以上の Linux のリモートサーバーに RMAL をプッシュインストールする。
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RMAL をプッシュインストールする場合は、RSH (リモートシェル) がデフォルトで使わ
れます。 RSH の代わりに SSH (セキュアシェル) を使用することをお勧めします。 SSH
を使うには、RMAL をインストールする前に有効にする必要があります。 SSH につい
て詳しくはオペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。
Backup Exec は RMAL をインストールするとき beoper グループを作成し、メンバーとし
て root を追加します。beoper グループに追加するどの Linux ユーザーも Linux サー
バーをバックアップし、リストアするのに必要な権限を取得します。
ただし、Backup Exec が RMAL のインストールの間に NIS サーバーを検出すれば、
beoper グループは作成されません。Linux サーバーに beoper グループを手動で作成
する必要があります。
インストールの完了後、Backup Exec サーバーに Remote Media Agent として Linux
サーバーを追加する必要があります。その後、Linux サーバーに接続されているデバイ
スにジョブを送信することができます。
p.1119 の 「Remote Media Agent for Linux のインストール」 を参照してください。
p.1126 の 「Remote Media Agent for Linux の Backup Exec オペレータグループの手動
作成」 を参照してください。
p.1127 の 「Remote Media Agent for Linux としての Linux サーバーの追加について 」
を参照してください。
p.1126 の 「Remote Media Agent for Linux の Backup Exec オペレータグループについ
て」 を参照してください。

Remote Media Agent for Linux のインストール
Remote Media Agent for Linux (RMAL) はローカル Linux サーバーにインストールす
るか、または 1 つ以上のリモート Linux サーバーにプッシュインストールできます。
p.1118 の 「Remote Media Agent for Linux のインストールについて」 を参照してくださ
い。
メモ: Linux サーバー上で RALUS_RMALS_RAMS_<version number>.gz ファイルを
圧縮解除する必要があります。 Windows オペレーティングシステムを実行するコンピュー
タで圧縮解除するとインストールは実行されません。
Remote Media Agent for Linux をインストールする方法

1

Linux サーバーで、適切なドライブに Backup Exec のインストールメディアを配置し
ます。

2

RMAL をインストールするサーバーに root としてログオンします。
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3

インストールメディアの次のパスに移動します。
<LinuxUnixMac>

4

ローカルサーバー上のディレクトリにこのディレクトリ内の
RALUS_RMALS_RAMS_<version number>.gz ファイルをコピーします。

5

ファイルを圧縮解除します。
次に例を示します。
gunzip RALUS_RMALS_RAMS_<version number>.gz

6

ファイルを展開します。
次に例を示します。
tar -xf RALUS_RMALS_RAMS_<version number>.tar

7

installrmal スクリプトを開始します。
次に例を示します。
./installrmal

8

次のいずれかを実行します。
ローカルサーバーにインストールする方法

Enter キーを押します。

1 つのリモートサーバーにインストールする方 Linux サーバーの名前、IP アドレス、または
法
完全修飾ドメイン名を入力します。
複数のリモートサーバーにインストールする方 Linux サーバーの名前、IP アドレス、または
法
完全修飾ドメイン名を入力します。各識別子
の間にスペースを入れてください。

9

システムの初期確認で、有効な Linux オペレーティングシステムが確認されたら、
Enter キーを押します。

10 パッケージのインストールの内容を確認し、次に Enter キーを押します。
11 システムによるインストールの必要条件の確認が完了したら、Enter キーを押します。
12 Enter キーを押すことによって前提条件の確認を始めます。
13 この Remote Media Agent を使用する Backup Exec サーバー (ディレクトリのホス
ト) の名前、IP アドレス、または完全修飾ドメイン名を入力します。

14 この Remote Media Agent を使用する Backup Exec サーバーの追加の名前、IP
アドレス、または完全修飾ドメイン名を入力します。
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15 次のいずれかを実行します。
サーバー名、IP アドレス、または完全修飾ド
メイン名が正しい場合

Enter キーを押してインストールを続行しま
す。

サーバー名、IP アドレス、または完全修飾ド
メイン名を変更する場合

N と入力し、Enter キーを押し、情報を変更し
ます。

16 Enter キーを押すことによって NIS サーバーのスキャンを開始します。
17 NIS サーバースキャンの結果を確認し、次のいずれかを実行します。
NIS サーバーが検出された場合

RMAL インストーラは beoper グループを作
成できません。 RMAL のインストールが完了
した後、それを手動で作成する必要がありま
す。
次の手順に進みます。

NIS サーバーが検出されない場合

beoper グループを作成するのにインストーラ
を使います。
次に示す順序で操作を実行します。
インストーラで beoper グループを作成で
きるようにするには y を入力します。
■ 利用可能な次のグループ ID を選択する
には n を入力します。
■ beoper グループに root ユーザーアカウ
ントを追加するには y を入力します。
■ 次の手順に進みます。
■

18 Enter キーを押すことによってインストールを開始します。
19 インストールが完了した後、インストール後の設定および SymSnap ドライバのイン
ストールを開始するために Enter キーを押します。

20 自動的に Beremote サービスを開始するには Y を押します。サービスを後で開始
するには N を押します。

21 設定の処理が完了した後、次のファイルにインストールログを保存するために Enter
キーを押します。
/var/tmp/vxif/installrmalsummary file number/installrmal.log

22 RMAL インストーラが beoper グループを作成しなければ、1 つを作成する必要が
あります。
p.1126 の 「Remote Media Agent for Linux の Backup Exec オペレータグループの
手動作成」 を参照してください。
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23 Agent for Linux デーモンを起動します。
p.1088 の 「Agent for Linux デーモンの起動」 を参照してください。

24 Remote Media Agent として Linux サーバーを追加します。
p.1127 の 「Remote Media Agent for Linux としての Linux サーバーの追加につい
て 」 を参照してください。

Remote Media Agent for Linux のアンインストール
Remote Media Agent for Linux (RMAL) をアンインストールする前に、シミュレートテー
プライブラリのファイルの場所を書き留めてください。その後、アンインストール操作が完
了したら、シミュレートテープライブラリのすべてのファイルを削除できます。これらのファ
イルを削除するとき、Linux サーバーに保存したバックアップデータを削除します。
p.1125 の 「シミュレートテープライブラリのファイルの検索」 を参照してください。
メモ: RMAL をアンインストールするには、Backup Exec のインストールメディアを持たな
ければなりません。
Remote Media Agent for Linux をアンインストールする方法

1

Linux サーバーで、適切なデバイスに Backup Exec のインストールメディアを配置
します。

2

RMAL をアンインストールするサーバーに root としてログオンします。

3

インストールメディアの次のパスに移動します。
<LinuxUnixMac>

4

uninstallrmal スクリプトを開始します。
次に例を示します。
./uninstallrmal

5

次のいずれかを実行します。
1 つのサーバーから RMAL をアンインストー Linux サーバーの名前、IP アドレス、または
ルする方法
完全修飾ドメイン名を入力します。
複数のサーバーから RMAL をアンインストー Linux サーバーの名前、IP アドレス、または
ルする方法
完全修飾ドメイン名を入力します。各識別子
の間にスペースを入れてください。

6

Enter キーを押します。
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7

RMAL パッケージの確認が正常に完了したら、Enter キーを押します。

8

RMAL パッケージをアンインストールするか確認するメッセージが表示されたら、ア
ンインストールの概略を保存し、次の場所にログ記録するために Enter キーを押し
ます。
/var/tmp/vxif/uninstallrmalsummary file number.log

9

手動でシミュレートテープライブラリのファイルを削除します。

Remote Media Agent for Linux デーモンの起動
必要に応じて、オペレーティングシステムを起動した後に Remote Media Agent for
Linux (RMAL) デーモンを起動できます。
p.1123 の 「Remote Media Agent for Linux デーモンの停止 」 を参照してください。
Remote Media Agent for Linux デーモンの起動方法

1

ターミナルセッションを使って root ユーザーとして Linux サーバーに接続します。

2

次のディレクトリに移動します。
/etc/init.d/
次に例を示します。
cd /etc/init.d/

3

RMAL デーモンを起動します。
次に例を示します。
/etc/init.d/VRTSralus.init start

Remote Media Agent for Linux デーモンの停止
Remote Media Agent for Linux (RMAL) デーモンを停止できます。
p.1123 の 「Remote Media Agent for Linux デーモンの起動」 を参照してください。
Remote Media Agent for Linux デーモンを停止する方法

1

ターミナルセッションを使って root ユーザーとして Linux サーバーに接続します。

2

次のディレクトリに移動します。
/etc/init.d/
次に例を示します。
cd /etc/init.d/
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3

RMAL デーモンを停止します。
次に例を示します。
/etc/init.d/VRTSralus.init stop

4

必要な場合は、RMAL デーモンを再起動してください。

Backup Exec サーバーリストでの Remote Media Agent
for Linux コンピュータの信頼の確立について
Backup Exec サーバーから Remote Media Agent for Linux (RMAL) コンピュータに接
続するときは、Backup Exec サーバーと RMAL コンピュータ間に信頼を確立する必要が
あります。RMAL コンピュータでクライアント側の重複排除を実行するように設定する場合
も、信頼を確立する必要があります。
p.722 の 「Backup Exec サーバーとリモートコンピュータ間の信頼の確立について」 を参
照してください。
p.1124 の 「Remote Media Agent for Linux コンピュータの Backup Exec サーバーとの
信頼の確立とサーバーリストへの追加」 を参照してください。

Remote Media Agent for Linux コンピュータの Backup Exec サーバーと
の信頼の確立とサーバーリストへの追加
Backup Exec のサーバーリストに 1 つ以上の Remote Media Agent for Linux (RMAL)
コンピュータを追加できます。 RMAL を追加するときに、Backup Exec サーバーとリモー
ト Linux コンピュータ間の信頼を確立して、安全な通信を確保する必要があります。
Remote Media Agent for Linux コンピュータの Backup Exec サーバーとの信頼の確立
方法とサーバーリストへの追加方法

1

［ストレージ］タブで［ストレージを設定］をクリックして、次に［ネットワークストレージ］
を選択します。

2

［次へ］をクリックします。

3

［Backup Exec Remote Media Agent for Linux］を選択し、［次へ］をクリックしま
す。

4

画面の案内に従って作業を進めます。

p.1124 の 「Backup Exec サーバーリストでの Remote Media Agent for Linux コンピュー
タの信頼の確立について 」 を参照してください。
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Remote Media Agent for Linux の公開先 Backup Exec
サーバーの追加
RMAL (Remote Media Agent for Linux) が情報を公開できる追加の Backup Exec
サーバーを指定できます。
RMAL が情報を公開する各 Backup Exec サーバーは Backup Exec のサーバーリスト
に表示されます。
Remote Media Agent for Linux が情報を公開できる Backup Exec サーバーを追加す
る方法

1

次のファイルを開くのにテキストエディタを使います。
/etc/VRTSralus/ralus.cfg

2

次の文字列を追加します。
Software¥Symantec¥Backup Exec For Windows¥Backup
Exec¥Engine¥Agents¥Agent Directory List unique identifier number = IP
address or DNS name of Backup Exec server

3

ファイルを保存して閉じます。

4

Remote Media Agent for Linux が自身を公開する Backup Exec サーバーに移
動し、RMAL サーバーを ［サーバー］リストに追加します。

p.152 の 「サーバーリストへのサーバーの追加」 を参照してください。

シミュレートテープライブラリのファイルの検索
RMAL をアンインストールする前に、シミュレートテープライブラリのファイルの場所を書
き留めてください。 その後、RMAL をアンインストールしたら、シミュレートテープライブラ
リのすべてのファイルを削除できます。これらのファイルを削除するとき、Linux サーバー
に保存したバックアップデータを削除します。
p.1122 の 「Remote Media Agent for Linux のアンインストール 」 を参照してください。
p.1133 の 「Tape Library Simulator Utility について」 を参照してください。
シミュレートテープライブラリのファイルを検索する方法

1

シミュレートテープライブラリのファイルを検索するサーバーに root としてログオンし
ます。

2

Tape Library Simulator を含んでいる次のディレクトリに移動します:
/opt/VRTSralus/bin
次に例を示します。
cd /opt/VRTSRAlus/bin
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3

シミュレートテープライブラリのファイルとフォルダを一覧表示するために mktls ユー
ティリティを起動します。
次に例を示します。
/opt/VRTSralus/bin/mktls -l

4

シミュレートテープライブラリのファイルのディレクトリの場所を書き留めます。

Remote Media Agent for Linux の Backup Exec オペ
レータグループについて
Backup Exec オペレータ (beoper) グループは Linux サーバーをバックアップし、リスト
アする権限があるユーザーの名前を含んでいます。
Backup Exec は Remote Media Agent for Linux (RMAL) をインストールするとき beoper
グループを作成し、メンバーとして root を追加します。beoper グループに追加するどの
Linux ユーザーも Linux サーバーをバックアップし、リストアするのに必要な権限を取得
します。
ただし、NIS サーバーが RMAL のインストール中に検出されたら、Backup Exec は beoper
グループを作成できません。 RMAL をインストールする Linux サーバーに beoper グ
ループを手動で作成する必要があります。 バックアップとリストア操作を開始する前に
beoper グループを作成する必要があります。 作成しないと、Linux サーバーと Backup
Exec サーバー間の接続は失敗します。
beoper グループのメンバーがバックアップまたはリストア操作を実行するには、Backup
Exec ログオンアカウントを持たなければなりません。
p.1126 の 「Remote Media Agent for Linux の Backup Exec オペレータグループの手動
作成」 を参照してください。
p.491 の 「Backup Exec ログオンアカウントの作成」 を参照してください。

Remote Media Agent for Linux の Backup Exec オペレータグループの
手動作成
Remote Media Agent for Linux (RMAL) のインストールの間に NIS サーバーが検出さ
れた場合、RMAL をインストールする各 Linux サーバーに beoper グループを作成する
必要があります。
p.1126 の 「Remote Media Agent for Linux の Backup Exec オペレータグループについ
て」 を参照してください。
メモ: beoper グループにグループ ID を割り当てる前に Linux サーバーでグループのセ
キュリティを設定する方法を理解していることを確認します。
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表 Q-1

手動で beoper グループを作成する方法

手順

処理

手順 1

RMAL をインストールする
NIS ドメインのグループファイル
Linux サーバーに移動します。 にグループを追加する方法に
ついては NIS のマニュアルを
Linux サーバーが NIS ドメイン
参照してください。
にある場合は、NIS ドメインのグ
ループファイルに移動します。

手順 2

大文字と小文字の区別がある
次の名前のグループを作成し
ます。
beoper

詳細

グループを作成する方法につ
いて詳しくはオペレーティング
システムのマニュアルを参照し
てください。

手順 3

beoper グループで、Linux
サーバーのバックアップとリスト
アを行う権限を付与するユー
ザーを追加します。

グループにユーザーを追加す
る方法について詳しくはオペ
レーティングシステムのマニュア
ルを参照してください。

手順 4

beoper グループに追加する各 p.491 の 「Backup Exec ログオ
ユーザーのための Backup
ンアカウントの作成」 を参照して
Exec ログオンアカウントを作成 ください。
します。

Remote Media Agent for Linux としての Linux サーバー
の追加について
Remote Media Agent for Linux (RMAL) として Linux サーバーを追加した後、Central
Admin Server Option を購入してインストールしたら、RMAL コンピュータに接続したス
トレージデバイスを他の Backup Exec サーバーと共有できます。
p.1127 の 「Remote Media Agent for Linux としての Linux サーバーの追加」 を参照し
てください。
p.408 の 「ストレージデバイスの共有について」 を参照してください。
p.982 の 「Central Admin Server Option について」 を参照してください。
p.141 の 「［ストレージを設定］ウィザードについて」 を参照してください。

Remote Media Agent for Linux としての Linux サーバーの追加
Remote Media Agent for Linux (RMAL) として Linux サーバーを追加するには、次の
手順を使用してください。
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p.1127 の 「Remote Media Agent for Linux としての Linux サーバーの追加について 」
を参照してください。
Remote Media Agent for Linux として Linux サーバーを追加する方法

1

［ストレージ］タブで［ストレージを設定］をクリックします。

2

［ネットワークストレージ］を選択して、［次へ］をクリックします。

3

［Backup Exec Remote Media Agent for Linux］を選択し、［次へ］をクリックしま
す。

4

RMAL を信頼する画面の案内に従って作業を進めて、サービスを再起動します。

p.408 の 「ストレージデバイスの共有について」 を参照してください。
p.141 の 「［ストレージを設定］ウィザードについて」 を参照してください。

Remote Media Agent for Linux のオプション
Backup Exec サーバーに Remote Media Agent for Linux (RMAL) として Linux サー
バーを追加するとき情報を提供する必要があります。
p.1127 の 「Remote Media Agent for Linux としての Linux サーバーの追加について 」
を参照してください。
表 Q-2

Remote Media Agent for Linux のオプションの追加

項目

説明

サーバー名

Remote Media Agent for Linux として追加す
る Linux サーバーの名前を指定します。
Backup Exec Central Admin Server Option
が環境にインストールされている場合は、Linux
サーバーのホスト名か完全修飾ドメイン名を使い
ます。つまり、バックアップ選択項目を参照する
ときに表示される Linux コンピュータの名前を
使ってください。 IP アドレスを使用すると、
Backup Exec はジョブに使用するデバイスパス
を区別できなくなります。
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項目

説明

ポート番号

Backup Exec サーバーと RMAL 間の通信のた
めに使用するポートを一覧表示します。ポート番
号を変更したら、Linux サーバーの /etc ディレ
クトリの services ファイルを編集し、NDMP エン
トリを更新する必要があります。
p.1130 の 「Backup Exec サーバーと Remote
Media Agent for Linux 間の通信用ポートの変
更」 を参照してください。
このポートが RMAL と Backup Exec サーバー
の間のすべてのファイアウォールで開いている
ことを確認してください。別のアプリケーションま
たはサービスで使用されていないポート番号を
使用します。
デフォルトポートは 10000 です。

説明

選択した説明を表示します。

ログオンアカウント

RMAL のためのログオンアカウントを示します。
デフォルトログオンアカウントは Backup Exec
サーバーのシステムログオンアカウントです。

Backup Exec がサーバー検出に ICMP ping 操 Backup Exec サーバーで ICMP ping 操作を
作を使用する
使って Linux サーバーを検索できます。ping
要求がブロックされる環境では、このオプション
を無効にすることができます。
デフォルトで、このオプションが選択されていま
す。
ログオンアカウント

このサーバーにログオンするために使いたい
Backup Exec のログオンアカウントを示します。
p.488 の 「ログオンアカウントについて」 を参照し
てください。

p.1130 の 「Remote Media Agent for Linux に接続されたデバイスのためのストレージデ
バイスプールの作成について 」 を参照してください。
p.1133 の 「Remote Media Agent for Linux を使用したデータのバックアップについて」
を参照してください。
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Backup Exec サーバーと Remote Media Agent for Linux
間の通信用ポートの変更
Backup Exec が Remote Media Agent for Linux (RMAL) との通信に使用するポート
を変更できます。
Backup Exec サーバーと Remote Media Agent for Linux 間の通信用ポートを変更す
る方法

1

RMAL がインストールされているコンピュータで、テキストエディタを使用して /etc
ディレクトリの services ファイルを開きます。
次に例を示します。
vi /etc/services

2

ファイルで、次のようなエントリを検索します。
ndmp 10000/tcp

3

次のいずれかを実行します。
このエントリが存在する場合

ポート番号を、使用するポート番号に変更し
ます。

このエントリが存在しない場合

次に示す順序で操作を実行します。
ファイルの最後に ndmp と入力し、Tab
キーを押します。
■ NDMP で使用するポート番号を入力し、
次に /tcp と入力します。
■

■

4

ファイルを保存して、エディタを終了します。

5

Agent for Linux デーモンを再起動します。

Enter キーを押します。

p.1123 の 「Remote Media Agent for Linux デーモンの起動」 を参照してください。

Remote Media Agent for Linux に接続されたデバイス
のためのストレージデバイスプールの作成について
Remote Media Agent は異なる物理的な場所に存在することがあります。 ネットワークト
ラフィックを減らし、ジョブのパフォーマンスを向上させるには、異なるサイトにある Remote
Media Agent ごとに別のストレージデバイスプールを作成します。
p.393 の 「ストレージデバイスプールについて」 を参照してください。
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p.1133 の 「Tape Library Simulator Utility について」 を参照してください。

Remote Media Agent for Linux のプロパティの編集
Remote Media Agent for Linux (RMAL) のプロパティを編集できます。
Remote Media Agent for Linux のプロパティを編集する方法

1

［ストレージ］タブで、RMAL サーバーを右クリックします。

2

［詳細］をクリックします。

p.1131 の 「Remote Media Agent for Linux のプロパティ」 を参照してください。

Remote Media Agent for Linux のプロパティ
Remote Media Agent for Linux (RMAL) サーバーのプロパティを表示できます。
p.1131 の 「Remote Media Agent for Linux のプロパティの編集 」 を参照してください。
次の表に、Remote Meida Agent for Linux サーバーのプロパティを示します。
表 Q-3

Remote Media Agent for Linux のプロパティ

項目

説明

名前

RMAL の名前、IP アドレス、または完全修飾ド
メイン名を表示します。

ポート

Backup Exec サーバーと RMAL 間の通信のた
めに使用するポートを表示します。

Backup Exec サーバーの状態

Backup Exec サーバーの状態を表示します。
Backup Exec サーバーの状態には、［オンライ
ン］、［一時停止］、［使用不能］、［オフライン］が
あります。

説明

RMAL の説明を表示します。この説明は編集で
きます。

Backup Exec の ICMP ping 操作を有効にして Backup Exec が RMAL と通信できるようにしま
Remote Media Agent を検出する
す。ping 要求がブロックされる環境では、このオ
プションを無効にすることができます。
デフォルトで、このオプションが選択されていま
す。
ホスト ID

RMAL によって生成される識別番号が表示され
ます。
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項目

説明

システムのバージョン

RMAL で実行されているオペレーティングシス
テムのバージョンが表示されます。

ログオンアカウント

RMAL のためのログオンアカウントを示します。
［変更］をクリックして、別のログオンアカウントを
選択するか作成します。

Backup Exec のサーバーリストからの Remote Media
Agent for Linux の削除
次を実行して、Backup Exec のサーバーリストから Remote Media Agent for Linux
(RMAL) を削除します。
Backup Exec から Remote Media Agent for Linux を削除する方法

1

［ストレージ］タブで、RMAL を右クリックします。

2

［はい］をクリックします。

p.1124 の 「Remote Media Agent for Linux コンピュータの Backup Exec サーバーとの
信頼の確立とサーバーリストへの追加」 を参照してください。

複数の Backup Exec サーバー間での Remote Media
Agent for Linux の共有
Central Admin Server Option がインストールされている場合、Remote Media Agent
for Linux (RMAL) サーバーを共有する Backup Exec サーバーを選択できます。RMAL
サーバーを追加するとき、デバイスを追加するために使った Backup Exec サーバーは
共有のために自動的に選択されます。
p.408 の 「ストレージデバイスの共有について」 を参照してください。
複数の Backup Exec サーバー間で Remote Media Agent for Linux を共有する方法

1

［ストレージ］タブの［すべてのストレージ］で、複数の Backup Exec サーバーからア
クセスできるようにする RMAL サーバーを右クリックします。

2

［共有］を選択します。

3

［サーバー］で、RMAL を使う Backup Exec サーバーを選択します。

4

［OK］をクリックします。

5

手順 3 で選択した Backup Exec サーバーの Backup Exec サービスを再起動しま
す。
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Remote Media Agent for Linux を使用したデータのバッ
クアップについて
Backup Exec サーバーから Remote Media Agent for Linux (RMAL) のバックアップ
ジョブを作成します。
p.156 の 「データのバックアップ」 を参照してください。
p.164 の 「バックアップの編集」 を参照してください。
p.177 の 「ステージについて」 を参照してください。

Remote Media Agent for Linux を使用したデータのリ
ストアについて
Backup Exec サーバーから、RMAL のためのリストアジョブを作成します。
メモ: 他のアプリケーションが作成したテープからデータをリストアするには、Backup Exec
サーバーに接続するデバイスを使用します。RMAL は Microsoft Tape Format (MTF)
メディアのみサポートします。
p.223 の 「データの検索とリストアついて」 を参照してください。

Tape Library Simulator Utility について
Tape Library Simulator Utility ではハードディスクまたは Linux サーバーのマウントさ
れたボリュームに仮想デバイスを作成できます。この仮想デバイスは SCSI テープライブ
ラリをエミュレートします。Remote Media Agent for Linux (RMAL) はサーバーにインス
トールする必要があります。
Tape Library Simulator Utility を実行すると、次の情報の入力を求めるメッセージが
表示されます:
■

このライブラリに割り当てるスロットの数。

■

ライブラリの場所かパス。

その後、Tape Library Simulator Utility はシミュレートテープライブラリのためのメディ
アを作成します。各メディアが一意の名前を持つように、Tape Library Simulator Utility
は各メディアにバーコードラベルを作成します。これらのバーコードラベルの名前は変更
できません。ただし、メディアの一意の説明を追加できます。
シミュレートテープライブラリは Advanced Intelligent Tape (AIT) メディア形式をエミュ
レートします。このメディア形式はほとんど使われません。したがって物理ロボットライブラ
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リとシミュレートテープライブラリを区別するのに役立ちます。シミュレートメディアにも AIT
メディア形式のラベルがあります。
シミュレートテープライブラリに書き込まれるファイルの形式はディスクへのバックアップ
ファイルのファイル形式に類似しています。ただし、シミュレートテープライブラリとディス
クへのバックアップフォルダの間でファイルをコピーまたは移動することはできません。
Backup Exec デバイスプールにはシミュレートテープライブラリを追加できます。
p.393 の 「ストレージデバイスプールについて」 を参照してください。
Tape Library Simulator Utility を使うには、Linux サーバーに利用可能な領域が最
低 500 MB なければなりません。利用可能な領域はハードディスク容量、フラッシュドライ
ブ、USB ドライブを含んでいます。十分な領域がなければ、ジョブはメディアエラーを返
して失敗します。利用可能なディスク領域を作成するか、別のボリュームにジョブを割り当
てて、ジョブを再開する必要があります。
シミュレートテープライブラリは物理ロボットライブラリで利用可能なタスクをすべてサポー
トするわけではありません。
p.402 の 「仮想テープライブラリとシミュレートテープライブラリのストレージ操作」 を参照し
てください。
p.1134 の 「シミュレートテープライブラリの作成」 を参照してください。

シミュレートテープライブラリの作成
RMAL がインストールされているサーバーにシミュレートテープライブラリを作成します。
ハードディスクまたはマウントされたボリュームにシミュレートテープライブラリを作成する
必要があります。
p.1133 の 「Tape Library Simulator Utility について」 を参照してください。
シミュレートテープライブラリの作成方法

1

RMAL コンピュータで Agent for Linux デーモンを停止します。
p.1088 の 「Agent for Linux デーモンの停止」 を参照してください。

2

Tape Library Simulator Utility を含んでいる次のパスに移動します:
</opt/VRTSralus/bin>
次に例を示します。
cd /opt/VRTSralus/bin

3

mktls ユーティリティを起動します。
次に例を示します。
./mktls
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4

［Create a new simulated tape library.］を選択し、次に Enter キーを押します。

5

必要な情報を入力します。
p.1135 の 「シミュレートテープライブラリのオプション」 を参照してください。

6

ユーティリティを終了します。

7

Agent for Linux デーモンを再起動します。
p.1088 の 「Agent for Linux デーモンの起動」 を参照してください。

8

Backup Exec サーバーで、Backup Exec サービスを再起動します。
p.502 の 「Backup Exec サービスの起動および停止」 を参照してください。

シミュレートテープライブラリのオプション
シミュレートテープライブラリを作成するとき、ライブラリにディレクトリパスとスロット数を指
定する必要があります。
p.1134 の 「シミュレートテープライブラリの作成」 を参照してください。
表 Q-4

シミュレートテープライブラリのオプション

項目

説明

ディレクトリパス

シミュレートテープライブラリのディレクトリのパス
を入力します。 512 文字まで入力できます。 パ
スがない場合は、Tape Library Simulator
Utility が作成します。

スロット数

このシミュレートテープライブラリのスロットの番号
を選択します。 スロット数は 1 から 50 の範囲で
指定できます。デフォルトのスロット数は 20 で
す。

p.1135 の 「シミュレートテープライブラリのプロパティの表示」 を参照してください。

シミュレートテープライブラリのプロパティの表示
Symantec Tape Library Simulator Utility を使うと、シミュレートテープライブラリとコン
テンツについての情報を表示できます。
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シミュレートテープライブラリのプロパティを表示する方法

1

RMAL コンピュータで Agent for Linux デーモンを停止します。
p.1088 の 「Agent for Linux デーモンの停止」 を参照してください。

2

Tape Library Simulator Utility を含んでいる次のディレクトリに移動します:
/opt/VRTSralus/bin
次に例を示します。
cd /opt/VRTSralus/bin

3

mktls ユーティリティを起動します。
次に例を示します。
./mktls

4

［View an existing simulated tape library.］を選択します。

5

表示するシミュレートテープライブラリにカーソルを移動し、Enter キーを押します。

6

シミュレートテープライブラリのプロパティを表示するには Enter キーを再び押しま
す。
p.1136 の 「シミュレートテープライブラリのプロパティ」 を参照してください。

7

ユーティリティを終了するには Q と入力します。

8

Agent for Linux デーモンを再起動します。
p.1088 の 「Agent for Linux デーモンの起動」 を参照してください。

シミュレートテープライブラリのプロパティ
シミュレートテープライブラリのプロパティを表示できます。
p.1135 の 「シミュレートテープライブラリのプロパティの表示」 を参照してください。
表 Q-5

シミュレートテープライブラリのプロパティ

項目

説明

ドライブ数

このシミュレートテープライブラリのドライブ数が
表示されます。
シミュレートテープライブラリにはドライブのみを
使用できます。 このドライブは設定できません。

スロット数

このシミュレートテープライブラリのスロット数が表
示されます。スロット数は 1 から 50 の範囲で指
定できます。デフォルトのスロット数は 20 です。
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項目

説明

テープ容量

テープ容量が表示されます。デフォルト容量は
100 GB です。

ディレクトリパス

シミュレートテープライブラリが存在するディレク
トリパスが表示されます。

シミュレートテープライブラリの削除
Tape Library Simulator Utility を使うと、シミュレートテープライブラリを削除できます。
手動でシミュレートテープライブラリのファイルの内容を削除した後、これらのファイルを含
むディレクトリを削除する必要があります。
シミュレートテープライブラリの削除方法

1

RMAL コンピュータで Agent for Linux デーモンを停止します。
p.1088 の 「Agent for Linux デーモンの停止」 を参照してください。

2

Tape Library Simulator を含んでいる次のディレクトリに移動します:
/opt/VRTSralus/bin/
次に例を示します。
cd /opt/VRTSralus/bin/

3

mktls ユーティリティを起動します。
次に例を示します。
./mktls

4

［View an existing simulated tape library.］を選択します。

5

削除するシミュレートテープライブラリを選択します。

6

プロンプトが表示されたら、シミュレートテープライブラリを削除します。

7

ユーティリティを終了します。

8

Agent for Linux デーモンを再起動します。
p.1088 の 「Agent for Linux デーモンの起動」 を参照してください。

9

シミュレートテープライブラリのファイルを検索して、手動で削除します。
p.1133 の 「Tape Library Simulator Utility について」 を参照してください。

10 Backup Exec サーバーで、必要に応じて Backup Exec サービスを再起動します。
p.502 の 「Backup Exec サービスの起動および停止」 を参照してください。
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コマンドラインからのシミュレートテープライブラリの管理
シミュレートテープライブラリを作成するのにコマンドラインを使うことができます。 シミュ
レートテープライブラリは、ハードディスク、または RMAL コンピュータのマウントされたボ
リュームで作成します。 コマンドラインから、シミュレートテープライブラリを表示または削
除することもできます。
コマンドラインからのシミュレートテープライブラリの管理方法

1

RMAL コンピュータで Agent for Linux デーモンを停止します。
p.1088 の 「Agent for Linux デーモンの停止」 を参照してください。

2

Tape Library Simulator Utility を含んでいる次のディレクトリに移動します:
/opt/VRTSralus/bin
次に例を示します。
cd /opt/VRTSralus/bin

3

適切なパラメータスイッチを指定して mktls ユーティリティを起動します。
p.1138 の 「Tape Library Simulator Utility 用のコマンドラインスイッチ」 を参照して
ください。

4

Agent for Linux デーモンを起動します。
p.1088 の 「Agent for Linux デーモンの起動」 を参照してください。

Tape Library Simulator Utility 用のコマンドラインスイッ
チ
シミュレートテープライブラリを管理するのにコマンドラインスイッチを使うことができます。
たとえば、次のコマンドラインは /TLS2/Testing に格納される 10 スロットのシミュレート
テープライブラリを作成します。
./mktls -s10 -p/TLS2/Testing

p.1138 の 「コマンドラインからのシミュレートテープライブラリの管理」 を参照してください。
表 Q-6

Tape Library Simulator Utility 用のコマンドラインスイッチ

スイッチ

説明

-p<path>

シミュレートテープライブラリのディレクトリのパス
を指定します。 パスがない場合は、ユーティリティ
が作成します。 パスの最大サイズは 512 文字で
す。
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スイッチ

説明

-s<number of slots>

このシミュレートテープライブラリのスロット数を指
定します。 スロット数は 1 から 50 の範囲で指定
できます。デフォルトの数は 20 です。

-r

情報が表示されないようにします。

-l

RMAL 用に存在するシミュレートテープライブラ
リを一覧表示します。

-d -p<path>

削除するシミュレートテープライブラリのパスを指
定します。

-h

オンラインヘルプを表示します。

Remote Media Agent for Linux のトラブルシューティン
グ
Remote Media Agent for Linux (RMAL) に問題があったら、次の質問と回答を参照し
てください。
表 Q-7

RMAL のトラブルシューティング

質問

回答

RMAL で接続デバイスが検出され 最初に、Backup Exec と RMAL がデバイスをサポートするこ
ません。どのように対処すればよい とを確認してください。
でしょうか ?
互換性があるデバイスのリストは、次の URL で参照できます。
http://entsupport.symantec.com/umi/V-269-2
デバイスがハードウェア互換性リストに表示されていたら、次
のことを確認してください。
■

オペレーティングシステムがデバイスを検出する

■

デバイスが /proc/scsi/scsi に表示されている

オペレーティングシステムでデバイスを検出できる場合は、デ
バイスが /etc/VRTSralus/TILDBG.TXT にリストされている
ことを確認してください。
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質問

回答

Backup Exec メディアサーバーで 次の手順を試みてください。
Remote Agent に接続するデバイ
■ Agent for Linux デーモンが実行されていることを確認し
スが表示されません。 どのように対
てください。 実行されていなければ、デーモンを起動し、
処すればよいでしょうか ?
サーバーの電源が入っていること、すべてのケーブルが
正しく接続されていることを確認します。
■ RMAL のプロパティが正しいポートに設定されていること、
ICMP ping 操作が有効であることを確認してください。
■ Remote Media Agent が Backup Exec サーバーに追加
された後 Backup Exec サービスが再起動されることを確
認してください。利用可能なデバイスは RMAL ノードの下
に表示されます。
p.1131 の 「Remote Media Agent for Linux のプロパティの編
集 」 を参照してください。
p.1088 の 「Agent for Linux デーモンの起動」 を参照してくだ
さい。
リモートデバイスが Backup Exec デフォルトでは、Backup Exec は作成したストレージデバイス
で作成したストレージデバイスプー プールにリモートデバイスを含めません。Remote Media
ルに表示されません。
Agent に接続するデバイスごとに別のストレージデバイスプー
ルを作成することをお勧めします。
p.1130 の 「Remote Media Agent for Linux に接続されたデ
バイスのためのストレージデバイスプールの作成について 」
を参照してください。
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質問

回答

RMAL がリモートコンピュータで実 RMAL がサポート対象のバージョンの Linux にインストール
行されません。どのように対処すれ されていることを確認してください。
ばよいでしょうか ?
互換性があるオペレーティングシステム、プラットフォーム、ア
プリケーションのリストは、次の URL で参照できます。
http://entsupport.symantec.com/umi/V-269-1
サポートされていないバージョンの Linux に RMAL をインス
トールすると、RMAL は使用できません。 Linux サーバーに
接続されたデバイスで実行するジョブは作成できません。 た
だし、Agent for Linux コンポーネントを使用して Linux サー
バーをバックアップできます。 このコンポーネントは RMAL と
ともにインストールされます。
Agent for Linux のコンポーネント使って Linux サーバーを
バックアップするには、次の手順を実行してください。

RMAL をロードできませ
ん。/beremote --log-console と入
力してコンソールモードで RMAL
をロードしようとすると、次のメッセー
ジが表示されます。

■

ralus.cfg ファイルを編集します。

■

文字列 Software¥Symantec¥Backup Exec for
Windows¥Backup
Exec¥Engine¥RMAL¥DisableRMAL=0 で 0 を 1 に変
更します。
p.1069 の 「Linux コンピュータの設定オプションの編集」 を
参照してください。
p.656 の 「BEGather ユーティリティの実行による Linux
サーバーの Backup Exec コンポーネントのトラブルシュー
ティング」 を参照してください。

このエラーは、libstdc++.so.5 ライブラリが /usr/lib ディレクト
リに存在しないことを示します。 このライブラリは、RMAL を起
動して機能させるために必要です。この問題を解決するには、
libstdc++.so.5 パッケージをインストールします。 このパッケー
ジは、Linux が提供されたメディアからインストールできます。
または、インターネットに接続できるコンピュータで次のコマン
共有ライブラリのロード中のエラー:
ドを実行できます。
libstdc++.so.5: 共有のオブジェク
トファイルを開けません: そのような apt-get install libstdc++5
いファイルまたはディレクトリがあり
SUSE Linux Enterprise Server 11 の場合は、次のコマンド
ません。
を実行します。
どのように対処すればよいでしょう
zypper install libstdc++5
か?
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R
Symantec Backup Exec
Storage Provisioning Option
この付録では以下の項目について説明しています。
■

Storage Provisioning Option オプションについて

■

Storage Provisioning Option の必要条件

■

CASO 環境での Storage Provisioning Option の必要条件

■

Storage Provisioning Option のインストールについて

■

Backup Exec でのストレージアレイのコンポーネントの表示

■

Storage Provisioning Option での［ストレージを設定］ウィザードの使用について

■

［ストレージを設定］ウィザードを使用したストレージアレイの設定

■

ストレージアレイとその物理ディスクのプロパティの表示

■

Storage Provisioning Option の［仮想ディスクストレージ］デバイスプールについて

■

Storage Provisioning Option の仮想ディスクについて

■

Storage Provisioning Option のホットスペアについて

■

新しいストレージアレイの検出

■

仮想ディスクまたはストレージアレイの名前の変更

■

仮想ディスクの物理ディスクの識別について

■

Storage Provisioning Option のトラブルシューティング
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Storage Provisioning Option オプションについて
Storage Provisioning Option (SPO) では、Backup Exec サーバーに接続するストレー
ジアレイを設定、管理、監視できます。
メモ: Dell PowerVault DL Backup to Disk アプライアンスを使う場合は、この付録を使
わないでください。Dell 社がアプライアンスとともに提供するマニュアル『Dell™
PowerVault™ DL Backup to Disk Appliance and the Symantec Backup Exec Storage
Provisioning Option』を参照してください。
表 R-1

Storage Provisioning Option の機能

機能

説明

新しいストレージアレイ、物理ディスク、仮想ディ Backup Exec は新しいストレージアレイ、物理
スクの検出
ディスク、ストレージアレイに追加する仮想ディス
クを検出できます。ストレージアレイのベンダー
ツールか SAN 用記憶域マネージャ ユーティリ
ティを使って仮想ディスクを作成した場合、
Backup Exec はそれらの仮想ディスクも検出し
ます。
Backup Exec で使うことができるようにストレージ Backup Exec はストレージアレイで仮想ディスク
アレイを設定するのに役立つウィザード
を設定するのに役立つ［ストレージを設定］ウィ
ザードを提供します。仮想ディスクは［仮想ディ
スクストレージ］デバイスプールに追加されます。
その後、Backup Exec はジョブのための宛先デ
バイスとしてデバイスプールの仮想ディスクを使
います。
ディスクの使用量の傾向分析

Backup Exec はストレージアレイで必要になる
ディスク容量を予測するために統計情報を収集
します。 利用可能なディスク容量が、必要なディ
スク容量の予測量を満たさない場合は、アラート
が送信されます。
p.300 の 「ディスクストレージと仮想ディスクのスト
レージの傾向分析について」 を参照してくださ
い。

ディスク容量不足のためのアラート

Backup Exec は利用可能なディスク領域が仮想
ディスクに対して設定した 3 つのしきい値のそれ
ぞれに達するとアラートを送信します。

p.1145 の 「Storage Provisioning Option の必要条件」 を参照してください。
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p.1146 の 「Storage Provisioning Option での［ストレージを設定］ウィザードの使用につ
いて」 を参照してください。

Storage Provisioning Option の必要条件
Backup Exec Storage Provisioning Option (SPO) をインストールする前に次の操作を
実行します。
■

Backup Exec サーバーにストレージアレイを接続します。

■

Backup Exec サーバーにストレージアレイベンダーの VDS ハードウェアプロバイダ
をインストールします。

p.985 の 「CASO ストレージとメディアのデータの場所の選択方法 」 を参照してください。
p.1145 の 「CASO 環境での Storage Provisioning Option の必要条件」 を参照してくだ
さい。
p.1146 の 「Storage Provisioning Option のインストールについて」 を参照してください。
p.1146 の 「Storage Provisioning Option での［ストレージを設定］ウィザードの使用につ
いて」 を参照してください。

CASO 環境での Storage Provisioning Option の必要
条件
Central Admin Server Option (CASO) 環境で Storage Provisioning Option (SPO)
を実行するには次の操作を実行する必要があります。
■

ストレージアレイが接続されている Backup Exec サーバーに SPO をインストールす
る必要があります。
ストレージアレイが管理対象 Backup Exec サーバーに接続されている場合は、その
管理対象 Backup Exec サーバーに SPO をインストールします。ストレージアレイが
集中管理サーバーに接続されていない場合は、集中管理サーバーに SPO をインス
トールする必要はありません。

■

Central Admin Server Option は集中型のデータベースを使わなければなりませ
ん。
p.1001 の 「CASO カタログの場所について」 を参照してください。

p.1146 の 「Storage Provisioning Option での［ストレージを設定］ウィザードの使用につ
いて」 を参照してください。
p.1146 の 「Storage Provisioning Option のインストールについて」 を参照してください。
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Storage Provisioning Option のインストールについて
SPO は、Backup Exec の独立したアドオンコンポーネントとしてローカル Backup Exec
サーバーにインストールします。
以前のバージョンの Backup Exec からアップグレードするときに SPO をインストールでき
ます。
p.71 の 「ローカル Backup Exec サーバーへの Backup Exec 追加オプションのインス
トール」 を参照してください。
p.1145 の 「CASO 環境での Storage Provisioning Option の必要条件」 を参照してくだ
さい。

Backup Exec でのストレージアレイのコンポーネントの
表示
Storage Provisioning Option (SPO) をインストールした後、ストレージアレイが［すべて
のストレージ］ビューに表示されます。［ストレージを設定］ウィザードを使用してストレージ
アレイを設定した後、属しているストレージアレイの下に仮想ディスクが表示されます。
また、ストレージアレイ自体の詳細を表示して、ストレージアレイの設定済み仮想ディスク
を構成する物理ディスクのプロパティも表示できます。
Backup Exec でストレージアレイのコンポーネントを表示する方法

1

［ストレージ］タブの［すべてのストレージ］で、ストレージアレイを展開します。

2

ストレージアレイのコンポーネントが表示されます。
p.1149 の 「ストレージアレイとその物理ディスクのプロパティ」 を参照してください。
p.1146 の 「Storage Provisioning Option での［ストレージを設定］ウィザードの使用
について」 を参照してください。
p.1148 の 「［ストレージを設定］ウィザードを使用したストレージアレイの設定」 を参照
してください。

Storage Provisioning Option での［ストレージを設定］
ウィザードの使用について
Storage Provisioning Option (SPO) はストレージアレイで仮想ディスクを設定するのに
役立つ Backup Exec の［ストレージを設定］ウィザードを提供します。
［ストレージを設定］ウィザードを使うと、次ができます。
■

仮想ディスクのサイズを指定し、次にストレージアレイが仮想ディスクのディスクグルー
プの物理ディスクを自動的に選択することを可能にします。
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このオプションによって、ストレージアレイは選択した各物理ディスクに渡って、仮想
ディスクで必要なディスク領域を均等に分散するように試みます。
仮想ディスクのサイズを指定するとき、［ストレージを設定］ウィザードは仮想ディスクを
作成するために利用可能なディスク領域の総計を示します。利用可能なディスク領域
の総計は存在する物理ディスクから導出されます。 1 つの仮想ディスクを作成するた
めに領域全体を使うか、またはより少量の領域を指定して複数の仮想ディスクを作成
できます。 作成する各仮想ディスクは入力するディスク領域の量に基づいています。
複数の仮想ディスクを作成するには、必要な仮想ディスクが存在するようになるまで
またはディスク領域を使い尽くすまで、ウィザードを複数回実行してください。
■

手動で物理ディスクを選択することによってディスクグループを作成し、そのディスク
グループから選択する仮想ディスクの数を選択できます。
このオプションによって、［ストレージを設定］ウィザードはストレージアレイでの仮想
ディスクの作成処理全体をカスタマイズすることを可能にします。

■

ホットスペアを設定します。
また、すでに設定されているディスクグループのホットスペアを追加するか、または変
更するためにこのウィザードを使うこともできます。

さらに、重複排除用ストレージフォルダとして仮想ディスクを設定するために［ストレージを
設定］ウィザードを使うこともできます。重複排除は、一意のデータのみ保存して送信する
ことによってディスクストレージおよびバックアップのために使われるネットワーク帯域幅を
減らします。
メモ: 重複排除は、重複排除用ストレージフォルダが Backup Exec サーバーに現在存在
する場合、ストレージアレイのために利用できないことがあります。Backup Exec サーバー
ごとに 1 つの重複排除用ストレージフォルダのみサポートされます。既存の重複排除用
ストレージフォルダを削除し、次にストレージアレイで重複排除を有効にするために［スト
レージを設定］ウィザードを再実行できます。
ウィザードが完了すると、ストレージアレイの設定と呼ばれるユーティリティジョブが実行さ
れます。このユーティリティジョブは指定した仮想ディスクを作成します。 その後、Backup
Exec は［仮想ディスクストレージ］という名前のデバイスプールに仮想ディスクを追加しま
す。［仮想ディスクストレージ］のデバイスプール、ストレージアレイ、または特定の仮想ディ
スクにジョブをサブミットできます。
p.1148 の 「［ストレージを設定］ウィザードを使用したストレージアレイの設定」 を参照してく
ださい。
p.743 の 「Deduplication Option の必要条件」 を参照してください。
p.1148 の 「［ストレージを設定］ウィザードを使用したストレージアレイの設定」 を参照してく
ださい。
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［ストレージを設定］ウィザードを使用したストレージアレ
イの設定
Backup Exec Storage Provisioning Option (SPO) で使うストレージアレイを設定するた
めに［ストレージを設定］ウィザードを使います。
Backup Exec は［ストレージアレイを設定］ジョブをサブミットして、仮想ディスクを作成し
ます。
メモ: Central Admin Server Option (CASO) 環境で、集中管理サーバーから［ストレー
ジを設定］ウィザードを実行します。SPO がインストールされている管理対象 Backup Exec
サーバーに対して［ストレージを設定］ウィザードを実行できます。管理対象 Backup Exec
サーバーは単一のストレージアレイは共有できますが、ストレージアレイの仮想ディスクは
共有できません。
p.1146 の 「Storage Provisioning Option での［ストレージを設定］ウィザードの使用につ
いて」 を参照してください。
p.1146 の 「Backup Exec でのストレージアレイのコンポーネントの表示」 を参照してくださ
い。
［ストレージを設定］ウィザードを使ってストレージアレイを設定する方法

1

［ストレージ］タブで［ストレージを設定］をクリックします。

2

次のいずれかを実行します。
CASO 以外の環境の場合

次に示す順序で操作を実行します。
［ディスクベースのストレージ］をクリックし
［次へ］をクリックします。
■ ［ストレージアレイ］をクリックします。
■

■

CASO 環境の場合

画面の指示に従って作業を進めます。

次に示す順序で操作を実行します。
ストレージを設定する Backup Exec サー
バーを選択します。
■ ［ディスクベースのストレージ］をクリックし
［次へ］をクリックします。
■ ［ストレージアレイ］をクリックします。
■

■

画面の指示に従って作業を進めます。
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ストレージアレイとその物理ディスクのプロパティの表示
プロパティはストレージデバイスとその物理ディスクに詳しい情報を提供します。
ストレージアレイのプロパティを表示する方法

1

［ストレージ］タブでストレージアレイを選択します。

2

ストレージアレイを右クリックし、［詳細］をクリックします。
p.1149 の 「ストレージアレイとその物理ディスクのプロパティ」 を参照してください。

ストレージアレイとその物理ディスクのプロパティ
プロパティはストレージデバイスとその物理ディスクに詳しい情報を提供します。
p.1149 の 「ストレージアレイとその物理ディスクのプロパティの表示」 を参照してください。
表 R-2

ストレージアレイのプロパティ

項目

説明

名前

Backup Exec がストレージアレイに割り当てるデ
フォルト名が表示されます。デフォルトの名前は
Storage array x です。x はストレージアレイを
追加するたびに増分する番号です。
ストレージアレイのデフォルト名を変更できます。
p.1177 の 「仮想ディスクまたはストレージアレイの
名前の変更」 を参照してください。

説明

ストレージアレイを識別するための説明を表示し
ます。
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項目

説明

状態

ストレージアレイの現在の状態を表示します。
状態は次のとおりです。
■

■

■

■

■

一時停止
ストレージアレイは一時的に停止しています。
保守作業を行うためにストレージアレイを一
時停止できます。実行中のジョブはストレー
ジアレイが一時停止される前に開始していれ
ば影響されません。
有効にする
ストレージアレイは Backup Exec で使用で
きます。ストレージアレイが有効になっていな
い場合は、他のアプリケーションで使用でき
ます。
オンライン
ストレージアレイは使用できます。
オフライン
Backup Exec はストレージアレイにアクセス
できません。このチェックボックスをクリックし
て、ストレージアレイをオンラインにすることが
できます。
失敗
Backup Exec はストレージアレイにアクセス
できません。

ID

接続されたストレージアレイハードウェアの識別
に役立てるためにベンダーが提供する情報を表
示します。情報用としてストレージアレイに付属
しているベンダーのマニュアルを参照してくださ
い。

ハードウェア名

ストレージアレイのハードウェアプロバイダかベ
ンダーのハードウェアプロバイダが割り当てる名
前を表示します。

Hot spare disk is configured

ホットスペアディスクがストレージアレイ用に設定
されているかどうかを示します。

バックアップストレージの総数

ストレージアレイのすべての物理ディスクにおけ
る予測される RAW 容量全体の量を表示します。
ストレージアレイが総容量を読み取ることができ
る場合は、このフィールドに表示されます。 そう
でない場合は、Backup Exec は総容量を予測
します。
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項目

説明

使用領域

現在使用されているバックアップストレージ領域
の容量を表示します。

接続の種類

Backup Exec サーバーで使用中のストレージア
レイの場所を表示します。ストレージアレイが
Backup Exec サーバーに物理的に接続されて
いる場合、［ローカル］と表示されます。

Backup Exec サービスの再起動が必要

このデバイスに対する変更を適用するために
Backup Exec サービスを再起動する必要がある
かどうかを示します。

ハードウェアの状態

ハードウェアの状態を表示します。
ハードウェアの状態を示す値は、次のとおりで
す。
OK
ストレージアレイはオンラインです。
■ オフライン
ストレージアレイおよびストレージアレイ上の
仮想ディスクはオフラインです。Backup Exec
はアクセスできません。
■ 不明
ストレージアレイの状態を判断できません。
■

ストレージアレイとともに提供されたベンダーの
マニュアルと管理ソフトウェアを参照してくださ
い。ストレージアレイがオンラインになった後、仮
想ディスクは自動的にオンラインになります。
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項目

説明

ハードウェア健全性

ハードウェア健全性を表示します。
ハードウェア健全性を示す値は、次のとおりで
す。
OK
ストレージアレイはオンラインです。
■ 警告
ストレージアレイに障害が発生したか、エラー
が生成されていますが、現在操作は可能で
す。ストレージアレイおよびストレージアレイ
上の仮想ディスクはオフラインです。Backup
Exec はアクセスできません。
■ 重要
ストレージアレイに障害が発生しています。
ストレージアレイおよびストレージアレイ上の
仮想ディスクはオフラインです。Backup Exec
はアクセスできません。
不明
ストレージアレイの健全性を判断できません。
■

ストレージアレイとともに提供されたベンダーの
マニュアルと管理ソフトウェアを参照してくださ
い。ストレージアレイがオンラインになった後、仮
想ディスクは自動的にオンラインになります。
総容量

ストレージアレイのすべての物理ディスクにおけ
る予測される RAW 容量全体の量を表示します。
ストレージアレイが総容量を読み取ることができ
る場合は、このフィールドに表示されます。 そう
でない場合は、Backup Exec は総容量を予測
します。

未設定の容量

ストレージアレイのすべての未設定の物理ディス
クにおける RAW 容量全体の予測量を表示しま
す。

設定済み容量の未使用分

ストレージアレイで設定されているすべての物理
ディスクにおける RAW 容量全体の量を表示し
ます。

エンクロージャ

物理ディスクが存在するエンクロージャを識別し
ます。

スロット

物理ディスクが占有しているスロットを識別しま
す。

付録 R Symantec Backup Exec Storage Provisioning Option
ストレージアレイとその物理ディスクのプロパティの表示

項目

説明

容量

このスロットの物理ディスクの利用可能なディス
ク領域の総計を表示します。

状態

物理ディスクのハードウェアの状態を表示しま
す。
ハードウェアの状態を示す値は、次のとおりで
す。
OK
物理ディスクはオンラインです。
■ オフライン
物理ディスクはオフラインです。この物理ディ
スクを使う仮想ディスクもオフラインであること
があります。 Backup Exec はアクセスできま
せん。
■ 失敗
物理ディスクに障害が発生しています。この
物理ディスクを使う仮想ディスクにも障害が
発生していることがあります。 Backup Exec
は仮想ディスクにアクセスできません。
ホットスペアが設定されている場合、仮想ディ
スクは自動的に再構築されます。 ストレージ
アレイが自動再構築の機能をサポートしてい
ない場合は、仮想ディスクの手動による再構
築を実行するためにベンダーのツールを使
わなければなりません。詳しくはストレージア
レイのベンダーのマニュアルを参照してくだ
さい。
■ 未設定
ドライブが仮想ディスクとして設定されていま
せん。
■

問題のトラブルシューティングについては、スト
レージアレイとともに提供されたベンダーのマニュ
アルと管理ソフトウェアを参照してください。
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項目

説明

状態

エンクロージャ内の物理ディスクの状態を表示し
ます。
OK
物理ディスクはオンラインです。
■ オフライン
物理ディスクはオフラインです。この物理ディ
スクを使う仮想ディスクもオフラインであること
があります。 Backup Exec はアクセスできま
せん。
■ 失敗
物理ディスクに障害が発生しています。この
物理ディスクを使う仮想ディスクにも障害が
発生していることがあります。 Backup Exec
は仮想ディスクにアクセスできません。
■ 不明
物理ディスクの状態を判断できません。
■

健全性

物理ディスクのハードウェア健全性を表示しま
す。
ハードウェア健全性を示す値は、次のとおりで
す。
OK
物理ディスクはオンラインです。
■ 警告
物理ディスクに障害が発生したか、エラーが
生成されていますが、現在操作は可能です。
■ 重要
物理ディスクに障害が発生している可能性
があります。物理ディスクを交換する必要が
あります。
■ 不明
物理ディスクの健全性を判断できません。
■

問題のトラブルシューティングについては、スト
レージアレイとともに提供されたベンダーのマニュ
アルと管理ソフトウェアを参照してください。
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Storage Provisioning Option の［仮想ディスクストレー
ジ］デバイスプールについて
Storage Provisioning Option (SPO) をインストールした後、Backup Exec はストレージ
デバイスプールのリストに［仮想ディスクストレージ］デバイスプールを追加します。［仮想
ディスクストレージ］デバイスプールには、Backup Exec 環境のすべてのコンピュータ上
にあるすべてのストレージアレイからのすべての仮想ディスクが含まれています。
p.141 の 「［ストレージを設定］ウィザードについて」 を参照してください。
p.393 の 「ストレージデバイスプールについて」 を参照してください。

Storage Provisioning Option の仮想ディスクについて
仮想ディスクは Backup Exec サーバーに仮想ストレージを提供するためにストレージア
レイに作成する論理ディスクです。
仮想ディスクを作成するために次のいずれかを使うことができます。
■

［ストレージを設定］ウィザード

■

ストレージアレイのベンダーが提供する管理ツール

■

SAN 用記憶域マネージャ MMC スナップイン

［ストレージを設定］ウィザード以外のツールを使って仮想ディスクを作成する場合は、
Backup Exec で使用するために仮想ディスクを設定する必要があります。仮想ディスクを
設定した後、Backup Exec はジョブのための宛先デバイスとして仮想ディスクを使いま
す。Backup Exec は設定された仮想ディスクを［仮想ディスクストレージ］デバイスプール
に自動的に追加します。
p.1157 の 「ストレージアレイでの仮想ディスクの設定 」 を参照してください。
［ストレージを設定］ウィザードで、ストレージアレイにある物理ディスクから作成する仮想
ディスクの数を指定します。Backup Exec サーバーは物理ディスクにアクセスできませ
ん。Backup Exec サーバーは作成した仮想ディスクのみにアクセスできます。
Backup Exec はディスクストレージデバイスを使う場合と同様に設定された仮想ディスク
を使います。
Backup Exec は仮想ディスクにドライブ文字を割り当てません。 仮想ディスクを参照した
り、コマンドプロンプトから仮想ディスクにアクセスすることはできません。 仮想ディスクを
参照できないので Backup Exec で仮想ディスクをバックアップすることはできません。仮
想ディスクから別のデバイスにデータを移動するためのバックアップデータの複製ジョブ
を作成することをお勧めします。たとえば、テープデバイスまたは別のストレージアレイの
別の仮想ディスクにデータを移動できます。
Backup Exec では、仮想ディスクに対する 3 つのディスクの空き領域の低しきい値が用
意されています。利用可能なディスク領域が各しきい値に達すると、Backup Exec はア
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ラートを送信します。 仮想ディスクの利用可能なディスク領域が 3 番目のしきい値に達す
ると、アラートはディスク領域をすぐに増やすように警告します。
p.1157 の 「ストレージアレイの仮想ディスクのデフォルトオプションの編集」 を参照してくだ
さい。
メモ: 2 つのコンピュータ間で仮想ディスクは共有できません。
仮想ディスクは、次の状態になる可能性があります。
表 R-3

仮想ディスクの状態

仮想ディスクの状態

アイコン

説明

設定済み

仮想ディスクは、デバイスまたは
ホットスペアとして使用中です。

オンライン

仮想ディスクはオンラインです。

設定不可

仮想ディスクは不良な状態にあ
るか、または失敗したため設定
できません。

未設定

仮想ディスクは設定可能です
が、まだ設定されていません。

オフライン

仮想ディスクはオフラインです。
Backup Exec はアクセスできま
せん。

付録 R Symantec Backup Exec Storage Provisioning Option
Storage Provisioning Option の仮想ディスクについて

仮想ディスクの状態

アイコン

説明

無効

仮想ディスクは無効です。
Backup Exec はアクセスできま
せん。

一時停止

仮想ディスクは一時停止されて
います。

p.1146 の 「Backup Exec でのストレージアレイのコンポーネントの表示」 を参照してくださ
い。
p.1157 の 「ストレージアレイの仮想ディスクのデフォルトオプションの編集」 を参照してくだ
さい。
p.1158 の 「ストレージアレイの未設定の仮想ディスクのプロパティの表示」 を参照してくだ
さい。
p.1155 の 「Storage Provisioning Option の［仮想ディスクストレージ］デバイスプールに
ついて」 を参照してください。

ストレージアレイの仮想ディスクのデフォルトオプションの編集
個々の仮想ディスクに適用するデフォルトのオプションを設定できます。
p.1164 の 「ストレージアレイの仮想ディスクのプロパティの編集」 を参照してください。
ストレージアレイの仮想ディスクのデフォルトオプションを編集する方法

1

［ストレージ］タブでストレージアレイを選択します。

2

ストレージアレイを展開し、表示する仮想ディスクをダブルクリックします。

3

必要に応じて情報を変更します。
p.1164 の 「ストレージアレイの仮想ディスクのプロパティ」 を参照してください。

ストレージアレイでの仮想ディスクの設定
Backup Exec 以外のツールを使って仮想ディスクを作成する場合は、Backup Exec で
使うようにその仮想ディスクを設定する必要があります。 Backup Exec は、ジョブの宛先
デバイスとして設定された仮想ディスクのみを使用できます。仮想ディスクを設定すると、
Backup Exec は［ディスクストレージを設定］という名前のジョブをサブミットします。ジョブ

1157

1158

付録 R Symantec Backup Exec Storage Provisioning Option
Storage Provisioning Option の仮想ディスクについて

が正常に完了すると、仮想ディスクが設定され、［仮想ディスクストレージ］デバイスプー
ルに追加されます。
メモ: 未設定の仮想ディスクを選択するときは注意してください。 未設定の仮想ディスクは
Microsoft SQL Server データベース、Exchange データベースまたはブートディスクとし
て使用中である場合があります。
ストレージアレイで仮想ディスクを設定する方法

1

［ストレージ］タブでストレージアレイを選択します。

2

ストレージアレイを展開し、未設定の仮想ディスクを選択します。

3

［ストレージアレイ操作］グループで［仮想ディスクを設定］をクリックします。

4

画面の指示に従って作業を進めます。
p.1164 の 「ストレージアレイの仮想ディスクのプロパティの編集」 を参照してください。

ストレージアレイの未設定の仮想ディスクのプロパティの表示
ストレージアレイの未設定の仮想ディスクのプロパティを表示できます。
メモ: Backup Exec でジョブのための宛先デバイスとして仮想ディスクを使う前に仮想ディ
スクを設定する必要があります。
p.1157 の 「ストレージアレイでの仮想ディスクの設定 」 を参照してください。
ストレージアレイの未設定の仮想ディスクのプロパティを表示する方法

1

［ストレージ］タブでストレージアレイを選択します。

2

ストレージアレイを展開し、未設定の仮想ディスクを選択します。

3

未設定の仮想ディスクを右クリックし、［詳細］をクリックします。
p.1158 の 「ストレージアレイの未設定の仮想ディスクのプロパティ」 を参照してくださ
い。

ストレージアレイの未設定の仮想ディスクのプロパティ
未設定の仮想ディスクのプロパティはディスクの名前、状態、健全性についての情報を提
供します。
p.1158 の 「ストレージアレイの未設定の仮想ディスクのプロパティの表示」 を参照してくだ
さい。
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表 R-4

ストレージアレイの未設定の仮想ディスクのプロパティ

項目

説明

名前

Backup Exec が未設定の仮想ディスクに割り当
てるデフォルト名が表示されます。
デフォルトの名前は Virtual disk x です。x は
仮想ディスクを作成するたびに増分する番号で
す。
仮想ディスクのデフォルト名を変更できます。
p.1177 の 「仮想ディスクまたはストレージアレイの
名前の変更」 を参照してください。

説明

仮想ディスクの説明を表示します。
このフィールドは編集できます。

状態

仮想ディスクの現在の状態を示します。
状態は次のとおりです。
■

■

■

■

■

■

一時停止
仮想ディスクは一時的に停止しています。保
守作業を行うために仮想ディスクを一時停止
できます。実行中のジョブは仮想ディスクが
一時停止される前に開始していれば影響さ
れません。
有効にする
仮想ディスクは Backup Exec で使用できま
す。仮想ディスクが有効になっていない場合
は、他のアプリケーションで使用できます。
オンライン
仮想ディスクは使用できます。
オフライン
Backup Exec は仮想ディスクにアクセスでき
ません。このチェックボックスをオンにして、
仮想ディスクをオンラインにすることができま
す。
失敗
Backup Exec は仮想ディスクにアクセスでき
ません。
未設定
仮想ディスクは設定されていません。［スト
レージアレイ操作］グループの［仮想ディスク
を設定］をクリックして仮想ディスクを設定で
きます。
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項目

説明

ハードウェア名

仮想ディスクを作成するためにベンダー固有の
ツールを使っている場合、仮想ディスクに割り当
てる名前を表示します。

ハードウェアの状態

ハードウェアの状態を表示します。
ハードウェアの状態を示す値は、次のとおりで
す。
OK
未設定の仮想ディスクはオンラインです。
■ オフライン
未設定の仮想ディスクはオフラインです。
■ 失敗
未設定の仮想ディスクに障害が発生してい
ます。
不明
ハードウェアの状態を判断できません。
■

詳しくはベンダーのマニュアルを参照してくださ
い。
ハードウェア健全性

ハードウェア健全性を表示します。
ハードウェア健全性を示す値は、次のとおりで
す。
OK
未設定の仮想ディスクはオンラインです。
■ 警告
未設定の仮想ディスクに障害が発生したか、
エラーが生成されていますが、現在操作は
可能です。
■ 重要
未設定の仮想ディスクに障害が発生してい
ます。
■ 不明
ハードウェアの状態を判断できません。
■

詳しくはベンダーのマニュアルを参照してくださ
い。
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項目
ディスクの分類

説明
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項目

説明
未設定の仮想ディスクがあるディスクグループの
種類を表示します。
ディスクの分類は次のとおりです。
■

■

■

■

■

■

シンプル (RAID 0)
単一の物理ディスク、ストライプ化またはパリ
ティなし。冗長性なし。
スパン
一緒に連結される複数の物理ディスクのセッ
ト。ストライプ化またはパリティなし。冗長性な
し。
ストライプ
物理ディスクにまたがってストライプ化される
データを含む複数の物理ディスクエクステン
トのセット。冗長性なし。
ミラー (RAID 1)
ペアの各物理ディスクに同じデータが書き込
まれる物理ディスクのペアまたは複数のペ
ア。 データ冗長を提供します。
パリティ付きストライプ (RAID 5 または RAID
6)
パリティに使われる 1 ディスク分の領域を持
ち、物理ディスクにまたがってストライプ化さ
れたデータのある 3 つ以上の物理ディスク。
データ冗長を提供します。
不明

Backup Exec は、ディスクの分類がパリティ付き
ストライプ (RAID 5または RAID 6) である物理
ディスクのグループのみを作成します。別のディ
スク分類が表示される場合、そのディスクグルー
プは Storage Provisioning Option (SPO) 以外
のベンダー提供のツールによって作成されてい
ます。
次を含む追加のディスク分類が表示される可能
性があります。
RAID-10
ミラー化してからストライプ化する技術を実装
します。
■ RAID-50
RAID 5 アレイ全体がストライプ化されるスト
ライプ (RAID 0) アレイを実装します。
■ RAID-60
■

付録 R Symantec Backup Exec Storage Provisioning Option
Storage Provisioning Option の仮想ディスクについて

項目

説明
複数の RAID 6 のセットを RAID 0 (ストライ
プ化) と組み合わせて実装します。
RAID 技術について詳しくはベンダーのマニュ
アルを参照してください。

総容量

仮想ディスクで利用可能な総ストレージ容量を
表示します。
仮想ディスクが設定されていない場合、この
フィールドに表示される値は 0 です。

バックアップストレージの総数

ストレージアレイのすべての物理ディスクにおけ
る予測される RAW 容量全体の量を表示します。
ストレージアレイが総容量を読み取ることができ
る場合は、このフィールドに表示されます。 そう
でない場合は、Backup Exec は総容量を予測
します。
仮想ディスクが設定されていない場合、この
フィールドは空です。

使用領域

ストレージアレイで使用されている物理ディスク
すべての RAW 容量の量を表示します。Backup
Exec は総容量から利用可能な容量を引くことに
よって使用済み容量を計算します。
仮想ディスクが設定されていない場合、この
フィールドは空です。

書き込まれたデータの量

ディスクに現在までに書き込まれたデータの量
を表示します。書き込まれたデータの量は、デー
タの圧縮が原因で、使用領域によって差が生じ
る場合があります。データ圧縮は、使用領域と比
較すると、書き込まれるデータの量を増加させる
傾向があります。
仮想ディスクが設定されていない場合、この
フィールドは空です。

空き領域

ディスク上に残っている未使用の容量を表示し
ます。利用可能な容量は、ドライブの総容量から
ドライブ上の予約済みディスク領域の容量を引
いて計算されます。
仮想ディスクが設定されていない場合、この
フィールドに表示される値は 0 です。
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項目

説明

圧縮率

［使用領域］と［書き込みバイト数］の比率を表示
します。［圧縮率］は、データ圧縮とメディアの欠
陥部が、仮想ディスクに格納するデータの量に
与える総合的な効率を表します。
仮想ディスクが設定されていない場合、この
フィールドは空です。

ストレージアレイの仮想ディスクのプロパティの編集
ストレージアレイの仮想ディスクのプロパティを編集できます。
ストレージアレイの仮想ディスクのプロパティを編集する方法

1

［ストレージ］タブでストレージアレイを選択します。

2

ストレージアレイを展開し、プロパティを編集する仮想ディスクを選択します。

3

仮想ディスクを右クリックし、［詳細］をクリックします。

4

必要に応じてプロパティを編集します。
p.1164 の 「ストレージアレイの仮想ディスクのプロパティ」 を参照してください。

ストレージアレイの仮想ディスクのプロパティ
プロパティはストレージアレイの仮想ディスクについての情報を提供します。
p.1164 の 「ストレージアレイの仮想ディスクのプロパティの編集」 を参照してください。
表 R-5

ストレージアレイの仮想ディスクのプロパティ

項目

説明

名前

Backup Exec が仮想ディスクに割り当てるデフォ
ルト名が表示されます。
デフォルトの名前は Virtual disk x です。x は
仮想ディスクを作成するたびに増分する番号で
す。
仮想ディスクのデフォルト名を変更できます。
p.1177 の 「仮想ディスクまたはストレージアレイの
名前の変更」 を参照してください。

説明

仮想ディスクの説明を表示します。
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項目

説明

状態

仮想ディスクの現在の状態を表示します。
仮想ディスクの状態は次のとおりです。
一時停止
仮想ディスクは一時的に停止しています。
■ 有効にする
仮想ディスクは Backup Exec で使用できま
す。仮想ディスクが無効になっている場合
は、他のアプリケーションで使用できます。
Backup Exec は無効になっている仮想ディ
スクに対して、ディスクの空き領域の低しき
い値を監視しません。
■ オンライン
仮想ディスクは使用できます。
■ オフライン
Backup Exec は仮想ディスクにアクセスで
きません。［オフライン］にチェックマークを付
けて、ストレージアレイをオンラインにするこ
とができます。
■

ハードウェア名

ストレージアレイのハードウェアプロバイダかベ
ンダーのハードウェアプロバイダが割り当てる名
前を表示します。
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項目

説明

ハードウェアの状態

ハードウェアの状態を表示します。
ハードウェアの状態を示す値は、次のとおりで
す。
OK
仮想ディスクはオンラインです。
■ オフライン
仮想ディスクはオフラインです。Backup
Exec はアクセスできません。仮想ディスクを
オンラインにする方法については、ストレー
ジアレイとともに提供されたベンダーのマニュ
アルと管理ソフトウェアを参照してください。
■ 失敗
仮想ディスクに障害が発生しています。
Backup Exec はアクセスできません。問題
のトラブルシューティングについては、スト
レージアレイとともに提供されたベンダーの
マニュアルと管理ソフトウェアを参照してくだ
さい。問題が解決された後、仮想ディスクは
自動的にオンラインになります。
不明
ハードウェアの状態を判断できません。
■

詳しくはベンダーのマニュアルを参照してくださ
い。
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項目

説明

ハードウェア健全性

ハードウェア健全性を表示します。
ハードウェア健全性を示す値は、次のとおりで
す。
OK
仮想ディスクはオンラインです。
■ 警告
仮想ディスクに障害が発生したか、エラーが
生成されていますが、現在操作は可能で
す。
■ 重要
仮想ディスクに障害が発生しています。
Backup Exec はアクセスできません。問題
のトラブルシューティングについては、スト
レージアレイとともに提供されたベンダーの
マニュアルと管理ソフトウェアを参照してくだ
さい。
■ 不明
ハードウェア健全性の状態を判断できませ
ん。
■

詳しくはベンダーのマニュアルを参照してくださ
い。
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項目
ディスクの分類

説明
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項目

説明
仮想ディスクがあるディスクグループの種類を表
示します。
ディスクの分類は次のとおりです。
■

■

■

■

■

■

シンプル (RAID 0)
単一の物理ディスク、ストライプ化またはパ
リティなし。冗長性なし。
スパン
一緒に連結される複数の物理ディスクのセッ
ト。ストライプ化またはパリティなし。冗長性
なし。
ストライプ
物理ディスクにまたがってストライプ化される
データを含む複数の物理ディスクエクステン
トのセット。冗長性なし。
ミラー (RAID 1)
ペアの各物理ディスクに同じデータが書き
込まれる物理ディスクのペアまたは複数の
ペア。 データ冗長を提供します。
パリティ付きストライプ (RAID 5 または RAID
6)
パリティに使われる 1 ディスク分の領域を持
ち、物理ディスクにまたがってストライプ化さ
れたデータのある 3 つ以上の物理ディスク。
データ冗長を提供します。
不明

Backup Exec は、ディスクの分類がパリティ付き
ストライプ (RAID 5または RAID 6) である物理
ディスクのグループのみを作成します。別のディ
スク分類が表示される場合、そのディスクグルー
プは SPO 以外のベンダー提供のツールによっ
て作成されています。
次を含む追加のディスク分類が表示される可能
性があります。
RAID-10
ミラー化してからストライプ化する技術を実
装します。
■ RAID-50
RAID 5 アレイ全体がストライプ化されるスト
ライプ (RAID 0) アレイを実装します。
■ RAID-60
複数の RAID 6 のセットを RAID 0 (ストライ
■
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項目

説明
プ化) と組み合わせて実装します。
RAID 技術について詳しくはベンダーのマニュ
アルを参照してください。

Backup Exec を読み取り専用操作に制限する

Backup Exec でこの仮想ディスクからディスク
領域を再利用するかどうかを示します。指定さ
れた日数の経過後、Backup Exec にストレージ
デバイスを再接続し、いずれかのデータの保持
期間が終了している場合、Backup Exec はそ
のディスク領域の再利用を試みる場合がありま
す。 これを防ぐには、Backup Exec を読み取り
専用操作に制限して、既存のデータを上書きせ
ずにこのストレージからのデータをリストアできる
ようにします。
このオプションを有効化する場合、このオプショ
ンが有効になるまでストレージを Backup Exec
から切断する必要がある日数を指定できます。

最大ファイルサイズ

Backup Exec がバックアップジョブで作成する
ディスクベースのファイルに最大ファイルサイズ
を設定できます。
このオプションが有効な場合、バックアップジョ
ブで作成されたファイルにファイルサイズの制
限を設定できます。ジョブの実行中にファイル
の最大サイズ制限に達した場合、Backup Exec
は追加のバックアップファイルを作成し、ジョブ
のスパンが実行されます。追加のバックアップ
ファイルサイズは、このオプションで設定される
最大ファイルサイズ制限に準拠します。
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項目

説明

ファイルの最大サイズまでディスク容量を事前に 事前割当ての増分で設定した増分サイズに従っ
徐々に割当てる
て事前にディスク領域を徐々に割当てることに
より、ジョブの開始時にファイルを作成します。
ジョブでディスク領域が使用されるのに応じて、
ディスク領域が徐々に最大ファイルサイズまで
事前に割当てられていきます。 ジョブが完了す
ると、ジョブで実際に使用されたディスク領域分
だけファイルサイズが小さくなります。
たとえば、事前割当てを有効にし、事前割当て
の増分を 4 GB に設定した場合、4 GB のディス
ク領域がジョブの開始時に事前に割り当てられ
ます。 ジョブで 4 GB が使われた後、Backup
Exec はさらに 4 GB を割り当てます。 ジョブが
完了するまでディスク領域が 4 GB ずつ事前に
割当てられます。 ジョブに割り当てられた 16
GB のうち 13 GB だけが使用された場合、ファ
イルサイズは 13 GB に減少します。
選択肢は［有効］か［無効］のいずれかです。

メモ: このオプションは［最大ファイルサイズ］オ
プションと連携して機能します。
事前割り当ての増分

ファイルサイズを増大する際の増分ディスク領
域を表示します。 ジョブに必要なディスク領域
に応じて、最大ファイルサイズに達するまでこの
増分ずつファイルサイズが増大します。デフォ
ルトは 1 GB です。

メモ: このオプションは、［ファイルの最大サイズ
までディスク容量を事前に徐々に割り当てる］オ
プションを有効にすると表示されます。
ブロックサイズとバッファサイズを自動検出

ブロックサイズに適した設定と、仮想ディスクの
読み取りおよび書き込みバッファに適した設定
を自動的に検出するかどうか示します。デフォ
ルト値は［有効］です。
このオプションを無効にすると、仮想ブロックサ
イズとバッファサイズのオプションを手動で任意
に設定できます。
選択肢は［有効］か［無効］のいずれかです。
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項目

説明

ディスク容量不足 - 重要

Backup Exec がアラートを送信するディスクの
空き領域の危険低しきい値を表示します。
Backup Exec は、空きディスク領域が低しきい
値を下回ったときと、警告しきい値を下回ったと
きにアラートを送信します。 空きディスク領域に
は Backup Exec 以外の操作のために予約され
たディスク領域は含まれません。
しきい値は変更できます。また、ディスク領域の
量の単位を MB か GB に変更できます。このし
きい値は、警告しきい値よりも低い必要がありま
す。
デフォルトは 5% です。

ディスク容量不足 - 警告

Backup Exec がアラートを送信する ディスクの
空き領域の低しきい値を表示します。空きディ
スク領域が警告しきい値を下回り、危険しきい
値に達すると、もう一度アラートが送信されます。
空きディスク領域には Backup Exec 以外の操
作のために予約されたディスク領域は含まれま
せん。
しきい値は変更できます。また、ディスク領域の
量の単位を MB か GB に変更できます。このし
きい値は、ディスクの空き領域の低しきい値より
も低い必要があります。
デフォルトは 15% です。

ディスクの空き容量が少ない

Backup Exec がアラートを送信する ディスクの
空き領域の低しきい値を表示します。空きディ
スク領域がこのしきい値を下回り、警告しきい値
の設定値に達すると、もう一度アラートが送信さ
れます。 空きディスク領域が警告しきい値を下
回り、危険しきい値に達すると、もう一度アラー
トが送信されます。 ディスク領域には Backup
Exec 以外の操作のために予約されたディスク
領域は含まれません。
しきい値は変更できます。また、ディスク領域の
量の単位を MB か GB に変更できます。
デフォルトは 25% です。

総容量

仮想ディスクのボリュームのサイズを表示しま
す。

付録 R Symantec Backup Exec Storage Provisioning Option
Storage Provisioning Option の仮想ディスクについて

項目

説明

バックアップストレージの総数

ストレージアレイのすべての物理ディスクにおけ
る予測される RAW 容量全体の量を表示しま
す。
ストレージアレイが総容量を読み取ることができ
る場合は、このフィールドに表示されます。 そう
でない場合は、Backup Exec は総容量を予測
します。

使用領域

ストレージアレイで使用されている物理ディスク
すべての RAW 容量の量を表示します。Backup
Exec は総容量から利用可能な容量を引くこと
によって使用済み容量を計算します。

書き込まれたデータの量

ディスクに現在までに書き込まれたデータの量
を表示します。書き込まれたデータの量は、デー
タの圧縮が原因で、使用領域によって差が生じ
る場合があります。データ圧縮は、使用領域と
比較すると、書き込まれるデータの量を増加さ
せる傾向があります。

空き領域

ディスク上に残っている未使用の容量を表示し
ます。利用可能な容量は、ドライブの総容量か
らドライブ上の予約済みディスク領域の容量を
引いて計算されます。

圧縮率

ファイルの圧縮済みサイズに対する未圧縮サイ
ズの比率を表示します。

パス

Backup Exec サーバーのストレージアレイでの
仮想ディスクの物理的な場所を表示します。

接続の種類

仮想ディスクが、Backup Exec サーバーのロー
カルにあるディスク、またはリモートディスクのど
ちらにあるかを示します。

Backup Exec サービスの再起動が必要

Backup Exec サーバーに対して加えられた変
更を適用するため、Backup Exec サービスの再
起動が必要であることを示します。

自動検出設定

仮想ディスクの読み取りバッファおよび書き込
みバッファに適した設定を自動的に検出するか
どうかを示します。
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項目

説明

読み取りバッファを使用

設定が有効な場合、次を示します。
この仮想ディスクの設定を自動的に検出し
ない。
■ 大きなデータブロックを読み取るバッファ読
み取りをこの仮想ディスクでサポートする。
■

バッファ読み取りを有効にすると、パフォーマン
スが向上する場合があります。
書き込みバッファを使用

設定が有効な場合、次を示します。
■

この仮想ディスクの設定を自動的に検出し
ない。

大きなデータブロックを書き込むバッファ書き込
みをこの仮想ディスクでサポートする。
書き込みの同時並行処理

この仮想ディスクに許可する同時並行書き込み
処理の数を表示します。

Storage Provisioning Option のホットスペアについて
自動再構築の機能があるストレージアレイが仮想ディスクの冗長性を失った場合、冗長
性を取り戻すためにホットスペアとして物理ディスクを使います。 ストレージアレイが自動
再構築の機能をサポートしていない場合は、仮想ディスクを手動で再構築するためにベ
ンダーのツールを使わなければなりません。 詳しくはストレージベンダーのマニュアルを
参照してください。
ホットスペアとして使いたい物理ディスクを指定するために［ストレージを設定］ウィザード
を使います。
ホットスペアを指定する前に、次の推奨事項を参照してください。
■

各エンクロージャに少なくとも 1 つのホットスペアを指定します。 すべてのエンクロー
ジャに対して 1 つのホットスペアのみを指定できますが、複数の物理ディスクに障害
が発生した場合の危険性を考慮します。

■

エンクロージャのスロット 0 にある物理ディスクをホットスペアとして指定します。 これ
によって、ホットスペアはどのディスクであるかをすばやく識別できます。

■

ホットスペアに置換される物理ディスクと少なくとも同じサイズであるホットスペアを指
定します。 ホットスペアが物理ディスクより小さい場合、ストレージアレイは仮想ディス
クを再構築できません。

推奨事項について詳しくはストレージアレイベンダーのマニュアルを参照してください。
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p.1175 の 「 ［ストレージを設定］ウィザードを使用したホットスペアの変更」 を参照してくださ
い。
p.1146 の 「Storage Provisioning Option での［ストレージを設定］ウィザードの使用につ
いて」 を参照してください。
p.1148 の 「［ストレージを設定］ウィザードを使用したストレージアレイの設定」 を参照してく
ださい。

［ストレージを設定］ウィザードを使用したホットスペアの追加
ストレージアレイのホットスペアを追加するために［ストレージを設定］ウィザードを使うこと
ができます。このウィザードを完了すると、［ストレージアレイの設定］と呼ばれるユーティリ
ティジョブがサブミットされます。 ジョブが正常に完了した場合は、ホットスペアが追加さ
れています。
p.1174 の 「Storage Provisioning Option のホットスペアについて」 を参照してください。
［ストレージを設定］ウィザードを使ってホットスペアを追加する方法

1

［ストレージ］タブで［ストレージを設定］ウィザードをクリックします。

2

［ディスクベースのストレージ］をクリックし［次へ］をクリックします。

3

［ストレージアレイ］を選択して［次へ］をクリックします。

4

ホットスペアドライブを設定する対象のストレージアレイを選択し、［次へ］をクリックし
ます。

5

オプションを選択し、［I only want to configure hot spares］を選択して、［次へ］を
クリックします。

6

画面の指示に従って作業を進めます。

［ストレージを設定］ウィザードを使用したホットスペアの変更
別の物理ディスクを選択してストレージアレイのホットスペアとして使うために［ストレージ
を設定］ウィザードを使うことができます。このウィザードを完了すると、［ストレージアレイ
の設定］と呼ばれるユーティリティジョブがサブミットされます。ジョブが正常に完了した場
合は、ホットスペアが変更されています。
p.1174 の 「Storage Provisioning Option のホットスペアについて」 を参照してください。
［ストレージを設定］ウィザードを使ってホットスペアを変更する方法

1

［ストレージ］タブで［ストレージを設定］ウィザードをクリックします。

2

［ディスクベースのストレージ］をクリックし［次へ］をクリックします。

3

［ストレージアレイ］を選択して［次へ］をクリックします。
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4

ホットスペアドライブを変更する対象のストレージアレイを選択し、［次へ］をクリックし
ます。

5

［I only want to configure hot spares］を選択して［次へ］をクリックします。

6

次のいずれかを実行します。
ホットスペアを利用可能な物理ディスクとして 次に示す順序で操作を実行します。
指定する場合
■ ［ホットスペア］リストで、［利用可能な物理
ディスク］リストに戻すホットスペアを選択し
ます。
利用可能な物理ディスクをホットスペアとして 次に示す順序で操作を実行します。
指定する場合
■ ［利用可能な物理ディスク］リストで、ホット
スペアとして使う 1 つ以上の物理ディスク
を選択します。

7

［次へ］をクリックします。

8

［概略］パネルを確認し、［完了］をクリックします。
p.1146 の 「Backup Exec でのストレージアレイのコンポーネントの表示」 を参照してく
ださい。

新しいストレージアレイの検出
Backup Exec は定期的に新しいストレージアレイまたは物理ディスクを検索します。 追加
した新しいストレージアレイまたは物理ディスクを Backup Exec が検出しない場合は、更
新操作を実行してください。 更新操作を実行しても新しいデバイスが検出されない場合
は、Backup Exec サービスを再起動します。
サービスを再起動すると、［すべてのストレージ］の下にある［ストレージ］タブに新しいスト
レージアレイが表示されます。
Backup Exec で新しいストレージアレイを検出するには、Storage Provisioning Option
(SPO) をインストールしておく必要があります。
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新しいストレージアレイを検出する方法

1

［ストレージ］タブをクリックします。

2

最近追加した新しいストレージアレイまたは物理ディスクが［すべてのストレージ］に
表示されない場合、F5 キーを押して表示を更新します。

3

更新を実行してもストレージアレイが検出されない場合は、Backup Exec サービス
を再起動します。
p.502 の 「Backup Exec サービスの起動および停止」 を参照してください。
p.1179 の 「Storage Provisioning Option のトラブルシューティング」 を参照してくだ
さい。

仮想ディスクまたはストレージアレイの名前の変更
仮想ディスクまたはストレージアレイの名前を変更できます。名前は 128 文字を超過でき
ません。ハードウェアの名前は変更できません。
ストレージアレイを設定するためにベンダー提供のツールを使っている場合、アレイに割
り当てるハードウェア名はベンダーのツールに表示されます。ストレージアレイのハード
ウェア名を変更するには、ベンダー提供のツールか SAN 用記憶域マネージャユーティ
リティを使う必要があります。
仮想ディスクまたはストレージアレイの名前を変更する方法

1

［ストレージ］タブの［すべてのストレージ］で、次のいずれかを実行します。
仮想ディスクの名前を変更する方法

次に示す順序で操作を実行します。
名前を変更する仮想ディスクを含むスト
レージアレイを展開します。
■ 仮想ディスクを右クリックし、［詳細］を選択
します。
■ ［名前］フィールドで、バックアップディスク
の新しい名前を入力します。
■ 手順 2 に進みます。
■

ストレージアレイの名前を変更する方法

次に示す順序で操作を実行します。
ストレージアレイを右クリックし、［詳細］を
選択します。
■ ［名前］フィールドで、ストレージアレイの
新しい名前を入力します。
■ 手順 2 に進みます。
■

2

［適用］をクリックします。
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p.1155 の 「Storage Provisioning Option の仮想ディスクについて」 を参照してください。

仮想ディスクの物理ディスクの識別について
多くのストレージアレイのエンクロージャには、物理ディスクの操作状態を示す小さい状
態ライトを使う物理ディスクが組み込まれています。Storage Provisioning Option (SPO)
は［点滅］機能が付いているこれらのライトを使用し、仮想ディスクを構成する物理ディス
クを簡単に識別するのに役立ちます。仮想ディスクの［点滅］機能を選択すると、物理ディ
スクの状態ライトは点滅します。
メモ: 点滅機能に対するストレージアレイのサポートは、この機能に対するストレージアレ
イハードウェアのサポートによって決まります。すべてのストレージアレイハードウェアが点
滅をサポートするわけではありません。詳しくはストレージアレイハードウェアのマニュア
ルを参照してください。
点滅機能を異なる方法で使うことができます。次の場合に役に立つように使うことができ
ます:
■

1 つのストレージアレイからの別のストレージアレイへの仮想ディスクの移動。
1 つのエンクロージャから別のエンクロージャに仮想ディスクを移動する場合に点滅
機能を使うことができます。多くのエンクロージャがある場合、仮想ディスクを構成する
物理ディスクを識別するのに点滅機能を使うことができます。これがないと、仮想ディ
スクを構成する物理ディスクの判断が困難になる場合もあります。

■

問題となる物理ディスクの識別。
SPO が物理ディスクの問題のためのアラートを生成するとき、問題となる物理ディスク
を見つけるのに役立つ点滅機能を使うことができます。

点滅機能を使うと、次が適用されます:
■

点滅機能は一度に 1 つの仮想ディスクで動作します。
複数の仮想ディスクの物理ディスクを同時に識別するのにこれを使うことはできませ
ん。

p.1178 の 「仮想ディスクの物理ディスクの識別」 を参照してください。

仮想ディスクの物理ディスクの識別
仮想ディスクの物理ディスクを識別するには、次の手順を実行します。
p.1178 の 「仮想ディスクの物理ディスクの識別について」 を参照してください。
仮想ディスクの物理ディスクを識別する方法

1

［ストレージ］タブでストレージアレイを選択します。

2

ストレージアレイを展開し、仮想ディスクを選択します。
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3

仮想ディスクを右クリックし、［点滅］をクリックします。

4

点滅機能をオフにするには、ストレージアレイを右クリックし、［点滅停止］をクリックし
ます。

Storage Provisioning Option のトラブルシューティング
Storage Provisioning Option (SPO) またはストレージアレイのハードウェアで問題が起
きたら、次の項目を確認します。
■

ベンダーのストレージアレイとベンダーのハードウェアプロバイダがサポートされてい
る。
互換性があるデバイスのリストは、次の URL で参照できます。
http://entsupport.symantec.com/umi/v-269-2

■

ストレージアレイに電源があり投入されている。

■

ストレージアレイのすべてのライトとインジケータの表示が正常である。

■

ストレージアレイが適切にゾーニングされている (SAN にある場合)。

■

ケーブルが正しいポートに差し込まれている。

■

Microsoft DiskRAID コマンドラインツールか SAN 用記憶域マネージャ MMC スナッ
プインがストレージアレイのハードウェアを検出および動作できる。

■

ディスクマネージャはマスクされていない仮想ディスクを検出できる。

■

新しい仮想ディスクを検出するために更新操作が実行されている。

SPO の評価版をインストールしている場合、ライセンスがまだ評価期間内であることを確
認します。評価期間が期限切れになると、オプションは非常に限られたモードで機能しま
す。
p.1144 の 「Storage Provisioning Option オプションについて」 を参照してください。
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S
Symantec Backup Exec
Archiving Option
この付録では以下の項目について説明しています。
■

Archiving Option について

■

Exchange Mailbox Archiving Option と File System Archiving Option の必要条
件

■

Backup Exec Archiving Option のインストール

■

Archiving Option の動作

■

Archiving Option の推奨事項

■

アーカイブジョブの作成について

■

Archiving Option のデフォルト設定の編集

■

アーカイブ項目の単一インスタンス記憶域について

■

アーカイブの権限と設定の同期について

■

Archiving Option でのボルトストアについて

■

Archiving Option でのボルトストアパーティションについて

■

Archiving Option でのアーカイブについて

■

監査ログの Archiving Option 操作エントリについて

■

アーカイブジョブでの Exchange メールボックスグループについて

■

元の場所からのアーカイブデータの削除について

■

Archiving Option でのアーカイブの設定について
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■

Backup Exec Archiving Option でのインデックスの場所の管理について

■

アーカイブからの項目のリストアについて

■

アーカイブ内のデータの検索について

■

アーカイブからのデータの削除について

■

リモート Backup Exec サーバーからの Archiving Option コンポーネントのバックアッ
プとリストアについて

■

アーカイブからの保持期間が終了したアーカイブ項目の削除の防止

■

Archiving Option コンポーネントのバックアップについて

■

Archiving Option コンポーネントのリストアについて

■

新しい場所への Archiving Option コンポーネントの移動について

■

アーカイブジョブのトラブルシューティング

■

Archiving Option のレポート

■

Backup Exec の仮想ボルトについて

Archiving Option について
Archiving Option は個別または一緒にインストールできる次の機能を含んでいます:
■

アーカイブ可能な Windows のファイルシステムデータをアーカイブする File System
Archiving Option。

■

アーカイブ可能な Exchange メールメッセージをアーカイブする Exchange Mailbox
Archiving Option。

アーカイブ可能なファイルを見つけるために、Backup Exec は選択されたファイルシステ
ムの共有とフォルダおよび Exchange メールボックスにルールを適用します。 選択項目
内のデータは、バックアップされ、ルールによって指定された基準を満たしている場合に
アーカイブできです。 アーカイブジョブではその後にディスクベースのボルトストアにこの
データを送信します。 このデータはアーカイブされた直後、または Archiving Option コ
ンポーネントのバックアップ直後にソースコンピュータ内の元の場所から削除されます。
アーカイブにデータを保持する期間を指定する保持カテゴリをアーカイブするデータに
適用できます。 Backup Exec は保持期間が終了したアーカイブデータを自動的に削除
します。
バックアップセットからデータをアーカイブすることによって、Backup Exec はリモートコン
ピュータのデータを追加でクエリーしたり移動する必要がなくなります。 Backup Exec が
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元の場所からアーカイブデータを削除した後は、ディスク領域がさらに解放され、Backup
Exec で将来のバックアップジョブにかかる時間が短縮されます。
Archiving Option では、データをアーカイブするために Symantec Enterprise Vault
の技術を使います。Archiving Option をインストールすると、一部の Enterprise Vault
サービスもインストールされます。
Backup Exec Exchange Mailbox Archiving Option をインストールすると、仮想ボルト
機能が自動的にインストールされます。 の仮想ボルトを使用すると、エンドユーザーはデ
スクトップコンピュータやラップトップコンピュータで Microsoft Outlook からアーカイブさ
れた電子メールメッセージを表示できます。 これらのデスクトップコンピュータやラップトッ
プコンピュータは仮想ボルトクライアントと呼ばれ、DNS エイリアスを使用して Backup
Exec サーバーに接続し同期を実行します。Backup Exec Outlook Ad-In をエンドユー
ザーのコンピュータにインストールして、Virtual Virtual を有効にする必要があります。
作成する各アーカイブジョブにデフォルトを設定することができます。 また、すべてのアー
カイブジョブに適用されるデフォルトを設定し、他のアーカイブ操作を管理することもでき
ます。
p.1209 の 「アーカイブジョブの作成について」 を参照してください。
p.1214 の 「Archiving Option のデフォルト設定の編集」 を参照してください。
p.1205 の 「Archiving Option での Enterprise Vault サービスについて」 を参照してくだ
さい。
p.1183 の 「Exchange Mailbox Archiving Option と File System Archiving Option の
必要条件」 を参照してください。
p.1201 の 「Backup Exec Archiving Option のインストール」 を参照してください。
p.1206 の 「Archiving Option の動作」 を参照してください。
p.1208 の 「Archiving Option の推奨事項」 を参照してください。
p.1257 の 「Backup Exec の仮想ボルトについて 」 を参照してください。

Exchange Mailbox Archiving Option と File System
Archiving Option の必要条件
一部の必要条件は Exchange Mailbox Archive Option と File System Archive Option
の両方に適用されます。また、特定のオプションそれぞれに適用される必要条件を確認
する必要もあります。
p.1185 の 「Exchange Mailbox Archiving Option の必要条件」 を参照してください。
p.1188 の 「File System Archiving Option の必要条件」 を参照してください。
両方の Archiving Option に適用される必要条件は次のとおりです。
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■

Backup Exec サーバーはドメインの一部でなければなりません。ワークグループ内の
サーバーには Archiving Option をインストールできません。

■

アーカイブジョブの間にバックアップセットを解読するのに共用暗号化キーのみを使
うことができます。所有者専用キーが使われると、バックアップセットのアーカイブ可能
な項目はアーカイブされません。

■

Backup Exec サーバーは Archiving Option のインデックスファイルを保存するため
の十分な領域を備えている必要があります。Archiving Option をインストールすると
き、インデックスファイルが保存されるパスを指定するように求めるメッセージが表示さ
れます。このパスはローカルの NTFS ボリューム上になければなりません。FAT と
FAT32 パーティションのパスはサポートされません。

メモ: シマンテック社は Backup Exec の基本的な必要条件に加えてより多くの RAM を利
用できるようにすることを推奨します。
p.61 の 「システムの必要条件」 を参照してください。
互換性があるオペレーティングシステム、プラットフォーム、アプリケーションのリストは、次
の URL で参照できます。
http://entsupport.symantec.com/umi/V-269-1
Archiving Option は次をサポートしません:
■

Backup Exec Central Admin Server Option。
メモ: 集中管理サーバーに Archiving Option をインストールできます。 ただし、アー
カイブジョブのための分散ジョブ管理はサポートされません。

■

Backup Exec Remote Media Agent for Linux からのバックアップセットからのアー
カイブ。

■

クラスタ化されたサーバーへのインストール。 また、インストール用に Archiving Option
も選択している場合は、クラスタに Backup Exec をインストールできません。

■

Microsoft Exchange Server がインストールされているコンピュータへの Exchange
Mailbox Archiving Option のインストール。

■

バックアップ対象として選択されるサーバーグループまたは複数のサーバー。

p.1195 の 「Exchange Mailbox Archiving Option のディスク領域の必要条件を計算する
方法」 を参照してください。
p.1198 の 「File System Archiving Option のディスク領域の必要条件を計算する方法」
を参照してください。
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p.1205 の 「Archiving Option での Enterprise Vault サービスについて」 を参照してくだ
さい。

Exchange Mailbox Archiving Option の必要条件
両方の Archiving Option に適用される必要条件は別に表示されます。Exchance
Mailbox Archiving Option にのみ適用される必要条件に加えてそれらの必要条件を
確認してください。
p.1183 の 「Exchange Mailbox Archiving Option と File System Archiving Option の
必要条件」 を参照してください。
また、必要に応じて Exchange Server 2010 に対する Exchange Mailbox Archiving
Option のサポートについても確認する必要があります。
p.1187 の 「Exchange Server 2010 に対する Exchange Mailbox Archiving Option の
サポートの必要条件」 を参照してください。
Exchange Mailbox Archiving Option に適用される必要条件は次のとおりです。
■

アーカイブする Exchange Server ごとに Backup Exec サーバーで Exchange Agent
のライセンス情報を入力する必要があります。

■

Exchange Mailbox Archiving Option をインストールする前に Backup Exec サー
バーに Microsoft Outlook の次のバージョンの 1 つをインストールする必要がありま
す。
■

Hotfix kb968858 と Outlook 2007 Service Pack 2 以降

■

Outlook 2003 Service Pack 3

■

Microsoft Outlook は Backup Exec サーバーのデフォルトのメールクライアントであ
る必要があります。

■

Outlook を Backup Exec サーバーにインストールする場合は、プロファイルを作成し
てから Exchange Server メールボックスに接続する必要があります。Outlook は競
合するプログラムについてのエラーメッセージを表示することがあります。Outlook が
問題を解決することを提供したら、そうすることを選び、次に指定の手順に従ってくだ
さい。

■

Exchange サーバーのバックアップでは、Granular Recovery Technology (GRT)
オプションが有効になっている必要があります。
p.842 の 「Microsoft Exchange のバックアップオプション」 を参照してください。

■

Exchange Server のバックアップは次の形式のストレージの 1 つに存在している必
要があります。
■

固定のディスクストレージ。

■

重複排除用ディスクストレージ。
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■

Storage Provisioning Option 環境のストレージアレイ。

■

Exchange Server のバックアップには、データの一時ストレージ用の Backup Exec
サーバーに対してローカルな NTFS ボリュームに設定された有効なパスが必要です。
デフォルトパスは C:¥temp を使うように設定されます。
p.472 の 「デフォルトの Granular Recovery Technology (GRT) オプションの設定」
を参照してください。

■

メールボックスは、アーカイブ用のメールボックスを選択したい各 Exchange Server
上で Backup Exec によって排他的に使われるように設定する必要があります。
Exchange の Archive Option のアーカイブジョブを作成する時はいつでもシステム
メールボックスの名前を入力するように求めるメッセージが表示されます。システムメー
ルボックスは Backup Exec による使用のために設定するメールボックスです。それに
は「システム」メールボックスと名前を付ける必要はありません。

■

次にこのメールボックスの制限を示します:
■

このメールボックスは他のどの目的のためにも使ってはなりません。Exchange
Mailbox Archiving Option は排他的なアクセスを要求します。

■

このメールボックスはアドレスリストで非表示にしてはなりません。

■

このメールボックスのアカウントは無効にしてはなりません。

■

Backup Exec サーバーのドメインと Exchange Server のドメインは Backup Exec
サービスアカウントが属するドメインを信頼する必要があります。

■

Backup Exec サービスアカウントに Exchange Server に対する権限を付与する必要
があります。
p.1189 の 「Archiving Option での Backup Exec サービスアカウントへの Exchange
Server に対する権限の 付与について 」 を参照してください。

■

Backup Exec サービスアカウントは Active Directory ドメインのメンバーでなければ
なりません。Exchange Server に対するドメインおよびローカルの管理者権限がある
Backup Exec サービスアカウントを使用することをお勧めします。Backup Exec サー
ビスアカウントはドメイン管理者である必要はありません。

Exchange Mailbox Archiving Option のインストールまたはアップグレードには、次の
表に示すコンポーネントが必要です。

付録 S Symantec Backup Exec Archiving Option
Exchange Mailbox Archiving Option と File System Archiving Option の必要条件

表 S-1

Exchange Mailbox Archiving Option のインストール済みコンポーネ
ントまたは必須コンポーネント

オペレーティングシステム

インストール済みコンポーネントまたは必
須コンポーネント

Windows Server 2008

Backup Exec により、自動的に IIS 7.0 と IIS 7.0
の一部の役割サービスが Windows Server
2008 にインストールされます。
p.1202 の 「Backup Exec によってインストールさ
れる Internet Information Services (IIS) 7.0
の役割サービスについて」 を参照してください。

Windows Server 2003

Backup Exec により、自動的に ASP.NET 2.0
がインストールされます。
Backup Exec により、Windows 2003 x64 に 32
ビットモードの ASP.NET 2.0 がインストール、設
定されます。
次のコンポーネントを手動でインストールする必
要があります。
■

Internet Information Services (IIS) 6.0

■

World Wide Web Publishing Service

これらのコンポーネントのインストールについて
詳しくは Microsoft 社のマニュアルを参照して
ください。

Exchange Server 2010 に対する Exchange Mailbox Archiving
Option のサポートの必要条件
Exchange Mailbox Archiving Option に適用されるその他の必要条件もすべて確認
する必要があります。
p.1185 の 「Exchange Mailbox Archiving Option の必要条件」 を参照してください。
Exchange Server 2010 に対する Exchange Mailbox Archiving Option のサポートの
必要条件は次のとおりです。
■

Backup Exec サーバーに Hotfix kb968858 と Microsoft Outlook 2007 Service
Pack 2 をインストールする必要があります。

■

Backup Exec サーバーに Exchange Server 2010 用の Exchange 管理ツールをイ
ンストールする必要があります。
Backup Exec サーバーの管理ツールのバージョンは、Exchange Server 2010 の管
理ツールのバージョンと同じかそれ以上である必要があります。 Exchange Server
2010 のカスタムインストールを実行するときに管理ツールをインストールできます。
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メモ: Backup Exec サーバーに管理ツールと Backup Exec を同時にインストールす
る場合は、ツールを最初にインストールします。管理ツールをインストールする前に
Backup Exec をインストールすると、ツールのインストールが完了したときに Backup
Exec サーバーを再起動する必要があります。

■

Microsoft Exchange データベース可用性グループ (DAG) 内のメールボックスデー
タベースを選択する場合は、DAG 内の各メンバーサーバー用にシステムメールボッ
クスを設定する必要があります。

■

システムメールボックスに対する送信者権限を Backup Exec サービスアカウントに付
与する必要があります。

■

Archiving Option での Exchange Server 2007/2010 に対する権限を付与する必
要があります。

p.1190 の 「Backup Exec サービスアカウントへの Exchange Server 2010 用のシステム
メールボックスに対する送信者権限の付与」 を参照してください。
p.1192 の 「Archiving Option での Exchange Server 2007/2010 に対する権限の付与」
を参照してください。

File System Archiving Option の必要条件
Archiving Option と File System Archiving Option の両方に適用される一部の必要
条件は別に表示されます。File System Archiving Option にのみ適用される必要条件
に加えてそれらの必要条件を確認してください。
p.1183 の 「Exchange Mailbox Archiving Option と File System Archiving Option の
必要条件」 を参照してください。
次に File System Archiving Option の必要条件を示します:
■

Backup Exec サーバーは、アーカイブ可能なデータのアーカイブ元のファイルサー
バーと同じタイムゾーンになければなりません。

■

Backup Exec サーバーのドメイン、ファイルサーバーのドメイン、Exchange Server
のドメインは Backup Exec サービスアカウントが属するドメインを信頼する必要があり
ます。

■

Backup Exec サーバーのドメインは、ファイルサーバーの共有にアクセスするユー
ザーのアカウントを含んでいるドメインを信頼する必要があります。

■

Backup Exec サービスアカウントには、ファイルサーバーのローカル管理者権限が必
要です。

■

Backup Exec サービスアカウントには、アーカイブ用に選択される共有に対するフル
コントロールの共有権限が必要です。
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■

■

Backup Exec サービスアカウントは、アーカイブ用に選択される共有のフォルダに対
する次の NTFS 権限を付与される必要があります。
■

修正

■

フォルダの内容の一覧表示

■

読み取り

■

書き込み

.msg ファイルのすべてのインデックス付けを提供するために Outlook の次のバー
ジョンの 1 つを Backup Exec サーバーにインストールする必要があります。
■

Outlook 2003 Service Pack 3

■

Hotfix kb968858 と Outlook 2007 Service Pack 2 以降

Archiving Option での Backup Exec サービスアカウントへの Exchange
Server に対する権限の 付与について
Backup Exec サービスアカウントはアーカイブしたい Exchange Server 上のメールボッ
クスにアクセスする必要があります。 このアクセス権を取得するには、Backup Exec サー
ビスアカウントに Exchange Server にアクセスする権限がなければなりません。
Exchange Server のメールボックスにアクセスするために Backup Exec サービスアカウ
ントに必要な権限を付与するために次の方式のどちらかを使うことができます:
■

組織レベルまたは管理グループレベルでの権限の付与。
権限が割り当てられるレベルで追加するすべての新しい Exchange Server に権限
が自動的に伝播されます。
メモ: 他のアカウントに権限を付与するには、Exchange の管理権限を持っている必
要があります。

■

各 Exchange Server に対する権限の明示的な付与。
権限を明示的に付与してから別の Exchange Server を追加する場合は、追加した
サーバーに対する権限も明示的に付与する必要があります。

また、Backup Exec サービスアカウントには、Backup Exec の排他的な使用のために作
成するメールボックスに対する送信者権限がなければなりません。 システムメールボック
スと呼ばれるこのメールボックスは、アーカイブ用に選択するメールボックスが存在する各
Exchange Server に作成されなければなりません。
p.1193 の 「Archiving Option での Exchange Server 2007 に対する権限の組織レベル
での付与」 を参照してください。
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p.1193 の 「Archiving Option での各 Exchange Server 2007 に対する権限の明示的な
付与」 を参照してください。
p.1194 の 「Archiving Option での Exchange Server 2003 に対する権限の組織レベル
での付与」 を参照してください。
p.1195 の 「Archiving Option での Exchange Server 2003 に対する権限のサーバーレ
ベルでの付与」 を参照してください。
p.1190 の 「Backup Exec サービスアカウントへの Exchange Server 2010 用のシステム
メールボックスに対する送信者権限の付与」 を参照してください。
p.1192 の 「Archiving Option での Exchange Server 2007/2010 に対する権限の付与」
を参照してください。

Backup Exec サービスアカウントへの Exchange Server 2010 用
のシステムメールボックスに対する送信者権限の付与
Backup Exec サービスアカウントには、各 Exchange Server のシステムメールボックスに
対する送信者権限が必要です。この権限は、アカウントごとに手動で設定するか、または
次の手順で設定することができます。
p.1187 の 「Exchange Server 2010 に対する Exchange Mailbox Archiving Option の
サポートの必要条件」 を参照してください。
システムメールボックスに対する送信者権限を Backup Exec サービスアカウントに付与
する方法

1

Active Directory 権限の管理役割を持つアカウントを使用して Exchange Server
にログオンします。
デフォルトでは、組織の管理役割グループのメンバーにこの役割が割り当てられま
す。

2

Exchange Server で、［スタート］、［すべてのプログラム］、［Microsoft Exchange
Server 2010］、［Exchange Management Shell］の順にクリックします。

3

次のコマンドを入力します。
Add-ADPermission -Identity '<system mailbox name>' -User '<Domain
Name¥Backup Exec service account> -AccessRights ExtendedRight
-ExtendedRights "send as"

p.1191 の 「Backup Exec サービスアカウントに付与される Microsoft Exchange の権限」
を参照してください。
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Backup Exec サービスアカウントに付与される Microsoft Exchange
の権限
次の表に、スクリプト SetEVExchangePermissions.ps1 によって Backup Exec サービ
スアカウントに付与される権限を示します。
p.1190 の 「Backup Exec サービスアカウントへの Exchange Server 2010 用のシステム
メールボックスに対する送信者権限の付与」 を参照してください。
表 S-2

Backup Exec サービスアカウントに付与される権限

パス

オブジェクト

権限

CN=Configuration,
CN=Services, CN=Microsoft
Exchange, CN=Organization,
CN=Administrative Groups,
CN=AdminGroup

Exchange Server 2010 が環境 次の権限が付与されます。
に存在する場合は、
■ 読み取り
CN=Database と子孫オブジェ
■ 管理者インフォメーションス
クトに権限が付与されます。
トア
Exchange Server 2007 以前 ■ メール送信キューを開く
が環境に存在する場合は、
■ 受信者
CN=Servers と子孫オブジェク
■ 送信者
トに権限が付与されます。
■ インフォメーションストアの状
態の表示

CN=Configuration,
CN=Services, CN=Microsoft
Exchange

次のオブジェクトに権限が付与 読み取り
されます。 CN=Organization

CN=Configuration,
次のオブジェクトに権限が付与 読み取り
CN=Services, CN=Microsoft されます。
Exchange, CN=Organization
■ CN=ELC Folders
Container と子孫オブジェ
クト
■ CN=Global Settings と子
孫オブジェクト
■ CN=Transport Settings
CN=Configuration,
次のオブジェクトに権限が付与 読み取り
CN=Services, CN=Microsoft されます。 CN=Rules
Exchange, CN=Organization,
CN=Transport Settings
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パス

オブジェクト

権限

CN=Configuration,
次のオブジェクトに権限が付与 読み取り
CN=Services, CN=Microsoft されます。
Exchange, CN=Organization,
■ CN=Journaling と子孫オブ
CN=Transport Settings,
ジェクト
CN=Rules
■ CN=JournalingVersioned
と子孫オブジェクト

Archiving Option での Exchange Server 2007/2010 に対する権
限の付与
PowerShell スクリプトを使用して Exchange Server 2007/2010 のサポートに必要な権
限を Backup Exec サービスアカウントに割り当てることができます。
このスクリプトを Exchange Server 2010 または Exchange Server 2007 で実行する必
要があります。このスクリプトによって、環境内のすべての Exchange Server のバージョ
ン (Exchange Server 2003 を含む) で必要な権限が割り当てられることに注意してくださ
い。
Archiving Option での Exchange Server 2007/2010 に対する権限を付与する方法

1

2

次の管理役割を持つアカウントを使用して Exchange Server にログオンします。
■

Active Directory 権限

■

Exchange Server

■

組織の構成
デフォルトでは、組織の管理役割グループのメンバーにこれらの役割が割り当て
られます。

スクリプト SetEVExchangePermissions.ps1 を Exchange Server にコピーします。
スクリプト SetEVExchangePermissions.ps1 は Backup Exec のインストールパス
¥enterprise vault¥powershellscripts にあります。

3

Exchange Server で、Exchange 管理シェルを開きます。

4

次のコマンドを入力します。
SetEVExchangePermissions.ps1 -User '<Domain Name¥Backup Exec
service account>'

5

これらの変更をすぐに有効にするには、Exchange インフォメーションストアサービス
を各 Exchange メールサーバーで再起動します。

p.1191 の 「Backup Exec サービスアカウントに付与される Microsoft Exchange の権限」
を参照してください。
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Archiving Option での Exchange Server 2007 に対する権限の
組織レベルでの付与
組織レベルで Backup Exec サービスアカウントにフルコントロール権限を付与できます。
p.1189 の 「Archiving Option での Backup Exec サービスアカウントへの Exchange Server
に対する権限の 付与について 」 を参照してください。
メモ: 他のアカウントに権限を付与するには、Exchange の管理権限を持っている必要が
あります。
Archiving Option で Backup Exec サービスアカウントに権限を組織レベルで付与する
方法

1

Exchange Server で、［スタート］、［すべてのプログラム］、［Microsoft Exchange
Server 2007］、［Exchange 管理シェル］の順にクリックします。

2

次のコマンドを入力します。
Get-OrganizationConfig | Add-ADPermission -User '<Domain
Name¥Backup Exec service account>' -AccessRights GenericAll
-InheritanceType All

3

次のコマンドを入力します。
Add-ADPermission -Identity '<system mailbox name>' -User '<Domain
Name¥Backup Exec service account>' -ExtendedRights 'Send-as'

4

Backup Exec の排他的な使用のために作成したメールボックスに対する送信者権
限を付与するには、適切な Exchange Server 上で前の手順を繰り返してください。

Archiving Option での各 Exchange Server 2007 に対する権限
の明示的な付与
各 Exchange Server で Backup Exec サービスアカウントにフルコントロール権限を付与
できます。 アーカイブする各 Exchange Server でこの手順を実行してください。
p.1189 の 「Archiving Option での Backup Exec サービスアカウントへの Exchange Server
に対する権限の 付与について 」 を参照してください。
メモ: 他のアカウントに権限を付与するには、Exchange の管理権限を持っている必要が
あります。
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Archiving Option で各 Exchange Server 2007 に対する権限を明示的に付与する方法

1

Exchange Server で、［スタート］、［すべてのプログラム］、［Microsoft Exchange
Server 2007］、［Exchange 管理シェル］の順にクリックします。

2

次のコマンドを入力します。
Get-MailboxServer -Identity "<mailbox server name>" > |
Add-ADPermission -User "<Domain name¥Backup Exe service account>"
-AccessRights GenericAll -InheritanceType All

3

次のコマンドを入力します。
Add-ADPermission -Identity '<system mailbox name>' -User '<Domain
Name¥Backup Exec service account>' -ExtendedRights 'Send-as'

Archiving Option での Exchange Server 2003 に対する権限の
組織レベルでの付与
組織レベルで Backup Exec サービスアカウントにフルコントロール権限を付与できます。
p.1189 の 「Archiving Option での Backup Exec サービスアカウントへの Exchange Server
に対する権限の 付与について 」 を参照してください。
この手順について詳しくは Microsoft 社のナレッジベースを参照してください。
Archiving Option で Exchange Server 2003 に対する権限を組織レベルで付与する方
法

1

［セキュリティ］ページを表示できるように ShowSecurityPage レジストリを設定しま
す。

2

Microsoft Exchange System Manager の左ペインで、［Exchange 組織］を右ク
リックし、次に［プロパティ］をクリックします。

3

［セキュリティ］タブで、［追加］をクリックします。

4

Backup Exec サービスアカウントを選択してリストに追加します。

5

［OK］をクリックします。

6

［名前］リストで、Backup Exec サービスアカウントを選択します。

7

［アクセス許可］リストで、［許可］列のチェックボックスがすべて選択されていることを
確認します。

8

選択されていないチェックボックスを選択します。

9

［OK］をクリックします。
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Archiving Option での Exchange Server 2003 に対する権限の
サーバーレベルでの付与
Exchange Server 2003 に対する権限を Backup Exec サービスアカウントにサーバーレ
ベルで付与できます。アーカイブする各 Exchange Server でこの手順を実行してくださ
い。
p.1189 の 「Archiving Option での Backup Exec サービスアカウントへの Exchange Server
に対する権限の 付与について 」 を参照してください。
Archiving Option で Exchange Server 2003 に対する権限をサーバーレベルで付与す
る方法

1

Microsoft Exchange System Manager の左ペインで、［サーバー］コンテナを展
開します。

2

Exchange Server を右クリックし、［プロパティ］をクリックします。

3

［セキュリティ］タブで、［追加］をクリックします。

4

Backup Exec サービスアカウントを選択してリストに追加します。

5

［OK］をクリックします。

6

［名前］リストで、Backup Exec サービスアカウントをクリックします。

7

［アクセス許可］リストで、［許可］列のチェックボックスがすべて選択されていることを
確認します。

8

選択されていないチェックボックスを選択します。

9

［OK］をクリックします。

Exchange Mailbox Archiving Option のディスク領域の必要条件を計算
する方法
Backup Exec では次の Exchange Mailbox Archiving Option コンポーネント用に永続
的なディスク領域が必要です。
■

ボルトストアパーティション。

■

インデックスの場所。

■

ディレクトリ、ボルトストア、フィンガープリントデータベースを含んでいる SQL Server
データベース。

仮想ボルト機能に必要な一時キャッシュのサイズも考慮する必要があります。一時キャッ
シュの最大サイズはデフォルトで 10 GB ですが、このサイズは増やすことができます。
p.1268 の 「Backup Exec サーバーの一時キャッシュの場所について」 を参照してください。
表 S-3 は Exchange Mailbox Archiving Option のこれらのコンポーネント用のディスク
領域の必要条件を推定するために使うことができる式を記述します。
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式には次の値と変数を使用します:
■

N は電子メールの数です。

■

m はユーザーのメールボックスにある添付ファイルの同一コピーの平均数です。

■

添付ファイルの圧縮率は 60% として推定します。
添付ファイルの多くが Office 2007 ファイルなら、使用する圧縮率は 90% です。

■

添付ファイルがある電子メールの平均数は 20% で推定します。

■

電子メールの添付ファイルの平均サイズは 250 KB で推定します。
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表 S-3
コンポーネント

Exchange Mailbox Archiving Option のディスク領域の必要条件の
計算
必要条件

ボルトストアパーティション ボルトストアパーティションのサイズは以下の項目によって決まります:
■

電子メールのサイズ。

■

添付ファイルの種類。

■

添付ファイルの数そしてサイズ。

■

添付ファイルがある電子メールの数。

メモ: 単一インスタンス記憶域が有効になっている場合、項目はボルト
ストア内とボルトストアパーティション内の間で共有されます。 20 KB の
単一インスタンスのしきい値を超えるメッセージの共有可能な部分は
共有されます。 これらの共有可能な部分には添付ファイルとメッセー
ジ本文が含まれます。 ユーザー情報そして単一インスタンスのしきい
値未満の共有可能な部分は共有されません。
p.1217 の 「アーカイブ項目の単一インスタンス記憶域について」 を参照
してください。
次のように計算して、ボルトストアパーティションのディスク領域の必要
条件を予測できます。
単一インスタンス記憶域が有効になっていないボルトストアパーティ
ションの概算サイズ:
(N x 16) + (N x 0.2 x 0.6 x 250) KB
■ 単一インスタンス記憶域が有効になっているボルトストアパーティ
ションの概算サイズ:
■

(N x 16) + ((1/m) x (N x 0.2 x 0.6 x 250) KB
たとえば、100,000 通の電子メールのボルトストアパーティションのディ
スク領域の必要条件を知りたいとします。 各電子メールの添付ファイ
ルが平均 3 人で共有されると推定します。
アーカイブ項目の単一インスタンス記憶域が有効になっていない場
合、ディスク領域の必要条件の計算は次の通りです:
(100000 x 16) + (100000 x 0.2 x 0.6 x 250) KB = およそ 4.6 GB
単一インスタンス記憶域が有効になっている場合、ディスク領域の必
要条件の計算は次の通りです:
(100000 x 16) + ((1/3) x 100000 x 0.2 x 0.6 x 250) KB = およそ 2.6
GB
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コンポーネント

必要条件

インデックス

インデックスのサイズはアーカイブする項目の合計サイズのおよそ 8%
です。 この割合は、インデックス付けする内容が少なければ少なくなる
ことがあります。 たとえば、MP3 または .jpeg ファイルのような大きい添
付ファイルがある場合はインデックス付けする内容が少なくなります。
たとえば、100,000 通の電子メールがあり、それぞれに 8 KB の本文
サイズがあるとします。 電子メールの約 20% に添付ファイルがあり、そ
れぞれの平均合計サイズは 250 KB です。 インデックスのサイズはお
よそ 450 MB です。

ディレクトリデータベース

ディレクトリデータベースは新しいメールボックスか共有がはじめてアー
カイブされるときのみ大きくなります。
推奨のディスク領域は 500 MB です。

ボルトストアデータベース ボルトストアデータベースのサイズはおよそ N x 500 バイトです。 ボル
トストアデータベースはあらゆるアーカイブ項目とともに大きくなります。
バックアップされなかった、またはインデックス付けされなかった項目の
情報を保持するために一時領域が使われます。
フィンガープリントデータ
ベース

フィンガープリントデータベースは、アーカイブ項目の単一インスタン
ス記憶域を有効にするときのみ作成されます。 Backup Exec はフィン
ガープリントデータベースに最初に 212 MB を割り当てます。 フィン
ガープリントデータベースはあらゆるアーカイブ項目とともに大きくなり
ます。
データベースが 212 MB より大きくなったら、必要なディスク領域を推
定するために次のように計算してください:
1/m x N x 0.2 x 500 バイト
p.1217 の 「アーカイブ項目の単一インスタンス記憶域について」 を参照
してください。

File System Archiving Option のディスク領域の必要条件を計算する方
法
Backup Exec では次の File System Archiving Option コンポーネント用に永続的な
ディスク領域が必要です:
■

ボルトストアパーティション

■

インデックス.

■

SQL Server データベース.

表 S-4 は File System Archiving Option のこれらのコンポーネント用のディスク領域の
必要条件を推定するために使うことができる式を記述します。
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式には次の値と変数を使用します:
■

N はファイルの数です。

■

m は ファイルごとの同一コピーの平均数です。
m が不明な場合は、概算の 1.2 を使ってください。

■

ファイルの圧縮率は 50% として推定します。
この概算は Office 2003 の文書を多く含む、混在するファイルに適用されます。 Office
2007 の文書は圧縮されませんが Office 以外のファイルと混在するとき、圧縮平均は
元のサイズの 80% です。 純粋なイメージファイルは圧縮されません。

表 S-4

File System Archiving Option コンポーネントのディスク領域の必要
条件の計算

コンポーネント

ディスク領域の必要条件

ボルトストアパーティション

次のように計算して、ボルトストアパーティションのディスク領域
の必要条件を予測できます。
アーカイブ項目の単一インスタンス記憶域が有効になって
いないボルトストアパーティションの概算サイズ:
(N x 4) + (N x KB 単位の平均ファイルサイズ x 0.5) KB
■ 単一インスタンス記憶域が有効になっているボルトストア
パーティションの概算サイズ:
(N x 4) + ((1/m) x N x 平均ファイルサイズ x 0.5) KB
■

たとえば、10,000 ファイルのボルトストアパーティションのディ
スク領域の必要条件を知りたいとします。 各ファイルの平均サ
イズは 250 KB であり、ファイルごとの同一コピーの平均数は
1.2 です。
アーカイブ項目の単一インスタンス記憶域が有効になってい
ない場合、ディスク領域の必要条件の計算は次の通りです:
(10000 x 4) + (100000 x 250 x 0.5) KB = およそ 1.3 GB
単一インスタンス記憶域が有効になっている場合、ディスク領
域の必要条件の計算は次の通りです:
(10000 x 4) = ((1/1.2) x 10000 x 250 x 0.5) KB = およそ 1.08
GB
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コンポーネント

ディスク領域の必要条件

インデックス

インデックスファイルには、アーカイブするファイルの合計サイ
ズのおよそ 2% が必要になることを推定できます。 この割合
は、インデックス付けする内容が少なければ少なくなることがあ
ります。 ファイルがすべて圧縮されたイメージファイルの場合、
インデックス付けはファイルの多くが小さいテキストメッセージ
なら少なくなります。 多数の小さいテキストメッセージには
Exchange の Archiving Option のインデックス付け用の場合
と同様のディスク領域の必要条件が必要です。
たとえば、10 GB のデータをアーカイブする場合、少なくとも
200 MB の利用可能なディスク領域がインデックスファイルを
保存するために必要です。

ディレクトリデータベース

ディレクトリデータベースは新しいメールボックスか共有がはじ
めてアーカイブされるときのみ大きくなります。
推奨のディスク領域は 1 GB です。

ボルトストアデータベース

ボルトストアデータベースはあらゆるアーカイブ項目とともに大
きくなります。 バックアップされなかった、またはインデックス付
けされなかった項目の情報を保持するために一時領域が使わ
れます。
ボルトストアデータベースのサイズはおよそ N x 3000 バイトで
す。

フィンガープリントデータベース

フィンガープリントデータベースは、アーカイブ項目の単一イ
ンスタンス記憶域を有効にするときのみ作成されます。 フィン
ガープリントデータベースはアーカイブ項目の共有可能な部
分を保持します。 20 KB の単一インスタンスのしきい値を超え
る項目の共有可能な部分は共有されます。 File System
Archiving Option の場合は、すべてのファイルが 20 KB の
しきい値より大きいと想定されます。
Backup Exec はフィンガープリントデータベースに最初に 212
MB を割り当てます。 フィンガープリントデータベースはあらゆ
るアーカイブ項目とともに大きくなります。
データベースが 212 MB より大きくなったら、必要なディスク領
域を推定するために次のように計算してください:
1/m x N x 500 バイト
p.1217 の 「アーカイブ項目の単一インスタンス記憶域について」
を参照してください。
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Backup Exec Archiving Option のインストール
これらのオプションの 1 つまたは両方を Backup Exec の個別のアドオンコンポーネントと
してローカルにインストールできます。
■

Exchange Mailbox Archiving Option

■

File System Archiving Option

Backup Exec Exchange Mailbox Archiving Option をインストールまたはアップグレー
ドすると、仮想ボルト機能が Backup Exec サーバーに自動的にインストールされ、有効
になります。
Exchange Mailbox Archiving Option のインストール時に、インストールウィザードに次
の情報を指定するようにメッセージが表示されます。
■

仮想ボルトクライアントと同期するために、アーカイブ電子メールが一時的にキャッシュ
される Backup Exec サーバーの場所へのパス。
デフォルトは、C:¥Program Files¥Symantec¥Backup Exec¥AOCache です。

■

Backup Exec サーバーの一時キャッシュの最大サイズ。
デフォルトは 10 GB です。

■

Backup Exec Exchange Mailbox Archiving Option の DNS エイリアスを作成する
完全修飾ドメイン名。
完全修飾ドメイン名は、serveralias.domain.com のように指定します。 別のコンピュー
タに Backup Exec Archiving Option を移動する必要がある場合、DNS エイリアス
を使用すると操作が簡単になります。DNS エイリアスは、仮想ボルト同期を行うために
Backup Exec サーバーに接続する場合にも使用されます。

これらのオプションのサイレントモードインストールでは、コマンドラインスイッチも利用可
能です。
p.1202 の 「コマンドラインを使用した Backup Exec Exchange Mailbox Archiving Option
のインストールについて」 を参照してください。
Archiving Option のインストールを試みる前にすべての必要条件が満たされていること
を確認してください。
p.71 の 「ローカル Backup Exec サーバーへの Backup Exec 追加オプションのインス
トール」 を参照してください。
p.1206 の 「Backup Exec Archiving Option の修復」 を参照してください。
p.1183 の 「Exchange Mailbox Archiving Option と File System Archiving Option の
必要条件」 を参照してください。
p.1205 の 「Archiving Option での Enterprise Vault サービスについて」 を参照してくだ
さい。
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p.1205 の 「Archiving Option がインストールされている Backup Exec サーバーへの
Enterprise Vault のインストールについて」 を参照してください。
p.1257 の 「Backup Exec の仮想ボルトについて 」 を参照してください。
p.1202 の 「Backup Exec によってインストールされる Internet Information Services (IIS)
7.0 の役割サービスについて」 を参照してください。
p.1266 の 「ボルトキャッシュの同期について」 を参照してください。

コマンドラインを使用した Backup Exec Exchange Mailbox Archiving
Option のインストールについて
コマンドラインを使用して Backup Exec をインストールまたはアップグレードする場合、
Exchange Mailbox Archiving Option をインストールするために追加スイッチが必要で
す。 このスイッチを使用して完全修飾 DNS エイリアスを指定します。
サイレントモードインストールの一部として、次のコマンドラインスイッチを使用します。
/BEAODNSALIAS: <完全修飾 DNS エイリアス >
p.101 の 「Backup Exec サイレントモードインストール用コマンドラインスイッチ」 を参照し
てください。
p.1185 の 「Exchange Mailbox Archiving Option の必要条件」 を参照してください。

Backup Exec によってインストールされる Internet Information Services
(IIS) 7.0 の役割サービスについて
Windows Server 2008 で、Backup Exec は自動的に Internet Information Services
(IIS) 7.0 と一部の IIS の役割サービスをインストールします。 これらの役割サービスを次
の表に示します。
表 S-5

インストール済み IIS 7.0 の役割サービス

IIS 7.0 の機能

IIS 7.0 の役割サービス

HTTP 共通機能

次の役割サービスが Backup Exec サーバーに
インストールされます。
■

静的コンテンツ

■

デフォルトのドキュメント

■

ディレクトリの参照

■

HTTP エラー

■

HTTP のリストア先
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IIS 7.0 の機能

IIS 7.0 の役割サービス

アプリケーション開発機能

次の役割サービスが Backup Exec サーバーに
インストールされます。
■

ASP.NET

■

.NET 拡張性

■

Active Server Pages (ASP)

Internet Server Application
Programming Interface (ISAPI) 拡張子
■ ISAPI フィルタ
■

健全性と診断の機能

セキュリティ機能

次の役割サービスが Backup Exec サーバーに
インストールされます。
■

HTTP ログ

■

ログツール

■

要求の監視

■

トレース

次の役割サービスが Backup Exec サーバーに
インストールされます。
■

基本認証

■

Windows の認証

■

要求のフィルタ処理

■

IP とドメインの制限

パフォーマンス機能

静的なコンテンツ圧縮の役割サービスが Backup
Exec サーバーにインストールされます。

管理ツール

次の役割サービスが Backup Exec サーバーに
インストールされます。
■

IIS 管理コンソール

■

IIS 管理スクリプトとツール

■

管理サービス

■

IIS 6.0 管理互換

■

IIS メタベース互換

■

IIS 6 WMI 互換

■

IIS 6 スクリプトツール

■

IIS 6 管理コンソール

p.1185 の 「Exchange Mailbox Archiving Option の必要条件」 を参照してください。
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Archiving Option のアンインストールまたは再インストールについて
Exchange Mailbox Archiving Option と File System Archiving Option の両方をア
ンインストールすると、Archiving Option に含まれている Enterprise Vault ファイルと
Enterprise Vault サービスが削除されます。 すべてのアーカイブ関連ジョブで［無効］ス
テータスが表示されます。 無効なジョブの実行、編集、保存はできません。 無効なジョブ
は削除できます。
1 つのみのオプションをアンインストールした場合、既存のアーカイブジョブで変更は起
こりません。 アーカイブジョブをいつものように編集し、実行し続けることができます。
1 つまたは両方のオプションを再インストールする場合、初期インストールで使った同じ
Backup Exec のインストールフォルダのパスを指定すると、以前にアーカイブされたすべ
てのデータを利用可能です。Backup Exec データベースに変更が行われていなければ
無効なジョブを再実行できます。それ以外の場合は、ジョブを再実行しようとすると失敗し
ます。
Archiving Option を再インストールし、新しいデータベースを使う場合には両方のオプ
ションを再インストールする必要があります。ただし、以前にアーカイブされたすべての
データが利用できなくなります。アーカイブ選択、ルール、およびアーカイブ設定も利用
できなくなります。
新しいデータベースを使用して Archiving Option を再インストールする前に次の項目
を削除する必要があります。
■

Archiving Option に含まれている Enterprise Vault データベース。SQL Express
が使われる場合、デフォルトではこれらのデータベースは ¥Program
Files¥Symantec¥Backup Exec¥Data にあります。正規版の SQL Server が使われ
る場合、アーカイブデータベースは管理者が定義したパスにあります。

■

BEAODatabase.xml ファイル。¥Program Files¥Symantec¥Backup Exec にありま
す。

■

インデックスファイル。デフォルトでは ¥Program Files¥Symantec¥Backup
Exec¥ArchiveIndex にあります。

■

一時キャッシュ。デフォルトで ¥Program Files¥Symantec¥Backup Exec¥AOCache
にあります。

初期インストールで使った Backup Exec サービスアカウントとは異なる Backup Exec サー
ビスアカウントを使い、1 つまたは両方のオプションを再インストールする場合は、再イン
ストールが完了した後でサービスアカウントを更新するために Backup Exec Services
Manager を使ってください。
p.126 の 「ローカル Backup Exec サーバーからの Backup Exec オプションのアンインス
トール」 を参照してください。
p.1268 の 「Backup Exec サーバーの一時キャッシュの場所について」 を参照してください。
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Archiving Option がインストールされている Backup Exec サーバーへの
Enterprise Vault のインストールについて
Archiving Option がインストールされている Backup Exec サーバーに Enterprise Vault
をインストールすると、すべてのアーカイブ機能が利用できなくなります。 Enterprise
Vault のインストール時にアクティブになっているアーカイブジョブは実行が完了します
が、スケジュールされたアーカイブジョブは実行されません。
すべてのアーカイブ関連ジョブで［無効］ステータスが表示されます。 無効なジョブの実
行、編集、保存はできません。 無効なジョブは削除できます。
その後 Enterprise Vault をアンインストールしても、アーカイブ機能は利用できないまま
になります。

Archiving Option での Enterprise Vault サービスについて
Symantec Enterprise Vault テクノロジは Archiving Option の基盤です。Archiving
Option をインストールすると、一部の Enterprise Vault サービスもインストールされま
す。 Backup Exec サーバーで動作する Enterprise Vault サービスは Backup Exec
サービスアカウントと同じクレデンシャルを使います。
次の Enterprise Vault サービスが Backup Exec サーバーにインストールされます。
■

Enterprise Vault Admin Service

■

Enterprise Vault Directory Service

■

Enterprise Vault Indexing Service

■

Enterprise Vault Storage Service

■

Enterprise Vault Task Controller Service

Backup Exec クレデンシャルを更新するには、Backup Exec サーバー上で Backup Exec
サービスマネージャを常に使ってください。 Backup Exec サービスマネージャは
Enterprise Vault サービスのクレデンシャルを同じクレデンシャルで自動的に更新しま
す。
メモ: Enterprise Vault サービスまたは Backup Exec サービスのクレデンシャルの編集
に Windows サービスアプレットを使うことはできません。 このアプレットを使うと、Archiving
Option が Backup Exec サービスアカウントクレデンシャルと同期されないままになる場
合があります。 アーカイブ操作中にエラーが発生する場合があります。
p.503 の 「サービスアカウント情報の変更」 を参照してください。
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Backup Exec Archiving Option の修復
既存のセットアップで Backup Exec Archiving Option ファイルが見つからないか損傷
している場合、または特定のインストールエラーがアップグレードの間に発生した場合、
［修復］オプションを実行することができます。 ［修復］オプションで、サービスアカウントの
クレデンシャルを提供できます。 Exchange Mailbox Archiving Option が設定されて
いる場合、［修復］オプションにより DNS エイリアスを提供できます。
p.112 の 「Backup Exec の修復」 を参照してください。

Archiving Option の動作
アーカイブジョブを処理するために、Backup Exec は次の処理を実行します:
■

アーカイブの選択元となるファイルシステムと Exchange Server に関連するバックアッ
プを読み取ります。

■

アーカイブ可能なファイルとメールメッセージを識別するために指定するアーカイブ
のルールを適用します。

■

アーカイブなファイルがアーカイブにすでに存在するかどうかを確認します。
ファイルがアーカイブにすでに存在する場合、そのファイルは再度アーカイブされま
せん。

■

アーカイブにデータを追加します。
アーカイブされたデータの内容はすべてアーカイブ項目の迅速な検索と取り込みを
行えるようにインデックス付けされます。

■

アーカイブされたファイルおよびメールメッセージを元の場所から削除します。
指定するオプションによっては、アーカイブジョブの完了直後、またはボルトストアの
バックアップ直後に削除が実行されます。

次の表に、実行できる Archiving Option 操作について示します。
表 S-6

実行できる操作

操作

詳細

ファイルシステムデータと Exchange メールメッ p.1209 の 「アーカイブジョブの作成について」 を
セージをボルトストアにアーカイブするアーカイ 参照してください。
ブジョブを作成する。
アーカイブデータのストレージとして使うディスク p.1219 の 「Archiving Option でのボルトストアに
ベースのボルトストアを作成する。
ついて」 を参照してください。
アーカイブから個々の項目をリストアする。

p.1242 の 「アーカイブからの項目のリストアについ
て」 を参照してください。
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操作

詳細

アーカイブから個々の項目を削除する。

p.1243 の 「アーカイブからのデータの削除につい
て」 を参照してください。

アーカイブから期限切れのアーカイブデータを p.1245 の 「アーカイブからの保持期間が終了した
自動的に削除してディスク領域を解放するか、 アーカイブ項目の削除の防止」 を参照してくだ
アーカイブデータがアーカイブから決して削除さ さい。
れないようにする。
Archiving Option コンポーネントをバックアップ p.1246 の 「Archiving Option コンポーネントの
する。 これらのコンポーネントには、ボルトストア、 バックアップについて」 を参照してください。
ボルトストアパーティション、アーカイブ、データ
ベース、インデックスの場所が含まれます。
Archiving Option コンポーネントをリストアす p.1249 の 「Archiving Option コンポーネントのリ
る。 これらのコンポーネントには、ボルトストア、 ストアについて」 を参照してください。
ボルトストアパーティション、アーカイブ、データ
ベース、インデックスの場所が含まれます。
アーカイブの権限をメールボックスの権限、共有 p.1218 の 「アーカイブの権限と設定の同期につい
とフォルダの権限に同期させる。
て」 を参照してください。

p.1208 の 「Archiving Option の推奨事項」 を参照してください。
p.1214 の 「Archiving Option のデフォルト設定の編集」 を参照してください。

のアーカイブジョブに含まれないデータの種類
Archiving Option のアーカイブジョブには一部の種類のデータが含まれません。
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表 S-7

アーカイブジョブに含まれないデータの種類

Archiving Option

データの種類

File System Archiving Option

次の種類のデータはファイルシステムのアーカ
イブジョブに含まれません:
■

ハードリンク

■

代替ストリーム付きのファイル

■

再解析ポイント

■

スパースファイル

Microsoft 分散ファイルシステムレプリケー
ション (DFSR) 共有、システムフォルダ、また
はごみ箱のファイル
■ 暗号化された属性、非表示の属性またはシ
ステム属性が含まれているファイル
■ マウントポイントディレクトリにあるファイル
マウントポイントターゲットのルートを共有し
て、アーカイブ用に選択できます。
■

Exchange Mailbox Archiving Option

次の種類のデータは Exchange メールボックス
のアーカイブジョブに含まれません:
■

保留中の事前通知があるメールメッセージ。

アドレス帳のエントリやカレンダー項目などの
メールメッセージ以外の Exchange 項目。
■ Exchange 管理対象フォルダ、ジャーナル
メールボックス、またはパブリックフォルダの
メールメッセージ。
■

Archiving Option の推奨事項
次に、Archiving Option を使うときの推奨事項を示します:
■

Backup Exec データベースと Archiving Option データベースをホストする SQL
Server インスタンスのデフォルトのフル (完全) 復旧モデルを使ってください。 SQL
Server で作成されるすべての Archiving Option データベースはフル (完全) 復旧
モデルからも作成されます。

■

同じファイルサーバーまたは Exchange Server からファイルまたはメールボックスを
アーカイブする場合は異なる Backup Exec サーバーを使わないでください。

■

メールボックスまたはフォルダなどの少量のデータのアーカイブをまず考慮します。
最初のアーカイブジョブを実行するときは、すべてのバックアップデータがアーカイブ
可能になる場合があります。 一定の期間が経過すると、アーカイブ可能なデータの
量は減り、予測可能な量になります。
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■

項目が 1 つのアーカイブジョブのみに含まれていることを確認します。 バックアップ
ジョブとは異なり、アーカイブジョブでは同じ項目を共有できません。

■

すべてのサブディレクトリが 1 つのアーカイブジョブのみに含まれていることを確認し
ます。

■

システムドライブをアーカイブしないでください。 Archiving Option は、システムファ
イルをアーカイブしません。

■

ハードウェアエラーのために新しいサーバーに Archiving Option コンポーネントの
リストア先を変更する場合は、ディレクトリデータベースのリストア先を最初に変更して
ください。 ディレクトリデータベースのリストア先変更が完了したら、Backup Exec ユー
ティリティと呼ばれる個別のプログラムで一部の追加タスクを実行する必要があります。
Backup Exec ユーティリティのタスクは、コンポーネントの新しい場所でディレクトリ
データベースを更新します。 他の Archiving Option コンポーネントのリストア先を変
更する前に、Backup Exec ユーティリティタスクを実行する必要があります。

アーカイブジョブの作成について
バックアップジョブにアーカイブステージを追加することで、アーカイブジョブを作成しま
す。 バックアップジョブを作成するときに、アーカイブステージを追加できます。また、既
存のバックアップジョブを編集し、アーカイブステージを追加できます。 アーカイブステー
ジを追加するとき、アーカイブするファイルシステム共有、フォルダ、Exchange メールボッ
クスを選択します。アーカイブステージを作成するとき、他のアーカイブジョブオプション
を設定できます。
また、すべてのアーカイブジョブに適用されるデフォルト設定を編集できます。
メモ: アーカイブはサーバーグループ、またはバックアップに複数のサーバーを選択する
場合は、利用できません。
p.1210 の 「アーカイブジョブオプションの設定」 を参照してください。
p.1209 の 「 アーカイブジョブがあるサーバーの表示」 を参照してください。
p.1214 の 「Archiving Option のデフォルト設定の編集」 を参照してください。
p.1182 の 「Archiving Option について」 を参照してください。

アーカイブジョブがあるサーバーの表示
アーカイブジョブを作成したサーバーすべてのリストを表示できます。
p.1209 の 「アーカイブジョブの作成について」 を参照してください。
アーカイブジョブがあるサーバーを表示する方法
◆

次のいずれかを実行します。
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［バックアップとリストア］タブからサーバーの
アーカイブジョブを表示する方法

次に示す順序で操作を実行します。
■

■

■

■

■

［ストレージ］タブからサーバーのアーカイブ
ジョブを表示する方法

［バックアップとリストア］タブで、サーバー
を複数選択します。
サーバーを右クリックし、［詳細］をクリック
します。
［ビュー］グループで、［リスト］をクリックし
てから［ソートとフィルタ］をクリックします。
［フィルタ］をクリックし、［ジョブの種類］を
選択します。
［このフィルタを有効にする］をクリックし、
［アーカイブ］をクリックし、［OK］をクリック
します。

次に示す順序で操作を実行します。
［ストレージ］タブで、ボルトストアをダブル
クリックします。
■ 左側で［アーカイブ］をクリックします。
■

■

［サーバー］列でサーバーのリストが表示
されます。

アーカイブジョブオプションの設定
アーカイブするファイルシステム共有、フォルダ、Exchange メールボックスを選択して、
アーカイブジョブの他のオプションを設定できます。
p.1209 の 「アーカイブジョブの作成について」 を参照してください。
アーカイブジョブオプションの設定

1

アーカイブステージ付きのバックアップを作成するか、バックアップジョブの一部であ
るステージを編集します。
p.156 の 「データのバックアップ」 を参照してください。
p.178 の 「ステージの編集」 を参照してください。

2

バックアップ定義のアーカイブのボックスで、［編集］をクリックしてください。
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3

Archive Optionsのダイアログボックスで、次のいずれかを行います。
アーカイブジョブを実行する時間および頻度 ［スケジュール］をクリックします。
を設定には
p.182 の 「スケジュールオプション」 を参照し
てください。
アーカイブジョブの完了時に指定の受信者に ［通知］をクリックします。
通知するように Backup Exec を設定するには
p.293 の 「ジョブの通知オプション」 を参照し
てください。
アーカイブするファイルシステム共有および
フォルダを設定するには

［ファイルシステム選択］をクリックします。
p.1211 の 「アーカイブジョブのファイルシステム
の選択項目」 を参照してください。

アーカイブする Exchange メールボックスを設 ［Exchange 選択］をクリックします。
定するには
p.1212 の 「アーカイブジョブの［Exchange 選
択］オプション」 を参照してください。
アーカイブジョブで使用するストレージを指定 Storage and Settingsをクリックします。
するには
p.1213 の 「アーカイブジョブのストレージと設定
Exchange メールボックスをアーカイブする場 オプション」 を参照してください。
合、使用するシステムメールボックスを指定す
ることもできます。

4

［OK］をクリックします。

アーカイブジョブのファイルシステムの選択項目
Backup Exec でアーカイブするデータを検索したいフォルダまたは共有を選択できます。
すべての選択項目に同じアーカイブ設定を適用するか、または異なる選択項目に異なる
アーカイブ設定を適用できます。
p.1210 の 「アーカイブジョブオプションの設定」 を参照してください。
表 S-8

アーカイブジョブのファイルシステムの選択項目

項目

説明

管理共有を表示する

Backup Exec でアーカイブするデータを検出し
たいファイルとフォルダを選択できる管理共有を
表示します。

インクルードリストに追加する

Backup Exec ではアーカイブステージに含める
アーカイブ可能なデータの共有の選択項目また
はフォルダの選択項目を検索できます。
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項目

説明

エクスクルードリストに追加する

Backup Exec ではアーカイブステージから除外
するアーカイブ可能なデータの共有の選択項目
またはフォルダの選択項目を検索できます。

リストから削除する

選択リストから共有またはフォルダを削除できま
す。

共有またはフォルダパス

共有の選択項目またはフォルダの選択項目の
場所を表示します。

インクルード/エクスクルード

アーカイブステージに含める共有またはフォル
ダ、アーカイブステージから除外する共有または
フォルダを指定できます。

アーカイブの設定

特定の共有とフォルダの選択項目に適用する保
持カテゴリとアーカイブルールを選択できます。

新しいアーカイブ設定

選択項目に適用する保持カテゴリとアーカイブ
ルールを作成できます。
p.1231 の 「Archiving Option でのアーカイブの
設定について」 を参照してください。

アーカイブジョブの［Exchange 選択］オプション
アーカイブする Exchange メールボックスを選択し、アーカイブジョブ用にそれらをグルー
プ化します。
p.1210 の 「アーカイブジョブオプションの設定」 を参照してください。
表 S-9

アーカイブジョブの［Exchange 選択］オプション

項目

説明

Exchange メールボックス用にアーカイブを有効 Backup Exec で Exchange メールボックスをアー
にする
カイブできます。
メールボックスグループの詳細

メールボックスグループの詳細を表示します。

新しいメールボックスグループ

アーカイブするための新しいメールボックスグ
ループを作成できます。
p.1229 の 「メールボックスグループ詳細のメール
ボックスグループのオプション」 を参照してくださ
い。

付録 S Symantec Backup Exec Archiving Option
アーカイブジョブの作成について

項目

説明

メールボックスグループ

アーカイブするために選択するメールボックスグ
ループの名前を表示します。
p.1226 の 「アーカイブジョブでの Exchange メー
ルボックスグループについて」 を参照してくださ
い。

ユーザー

アーカイブ用のメールボックスグループにメール
ボックスが含まれているユーザーの名前をリスト
します。

仮想ボルト

仮想ボルトがこのメールボックスグループで有効
かどうかを示します。

保持カテゴリ

メールボックスグループに適用される保持カテゴ
リを示します。 保持カテゴリは、アーカイブに項
目を保持する期間を指定します。

保持期間

項目がアーカイブにとどまる時間を示します。

次の期間を経過した項目

指定された期間よりも古い項目がアーカイブジョ
ブに含まれているか、アーカイブジョブから除外
されているかを示します。

次のサイズを超えるファイルサイズ

指定された量よりも大きいサイズを持つ項目が
アーカイブジョブに含まれているか、アーカイブ
ジョブから除外されているかを示します。

添付ファイルがあるメッセージ

添付ファイルが付いているメッセージがアーカイ
ブジョブに含まれているか、アーカイブジョブか
ら除外されているかを示します。

未読のメッセージ

読み込まれていないメッセージがアーカイブジョ
ブに含まれているか、アーカイブジョブから除外
されているかを示します。

アーカイブジョブのストレージと設定オプション
バックアップジョブにアーカイブステージを追加するとき、Backup Exec がアーカイブデー
タを保存するボルトストアを指定する必要があります。Exchange メールボックスをアーカ
イブする場合、システムメールボックスも指定する必要があります。
p.1210 の 「アーカイブジョブオプションの設定」 を参照してください。

1213

1214

付録 S Symantec Backup Exec Archiving Option
Archiving Option のデフォルト設定の編集

表 S-10

アーカイブジョブのストレージと設定オプション

項目

説明

サーバー

アーカイブジョブで選択されているサーバーの
名前を表示します。

ボルトストア名

Backup Exec がアーカイブデータを保存するボ
ルトストアを表示します。
ボルトストアが指定されていなければボルトストア
をサーバーに指定する必要があります。指定済
みのボルトストアを変更すると、その変更はボル
トストアを再割り当てした後にアーカイブするメー
ルボックスまたは共有のみに反映されます。以
前に指定済みのボルトストアにすでにアーカイ
ブがある共有およびメールボックスは、引き続き
その同じアーカイブにアーカイブされます。
ボルトストアがなければ、1 つ作成する必要があ
ります。

システムメールボックス

Backup Exec がログオンするための Exchange
Server 上のシステムメールボックスの名前を表
示します。システムメールボックスが割り当て済
みでなければ、割り当てる必要があります。
このオプションは、Exchange メールボックスを
アーカイブすることを選択するときのみ表示され
ます。
p.1185 の 「Exchange Mailbox Archiving Option
の必要条件」 を参照してください。

新規ボルトストア

新しいボルトストアを作成できます。
p.1219 の 「Archiving Option でのボルトストアに
ついて」 を参照してください。

Archiving Option のデフォルト設定の編集
Archiving Option のデフォルト設定を編集できます。
p.1182 の 「Archiving Option について」 を参照してください。
Archiving Option のデフォルト設定を編集する方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックし、［構成と設定］、［Backup Exec の設定］の順に選
択します。

2

左側で［アーカイブ］をクリックします。
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3

適切なオプションを選択します。
p.1215 の 「Archiving Option のデフォルト設定 」 を参照してください。

4

［OK］をクリックします。

Archiving Option のデフォルト設定
Archiving Option のインストール時に Backup Exec が作成するデフォルト設定を使うこ
とができます。 または、自分自身のデフォルト設定を選択できます。
p.1214 の 「Archiving Option のデフォルト設定の編集」 を参照してください。
表 S-11
項目

Archiving Option のデフォルト設定
説明

アーカイブ許可とメールボックスグループメンバー Backup Exec がすべてのメールボックスグルー
を次の時刻に毎日同期する
プの各メールボックスと正しいアーカイブ設定お
よびアーカイブの権限を同期する時刻を示しま
す。
デフォルトの時刻は 03:00:00 AM です。
p.1218 の 「アーカイブの権限と設定の同期につい
て」 を参照してください。
同期を今すぐ実行するには、［今すぐに実行］を すぐに同期タスクを開始します。
クリックします
保持期間が終了したアーカイブ項目を次の時刻 保持期間が終了したアーカイブ項目を削除する
に毎日削除する
ために Backup Exec がボルトストアパーティショ
ンを検索する時刻を示します。
デフォルトの時刻は 4:00 AM です。
個々のアーカイブでは、保持期間が終了した
アーカイブ項目を Backup Exec が自動的に削
除しないようにすることができます。
p.1245 の 「アーカイブからの保持期間が終了した
アーカイブ項目の削除の防止」 を参照してくだ
さい。

1215

1216

付録 S Symantec Backup Exec Archiving Option
Archiving Option のデフォルト設定の編集

項目

説明

アーカイブ項目の単一インスタンス記憶域を有
効にする

メッセージの添付ファイルまたはドキュメントの内
容のような項目の共有可能な部分を Backup
Exec が識別できるようにします。それから、
Backup Exec はそれらの部分を個別に一度の
み保存します。Backup Exec は、ボルトストアに
すでに保存されている共有可能な部分を識別
するとき、それを再びアーカイブするかわりに保
存された共有可能な部分を参照します。
このオプションを有効にすることによってアーカ
イブ項目に必要なストレージ容量を大幅に減ら
すことができます。
p.1217 の 「アーカイブ項目の単一インスタンス記
憶域について」 を参照してください。
このオプションを有効にする場合は、フィンガー
プリントデータベースをバックアップしてください。
単一インスタンス記憶域関連の情報はすべての
ボルトストアのフィンガープリントデータベースに
格納されます。

デフォルトの保持カテゴリ

デフォルトでは Backup Exec のアーカイブジョ
ブに適用される保持カテゴリを表示します。保持
カテゴリは、アーカイブに項目を保持する期間を
指定します。
保持期間を変更するために保持カテゴリを編集
できます。
デフォルトの保持カテゴリは無期限の保持期間
を指定します。
p.1234 の 「アーカイブ項目のための保持カテゴリ
について」 を参照してください。

アーカイブされた電子メールと仮想ボルトクライ ネットワークのアーカイブに追加される新しい項
アントとの同期のための一時キャッシュの場所 目の複製が保持される場所を表示します。
p.1268 の 「Backup Exec サーバーの一時キャッ
シュの場所について」 を参照してください。
キャッシュの最大サイズ

一時キャッシュの場所の最大サイズを表示しま
す。 デフォルトは 10 GB です。
p.1268 の 「Backup Exec サーバーの一時キャッ
シュの場所について」 を参照してください。
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項目

説明

保持カテゴリ

保持カテゴリを管理できます。
p.1234 の 「アーカイブ項目のための保持カテゴリ
について」 を参照してください。

アーカイブの設定

アーカイブの設定を管理できます。
p.1231 の 「Archiving Option でのアーカイブの
設定について」 を参照してください。

メールボックスグループ

メールボックスグループを管理できます。
p.1226 の 「アーカイブジョブでの Exchange メー
ルボックスグループについて」 を参照してくださ
い。

インデックスの場所

インデックスの場所を管理できます。
p.1238 の 「Backup Exec Archiving Option での
インデックスの場所の管理について」 を参照して
ください。

アーカイブ項目の単一インスタンス記憶域について
アーカイブ項目の単一インスタンス記憶域は Backup Exec が項目の共有可能な部分を
識別するようにします。 共有可能な部分の例はメッセージの添付ファイルまたは文書の
内容です。 それから、Backup Exec はそれらの部分を個別に一度のみ保存します。
Backup Exec は、ボルトストアにすでに保存されている共有可能な部分を識別するとき、
それを再びアーカイブするかわりに保存された共有可能な部分を参照します。
単一インスタンス記憶域が有効になっている場合、項目はボルトストア内とボルトストア
パーティション内の間で共有されます。 ボルトストアパーティションは異なるストレージ上
にあることがあります。 20 KB の単一インスタンスのしきい値を超えるメッセージの共有可
能な部分は共有されます。 これらの共有可能な部分には添付ファイルとメッセージ本文
が含まれます。 ユーザー情報と単一インスタンス記憶域のしきい値未満の共有可能な部
分は共有されません。
このオプションを有効にすることによってアーカイブ項目に必要なストレージ容量を大幅
に減らすことができます。 単一インスタンス記憶域を有効にする場合は、フィンガープリ
ントデータベースをバックアップしてください。 単一インスタンス記憶域関連の情報はす
べてのボルトストアのフィンガープリントデータベースに格納されます。
p.1218 の 「アーカイブ項目の単一インスタンス記憶域の有効化」 を参照してください。
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アーカイブ項目の単一インスタンス記憶域の有効化
アーカイブ項目の単一インスタンス記憶域を有効にできます。
p.1217 の 「アーカイブ項目の単一インスタンス記憶域について」 を参照してください。
アーカイブ項目の単一インスタンス記憶域を有効にする方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックし、［構成と設定］、［Backup Exec の設定］の順に選
択します。

2

左側のペインで［アーカイブ］をクリックします。

3

［アーカイブ項目の単一インスタンス記憶域を有効にする］が選択されていることを
確認してください。
p.1215 の 「Archiving Option のデフォルト設定 」 を参照してください。

アーカイブの権限と設定の同期について
Backup Exec は Archiving Option の日次同期タスクを実行します。 同期では、すべて
のメールボックスグループ内の各メールボックスに正しいアーカイブ設定が関連付けられ
ます。 また、このタスクでは、アーカイブされるメールボックスごとにアーカイブの権限が
メールボックスの権限と同期されます。File System Archiving Option の場合は、アー
カイブされるファイルごとにアーカイブの権限が共有およびフォルダの権限と同期されま
す。
Exchange 2010 に対するサポートでは、同期タスクによって、アーカイブ用に選択した
データベース可用性グループ (DAG) の Exchange Server メンバーシップが同期化され
ます。同期化タスクによって、選択した DAG に Exchange Server が追加されているかど
うかが検出されます。 追加されている場合、既存の DAG メンバーサーバーに関連付け
られているボルトストアとシステムメールボックスは追加されたサーバーに自動的に関連
付けられます。 必要に応じて、この DAG がバックアップ用に選択されているアーカイブ
ステージを編集して、システムメールボックスの関連付けを変更できます。
同期タスクのジョブログには次の情報が表示されます。
■

権限が同期化されるすべてのアーカイブとフォルダ。

■

DAG に追加されている Exchange Server。

■

DAG に追加されている新しい Exchange Server に自動的に関連付けられるボルト
ストアとシステムメールボックス。

■

DAG から削除されている Exchange Server。

この操作を実行する時刻を指定できます。 シマンテック社は同期操作とは異なる時間に
実行されるようにアーカイブジョブをスケジュールすることを推奨します。
同期操作が完了するとアラートが管理コンソールに送信されます。 アラートは操作の概
略統計を表示し、操作のジョブログへのリンクを含んでいます。
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メモ: Exchange Server とファイルシステムサーバーはオンライン状態で、同期が発生す
る Backup Exec サーバーによってアクセス可能でなければなりません。
p.1214 の 「Archiving Option のデフォルト設定の編集」 を参照してください。

Archiving Option でのボルトストアについて
ボルトストアは Backup Exec が 1 つのサーバーからアーカイブするアーカイブデータの
ためのディスクベースのコンテナです。 バックアップジョブにアーカイブステージを追加
するとき、アーカイブデータの送信先のストレージデバイスとしてボルトストアを選択しま
す。 ボルトストアはアーカイブ項目が保存される物理的な場所であるボルトストアパーティ
ションを 1 つ以上含んでいます。 ディスク領域がさらに必要な場合は、ボルトストアに追
加のボルトストアパーティションを作成できます。
p.1222 の 「Archiving Option でのボルトストアパーティションについて」 を参照してくださ
い。
関連付けされたデータベースが各ボルトストアにあります。 このデータベースはボルトスト
アのアーカイブについての情報と各アーカイブに保存されているすべての項目を保持し
ます。 たとえば、項目がアーカイブされると、ボルトストアのデータベースはこの情報で更
新されます。 単一インスタンス記憶域関連の情報はすべてのボルトストアのフィンガープ
リントデータベースに格納されます。
次のボルトストアのプロパティで、アーカイブ項目の削除を管理できます:
■

項目を、アーカイブの直後、またはボルトストアのバックアップ直後にサーバー内の元
の場所から削除します。
p.1231 の 「元の場所からのアーカイブデータの削除について」 を参照してください。

■

ボルトストア内の特定のアーカイブから保持期間が終了したアーカイブ項目を削除し
ます。
p.1245 の 「アーカイブからの保持期間が終了したアーカイブ項目の削除の防止」 を参
照してください。

他の Archiving Option コンポーネントとともにボルトストアとそれに関連するデータベー
スをバックアップできます。
ボルトストアを作成するにはストレージの設定ウィザードを使用してください。
p.141 の 「［ストレージを設定］ウィザードについて」 を参照してください。
p.1219 の 「ボルトストアのプロパティの編集または表示」 を参照してください。
p.1221 の 「Archiving Option のボルトストアの削除について」 を参照してください。

ボルトストアのプロパティの編集または表示
ボルトストアのプロパティを編集するか、または表示できます。
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p.1219 の 「Archiving Option でのボルトストアについて」 を参照してください。
ボルトストアのプロパティを編集または表示する方法

1

プロパティを表示するボルトストアを［ストレージ］タブでダブルクリックします。

2

左側で［プロパティ］をクリックします。

3

必要に応じて情報を編集します。
p.1220 の 「ボルトストアのプロパティ」 を参照してください。

ボルトストアのプロパティ
ボルトストアのプロパティを編集できます。
p.1219 の 「ボルトストアのプロパティの編集または表示」 を参照してください。
表 S-12

ボルトストアのプロパティ

項目

説明

名前

Backup Exec がアーカイブデータを保存するボ
ルトストアの名前を表示します。 このフィールドを
編集して、名前を変更できます。

メモ: すでに［FingerPrint DB］または［All
Partitions］のような Archiving Option コンポー
ネントで使用中である同じ名前をボルトストアに
付けないでください。 バックアップ選択項目を作
成するときに別の Archiving Option コンポー
ネントと同じ名前のボルトストアによりエラーが発
生する可能性があります。 バックアップジョブま
たはリストアジョブも失敗する可能性があります。
説明

ボルトストアの説明を表示します。 このフィール
ドを編集して、説明を変更できます。

状態

次の状態を表示します。
利用可能
アーカイブジョブでこのボルトストアにデータ
を送信できます。
■ 削除中です
ボルトストアは削除中です。 アーカイブジョ
ブでこのボルトストアにデータを送信できま
せん。
■ バックアップモード
バックアップまたはリストアジョブがボルトスト
アに対して実行されています。
■
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項目

説明

データベース名

このボルトストアと関連付けられているデータベー
スの名前を表示します。

アーカイブ数

ボルトストアに含まれているアーカイブの数を表
示します。

合計サイズ

ボルトにアーカイブされているすべての項目の
合計サイズを表示します。

項目の削除方法

アーカイブ項目をいつ元の場所から削除するか
を指定します。
アーカイブした直後に項目を削除するか、また
はボルトストアがバックアップされた後に元の項
目を削除するか選ぶことができます。 アーカイブ
直後に項目を削除すると、その項目はアーカイ
ブジョブが正常に完了した後に元の場所から削
除されます。
p.1231 の 「元の場所からのアーカイブデータの削
除について」 を参照してください。

Archiving Option のボルトストアの削除について
次のいずれかの条件が当てはまればボルトストアを削除できます:
■

アーカイブの選択を行ったサーバーに割り当てられていない。

■

これが唯一のボルトストアであり、アーカイブデータが送信されたすべてのアーカイブ
ステージが削除されている。

ボルトストアを削除すると、処理を取り消したり元に戻したりすることはできません。
ボルトストアを削除すれば、そのボルトストアのすべてのパーティション、アーカイブ、アー
カイブ項目もまた削除されます。 削除したいボルトストアに割り当てられていたすべての
サーバーに別のボルトストアを再割り当てする必要があります。
p.1221 の 「ボルトストアの削除」 を参照してください。

ボルトストアの削除
Backup Exec からボルトストアを削除できます。
p.1221 の 「Archiving Option のボルトストアの削除について」 を参照してください。
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ボルトストアを削除する方法

1

削除するボルトストアを［ストレージ］タブで右クリックします。

2

［削除］をクリックします。

3

他のボルトストアが存在しない場合は、次のいずれかを実行する必要があります:
■

このボルトストアを削除する前に既存のすべてのアーカイブステージを削除しま
す。
p.254 の 「スケジュール済みジョブの削除」 を参照してください。

■

新しいボルトストアを作成し、影響を受けたすべてのアーカイブ済みサーバーに
割り当てて、選択したボルトストアを削除します。
p.141 の 「［ストレージを設定］ウィザードについて」 を参照してください。

Archiving Option でのボルトストアパーティションについ
て
ボルトストアパーティションはアーカイブ項目が保存される物理的な位置を表します。 ボ
ルトストアには 1つ以上のボルトストアパーティションを含めることができます。 デフォルト
では、Backup Exec は各ボルトストア内に 1 つのボルトストアパーティションを作成しま
す。
ボルトストアのデータが増えると同時に、追加領域を提供するためにより多くのボルトスト
アパーティションを作成できます。 ボルトストアパーティションの場所としてローカルドライ
ブまたはネットワーク共有を指定できます。 別のボルトストアパーティションのパス内のサ
ブディレクトリはパスとして指定できません。ボルトストアパーティションを作成するにはス
トレージの設定ウィザードを使用してください。
p.141 の 「［ストレージを設定］ウィザードについて」 を参照してください。
1 つのボルトストアは多くのボルトストアパーティションを含むことができますが一度に 1
つのパーティションのみがオープンになります。 データはアーカイブされると同時に、オー
プンパーティションに保存されます。 パーティションのプロパティを編集して、ボルトストア
パーティションをオープンまたはクローズとして指定できます。
クローズパーティションからアーカイブ項目をリストアできるだけでなく、クローズパーティ
ションにあるアーカイブ項目を削除できます。
Backup Exec は保持期間が終了したアーカイブ項目を削除するためにボルトストアパー
ティションを毎日検索します。 この日次操作を実行する時間を指定できます。
p.1245 の 「アーカイブからの保持期間が終了したアーカイブ項目の削除の防止」 を参照
してください。
p.1223 の 「ボルトストアパーティションのプロパティの編集」 を参照してください。
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ボルトストアパーティションのプロパティの編集
ボルトストアパーティションの状態をオープンまたはクローズに変更できます。 ボルトスト
アパーティションの名前と説明を編集することもできます。
p.1222 の 「Archiving Option でのボルトストアパーティションについて」 を参照してくださ
い。
ボルトストアパーティションのプロパティを編集する方法

1

編集するボルトストアパーティションが含まれているボルトストアを［ストレージ］タブで
展開します。

2

ボルトストアパーティションを右クリックし、［詳細］をクリックします。

3

必要な情報を編集します。
p.1220 の 「ボルトストアのプロパティ」 を参照してください。

ボルトストアパーティションのプロパティ
ボルトストアパーティションはアーカイブ項目が保存される物理的な位置を表します。 新
しいボルトストアパーティションを作成するか、または既存のボルトストアパーティションの
状態を変更できます。
p.1219 の 「ボルトストアのプロパティの編集または表示」 を参照してください。
表 S-13

ボルトストアパーティションのプロパティ

項目

説明

名前

ボルトストアパーティションの名前を表示します。

説明

ボルトストアパーティションの説明を表示します。
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項目

説明

場所

ボルトストアパーティションが存在するパス名を
表示します。
ローカルドライブまたはネットワーク共有のパス
を指定できます。 別のボルトストアパーティショ
ンのパス内のサブディレクトリはパスとして指定
できません。
たとえば、C:¥vault store 1 上にボルトストアパー
ティションを作成できますが、C:¥vault store
1¥vault store 2 上に別のボルトストアパーティ
ションを作成することはできません。
Backup Exec サービスアカウントにパスに対す
る完全な権限があることを確認してください。
p.503 の 「Backup Exec サービスアカウントにつ
いて」 を参照してください。

状態

次のいずれかの状態を表示します。
オープン
このボルトストアパーティションに新しいアー
カイブデータが保存されます。
■ クローズ
このボルトストアパーティションに新しいアー
カイブデータは保存できません。
■

Archiving Option でのアーカイブについて
アーカイブはアーカイブ項目の論理グループです。 アーカイブ内の項目は、項目のアー
カイブ時にオープンになっているパーティションに応じて異なるボルトストアパーティショ
ンに保存されます。 アーカイブファイルステム共有にはそれぞれ専用のアーカイブがあ
り、アーカイブ済み Exchange メールボックスにもそれぞれ専用のアーカイブがあります。
Backup Exec はアーカイブステージを実行するときにアーカイブを作成します。
アーカイブはバックアップできません。 ボルトストアパーティションのみをバックアップでき
ます。
p.1224 の 「アーカイブのプロパティの編集」 を参照してください。
p.1225 の 「アーカイブの削除」 を参照してください。

アーカイブのプロパティの編集
アーカイブのプロパティを編集できます。
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p.1224 の 「Archiving Option でのアーカイブについて 」 を参照してください。
アーカイブのプロパティを編集する方法

1

編集するプロパティのアーカイブが含まれているボルトストアを［ストレージ］タブで展
開します。

2

アーカイブをダブルクリックします。

3

左ペインで、［プロパティ］をクリックします。
p.1225 の 「アーカイブのプロパティ」 を参照してください。

アーカイブの削除
アーカイブを削除できます。 ただし、Backup Exec からアーカイブを削除すると、アーカ
イブ内のアーカイブデータもすべて削除されます。
p.1224 の 「Archiving Option でのアーカイブについて 」 を参照してください。
アーカイブを削除する方法

1

削除するアーカイブが含まれているボルトストアを［ストレージ］タブでダブルクリック
します。

2

アーカイブを右クリックし、［削除］をクリックします。

3

アーカイブを削除するかどうかを尋ねるメッセージが表示されたら、［はい］をクリック
します。

アーカイブのプロパティ
アーカイブのプロパティを表示できます。 保持期間が終了したアーカイブ項目を Backup
Exec が自動的に削除するように設定を編集することもできます。
p.1224 の 「アーカイブのプロパティの編集」 を参照してください。
表 S-14

アーカイブのプロパティ

項目

説明

リソース名

アーカイブされているファイル共有または
Exchange メールボックスの名前を表示します。

リソースの種類

次のいずれかの種類のアーカイブを表示しま
す。
■

ファイル共有

■

Exchange メールボックス
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項目

説明

状態

状況に応じて次のいずれかの状態を表示しま
す。

サーバー

■

利用可能

■

作成中です

■

削除中です

アーカイブが保存されるサーバーの名前を表示
します。

保持期間が終了したアーカイブ項目を自動的に アーカイブの保持期間が終了したアーカイブ項
削除する
目を Backup Exec で削除できます。
Backup Exec がこれらの項目を毎日削除する時
間を設定できます。
アーカイブ項目を自動的にこのアーカイブから
削除しない場合は、このオプションを無効にしま
す。
デフォルトで、このオプションが選択されていま
す。

監査ログの Archiving Option 操作エントリについて
監査ログは Backup Exec で実行された操作についての情報を提供します。
次に対するアーカイブ操作についての情報を表示できます。
■

ボルトストア

■

ボルトストアパーティション

■

アーカイブの設定

■

保持カテゴリ

p.506 の 「監査ログについて」 を参照してください。

アーカイブジョブでの Exchange メールボックスグループ
について
メールボックスグループにはアーカイブしたい Exchange Server 上の選択項目が含まれ
ています。メールボックスグループは、同じアーカイブの設定を割り当てたいユーザーの
メールボックスで構成されています。 たとえば、1 つのメールボックスグループに 1 人の
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ユーザーを追加したり、1 つのメールボックスグループに Exchange 組織ユニット全体を
追加することができます。
Backup Exec はリスト内の各メールボックスグループにアーカイブ設定を順次適用しま
す。 メールボックスが見つかった最初のメールボックスグループのアーカイブ設定がその
メールボックスに適用されます。
メールボックスグループの順序は重要です。 リストの先頭にユーザー、グループ、配布リ
ストの特定の選択項目があるメールボックスグループを配置してください。 リストの下部に
は、固有性の低い選択項目を含んでいるメールボックスグループを配置します。 たとえ
ば、特定のユーザーを含んでいるメールボックスグループは、ユーザーグループを含ん
でいるメールボックスのグループの前にリストする必要があります。 また、ユーザーグルー
プを含んでいるメールボックスグループは、Exchange 組織ユニット全体が含まれている
メールボックスの前にリストする必要があります。 たとえば、正しいアーカイブの設定が複
数のグループ内のユーザーに適用されるようにしたいとします。
次のメールボックスグループのサンプルをリストされている順序で配置します。
■

Managers グループには個々のユーザーアカウントが含まれ、すべてのメッセージを
アーカイブする必要があります。

■

Some Users グループには組織ユニット内の一部のユーザーが含まれ、過去 2 か月
のメッセージをアーカイブする必要があります。

■

All Users グループには Exchange 組織ユニット全体が含まれ、過去 6 か月のメッ
セージをアーカイブする必要があります。

メールボックスグループにアーカイブする項目には次の項目を選択できます:
■

配布リスト

■

ユーザーグループ

■

ユーザー

メールボックスグループは、Exchange Server メールボックスのアーカイブステージを作
成するときに作成するか、またはグローバルなデフォルトからいつでも作成できます。
p.1227 の 「Exchange メールボックスグループの管理」 を参照してください。

Exchange メールボックスグループの管理
Exchange Mailbox Archiving Option のアーカイブジョブ用にメールボックスグループ
を設定して管理できます。
p.1226 の 「アーカイブジョブでの Exchange メールボックスグループについて」 を参照して
ください。

1227

1228

付録 S Symantec Backup Exec Archiving Option
アーカイブジョブでの Exchange メールボックスグループについて

Exchange メールボックスグループを管理する方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックし、［構成と設定］、［Backup Exec の設定］の順に選
択します。

2

左側のペインで［アーカイブ］をクリックします。

3

［メールボックスグループの管理］をクリックします。

4

状況に応じて必要な情報を入力します。
p.1228 の 「［メールボックスグループの管理］オプション」 を参照してください。

［メールボックスグループの管理］オプション
アーカイブジョブの選択項目を含んでいるメールボックスグループを設定または編集でき
ます。
p.1227 の 「Exchange メールボックスグループの管理」 を参照してください。
表 S-15

［メールボックスグループの管理］オプション

項目

説明

ドメイン

選択できるドメインを表示します。

メールボックスグループ

このステージがアーカイブする選択したドメイン
内のメールボックスグループの名前を表示しま
す。
メールボックスグループがない場合は、アーカイ
ブジョブを実行する前に作成する必要がありま
す。

保持カテゴリ

メールボックスグループが割り当てられている保
持カテゴリを表示します。

仮想ボルトの状態

仮想ボルトがこのメールボックスグループで有効
かどうかを示します。
p.1269 の 「仮想ボルトの有効と無効の切り替えに
ついて 」 を参照してください。

追加

アーカイブジョブに追加するメールボックスグルー
プを作成できます。
p.1229 の 「メールボックスグループ詳細のメール
ボックスグループのオプション」 を参照してくださ
い。
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項目

説明

編集

選択したメールボックスグループを編集できま
す。
p.1229 の 「メールボックスグループ詳細のメール
ボックスグループのオプション」 を参照してくださ
い。

削除

アーカイブするメールボックスグループのリストか
ら選択したメールボックスグループを削除します。

上に移動

リスト内の選択したメールボックスグループを上
に移動します。
保持カテゴリとアーカイブルールは、メールボッ
クスグループがリストされた順序でメールボックス
グループに適用されます。 複数のグループに属
するメールボックスは、属しているグループのう
ちの最上位のグループのアーカイブ設定に従っ
てアーカイブされます。
p.1226 の 「アーカイブジョブでの Exchange メー
ルボックスグループについて」 を参照してくださ
い。

下に移動

リスト内の選択したメールボックスグループを下
に移動します。

メールボックスグループ詳細のメールボックスグループのオプション
アーカイブジョブのために、アーカイブしたい Exchange Server 上の選択項目を含んで
いるメールボックスグループを作成します。 保持カテゴリを指定して、各グループのアー
カイブルールを指定することもできます。
p.1227 の 「Exchange メールボックスグループの管理」 を参照してください。
表 S-16

メールボックスグループ詳細のメールボックスグループのオプション

項目

説明

名前

メールボックスグループの名前を指定します。

ユーザー

このメールボックスグループに含めるユーザーを
指定できます。
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項目

説明

このメールボックスグループに仮想ボルトを有効 メモ: 仮想ボルトに変更を加えた場合、変更を反
にする
映するために Outlook を再起動する必要があ
ることをエンドユーザーに通知する必要がありま
す。
保持カテゴリ

メールボックスグループの保持カテゴリを指定で
きます。
デフォルト設定は保持期間が無期限のデフォル
トの保持カテゴリです。
p.1234 の 「アーカイブ項目のための保持カテゴリ
について」 を参照してください。

New Retention Category

新しい保持カテゴリを作成できます。
p.1236 の 「保持カテゴリのプロパティ」 を参照して
ください。

保持期間

アーカイブに項目を保持する期間を示します。

説明

保持カテゴリの説明を表示します。

次の期間を経過したアーカイブ項目

指定された時点よりも古い項目がアーカイブされ
ることを示します。
デフォルトの設定は 6 か月です。

項目が次のサイズを超過した場合

指定されたサイズよりも大きく、指定された期間
を経過した項目がアーカイブされることを示しま
す。指定した周期を経過したらそれらの項目を
アーカイブします。
他のメッセージよりも大きいメールメッセージをよ
り多くアーカイブしてください。 このオプションで
は、前の［経過日数］オプションの場合よりも短い
時間を指定します。
デフォルトの設定は 10 MB と 2 週間です。

添付ファイルがあるメッセージのみをアーカイブ 添付ファイルが付いているメッセージがアーカイ
する
ブされることを示します。
デフォルトで、このオプションが選択されていま
す。
未読のメッセージをアーカイブする

読まれていないメッセージがアーカイブされるこ
とを示します。
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元の場所からのアーカイブデータの削除について
ボルトストアを作成するときに、アーカイブデータを元の場所からいつ削除するかを指定
できます。
Backup Exec で次のいずれかを実行できます。
■

アーカイブの直後に項目を元の場所から削除する。
ボルトストアがバックアップされる前にデータが失われた場合、このデータの唯一の
バージョンはバックアップセットにあります。

■

ボルトストアがバックアップされ、次のアーカイブのジョブが実行された後でそれを削
除する。

アーカイブ直後に Backup Exec が項目を削除すると、その項目はアーカイブジョブが正
常に完了した後に元の場所から削除されます。項目は、アーカイブされてからバックアッ
プされるまでの間に変更された場合、元の場所から削除されません。
p.1219 の 「ボルトストアのプロパティの編集または表示」 を参照してください。

Archiving Option でのアーカイブの設定について
アーカイブを設定すると次の条件を適用できます。
■

アーカイブにデータを保つ期間を指定する保持カテゴリ。

■

データがアーカイブ可能かどうかを判断するルール。

たとえば、メールボックスの選択で、6 か月より古いメールメッセージのみアーカイブされ
るように指定できます。
次の選択項目のためのアーカイブの設定を作成できます:
■

ファイルシステム共有

■

共有内のファイルシステムフォルダ

メモ: 作成するアーカイブの設定の各グループに名前を付けることができます。
p.1214 の 「Archiving Option のデフォルト設定の編集」 を参照してください。

［アーカイブの設定の管理］オプション
アーカイブの設定を追加または編集して、異なる保持カテゴリとルールをアーカイブデー
タに適用できます。ここで行った変更は、アーカイブの設定が適用される選択項目のす
べてに影響します。
p.1231 の 「Archiving Option でのアーカイブの設定について」 を参照してください。
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p.1214 の 「Archiving Option のデフォルト設定の編集」 を参照してください。
表 S-17

［アーカイブの設定の管理］オプション

項目

説明

アーカイブの設定

Exchange メールボックスの選択項目かファイル
システムの選択項目に適用するアーカイブの設
定の名前を表示します。

保持カテゴリ

保持カテゴリの名前を表示します。

保持期間

項目がこの保持カテゴリのアーカイブに保持さ
れる期間を表示します。

説明

保持カテゴリの説明を表示します。

追加

アーカイブの設定を作成できます。
p.1232 の 「アーカイブ設定の詳細 」 を参照してく
ださい。

編集

既存のアーカイブの設定を編集できます。
p.1232 の 「アーカイブ設定の詳細 」 を参照してく
ださい。

削除

既存のアーカイブの設定を削除できます。

デフォルトのフォルダアーカイブ設定

デフォルトのアーカイブの設定に使用する現在
の設定を表示します。
p.1232 の 「アーカイブ設定の詳細 」 を参照してく
ださい。

アーカイブ設定の詳細
データに適用する保持カテゴリとアーカイブルールを指定できます。
p.1231 の 「［アーカイブの設定の管理］オプション」 を参照してください。
表 S-18

［アーカイブの設定］オプション

項目

説明

アーカイブの設定

Exchange メールボックスの選択項目かファイル
システムの選択項目に適用するアーカイブの設
定の名前を指定します。
他の選択項目にこれらの同じアーカイブの設定
を適用できます。
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項目

説明

名前

選択項目に適用する保持カテゴリの名前を指定
します。

新しい保持カテゴリ

新しい保持カテゴリを作成できます。
p.1234 の 「アーカイブ項目のための保持カテゴリ
について」 を参照してください。

保持期間

項目がこの保持カテゴリのアーカイブに保持さ
れる期間を表示します。

説明

この保持カテゴリに入力された説明を表示しま
す。

名前

このアーカイブルールの名前を表示します。

処理

このアーカイブルールのフィルターが、アーカイ
ブするときファイルを含むか除外するように設定
されているかどうかを示します。

ファイルの種類

このアーカイブルールが適用されるファイルの種
類を示します。

次の期間にアクセスされていない

期間 (日数) を指定し、その期間アクセスされて
いないファイルがアーカイブステージに含まれて
いるかアーカイブステージから除外されているか
を示します。デフォルトでは 30 日間アクセスされ
なかったファイルをアーカイブジョブに含めます。

次の期間に修正されていない

期間 (日数) を指定し、その期間変更されていな
いファイルがアーカイブステージに含まれている
かアーカイブステージから除外されているかを示
します。

次の期間に作成されていない

期間 (日数) を指定し、その期間作成されていな
いファイルがアーカイブステージに含まれている
かアーカイブステージから除外されているかを示
します。

ファイルサイズ

指定したサイズ以上または以下のファイルがアー
カイブステージに含まれているかアーカイブス
テージから除外されているかを示します。デフォ
ルトでは 10 MB 以上のファイルをアーカイブジョ
ブに含めます。
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項目

説明

追加

アーカイブの設定のルールリストにルールを追
加できます。 このルールはファイルシステムの選
択項目のアーカイブジョブを実行するときに適用
します。
p.1237 の 「アーカイブルールのオプション」 を参
照してください。

編集

アーカイブの設定の既存のルールを編集できま
す。

削除

アーカイブの設定のルールのリストからルールを
削除します。

上に移動

ルールのリストでルールを上に移動します。 項
目は、基準を満たす最初のルールに従ってアー
カイブされます。 リスト内の最上位のルールが最
初に適用されるルールです。

下に移動

ルールのリストでルールを下に移動します。

アーカイブ項目のための保持カテゴリについて
保持カテゴリを使って、アーカイブに項目を保持する期間を指定します。 「業務用」また
は「個人用」などの意味のある名前を保持カテゴリに指定できます。 そのカテゴリ名別に
項目の有無を検索できるので、保持カテゴリによって項目の取得がもっと簡単になります。
各保持カテゴリには保持期間があります。保持期間はこの保持カテゴリを使用してアーカ
イブされる項目をどの位保持するかを示します。
たとえば、財政データ保持と名前を付けた保持カテゴリを作成し、7 年間アーカイブデー
タを保持するように設定できます。
保持期間は項目がアーカイブされる日から開始します。 Backup Exec は保持期間が終
了したすべての項目を削除する日次操作を実行します。 特定のアーカイブ上でこの操
作が実行されないようにできます。
p.1245 の 「アーカイブからの保持期間が終了したアーカイブ項目の削除の防止」 を参照
してください。
保持カテゴリは削除できません。 保持期間を含む保持カテゴリを編集できます。
保持カテゴリに行った変更は次の項目に適用されます:
■

保持カテゴリがすでに適用されているすべての項目。

■

保持カテゴリを適用する新しい項目。
p.1235 の 「保持カテゴリの追加または編集 」 を参照してください。
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アーカイブのジョブを作成するとき必要に応じて保持カテゴリを作成できます。 また、す
べてのアーカイブジョブのデフォルト設定として使う保持カテゴリを指定することもできま
す。 保持カテゴリを指定しないと、保持期間が無期限のデフォルトの保持カテゴリがアー
カイブジョブに適用されます。
p.1209 の 「アーカイブジョブの作成について」 を参照してください。
p.1235 の 「保持カテゴリの追加または編集 」 を参照してください。
p.1214 の 「Archiving Option のデフォルト設定の編集」 を参照してください。

保持カテゴリの追加または編集
保持カテゴリを追加するか、または既存の保持カテゴリを編集できます。変更は既存の
アーカイブ項目だけでなく保持カテゴリを適用する新しい項目にも適用されます。
p.1234 の 「アーカイブ項目のための保持カテゴリについて」 を参照してください。
保持カテゴリを追加または編集する方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックし、［構成と設定］、［Backup Exec の設定］の順に選
択します。

2

左側のペインで［アーカイブ］をクリックします。

3

［保持カテゴリ］をクリックします。

4

次のいずれかを実行します。
保持カテゴリを追加する方法

［追加］をクリックし、必要な情報を編集して、
［OK］をクリックします。
p.1236 の 「保持カテゴリのプロパティ」 を参照
してください。

保持カテゴリを編集する方法

次に示す順序で操作を実行します。
編集する保持カテゴリを選択して、［編集］
をクリックします。
■ 必要な情報を編集し、［OK］をクリックしま
す。
p.1236 の 「保持カテゴリのプロパティ」 を参
照してください。
■

5

［保持カテゴリの管理］ダイアログボックスで［OK］をクリックし、［アーカイブの設定］
ダイアログボックスで［OK］をクリックします。
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保持カテゴリの管理オプション
保持カテゴリを追加するか、保持カテゴリを編集して、アーカイブに項目を保持する期間
を変更できます。ここで行った変更は、保持カテゴリが適用される選択項目のすべてに影
響します。
p.1235 の 「保持カテゴリの追加または編集 」 を参照してください。
表 S-19

保持カテゴリの管理オプション

項目

説明

保持カテゴリ

保持カテゴリの名前を表示します。

保持期間

項目がこの保持カテゴリのアーカイブに保持さ
れる期間を表示します。

説明

保持カテゴリの説明を表示します。

追加

保持カテゴリを作成できます。
p.1236 の 「保持カテゴリのプロパティ」 を参照して
ください。

編集

保持カテゴリを編集できます。
p.1236 の 「保持カテゴリのプロパティ」 を参照して
ください。

保持カテゴリのプロパティ
アーカイブに項目を保持する期間を指定できます。
p.1235 の 「保持カテゴリの追加または編集 」 を参照してください。
表 S-20

保持カテゴリのプロパティ

項目

説明

保持カテゴリ

保持カテゴリの名前を表示します。

無期限

アーカイブに項目を無期限に保持します。 保持
期間は項目がアーカイブされる日から開始しま
す。

次の期間

アーカイブに項目を指定の期間保持します。 保
持期間は項目がアーカイブされる日から開始し
ます。

説明

保持カテゴリの説明を表示します。
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アーカイブルールの追加または編集
p.1234 の 「アーカイブ項目のための保持カテゴリについて」 を参照してください。
アーカイブジョブに適用されるアーカイブ設定のアーカイブルールを追加または編集で
きます。
アーカイブルールを追加または編集する方法

1

Backup Exec ボタンをクリックし、［構成と設定］を選択し、次にBackup Exec Settings
を選択してください。

2

左で、Archiveをクリックします。

3

［アーカイブの設定］をクリックします。

4

アーカイブ設定を選択し、［追加］または［編集］をクリックしてください。

5

アーカイブルールの下で、次のいずれかを実行します。

6

新しいアーカイブルールを追加する方法

［追加］をクリックします。

アーカイブルールを編集する方法

ルールを選択して、［編集］をクリックします。

適切なオプションを編集します。
p.1237 の 「アーカイブルールのオプション」 を参照してください。

7

［OK］をクリックします。

アーカイブルールのオプション
アーカイブジョブで含めるまたは除外するデータの性質を指定するルールを設定できま
す。
p.1237 の 「アーカイブルールの追加または編集」 を参照してください。
表 S-21

アーカイブルールのオプション

項目

説明

名前

アーカイブルールの名前を表示します。

アーカイブに含める

選択した必要条件を満たすファイルがアーカイ
ブジョブに含まれるように指定します。デフォルト
で、このオプションが選択されています。

アーカイブから除外する

選択した必要条件を満たすファイルがアーカイ
ブジョブから除外されるように指定します。
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項目

説明

Type of files

アーカイブジョブに含めるか、またはアーカイブ
ジョブから除外するファイルの種類を指定しま
す。 自分自身のルールを入力するか、または事
前定義済みのルールを使うことができます。

バックアップ実行日から過去

期間 (日数) を指定し、その期間アクセスされて
いないファイルを含めるか除外します。デフォル
トでは 6 カ月間アクセスされなかったファイルを
アーカイブジョブに含めます。

次の期間に修正されていないファイル

期間 (日数) を指定し、その期間修正されていな
いファイルを含めるか除外します。

次の期間に作成されていないファイル

期間 (日数) を指定し、その期間に作成されてい
ないファイルを含めるか除外します。

ファイルサイズ

指定のサイズ以上または以下のファイルを含め
るか除外します。 デフォルトでは 10 MB 以上の
ファイルをアーカイブジョブに含めます。

Backup Exec Archiving Option でのインデックスの場所
の管理について
インデックスの場所には、アーカイブ項目の迅速な検索と取り込みを行えるようにインデッ
クス付けされているアーカイブデータの内容がすべて格納されます。
インデックスの場所を管理するには、次の手順を実行します。
■

新しいインデックスの場所の追加。
インデックスを新しい場所に移動するのではなく、インデックスの場所をより多くのス
ペースがある別のディスクやリモートコンピュータに追加します。 特定の場所をイン
デックス付けに使用する場合、1 つの場所をオープンにして他のインデックスの場所
はすべてクローズします。

■

インデックスの場所のオープンとクローズ。
新しいインデックスがその場所に作成されないように、インデックスの場所をクローズ
します。 作成する場所として適切な場合は、インデックスの場所を再度オープンにで
きます。 場所をクローズした場合、既存のインデックスの新しい項目は引き続きクロー
ズした場所を使用します。新しいアーカイブのインデックスなど、新しいインデックスは
オープンされたインデックスの場所に作成されます。クローズされた場所は新しいイン
デックスでは使用されません。

■

インデックスの場所の削除。
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空のインデックスの場所を削除します。 この場所のインデックス情報が含まれたすべ
てのアーカイブ項目の保持期間が終了すると、インデックスの場所は空になります。
p.1239 の 「インデックスの場所の表示」 を参照してください。
p.1239 の 「新しいインデックスの場所の追加」 を参照してください。
p.1240 の 「インデックスの場所のオープンまたはクローズ」 を参照してください。
p.1240 の 「インデックスの場所の削除」 を参照してください。

インデックスの場所の表示
インデックスの場所を表示できます。
p.1238 の 「Backup Exec Archiving Option でのインデックスの場所の管理について」 を
参照してください。
インデックスの場所を表示する方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックし、［構成と設定］、［Backup Exec の設定］の順に選
択します。

2

左側で［アーカイブ］をクリックします。

3

［Index Locations］をクリックします。

4

既存のインデックスの場所が表示されます。
p.1241 の 「インデックスの場所の管理オプション」 を参照してください。

5

［閉じる］をクリックします。

新しいインデックスの場所の追加
インデックスの場所を追加できます。 最適なパフォーマンスを実現するには、ボルトパー
ティションのパスと同じディスクにインデックスの場所のパスを配置しないでください。
メモ: インデックスの場所は NTFS ドライブまたは NTFS ネットワーク共有の UNC パスに
する必要があります。 マップしたドライブはサポートされません。 Backup Exec サービス
アカウントは、インデックスの場所のパスに NTFS の読み込み権限と書き込み権限を付
与される必要があります。 インデックスの場所には、ボリュームのルートを指定できませ
ん。 少なくとも 1 つのフォルダ名を含むパスを指定する必要があります。
p.1238 の 「Backup Exec Archiving Option でのインデックスの場所の管理について」 を
参照してください。
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新しいインデックスの場所を追加する方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックし、［構成と設定］、［Backup Exec の設定］の順に選
択します。

2

左側で［アーカイブ］をクリックします。

3

［Index Locations］をクリックします。

4

［インデックスの場所のパス］フィールドで新しい場所を入力し、次に［追加］をクリッ
クします。

5

［閉じる］をクリックします。

インデックスの場所の削除
インデックスの場所を削除するには、まずインデックスの場所を空にする必要があります。
インデックスの場所を空にするには、Backup Exec ユーティリティを使用して別のインデッ
クスの場所にすべてのインデックスファイルを移動します。
p.1254 の 「Archiving Option 操作を完了するための Backup Exec ユーティリティの実行」
を参照してください。
インデックスの場所が 1 つしかない場合は削除できません。
p.1238 の 「Backup Exec Archiving Option でのインデックスの場所の管理について」 を
参照してください。
インデックスの場所を削除する方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックし、［構成と設定］、［Backup Exec の設定］の順に選
択します。

2

左側で［アーカイブ］をクリックします。

3

［Index Locations］をクリックします。

4

削除するインデックスの場所を選択します。
p.1241 の 「インデックスの場所の管理オプション」 を参照してください。

5

［削除］をクリックします。

6

インデックスの場所の削除を確認するダイアログボックスで、［はい］をクリックします。

7

［閉じる］をクリックします。

インデックスの場所のオープンまたはクローズ
新しいインデックスがその場所に作成されないように、インデックスの場所をクローズでき
ます。 クローズしてもインデックスに項目を追加できます。クローズされたインデックスの
場所を検索することもできます。
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メモ: 少なくとも 1 つのインデックスの場所がオープンしていることを確認してください。
アーカイブジョブで、アーカイブされた項目のインデックス情報を格納する必要がありま
す。 インデックスの場所が 1 つはオープンされていないと、アーカイブジョブは失敗しま
す。
p.1238 の 「Backup Exec Archiving Option でのインデックスの場所の管理について」 を
参照してください。
インデックスの場所をオープンまたはクローズする方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックし、［構成と設定］、［Backup Exec の設定］の順に選
択します。

2

左側で［アーカイブ］をクリックします。

3

［Index Locations］をクリックします。

4

オープンまたはクローズするインデックスの場所を選択します。
p.1241 の 「インデックスの場所の管理オプション」 を参照してください。

5

必要に応じて［オープンに設定］または［クローズに設定］をクリックします。

6

［閉じる］をクリックします。

インデックスの場所の管理オプション
Archiving Option のインデックスの場所を管理できます。
p.1239 の 「新しいインデックスの場所の追加」 を参照してください。
表 S-22

インデックスの場所の管理オプション

項目

説明

インデックスの場所のパス

アーカイブインデックスファイルを格納するパス
を示します。

メモ: インデックスの場所は NTFS ドライブまた
は NTFS ネットワーク共有の UNC パスにする必
要があります。 マップしたドライブはサポートされ
ません。 Backup Exec サービスアカウントは、イ
ンデックスの場所のパスに NTFS の読み込み権
限と書き込み権限を付与される必要があります。
インデックスの場所には、ボリュームのルートを
指定できません。 少なくとも 1 つのフォルダ名を
含むパスを指定する必要があります。
参照

ネットワークを参照し、インデックスファイルを格
納する NTFS フォルダを選択できます。
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項目

説明

インデックスの場所

作成されているか、または設定されているすべ
てのインデックスの場所を表示します。

状態

インデックスの場所の状態を表示します。
指定可能な値は次のとおりです。

バックアップモード

■

オープン

■

クローズ

インデックスの場所が現在バックアップされてい
る場合は［はい］を表示します。バックアップされ
ていない場合は［いいえ］を表示します。
インデックスの場所がバックアップモードの場合、
新しいインデックスデータはその場所に書き込ま
れません。 バックアップモードのインデックスの
場所の検索は続行できます。

追加

新しいインデックスの場所を追加できます。

メモ: 最適なパフォーマンスを実現するには、ボ
ルトのパーティションがあるディスクと同じディス
クにインデックスの場所を追加しないでください。
p.1239 の 「新しいインデックスの場所の追加」 を
参照してください。
削除

インデックスの場所を削除できます。
p.1240 の 「インデックスの場所の削除」 を参照し
てください。

オープンに設定

インデックスの場所を開くことができます。
p.1240 の 「インデックスの場所のオープンまたは
クローズ」 を参照してください。

クローズに設定

インデックスの場所を閉じることができます。
p.1240 の 「インデックスの場所のオープンまたは
クローズ」 を参照してください。

アーカイブからの項目のリストアについて
アーカイブ項目に次のリストア操作を実行できます:
■

ファイルを元の場所または別のファイルサーバーにリストアします。
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メモ: リストアウィザードで、他の Exchange サーバーへリストア先を変更する場合は、
Exchange サーバーの名前の前に 2 つのバックスラッシュ (¥¥) を追加する必要があ
ります。例えば、Exchange サーバーの名前が「ExchangeServer01」の場合、
「¥¥ExchangeServer01」と入力してください。そうしなければ、リストアウィザードで次
のページに進むことができません。

■

メールメッセージを Exchange サーバーの元のメールボックスまたは別のメールボッ
クスにリストアします。

メモ: メールボックスはメールメッセージをリストアしたいサーバーにすでに存在している必
要があります。
アーカイブは同じ項目の複数のバージョンを含むことができます。 特定のバージョンの項
目をリストアするには、その項目を個別に選択する必要があります。 それ以外の場合、
Backup Exec は最新バージョンの項目をリストアします。項目の修正日時を調べることに
よって同じファイルのバージョンを区別できます。
メモ: アーカイブデータの NTFS 権限はリストアされません。
p.223 の 「データの検索とリストアついて」 を参照してください。

アーカイブ内のデータの検索について
アーカイブを検索し、アーカイブ内のデータを検出して選択できます。アーカイブにはア
クセス制御制限がありますが、Backup Exec 管理コンソールから検索するときこれらの制
限は適用されません。 この検索ではすべてのアーカイブバージョンのデータが表示され
ます。
内容、保持カテゴリ、保持期間などの基準を指定できます。 1 つのアーカイブまたはサー
バーと関連付けされているすべてのアーカイブに検索を制限できます。ファイルの指定
には、ワイルドカードを使用することができます。 疑問符 (?) を 1 文字の代わりに使用す
ることができます。 1 つのアスタリスク (*) を任意の個数の文字の代わりに使用することが
できます。
p.223 の 「データの検索とリストアついて」 を参照してください。

アーカイブからのデータの削除について
アーカイブからアーカイブファイルとメールメッセージを削除できます。 ディスク領域の一
部を解放する必要がある場合は、保持期間が終了する前にアーカイブから項目を削除
できます。
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アーカイブは同じ項目の複数のバージョンを含むことができます。 特定のバージョンの項
目を削除するには、その項目を個別に選択する必要があります。 それ以外の場合、
Backup Exec は最新バージョンの項目を削除します。項目の修正日時を調べることに
よって同じファイルのバージョンを区別できます。
アーカイブからファイルとメールメッセージのみを削除できます。 アーカイブ全体を削除
するには、［ストレージ］タブから削除する必要があります。
さらに、Backup Exec は保持期間が終了したアーカイブ項目を削除するためにボルトス
トアパーティションを毎日検索します。 この日次操作を実行する時間を指定できます。
p.1214 の 「Archiving Option のデフォルト設定の編集」 を参照してください。
p.1225 の 「アーカイブの削除」 を参照してください。
p.1244 の 「アーカイブからのデータの削除」 を参照してください。

アーカイブからのデータの削除
アーカイブから特定のデータを削除できます。
p.1243 の 「アーカイブからのデータの削除について」 を参照してください。
アーカイブからデータを削除する方法

1

アーカイブしたサーバーを［バックアップとリストア］タブでダブルクリックします。

2

［アーカイブ］グループで、［アーカイブから削除］をクリックします。

3

必要に応じてオプションを編集します。
p.1244 の 「アーカイブオプションからの削除 」 を参照してください。

4

［OK］をクリックします。

アーカイブオプションからの削除
アーカイブから削除するデータを選択できます。
p.1244 の 「アーカイブからのデータの削除」 を参照してください。
表 S-23

アーカイブオプションからの削除

項目

説明

名前

データのアーカイブ元のサーバーの名前を指定
します。

削除するデータを選択する:

削除するアーカイブデータを確認できます。

名前

アーカイブから削除するために選択するデータ
の名前を表示します。
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リモート Backup Exec サーバーからの Archiving Option
コンポーネントのバックアップとリストアについて
ライセンスがインストールされていないリモート Backup Exec サーバーから Archiving
Option コンポーネントをバックアップしてリストアできます。 Archiving Option コンポー
ネントのバックアップジョブのデフォルト設定を編集することもできます。
次のオプションの場合、Archiving Option コンポーネントのバックアップに使うリモート
Backup Exec サーバーでライセンスは要求されません。
■

File System Archiving Option

■

Exchange Mailbox Archiving Option

Archiving Option がインストールされる Backup Exec サーバーで Backup Exec サー
ビスアカウントのクレデンシャルを提供する必要があります。
p.1246 の 「Archiving Option コンポーネントのバックアップについて」 を参照してくださ
い。
p.223 の 「データの検索とリストアついて」 を参照してください。
p.446 の 「バックアップジョブのデフォルト設定」 を参照してください。

アーカイブからの保持期間が終了したアーカイブ項目の
削除の防止
Backup Exec は保持期間が終了したアーカイブ項目を特定のアーカイブから削除しま
す。 Backup Exec で保持期間が終了したアーカイブ項目を削除しないようにするにはこ
のオプションをクリアします。
p.1224 の 「Archiving Option でのアーカイブについて 」 を参照してください。
保持期間が終了したアーカイブ項目をアーカイブから削除しないようにする方法

1

アーカイブを含んでいるボルトストアを［ストレージ］タブで展開します。

2

アーカイブをダブルクリックします。

3

左側で［プロパティ］をクリックします。

4

［保持期間が終了したアーカイブ項目を自動的に削除する］オプションを無効にしま
す。

5

［OK］をクリックします。
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Archiving Option コンポーネントのバックアップについ
て
バックアップ用に Archiving Option コンポーネントの一部またはすべてを選択できま
す。 バックアップのコンポーネントすべてを同じジョブで選択すれば、リカバリ時間は速く
なります。 ただし、コンポーネントの複数のバックアップジョブを作成すれば、バックアップ
ジョブはより速く実行されます。
次の表に、バックアップできる Archiving Option コンポーネントをバックアップの推奨事
項とともに示します。
表 S-24

Archiving Option コンポーネントのバックアップ

コンポーネント

説明

Archiving Option コンポーネント

Archiving Option コンポーネントは Archiving
Option と関連付けされるコンポーネントすべて
を含んでいます。 シマンテック社は Archiving
Option 環境すべてをバックアップするために
Archiving Option コンポーネントを選択するこ
とを推奨します。

Backup Exec アーカイブサイト

Backup Exec アーカイブサイトは Archiving
Option のインストールの論理表現です。 Backup
Exec サーバーは 1 つのアーカイブサイトのみ備
えることができます。 バックアップにこのコンポー
ネントを選択すれば、ディレクトリデータベースも
自動的にバックアップされます。
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コンポーネント

説明

ディレクトリデータベース

ディレクトリデータベースは、アーカイブに関す
る設定データと情報が格納されている Microsoft
SQL Server データベースです。
データベースにデータが入力され後、時間が経
過してもディレクトリデータベースのデータの量
はほとんど変わりません。
Archiving Option コンポーネントを追加したか、
または削除した後ディレクトリデータベースをバッ
クアップする必要があります。 コンポーネントの
場所を変更してもディレクトリデータベースをバッ
クアップする必要があります。 設定変更には、ボ
ルトストアの作成、ボルトストアパーティションの
作成、ボルトストアパーティションの状態の変更
などが含まれます。
p.1249 の 「Archiving Option コンポーネントの
バックアップモードの無効化について」 を参照し
てください。

インデックスの場所

インデックスの場所には、アーカイブ項目の迅速
な検索と取り込みを行えるようにインデックス付
けされているアーカイブデータの内容がすべて
格納されます。 インデックスデータは Archiving
Option のインストール時に指定された場所のイ
ンデックスファイルに保存されます。
インデックスの場所を定期的にバックアップして
ください。

ボルトストアグループ

ボルトストアグループは論理エンティティです。
アーカイブ項目の単一インスタンス記憶域を有
効にすれば、フィンガープリントデータベースを
定期的にバックアップする必要があります。これ
らのコンポーネントは密接に関連しているので、
これらのコンポーネントすべてを一緒にバックアッ
プするためにボルトストアグループを選択するこ
とを考慮してください。
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コンポーネント

説明

フィンガープリントデータベース

フィンガープリントデータベースには、ボルトスト
アグループ内のすべてのボルトストアの単一イン
スタンス記憶域関連情報が格納されています。
アーカイブ項目の単一インスタンス記憶域を有
効にした場合、フィンガープリントデータベース
を定期的にバックアップする必要があります。
p.1217 の 「アーカイブ項目の単一インスタンス記
憶域について」 を参照してください。

ボルトストア

ボルトストアは論理エンティティです。 バックアッ
プにそれを選択すれば、ボルトデータベース、
ボルトストアパーティションのすべてがバックアッ
プされます。

すべてのパーティション

ボルトストアパーティションはアーカイブ項目が
保存される物理的な位置を表します。 ボルトスト
アには 1つ以上のボルトストアパーティションを
含めることができます。 バックアップに［All
Partitions］を選択すれば、ボルトストアのボルト
ストアパーティションすべてがバックアップのため
に選択されます。

メモ: オープンパーティションをバックアップする
とき、ボルトストアデータベースは自動的にバッ
クアップされます。
ボルトストアパーティションを定期的にバックアッ
プしてください。
p.1222 の 「Archiving Option でのボルトストア
パーティションについて」 を参照してください。
ボルトストアデータベース

ボルトストアデータベースは、アーカイブに関す
る設定データと情報が格納されている Microsoft
SQL Server データベースです。 関連付けされ
たデータベースが各ボルトストアにあります。 各
ボルトストアデータベースには、関連付けされた
ボルトストアにアーカイブされた各項目のエント
リが含まれています。 項目がアーカイブから削
除されると、その項目への参照がボルトストアデー
タベースから削除されます。
ボルトストアデータベースを定期的にバックアッ
プしてください。
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ライセンスがインストールされていないリモート Backup Exec サーバーから Archiving
Option コンポーネントをバックアップしてリストアすることもできます。
p.1245 の 「リモート Backup Exec サーバーからの Archiving Option コンポーネントのバッ
クアップとリストアについて」 を参照してください。
p.156 の 「データのバックアップ」 を参照してください。
p.1249 の 「Archiving Option データベースの一貫性チェックについて」 を参照してくださ
い。

Archiving Option データベースの一貫性チェックについて
Backup Exec はバックアップジョブとリストアジョブの間に Archiving Option データベー
スの物理的な一貫性を自動的にチェックします。 どのような一貫性チェックエラーでも
Backup Exec ジョブログで報告されます。 Backup Exec は Archiving Option データ
ベースの一貫性チェックに Microsoft SQL Server の［物理チェックのみ］ユーティリティ
を使います。
［物理チェックのみ］ユーティリティについて詳しくは Microsoft SQL Server のマニュア
ルを参照してください。

Archiving Option コンポーネントのバックアップモードの無効化について
ディレクトリデータベースをバックアップするときは、Archiving Option コンポーネントが
バックアップモードではないことを確認してください。
p.1219 の 「ボルトストアのプロパティの編集または表示」 を参照してください。
コンポーネントがバックアップモードの場合は、Backup Exec ユーティリティの［Archiving
Option エンティティでバックアップモードを無効にする］タスクを実行して、バックアップ
モードを無効にする必要があります。
p.1254 の 「Archiving Option 操作を完了するための Backup Exec ユーティリティの実行」
を参照してください。

Archiving Option コンポーネントのリストアについて
次の Archiving Option コンポーネントをリストアできます:
■

ディレクトリデータベース

■

ボルトストアデータベース

■

フィンガープリントデータベース

■

ボルトストアパーティション

■

インデックスの場所
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メモ: リストア先変更ジョブの手順には、リストアしたコンポーネントの新しい場所を更新す
る Backup Exec ユーティリティのタスク実行が含まれます。
p.1250 の 「Archiving Option コンポーネントのリストア先変更を完了するための Backup
Exec ユーティリティの実行について」 を参照してください。
Archiving Option コンポーネントをリストアするための最適な手順を見つけるために次
の表のシナリオを確認してください。
表 S-25

Archiving Option コンポーネントをリストアするための方式

方式

詳細

データ消失が発生し、同じ場所に Archiving
Option コンポーネントをリストアする場合

p.223 の 「データの検索とリストアついて」 を参照
してください。

ハードウェア障害とデータ消失が発生し、異なる p.1254 の 「新しい場所への Archiving Option コ
場所に Archiving Option コンポーネントをリス ンポーネントの移動について」 を参照してくださ
トアする場合
い。
新しい SQL Server または新しいディスクのよう p.1254 の 「新しい場所への Archiving Option コ
な新しいハードウェアにコンポーネントを移動す ンポーネントの移動について」 を参照してくださ
る場合
い。

p.223 の 「データの検索とリストアついて」 を参照してください。
p.1249 の 「Archiving Option データベースの一貫性チェックについて」 を参照してくださ
い。

Archiving Option コンポーネントのリストア先変更を完了するための
Backup Exec ユーティリティの実行について
異なる場所に 1 つ以上の Archiving Option コンポーネントをリストアする場合にはリス
トア先変更ジョブを実行できます。リストア先変更ジョブが完了したら、リストアしたコンポー
ネントの新しい場所を更新するために Backup Exec ユーティリティで追加タスクを実行す
る必要があります。
次の表は Archiving Option コンポーネントの可能なシナリオそして関連付けされたリス
トア先変更ソリューションをリストしたものです。
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表 S-26
シナリオ

Archiving Option コンポーネントのためのリストア先変更ソリューショ
ン
解決策

データベースをホストする SQL Server に障害が 次に示す順序で操作を実行します。
発生し、データ消失が発生します。
■ 新しい SQL Server に Archiving Option
データベースのリストア先を変更します。
p.223 の 「データの検索とリストアついて」 を
参照してください。
■ Backup Exec ユーティリティの［データベー
スの場所を変更］タスクを実行します。
■ Backup Exec ユーティリティの［SQL サー
バー名の更新］タスクを実行します。
p.1252 の 「Archiving Option データベースのリ
ストア先変更を完了するための Backup Exec
ユーティリティの実行」 を参照してください。
ボルトストアパーティションをホストするローカル 次に示す順序で操作を実行します。
ドライブかネットワーク共有に障害が発生し、デー
■ ローカルドライブまたはネットワーク共有の異
タ消失が発生します。
なるパスにボルトストアパーティションのリスト
ア先を変更します。
p.223 の 「データの検索とリストアついて」 を
参照してください。
■ Backup Exec ユーティリティの［ボルトパー
ティションのパスを変更］を実行します。
p.1252 の 「Archiving Option ボルトストアパー
ティションのリストア先変更の前の Backup Exec
ユーティリティの実行」 を参照してください。
インデックスファイルを含むディスクに障害が発 次に示す順序で操作を実行します。
生し、データ消失が発生します。
■ インデックスファイルのリストア先を新しい場
所に変更します。
p.223 の 「データの検索とリストアついて」 を
参照してください。
■ Backup Exec ユーティリティの［インデックス
の場所を変更］タスクを実行します
p.1253 の 「Archiving Option インデックスファ
イルのリストア先変更の前の Backup Exec
ユーティリティの実行」 を参照してください。
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Archiving Option データベースのリストア先変更を完了するための
Backup Exec ユーティリティの実行
新しい SQL Server に Archiving Option データベースのリストア先を変更したら、Backup
Exec ユーティリティの［データベースの場所を変更］タスクを実行する必要があります。
p.1250 の 「Archiving Option コンポーネントのリストア先変更を完了するための Backup
Exec ユーティリティの実行について」 を参照してください。
Archiving Option データベースのリストア先変更を完了するために Backup Exec ユー
ティリティを実行する方法

1

リストア先変更ジョブが完了したら、Backup Exec ユーティリティを起動します。
p.1254 の 「Archiving Option 操作を完了するための Backup Exec ユーティリティの
実行」 を参照してください。

2

Backup Exec ユーティリティのタスクペインの［Archiving Option のタスク］の下に
ある［データベースの場所を変更］をクリックします。

3

［変更先の SQL Server インスタンス］で、新しい SQL Server の名前を入力します。

4

［OK］をクリックします。

5

［Backup Exec ユーティリティ］タスクペインの［Archiving Option のタスク］の下に
ある［SQL サーバー名の更新］をクリックします。

6

操作が完了したら、Backup Exec ユーティリティを終了します。

Archiving Option ボルトストアパーティションのリストア先変更の前の
Backup Exec ユーティリティの実行
ローカルドライブまたはネットワーク共有の異なるパスにボルトストアパーティションのリス
トア先を変更できます。
［オープン］の状態のボルトストアパーティションをリストアする場合、ボルトストアデータ
ベースは自動的にリストアされます。
p.1250 の 「Archiving Option コンポーネントのリストア先変更を完了するための Backup
Exec ユーティリティの実行について」 を参照してください。
ボルトストアパーティションがより多くのディスク領域を必要とすれば、新しいパーティショ
ンを作成できます。
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Archiving Option ボルトストアパーティションのリストア先変更の前に Backup Exec ユー
ティリティを実行する方法

1

Backup Exec ユーティリティを起動します。
p.1254 の 「Archiving Option 操作を完了するための Backup Exec ユーティリティの
実行」 を参照してください。

2

Backup Exec ユーティリティのタスクペインの［Archiving Option のタスク］の下に
ある［ボルトパーティションのパスを変更］をクリックします。

3

ボルトストアパーティションの名前を選択します。

4

［新規ボルトストアパーティションのパス］で、リストアするボルトストアパーティションへ
の新しいパスを入力します。

5

［ボルトストアパーティションファイルの移動］が選択されていないことを確認してくだ
さい。

6

［OK］をクリックします。

7

Backup Exec 管理コンソールで、ボルトストアパーティションをリストアするためにリス
トアウィザードを起動します。
p.223 の 「データの検索とリストアついて」 を参照してください。

Archiving Option インデックスファイルのリストア先変更の前の Backup
Exec ユーティリティの実行
インデックスファイルのリストア先を新しい場所に変更できます。
メモ: ローカル NTFS ドライブのインデックスファイルを見つけなければなりません。
p.1249 の 「Archiving Option コンポーネントのリストアについて」 を参照してください。
Archiving Option インデックスファイルのリストア先変更の前に Backup Exec ユーティ
リティを実行する方法

1

Backup Exec ユーティリティを起動します。
p.1254 の 「Archiving Option 操作を完了するための Backup Exec ユーティリティの
実行」 を参照してください。

2

Backup Exec ユーティリティのタスクペインの［Archiving Option のタスク］の下に
ある［インデックスの場所を変更］をクリックします。

3

［新しいインデックスの場所］で、インデックスファイルのリストア先の新しいパスを入
力します。

4

［インデックスファイルの移動］が選択されていないことを確認してください。

1253

1254

付録 S Symantec Backup Exec Archiving Option
新しい場所への Archiving Option コンポーネントの移動について

5

［OK］をクリックします。

6

Backup Exec 管理コンソールで、インデックスファイルをリストアするためにリストア
ジョブを作成します。
p.223 の 「データの検索とリストアついて」 を参照してください。

Archiving Option 操作を完了するための Backup Exec ユーティリティの
実行
Archiving Option コンポーネントの一部の操作を完了するには、Backup Exec ユーティ
リティを実行する必要があります。
p.1250 の 「Archiving Option コンポーネントのリストア先変更を完了するための Backup
Exec ユーティリティの実行について」 を参照してください。
Archiving Option 操作を完了するために Backup Exec ユーティリティを実行する方法

1

Backup Exec のインストールディレクトリで、BEUtility.exe をダブルクリックします。

2

［プロパティ］ペインの［Archiving Option のタスク］で、必要なタスクをクリックしま
す。

3

タスクについて詳しくは［ヘルプ］をクリックしてください。

新しい場所への Archiving Option コンポーネントの移
動について
新しい場所に Archiving Option コンポーネントを移動するために Backup Exec ユー
ティリティを使うことができます。 コンポーネントを移動するときに他のアーカイブ関連操
作が実行されていないことを確認してください。
コンポーネントをホストするハードウェアに障害が発生したためにコンポーネントを移動し
なければならない場合は、リストア先変更ジョブを使う必要があります。
p.1250 の 「Archiving Option コンポーネントのリストア先変更を完了するための Backup
Exec ユーティリティの実行について」 を参照してください。
表 S-27

新しい場所への Archiving Option コンポーネントの移動

コンポーネント

詳細

インデックスの場所

インデックスファイルが保存されるディスクが領域
を使い果たせばインデックスの場所を移動でき
ます。
Backup Exec ユーティリティの［インデックスの場
所を変更］タスクを使ってください。

付録 S Symantec Backup Exec Archiving Option
アーカイブジョブのトラブルシューティング

コンポーネント

詳細

データベース

異なる SQL Server にデータベースを移動でき
ます。 たとえば、現在の SQL Server が過負荷
になれば、データベースを移動できます。
Backup Exec ユーティリティの［データベースの
場所を変更］タスクを使ってください。

ボルトストアパーティション

パーティションを含んでいる現在のドライブかネッ
トワーク共有を削除しなければならない場合は
ボルトストアパーティションを移動できます。

メモ: ボルトストアパーティションでさらに多くの
ディスク領域が必要である場合は、新しいパー
ティションを作成し、オープンに指定できます。
Backup Exec ユーティリティの［ボルトストアパー
ティションのパスを変更］タスクを使ってください。

p.1254 の 「Archiving Option 操作を完了するための Backup Exec ユーティリティの実行」
を参照してください。

アーカイブジョブのトラブルシューティング
アーカイブジョブに問題があれば、次のソースで情報を見つけることができます:
■

Backup Exec のジョブログ。
p.259 の 「ジョブログの表示」 を参照してください。

■

Windows イベントビューアにある Enterprise Vault のイベントログ。
p.1256 の 「Archiving Option イベントの Enterprise Vault イベントログの表示」 を参
照してください。

■

Backup Exec の診断ユーティリティ。
p.651 の 「Backup Exec の診断アプリケーションについて」 を参照してください。

Exchange Mailbox Archiving Option ジョブでは、次の理由のためにアーカイブする
データが検出されない場合があります。
■

Granular Recovery Technology オプションが有効になっており、ディスクストレージ
デバイスに存在するバックアップセットのみをアーカイブできます。

■

関連付けされた Exchange メールストアはバックアップされないことがあります。また、
メールボックスかユーザーが過去 14 日間で削除された可能性があります。

バックアップセットがディスクストレージデバイスにある場合にのみ、File System Archiving
Option ジョブでアーカイブするデータを検出できます。
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p.1183 の 「Exchange Mailbox Archiving Option と File System Archiving Option の
必要条件」 を参照してください。

Archiving Option イベントの Enterprise Vault イベントログの表示
Archiving Option イベントの情報について Enterprise Vault のイベントログを確認す
るのに Windows のイベントビューアを表示することができます。 Enterprise Vault は多
くのログエントリを生成します。 ログファイルが大きくなりすぎないようにするには、何らか
の処理を行う必要があります。 ログファイルのサイズの制御方法について詳しくは Windows
イベントビューアのヘルプを参照してください。

Archiving Option のレポート
次の表のレポートは、Archiving Option の環境を監視するのに役立ちます。
p.546 の 「Backup Exec のレポートについて」 を参照してください。
表 S-28

Archiving Option のレポート

レポート

説明

ボルトストア使用量の概略

各ボルトストア内のアーカイブ項目とボルトストア
の合計サイズが表示されます。

ボルトストア使用量の詳細

各ストア内のアーカイブと各アーカイブのサイズ
が表示されます。

ファイルシステムのアーカイブ設定

各サーバーのアーカイブ選択項目に適用される
アーカイブの設定が表示されます。

Exchange メールボックスグループのアーカイブ 各ドメインのメールボックスグループに適用され
設定
るアーカイブの設定が表示されます。
アーカイブルールと保持カテゴリによるアーカイ 各アーカイブ選択項目に適用されるアーカイブ
ブ選択
ルールと保持カテゴリを表示します。
アーカイブジョブの成功率

正常に実行されたアーカイブジョブの数を表示
します。

失敗したアーカイブジョブ

最近失敗したアーカイブジョブのリストを表示し
ます。

アーカイブの概略 (前日分)

過去 24 時間のアーカイブのジョブの概略を表
示します。
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Backup Exec の仮想ボルトについて
アーカイブジョブがエンドユーザーのメールボックスで実行されると、電子メールメッセー
ジはアーカイブされ、ネットワークのアーカイブに格納されます。 アーカイブ済み Exchange
メールボックスにも、ネットワークにそれぞれ専用のアーカイブがあります。 通常、管理者
のみがネットワークのアーカイブにアクセスできます。 ただし、Backup Exec の仮想ボル
ト機能を使用している場合、エンドユーザーは自身の Outlook のナビゲーションペイン
のボルトから、アーカイブ電子メールメッセージにアクセスできます。
Backup Exec 管理者は、エンドユーザーが Backup Exec Outlook Add-In (アドイン) を
自身のコンピュータにインストールできるようにする必要があります。 アドインは、エンド
ユーザーのコンピュータで動作する仮想ボルト機能のコンポーネントです。 アドインは、
各エンドユーザーのコンピュータのボルトキャッシュと呼ばれるキャッシュを保守します。
アドインは、ネットワークのメールボックスのアーカイブとエンドユーザーのボルトキャッシュ
を定期的に同期します。 ボルトキャッシュは、エンドユーザーのアーカイブメールボックス
のローカルコピーのように機能します。
エンドユーザーは、ボルトの電子メールメッセージの表示、検索、読み込み、転送、返信
ができます。 エンドユーザーは、ボルトのフォルダの移動、削除、名前の変更はできませ
ん。 エンドユーザーは、Outlook のクイック検索または高度な検索、Windows デスクトッ
プサーチを使用してボルトの内容を検索することもできます。
次の例では、Mark Smith という名前のエンドユーザーのボルトがVault - Mark Smith
と表示されています。
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図 S-1

Outlook のナビゲーションペインに表示されたエンドユーザーのボル
トの例

Backup Exec の仮想ボルト機能は、Backup Exec Exchange Mailbox Archiving Option
をインストールまたはアップグレードすると Backup Exec サーバーに自動的にインストー
ルされ、有効になります。仮想ボルトは、デフォルトではすべてのメールボックスグループ
に有効になります。 Backup Exec 管理者は、メールボックスグループに属するすべての
エンドユーザーの仮想ボルトの使用を無効にできます。
p.1259 の 「エンドユーザーのコンピュータへの Backup Exec Outlook Add-In のインストー
ルについて」 を参照してください。
p.1264 の 「仮想ボルトに関する推奨事項」 を参照してください。
p.1202 の 「コマンドラインを使用した Backup Exec Exchange Mailbox Archiving Option
のインストールについて」 を参照してください。
p.1264 の 「Exchange キャッシュモードの Outlook の設定について」 を参照してください。
p.1269 の 「仮想ボルトの有効と無効の切り替えについて 」 を参照してください。
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Backup Exec Outlook Add-In について
Backup Exec Outlook Add-In は Backup Exec の仮想ボルトのコンポーネントです。 ア
ドインをエンドユーザーのコンピュータにインストールする必要があります。
アドインはエンドユーザーのボルトキャッシュを保守します。 ボルトキャッシュは、Backup
Exec サーバーからダウンロードされるアーカイブ電子メールメッセージのヘッダーと電子
メールメッセージの内容を格納する場所です。これらの項目は、ボルトキャッシュをネット
ワークのメールボックスのアーカイブと同期すると Backup Exec サーバーからダウンロー
ドされます。 ボルトキャッシュを同期するには、Archiving Option のインストール時また
はアップグレード時に入力した DNS エイリアスを使用して、アドインから Backup Exec
サーバーに接続します。
エンドユーザーは、Backup Exec Outlook Add-In を使用して次のタスクを実行できま
す。
■

ボルトキャッシュと Backup Exec サーバー間の同期の開始。

■

同期の中断または再開。

■

ボルトキャッシュのサイズの編集。

■

Outlook を起動してから同期を開始するまで Backup Exec が待機する時間の指定。

Backup Exec Outlook Add-In には、エンドユーザーが自身のコンピュータでアクセスで
きるヘルプが用意されています。 ヘルプは、Outlook のツールバーで［ヘルプ］、［Backup
Exec Help Topics］の順にクリックすると参照できます。
p.1259 の 「エンドユーザーのコンピュータへの Backup Exec Outlook Add-In のインストー
ルについて」 を参照してください。
p.1265 の 「ボルトキャッシュについて」 を参照してください。

エンドユーザーのコンピュータへの Backup Exec Outlook Add-In のイン
ストールについて
エンドユーザーのコンピュータに Backup Exec Outlook Add-In をインストールするに
は、次のいくつかの方法があります。
表 S-29
インストール方法

Backup Exec Outlook Add-In のインストール方法
情報

エンドユーザーがアクセスできるネットワーク共 p.1263 の 「ネットワーク共有へのコピーによる
有に Backup Exec Outlook Add-In.msi ファイ Backup Exec Outlook Add-In のインストール」
ルをコピーします。 次に、アドインをインストール を参照してください。
する方法について特定のエンドユーザーに操作
説明を送信します。
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インストール方法

情報

コマンドラインを使用してリモートコンピュータに p.1260 の 「コマンドライン (サイレントモード) を使っ
Backup Exec Outlook Add-In.msi ファイルを た Backup Exec Outlook Add-In のインストー
1 つずつインストールします。
ル」 を参照してください。
Active Directory ネットワーク内に Backup Exec p.1260 の 「Active Directory ネットワークへの
Outlook Add-In をインストールします。
Backup Exec Outlook Add-In のインストール」
を参照してください。
Microsoft 社の System Center Configuration
Manager を使用して、エンドユーザーのコン
ピュータに Backup Exec Outlook Add-In を配
備します。

System Center Configuration Manager の使
用方法や、シマンテック社のナレッジベースを検
索する方法について詳しくは Microsoft 社のマ
ニュアルを参照してください。

コマンドライン (サイレントモード) を使った Backup Exec Outlook
Add-In のインストール
コマンドラインを使用して、1 台のコンピュータに Backup Exec Outlook Add-In をインス
トールできます。
p.1259 の 「エンドユーザーのコンピュータへの Backup Exec Outlook Add-In のインストー
ルについて」 を参照してください。
コマンドライン (サイレントモード) を使用して Backup Exec Outlook Add-In をインストー
ルする方法

1

Windows の［コマンドプロンプト］を開きます。

2

次のコマンドを入力します。
msiexec /i <path to the Backup Exec Outlook Add-In.msi package>
/qn+ ALLUSERS=1

3

必要に応じて、ログを追加する場合は次のコマンドを入力します。
msiexec /i <path to the Backup Exec Outlook Add-In.msi package>
/qn+ /lv* <Path to log file> ALLUSERS=1

Active Directory ネットワークへの Backup Exec Outlook Add-In
のインストール
Active Directory ネットワーク内のコンピュータへの Backup Exec Outlook Add-In の
インストールを集中管理できます。インストールを 1 回設定し、グループポリシーオブジェ
クト (GPO) を使用して組織単位内のコンピュータにそのインストール設定を割り当てます。
アドインは、組織単位内のコンピュータが再起動されるたびに自動的にインストールされ
ます。
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p.1259 の 「エンドユーザーのコンピュータへの Backup Exec Outlook Add-In のインストー
ルについて」 を参照してください。
メモ: Backup Exec Outlook Add-In のロールアウトをクライアントコンピュータに対して実
施する前に、組織の配備計画を確認してください。グループポリシーによるデスクトップ管
理および Active Directory のマニュアルも参照してください。
表 S-30

Active Directory ネットワークへの Backup Exec Outlook Add-In のイ
ンストール

手順

処理

説明

手順 1

インストールするソースファイルが含ま 配布ポイントに Backup Exec Outlook
れる配布ポイント (共有) を作成します。 Add-In パッケージをコピーする必要
があります。
p.1261 の 「Backup Exec Outlook
Add-In を配備するソフトウェアの配布
ポイントの作成」 を参照してください。

手順 2

配布ポイントのディレクトリを Active
Directory の組織単位内のコンピュー
タに割り当てるようにグループポリシー
オブジェクト (GPO) を設定します。

ソフトウェアは、組織単位内のコン
ピュータが再起動されるたびに自動的
にインストールされます。

メモ: 組織単位内のコンピュータは
Windows の高速ログオン最適化機能
が有効な場合、2 回の再起動が必要
な場合があります。
p.1262 の 「Backup Exec Outlook
Add-In のグループポリシーオブジェ
クトの設定」 を参照してください。

Backup Exec Outlook Add-In を配備するソフトウェアの配布ポイ
ントの作成
Active Directory ネットワークで Backup Exec Outlook Add-In をインストールするに
は、ソフトウェアの配布ポイント (共有) を作成する必要があります。
p.1260 の 「Active Directory ネットワークへの Backup Exec Outlook Add-In のインストー
ル」 を参照してください。
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表 S-31

ソフトウェアの配布ポイントの作成

手順

説明

手順 1

共有フォルダを作成し、次にパッケージを配備
するクライアントコンピュータすべてに読み取り専
用権限を設定します。

手順 2

共有フォルダに Symantec Backup Exec
Add-In.msi パッケージをコピーします。

手順 3

ソースファイルを配備するためにグループポリ
シーオブジェクトを設定します。
p.1262 の 「Backup Exec Outlook Add-In のグ
ループポリシーオブジェクトの設定」 を参照して
ください。

Backup Exec Outlook Add-In のグループポリシーオブジェクトの
設定
Active Directory ネットワーク内に Backup Exec Outlook Add-In をインストールするに
は、ソフトウェアの配布ポイントを作成した後にグループポリシーオブジェクトを設定する
必要があります。
p.1261 の 「Backup Exec Outlook Add-In を配備するソフトウェアの配布ポイントの作成」
を参照してください。
グループポリシーオブジェクトの設定について詳しくは Microsoft Windows のマニュア
ルを参照してください。
メモ: シマンテック社は、新しいグループポリシーオブジェクトを作成し Backup Exec
Outlook Add-In を配備するコンピュータにのみ適用することを推奨します。
Backup Exec Outlook Add-In のグループポリシーオブジェクトを設定する方法

1

ユーザーとグループを管理する［Active Directory］スナップインでドメイン名を右ク
リックし、次に［プロパティ］をクリックします。

2

新しいグループポリシーオブジェクトを作成します。

3

［コンピュータの構成］の下の［ソフトウェアの設定］を展開します。

4

［ソフトウェア インストール］を右クリックし、［新規作成］をクリックして［パッケージ］を
クリックします。

5

［ファイルを開く］ダイアログボックスで、UNC 名を使用してソフトウェアの配布ポイン
トを参照します。
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6

パッケージファイル Symantec Backup Exec Outlook Add-In.msi を選択して、
［開く］をクリックします。

7

［詳細］をクリックします。

8

Active Directory によって MSI パッケージがチェックされたら、［一般］タブで、イン
ストールするオプションの正しいバージョンが選択されていることを確認します。

9

［配備］タブで、環境に合わせて設定を行います。

10 ［WIN64 のコンピュータで、この 32 ビット x86 アプリケーションを利用できるように
する］オプションが選択されていることを確認してください。

11 すべてのダイアログボックスを閉じます。

ネットワーク共有へのコピーによる Backup Exec Outlook Add-In
のインストール
Backup Exec Outlook Add-In は仮想ボルト機能のコンポーネントであり、エンドユー
ザーのコンピュータにインストールする必要があります。 エンドユーザーがアクセス可能
なネットワーク共有に Backup Exec Outlook Add-In をコピーできます。 その後、Backup
Exec Outlook Add-In をインストールするエンドユーザーに操作説明を送信できます。
エンドユーザーへの電子メールメッセージに、次の手順に含まれる操作説明をコピーア
ンドペーストできます。
p.1259 の 「エンドユーザーのコンピュータへの Backup Exec Outlook Add-In のインストー
ルについて」 を参照してください。
ネットワーク共有に Backup Exec Outlook Add-In をコピーする方法

1

Backup Exec サーバーで、適切なドライブにインストールメディアを配置します。

2

インストールメディアの次のディレクトリに移動します。
BE¥WinNT¥Install¥EVE¥Outlook Add-In

3

エンドユーザーもアクセスできるネットワーク共有に .msi ファイルをコピーします。

4

エンドユーザーへの次の操作説明では、カッコ内のテキストを .msi ファイルをコピー
したネットワーク共有の実際の名前に置換します。

5

Backup Exec Outlook Add-In をインストールするエンドユーザーに次の操作説明
を送信します。

Backup Exec Outlook Add-In のインストール方法

1

使用しているコンピュータの Outlook を閉じます。

2

次のフォルダに移動します。
<.msi ファイルをコピーしたネットワーク共有の名前を入力します >

3

Symantec Backup Exec Outlook Add-In.msi をダブルクリックします。
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4

画面の案内に従って作業を進めます。

5

Outlook で Exchange キャッシュモードをオンにします。
Exchange キャッシュモードの設定方法について、詳しくは Outlook のヘルプを参
照してください。

6

Outlook で AutoArchive をオフにします。
AutoArchive を無効化する方法について詳しくは Outlook のヘルプを参照してく
ださい。

7

Outlook を再起動します。

Exchange キャッシュモードの Outlook の設定について
エンドユーザーは Outlook のナビゲーションペインにボルトを表示し、事前キャッシング
を有効にできるように Outlook を Exchange キャッシュモードで設定する必要がありま
す。 事前キャッシングを有効にすると、アーカイブの準備が完了している項目を Outlook
のオフラインフォルダからボルトキャッシュに直接アーカイブできます。 これらの項目を
Backup Exec サーバーからダウンロードする必要はありません。Backup Exec Outlook
Add-In で、エンドユーザーの Outlook .OST ファイルからボルトキャッシュに電子メール
メッセージがコピーされます。
Exchange キャッシュモードを設定する方法について、詳しくは Outlook のヘルプを参
照してください。
p.1263 の 「ネットワーク共有へのコピーによる Backup Exec Outlook Add-In のインストー
ル」 を参照してください。

仮想ボルトに関する推奨事項
数人のエンドユーザーに Backup Exec Outlook Add-In をインストールし、Backup Exec
サーバーのパフォーマンスを監視して、実行許容範囲内であることを確認します。 大規
模な組織の場合、エンドユーザーが仮想ボルト機能を段階的に利用できるようにすると
都合が良いことがあります。
次の処理のいずれかまたは両方を実行すると、仮想ボルトを使用できるエンドユーザー
の数を制限できます。
■

特定のメールボックスグループの仮想ボルトを有効にする。
p.1269 の 「仮想ボルトの有効と無効の切り替えについて 」 を参照してください。

■

特定のエンドユーザーのみが Backup Exec Outlook Add-In を使用できるようにす
る。
p.1263 の 「ネットワーク共有へのコピーによる Backup Exec Outlook Add-In のインス
トール」 を参照してください。
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ボルトキャッシュについて
ボルトキャッシュは、Backup Exec サーバーからダウンロードされるアーカイブ電子メール
メッセージを格納するエンドユーザーのコンピュータの場所です。これらの項目は、ボル
トキャッシュをネットワークのアーカイブと同期すると Backup Exec サーバーからダウン
ロードされます。Outlook のナビゲーションペインのエンドユーザーのボルトは、ネットワー
クのアーカイブの内容ではなくボルトキャッシュの内容を反映します。
デフォルトでは、ボルトキャッシュは、エンドユーザーが Backup Exec Outlook Add-In
をインストールするときに次の場所に作成されます。
■

Windows XP の場合は、¥Documents and Settings¥<User>¥Local
Settings¥Application Data¥KVS¥Enterprise Vault

■

Windows Vista/7 の場合は、¥Users¥<User>¥AppData¥Local¥KVS¥Enterprise
Vault

Outlook の閲覧ウィンドウに、選択した電子メールメッセージのヘッダーが表示されます。
電子メールメッセージがボルトキャッシュにある場合、閲覧ウィンドウに内容も表示されま
す。 電子メールメッセージのヘッダーのみが表示され、内容が表示されない場合、Outlook
の閲覧ウィンドウに元の電子メールメッセージへのリンクが表示されます。
ボルトキャッシュはエンドユーザーのコンピュータの空き容量の最大 10% または 1 GB の
どちらか小さいほうに制限されます。 限度に達すると最も古い電子メールメッセージがボ
ルトキャッシュから自動的に削除され、新しい電子メールメッセージを格納するスペース
が空けられます。 アーカイブ電子メールメッセージがエンドユーザーのボルトキャッシュ
から削除されても、そのメッセージはネットワークのアーカイブに保存されています。
エンドユーザーは、正しい権限があれば他のユーザーのアーカイブを自分のボルトキャッ
シュに同期できます。 エンドユーザーの Outlook のナビゲーションペインに、ボルトキャッ
シュに同期されるネットワークの各アーカイブの個別のボルトが表示されます。 ネットワー
クの他のアーカイブに同期する方法については、エンドユーザーのコンピュータで Backup
Exec Outlook Add-In のヘルプを参照してください。
メモ: ボルトキャッシュは、Microsoft Entourage のユーザーは利用できません。
エンドユーザーはボルトキャッシュを管理する Backup Exec Outlook Add-In の設定を
編集できます。
p.1259 の 「Backup Exec Outlook Add-In について」 を参照してください。
p.1266 の 「ボルトキャッシュの同期について」 を参照してください。
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ボルトキャッシュの同期について
ボルトキャッシュの同期は、エンドユーザーのボルトキャッシュがネットワークのアーカイブ
を変更すると更新されます。 変更には、最後の同期後に作成、更新、削除された電子
メールメッセージが含まれます。
ボルトキャッシュの同期処理は次の処理で構成されています。
■

ヘッダーの同期
アーカイブ電子メールメッセージの情報でボルトキャッシュを更新します。 電子メール
メッセージのヘッダーには、Outlook のナビゲーションペインのエンドユーザーのボ
ルトにメッセージを表示させるのに十分な情報が含まれます。 電子メールメッセージ
のヘッダーは、ヘッダーを電子メールメッセージの内容と関連付ける情報も含みます。
ネットワークのアーカイブで変更が行われると、ボルトキャッシュの同期で Backup
Exec サーバーからヘッダーの情報がダウンロードされます。 次に、ボルトキャッシュ
が変更されます。 ヘッダーの同期では、ネットワークのアーカイブのフォルダ階層に
行なわれた変更も同期されます。

■

コンテンツの同期
ネットワークの 1 つ以上のアーカイブからボルトキャッシュにアーカイブ電子メールメッ
セージをダウンロードします。

エンドユーザーが Backup Exec Outlook Add-In をインストールすると、Outlook を起動
してから 3 分後に初回のヘッダーの同期が自動的に開始されます。 コンテンツの同期も
実行されることがあります。 アーカイブに多数の項目が含まれる場合、コンテンツの同期
はヘッダーの同期より時間がかかります。
ボルトは、次の基準が満たされるとエンドユーザーの Outlook プロファイルに自動的に
追加されます。
■

Exchange アーカイブジョブで、エンドユーザーがアクセスできるアーカイブすべてが
処理されている。

■

初回のヘッダーの同期が完了している。

■

エンドユーザーがプロファイルからボルトを事前に削除していない。

Exchange Mailbox Archiving ジョブを実行しボルトキャッシュの同期が完了すると、ボ
ルトキャッシュはネットワークのメールボックスのアーカイブで最新に更新されます。
ボルトキャッシュの同期は次の方法で開始できます。
■

Backup Exec Outlook Add-In で、ネットワークのアーカイブとボルトキャッシュを毎
日 1 回、自動的に同期します。 アドインが Backup Exec に接続できない場合、5 分
待機してから Backup Exec サーバーに再び接続を試みます。
スケジュールされた同期時刻を逸した場合、アドインではエンドユーザーが次回
Outlook を開いたときに同期を試みます。 デフォルトでは、アドインはエンドユーザー
が Outlook を開いてから 3 分待機して未処理の同期を再試行します。 このデフォル
トはエンドユーザーが変更できます。
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■

エンドユーザーは手動でボルトキャッシュの同期をいつでも開始できます。 手動によ
る同期は、自動同期の次回のスケジュール時刻に影響しません。 スケジュールされ
た同期とは異なり、手動の同期は失敗しても再試行されません。
Outlook を使用しない週末にボルトキャッシュの同期をスケジュールすると、同期時
刻を逸すことがあります。 この場合、多数のヘッダーの同期要求が月曜日の同じ時
刻前後に発生することがあります。 Backup Exec サーバーに過度に負荷がかからな
いように、ヘッダーの同期要求は限られた数のみが受け入れられます。 この制限の
ため、一部のエンドユーザーではスケジュールされた同期がただちに処理されないこ
とがあります。 同期がただちに処理されなくてもエラーメッセージは表示されません。
ヘッダーの同期要求は成功するまで 5 分ごとに繰り返されます。 同期が成功すると、
日単位でスケジュールされた同期時刻は同期が成功した時刻にリセットされます。

Backup Exec で、アクティブコンテンツのダウンロード要求の数がいつでも制限されます。
Backup Exec でこの設定が事前に設定され、ボルトキャッシュのコンテンツのダウンロー
ド時に使用するシステムリソースの量が制御されます。 Backup Exec サーバーからボル
トキャッシュにコンテンツをダウンロードするには、Microsoft Background Intelligent
Transfer Service 技術を使用します。
同期状態の表示方法やボルトキャッシュの同期方法について、詳しくは Backup Exec
Outlook Add-In のヘルプにアクセスしてください。
p.1257 の 「Backup Exec の仮想ボルトについて 」 を参照してください。

事前キャッシングについて
ボルトキャッシュへのダウンロードを最小にするには、Backup Exec Outlook Add-In で
アーカイブ間近な電子メールメッセージの Outlook .OST キャッシュファイルを定期的に
検索します。 Backup Exec Outlook Add-In はこれらの電子メールメッセージをボルト
キャッシュに自動的に追加します。 この機能は事前キャッシングと呼ばれます。 事前キャッ
シングはエンドユーザーのコンピュータで行われます。 ネットワークのアーカイブとボルト
キャッシュを同期すると、ネットワークのアーカイブからボルトキャッシュにダウンロードす
る項目の数が減ります。
Backup Exec Outlook Add-In はメールボックスの Exchange アーカイブ設定どおりに
アーカイブする 7 日前に、電子メールメッセージの事前キャッシングを実行します。
事前キャッシングが機能するように Exchange キャッシュモードで Outlook を設定する必
要があります。 Outlook Add-In はエンドユーザーの Outlook .OST ファイルからボルト
キャッシュに電子メールメッセージをコピーします。 エンドユーザーの Outlook に .OST
ファイルが存在しない場合、事前キャッシングを実行することはできません。
p.1264 の 「Exchange キャッシュモードの Outlook の設定について」 を参照してください。
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Backup Exec サーバーの一時キャッシュの場所について
新しい項目がネットワークのアーカイブに追加されると、これらの項目の複製は Backup
Exec サーバーのキャッシュで一時的に保持されます。 その後、項目はエンドユーザー
のコンピュータにダウンロードされます。 Backup Exec Archiving Option をインストール
すると、キャッシュの場所がインストールディレクトリのフォルダにデフォルトで設定されま
す。 通常、このディレクトリは C:¥Program Files¥Symantec¥Backup Exec¥AOCache
です。
Backup Exec サーバーのキャッシュの場所が指定した最大サイズに達すると、Backup
Exec によりユーザーに通知されます。ディスク領域を解放するかまたは別のキャッシュの
場所を指定しないと、スペースを解放するために最も古いキャッシュの項目が削除されま
す。
キャッシュの場所を変更したり、キャッシュのサイズを増やすことができます。
p.1268 の 「一時キャッシュの場所の変更」 を参照してください。
p.1269 の 「一時キャッシュのサイズの変更」 を参照してください。

一時キャッシュの場所の変更
Backup Exec サーバーの一時キャッシュの場所を変更できます。 一時キャッシュの場所
を使用して、エンドユーザーのコンピュータのボルトキャッシュとアーカイブ電子メールメッ
セージを同期します。 一時キャッシュの場所はローカル NTFS ドライブに存在する必要
があります。 マップしたドライブはサポートされません。 一時キャッシュの場所には、ボ
リュームのルートを指定できません。 少なくとも 1 つのフォルダ名を含むパスを指定する
必要があります。 Backup Exec サービスアカウントは、一時キャッシュの場所に NTFS の
読み込み権限と書き込み権限を付与される必要があります。
p.1268 の 「Backup Exec サーバーの一時キャッシュの場所について」 を参照してください。
メモ: 変更を有効にするには、Backup Exec サービスを再起動する必要があります。
一時キャッシュの場所を変更する方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックし、［構成と設定］、［Backup Exec の設定］の順に選
択します。

2

左側で［アーカイブ］をクリックします。

3

［仮想ボルトの設定］の下に、新しいキャッシュの場所を入力します。

4

［OK］をクリックします。
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一時キャッシュのサイズの変更
Backup Exec サーバーの一時キャッシュには、デフォルトで最大 10 GB が使用されま
す。 一時キャッシュの場所を使用して、エンドユーザーのコンピュータのボルトキャッシュ
とアーカイブ電子メールメッセージを同期します。 一時キャッシュのサイズは必要に応じ
て増やすことができます。
p.1268 の 「Backup Exec サーバーの一時キャッシュの場所について」 を参照してください。
一時キャッシュのサイズを変更する方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックし、［構成と設定］、［Backup Exec の設定］の順に選
択します。

2

左側で［アーカイブ］をクリックします。

3

［仮想ボルトの設定］の下の［キャッシュの最大サイズ］フィールドで、キャッシュのサ
イズを選択します。

4

［OK］をクリックします。

5

変更を有効にするには、Backup Exec サービスを再起動します。

仮想ボルトの有効と無効の切り替えについて
デフォルトでは、仮想ボルトはすべてのメールボックスグループに有効になります。 Backup
Exec 管理者は、メールボックスグループに属するすべてのエンドユーザーの仮想ボルト
の使用を無効にできます。
メールボックスグループの仮想ボルトの有効と無効の切り替えは、Backup Exec サーバー
でエンドユーザーのメールボックスと設定を同期しないと反映されません。 この同期には
数分かかることがあります。 仮想ボルトへの変更を有効にするには、Outlook を再起動
する必要があります。
エンドユーザーの仮想ボルトを無効にしても、エンドユーザーのコンピュータにあるボル
トキャッシュのファイルは自動的に削除されません。 仮想ボルトを再び有効にすると、ボ
ルトキャッシュにファイルが残っているため再利用できます。
p.1269 の 「メールボックスグループの仮想ボルトの無効化と有効化」 を参照してください。

メールボックスグループの仮想ボルトの無効化と有効化
メールボックスグループにあるエンドユーザーの仮想ボルトの有効と無効を切り替えるこ
とができます。
p.1269 の 「仮想ボルトの有効と無効の切り替えについて 」 を参照してください。
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メールボックスグループの仮想ボルトの有効と無効を切り替える方法

1

［Backup Exec］ボタンをクリックし、［構成と設定］、［Backup Exec の設定］の順に選
択します。

2

左側で［アーカイブ］をクリックします。

3

［メールボックスグループ］をクリックします。

4

ドメインを選択し、次のいずれかを実行します。

5

新しいメールボックスグループを作成して仮
想ボルトの有効と無効を切り替える方法

［新規］をクリックします。

既存のメールボックスグループの仮想ボルト
の有効と無効を切り替える方法

メールボックスグループを選択し、次に［編集］
をクリックします。

次のいずれかを実行します。
メールボックスグループのすべてのエンドユー ［仮想ボルトの有効化］が選択されていること
ザーの仮想ボルトを有効にする方法
を確認してください。デフォルトで、このオプ
ションが選択されています。
メールボックスグループのすべてのエンドユー ［仮想ボルトの有効化］チェックボックスをオフ
ザーの仮想ボルトを無効にする方法
にします。

6

［OK］をクリックします。

T
Backup Exec のアクセシビリ
ティ
この付録では以下の項目について説明しています。
■

アクセシビリティと Backup Exec について

■

Backup Exec のキーボードショートカットについて

■

Backup Exec のリストボックスのナビゲーション

■

Backup Exec のタブ付きダイアログボックスのナビゲーション

■

アクセシビリティオプションの設定について

アクセシビリティと Backup Exec について
シマンテック製品は、アメリカ合衆国の Rehabilitation Act 第 508 条で規定されている
連邦政府のアクセシビリティの必要条件に準拠しています。Rehabilitation Act 第 508
条については、次の Web サイトを参照してください。
http://www.access-board.gov/508.htm
シマンテック製品は、オペレーティングシステムのアクセシビリティ設定および各種の操作
補助テクノロジと互換性があります。 また、すべてのマニュアルは、多くの標準的なシステ
ムでアクセス可能な PDF ファイルで提供されています。オンラインヘルプは HTML ファ
イルで提供されており、HTML に準拠したビューアを使用して表示することができます。
すべてのグラフィカルユーザーインターフェース操作およびメニュー項目は、キーボード
ナビゲーションを利用してアクセスすることができます。Backup Exec では、オペレーティ
ングシステムで標準的なナビゲーションキーを使用します。
キーボードショートカットを使用できないタスクペイン項目には、オペレーティングシステム
のマウスキー機能を使用してアクセスできます。マウスキー機能を使用すると、キーボー
ドのテンキーを使用して、マウスの操作を行うことができます。
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Microsoft の標準のナビゲーションキーおよびキーボードショートカットを確認するには、
次の Web サイトを参照してください。
http://www.microsoft.com/enable/products/keyboard.aspx

Backup Exec のキーボードショートカットについて
すべてのメニュー項目は、アクセラレータまたはニーモニックによるキーボードショートカッ
トを使用して選択することができます。アクセラレータとは、ユーザーインターフェース機
能にすばやくアクセスするためのキーの組み合わせです。ニーモニック (「ホットキー」とも
呼ばれます) とは、メニュー項目などのユーザーインターフェースコンポーネントに対応す
るキーで、Alt キーとこの文字のキーを組み合わせて使用することによって、対応する項
目を選択することができます。ニーモニックの「ホットキー」文字はユーザーインターフェー
スの項目に表示されています。
メインメニュー内の項目を選択するには、メインメニューを開き、↑ キーや ↓ キーを使用
して項目を強調表示します。→ キーを押すとサブメニューが表示され、Enter キーを押
すと選択した項目が実行されます。
キーボードショートカットでは、大文字と小文字は区別されません。ニーモニックは、Alt
キーの後に押しても、Alt キーと同時に押しても選択できます。すべてのメニュー項目に
はニーモニックが割り当てられていますが、アクセラレータは必ずしも割り当てられている
わけではありません。
ファイルを開く、保存する、印刷するなどの頻繁に使用される機能は、Microsoft の標準
的なキーボードショートカットを使用して実行することができます。その他のメニュー項目
については、Backup Exec 固有のキーボードショートカットを使用します。
次の表には、Backup Exec ボタンのラベルおよびコンテンツを表示するためのキーボー
ドショートカットがリストされています。
表 T-1

Backup Exec のキーボードショートカット

アクセラレータ

ニーモニック

結果

Alt

F10

タブを表示するためにアクセラレータと組み合わせて使用
できるタブのニーモニックラベルを表示します。

Alt

A

Backup Exec ボタンを展開します。 ［Backup Exec］ボタ
ンを使用して、Backup Exec サーバーへの接続、設定の
構成、インストール項目とライセンス項目へのアクセスを行
います。Backup Exec のマニュアル、技術サポート項目、
および Symantec のさまざまな Web サイトにもアクセスで
きます。
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［ホーム］タブのキーボードショットカット
次の表に、［ホーム］タブのキーボードショートカットを示します。
p.1272 の 「Backup Exec のキーボードショートカットについて」 を参照してください。
表 T-2

［ホーム］タブのキーボードショットカット

アクセラレータ

ニーモニック

コマンド

結果

Alt

H

［ホーム］タブ

［ホーム］タブを開きます。

Alt

1

1列

［ホーム］タブの項目を 1 列に表示
します。

Alt

2

2列

［ホーム］タブの項目を 2 列に表示
します。

Alt

NW

狭い/広い

［ホーム］タブの項目を狭いパネルと
広いパネルの 2 列に表示します。

Alt

3

3列

［ホーム］タブの項目を 3 列に表示
します。

Alt

D

［ホーム］タブのリ
セット

［ホーム］タブの内容をデフォルト設
定にリストアします。

［バックアップとリストア］タブのキーボードショートカット
次の表に、［バックアップとリストア］タブのキーボードショートカットを示します。
p.1272 の 「Backup Exec のキーボードショートカットについて」 を参照してください。
p.1276 の 「［ジョブ］ビューの［バックアップとリストア］タブのキーボードショートカット」 を参
照してください。
p.1277 の 「［ジョブ履歴］ビューの［バックアップとリストア］タブのキーボードショートカット 」
を参照してください。
p.1278 の 「［バックアップセット］ビューの［バックアップとリストア］タブのキーボードショート
カット 」 を参照してください。
p.1279 の 「［アクティブアラート］ビューの［バックアップとリストア］タブのキーボードショート
カット 」 を参照してください。
p.1280 の 「［クレデンシャル］ビューの［バックアップとリストア］タブのキーボードショートカッ
ト 」 を参照してください。
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表 T-3

［バックアップとリストア］ タブのキーボードショートカット

アクセラレータ

ニーモニック

コマンド

結果

Alt

B

［バックアップとリスト ［バックアップとリストア］タブを開き
ア］タブ
ます。

Alt

ST

標準

説明テキストを提供するビューで
Backup Exec を表示します。

Alt

CO

コンパクト

スペースを節約するビューで
Backup Exec を表示します。

Alt

F

ソートとフィルタ

カスタムビューに情報を表示する
か、カスタムビューを作成して保存
します。

Alt

T

ツリー

階層ビューで項目を表示します。
このコマンドは［バックアップとリス
トア］タブのサーバーリストでは無
効になります。

Alt

L

リスト

列でソートできるリストで項目を表
示します。
このコマンドは［バックアップとリス
トア］タブのサーバーリストでは無
効になります。

Alt

G

グループ

サーバーグループ別に情報を表
示できます。サーバーグループを
追加、削除、編集できます。

Alt

B

バックアップ

データをバックアップするバック
アップジョブおよび設定を定義し
ます。
データを今すぐにバックアップで
きます。またはそれを実行する時
期をスケジュールできます。

Alt

O

1 回限りのバックアッ 1 回限り実行するバックアップジョ
プ
ブおよび設定を定義します。

Alt

E

バックアップの編集

1 つ以上の既存のバックアップジョ
ブを編集できます。
合成バックアップまたは 1 回限り
のバックアップは編集できません。
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アクセラレータ

ニーモニック

コマンド

結果

Alt

CA

バックアップカレン
ダー

すべてのスケジュール済みバック
アップジョブをカレンダーに表示
できます。

Alt

RE

リストア

単一サーバーからバックアップセッ
トを参照し、データをリストアしま
す。

Alt

SE

検索

バックアップセットを検索し、デー
タをリストアするか、検索基準をコ
ピーして保存します。

Alt

CV

変換

バックアップデータを仮想マシン
に変換します。
バックアップデータを仮想マシン
に変換する前に、すべての重要
なシステムコンポーネントを含む
完全バックアップを実行する必要
があります。

Alt

AS

追加

サーバーのリストに 1 つ以上の
サーバーを追加します。
サーバーをバックアップして監視
するためには、このリストに追加す
る必要があります。

Alt

AV

VMware Server の サーバーのリストに VMware
追加
vCenter Server または ESX
Server を追加します。
ホストサーバーからのゲストシステ
ムをバックアップするために
VMware Server を追加してくだ
さい。

Alt

RS

削除

サーバーのリストから 1 つ以上の
サーバーを削除します。
バックアップする必要のないサー
バーをリストから削除できます。

Alt

US

更新

最新の Hotfix と Service Pack
で、選択した Backup Exec サー
バーを更新します。
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アクセラレータ

ニーモニック

コマンド

結果

Alt

HA

ジョブキューを保留

ジョブキューを一時停止します。
アクティブジョブは実行し続けます
が、ジョブキューが保留を解除さ
れるまで新しいジョブは実行され
ません。

Alt

RN

今すぐ次のバック
アップを実行

選択したサーバーの次のスケ
ジュール済みバックアップを実行
します。

［ジョブ］ビューの［バックアップとリストア］タブのキーボードショー
トカット
次の表に、［ジョブ］ビューの［バックアップとリストア］タブのキーボードショートカットを示し
ます。
p.1273 の 「［バックアップとリストア］タブのキーボードショートカット」 を参照してください。
表 T-4

［ジョブ］ビューの［バックアップとリストア］タブのキーボードショート
カット

アクセラレータ

ニーモニック

コマンド

結果

Alt

JE

編集

バックアップ定義を編集できます。
バックアップ定義のバックアップ選
択項目、バックアップ設定および
ステージを編集できます。

Alt

JD

削除

必要なくなったバックアップ定義
を削除します。

Alt

JC

キャンセル

実行中のアクティブジョブをキャン
セルします。

Alt

JP

優先度

ジョブキューでのジョブの優先度
を増加または減少します。

Alt

JR

今すぐに実行

ジョブを今すぐ実行します。
スケジュール済みジョブの場合
は、スケジュールが設定されてい
る時刻に実行されます。
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アクセラレータ

ニーモニック

コマンド

結果

Alt

JH

保留

ジョブまたはジョブキュー全体を一
時停止します。
このオプションを選択解除すると、
ジョブまたはジョブキューは通常
のスケジュールを再開します。

Alt

JT

テスト実行

選択したバックアップジョブのテス
トを今すぐに実行します。

Alt

JA

ジョブのアクティビ 実行中のジョブについての統計情
ティ
報およびシステム情報を表示でき
ます。 アクティブジョブをキャンセ
ルすることもできます。

Alt

HH

ジョブ履歴を表示

ジョブ履歴についての詳細情報
(個々のジョブおよびジョブの概略
統計を含む) を表示できます。

［ジョブ履歴］ビューの［バックアップとリストア］タブのキーボード
ショートカット
次の表に、［ジョブ履歴］ビューの［バックアップとリストア］タブのキーボードショートカット
を示します。
p.1273 の 「［バックアップとリストア］タブのキーボードショートカット」 を参照してください。
表 T-5

［ジョブ履歴］ビューの［バックアップとリストア］タブのキーボードショー
トカット

アクセラレータ

ニーモニック

コマンド

結果

Alt

HR

今すぐに実行

ジョブを今すぐ実行します。
スケジュール済みジョブの場合
は、スケジュールが設定されてい
る時刻に実行されます。

Alt

HL

ジョブログを表示

選択したジョブ履歴のジョブログを
表示できます。
ジョブログには、詳しいジョブ情
報、ストレージとメディアの情報、
ジョブオプション、ファイルの統計
情報、ジョブ完了状態が記録され
ます。
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アクセラレータ

ニーモニック

コマンド

結果

Alt

HD

削除

選択したジョブ履歴および関連付
けされたジョブログが不要になっ
たら削除します。

Alt

HH

ジョブ履歴を表示

ジョブ履歴についての詳細情報
(個々のジョブおよびジョブの概略
統計を含む) を表示できます。

Alt

HC

複製

ジョブが依存するすべてのバック
アップセットを含むジョブ履歴の複
製コピーを作成します。
ジョブ履歴を今すぐに複製できま
す。またはそれを実行する時期を
スケジュールできます。

Alt

HV

検証

このジョブ履歴のデータのコレク
ションや、データのコレクションが
存在するメディアの整合性を検証
します。
ジョブ履歴を検証するとき、ジョブ
の依存したバックアップセットすべ
てを検証します。 ジョブ履歴を今
すぐに検証できます。またはそれ
を実行する時期をスケジュールで
きます。

［バックアップセット］ビューの［バックアップとリストア］タブのキー
ボードショートカット
次の表に、［バックアップセット］ビューの［バックアップとリストア］タブのキーボードショー
トカットを示します。
p.1273 の 「［バックアップとリストア］タブのキーボードショートカット」 を参照してください。
表 T-6

［バックアップセット］ビューの［バックアップとリストア］タブのキーボー
ドショートカット

アクセラレータ

ニーモニック

コマンド

結果

Alt

SD

削除

選択されたバックアップセットが不
要になったら削除します。
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アクセラレータ

ニーモニック

コマンド

結果

Alt

SH

保持

選択したバックアップセットを保持
します。
バックアップセットを保持すること
により、バックアップセットが期限
切れにならないようにできます。

Alt

SC

カタログ

選択したバックアップセットをカタ
ログ登録します。
バックアップセットをカタログ登録
することによって、バックアップセッ
トに含まれているデータを表示し、
リストアするファイルを検索できま
す。

Alt

SU

複製

選択したバックアップセットの複製
コピーを作成します。
バックアップセットを今すぐに複製
できます。またはそれを実行する
時期をスケジュールできます。

Alt

SV

検証

このバックアップセットのデータの
コレクションや、データのコレクショ
ンが存在するメディアの整合性を
検証します。
バックアップセットを今すぐに検証
できます。またはそれを実行する
時期をスケジュールできます。

［アクティブアラート］ビューの［バックアップとリストア］タブのキー
ボードショートカット
次の表に、［アクティブアラート］ビューの［バックアップとリストア］タブのキーボードショー
トカットを示します。
p.1273 の 「［バックアップとリストア］タブのキーボードショートカット」 を参照してください。
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表 T-7

［アクティブアラート］ビューの［バックアップとリストア］タブのキーボー
ドショートカット

アクセラレータ

ニーモニック

コマンド

結果

Alt

AR

応答

アラートおよび追加情報を表示で
きます。
アラートをクリアするには［［OK］を
応答］を選択してください。

Alt

AO

［OK］を応答

アラートについての情報を表示し
ないでアラートをクリアします。
アラートを必要としないときだけ
［［OK］を応答］を選択します。

Alt

AL

ジョブログを表示

このジョブのために生成されたジョ
ブログを表示できます。
ジョブログには、詳しいジョブ情
報、ストレージとメディアの情報、
ジョブオプション、ファイルの統計
情報、ジョブ完了状態が記録され
ます。

Alt

AC

テキストのコピー

アラートのテキストをコピーします。
たとえば、、テキストファイルまたは
電子メールにテキストを貼り付ける
ことができます。

Alt

AH

アラート履歴を表示 応答した、または自動的にクリアし
たアラートを表示します。

［クレデンシャル］ビューの［バックアップとリストア］タブのキーボー
ドショートカット
次の表に、［クレデンシャル］ビューの［バックアップとリストア］タブのキーボードショートカッ
トを示します。
p.1273 の 「［バックアップとリストア］タブのキーボードショートカット」 を参照してください。
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表 T-8

［クレデンシャル］ビューの［バックアップとリストア］タブのキーボード
ショートカット

アクセラレータ

ニーモニック

コマンド

結果

Alt

CT

クレデンシャルのテ
ストと編集

選択したバックアップソースのアカ
ウントクレデンシャルをテストまた
は編集できます。 クレデンシャル
が正しくなければ、ソースのクレデ
ンシャルを変更することもできま
す。

Alt

CR

更新

新しいクレデンシャル情報でクレ
デンシャルのリストを更新します。

［ストレージ］タブのキーボードショットカット
次の表に、［ストレージ］タブのキーボードショートカットを示します。
p.1272 の 「Backup Exec のキーボードショートカットについて」 を参照してください。
p.1284 の 「［ジョブ］ビューの［ストレージ］タブのキーボードショートカット 」 を参照してくだ
さい。
p.1286 の 「［ジョブ履歴］ビューの［ストレージ］タブのキーボードショートカット 」 を参照して
ください。
p.1287 の 「［バックアップセット］ビューの［ストレージ］タブのキーボードショートカット 」 を参
照してください。
p.1288 の 「［アクティブアラート］ビューの［ストレージ］タブのキーボードショートカット 」 を参
照してください。
表 T-9

［ストレージ］ タブのキーボードショートカット

アクセラレータ

ニーモニック

コマンド

結果

Alt

S

［ストレージ］タブ

［ストレージ］タブを開きます。

Alt

ST

標準

説明テキストを提供するビューで
Backup Exec を表示します。

Alt

CO

コンパクト

スペースを節約するビューで
Backup Exec を表示します。

Alt

F

ソートとフィルタ

カスタムビューに情報を表示する
か、カスタムビューを作成して保存
します。

Alt

T

ツリー

階層ビューで項目を表示します。

1281

1282

付録 T Backup Exec のアクセシビリティ
Backup Exec のキーボードショートカットについて

アクセラレータ

ニーモニック

コマンド

結果

Alt

L

リスト

列でソートできるリストで項目を表
示します。

Alt

SP

一時停止

デバイスを一時停止して、スケ
ジュール済みジョブや新しいジョ
ブがそのデバイスで実行されない
ようにします。

Alt

SD

無効にする

他のアプリケーションで利用でき
るようにストレージデバイスを無効
にします。

Alt

SO

オフライン

デバイスをトラブルシューティング
して、デバイスをオンラインにしま
す。オンラインに復帰するまで、こ
のデバイスを使用する操作を行う
ことはできません。

Alt

CC

ストレージの設定

ストレージを設定ウィザードを起動
します。このウィザードで、データ
のバックアップ先となるさまざまな
種類のストレージを設定できます。

Alt

CT

トラブルシューティン Backup Exec がデバイスをトラブ
グ
ルシューティングし、可能な解決
策を提供するようにします。

Alt

CD

削除

Backup Exec データベースから
項目を削除します。

Alt

CS

共有

Backup Exec サーバー間でデバ
イスを共有します。

Alt

SS

スキャン

スロットにあるメディアについての
情報を取得して、Backup Exec
データベースを更新することがで
きます。

Alt

SI

インベントリ

テープドライブのメディアをマウン
トし、メディアラベルを読み込み、
Backup Exec データベースを更
新します。
メディアを今すぐにインベントリ処
理できます。またはそれを実行す
る時期をスケジュールできます。
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アクセラレータ

ニーモニック

コマンド

結果

Alt

SC

カタログ

バックアップセットおよびバックアッ
プセットが格納されるストレージデ
バイスについての情報をログに記
録します。

Alt

SG

インベントリとカタロ
グ

テープドライブのメディアをマウン
トし、メディアラベルを読み込み、
Backup Exec データベースを更
新します。
さらに、バックアップセットおよび
バックアップセットが格納されるス
トレージデバイスについての情報
をログに記録します。

Alt

SZ

初期化

起動コマンドをロボットライブラリに
送信します。

Alt

SB

ラベル付け

ドライブのメディアに新しいメディ
アラベルを書き込みます。
ラベル付けすると、メディア上の
データはすべて破壊されます。

Alt

SE

消去

メディア上のデータにアクセスでき
ないようにするインジケータがメ
ディアの最初の部分に書き込まれ
ます。
完全消去は物理的にメディア全体
を消去します。

Alt

VB

点滅

物理ディスクの状態ライトを点滅さ
せて、仮想ディスクでそれを識別
できるようにします。

Alt

VU

点滅停止

物理ディスクで状態の点滅ライト
をオフにします。

Alt

VC

仮想ディスクの設定 Backup Exec で使用するために
ストレージアレイで仮想ディスクを
設定します。

Alt

JR

今すぐに実行

ジョブを今すぐ実行します。
スケジュール済みジョブの場合
は、スケジュールが設定されてい
る時刻に実行されます。
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アクセラレータ

ニーモニック

コマンド

結果

Alt

MA

メディアセットの関連 メディアに適用するメディアセット
付け
の追記期間および上書き禁止期
間を指定します。
ストレージを選択し、Enter キーを
押して、メディアセット操作および
メディアボルト操作についてのより
詳細な情報を表示できます。

Alt

MS

スクラッチ

メディアをスクラッチメディアセット
と関連付けして、Backup Exec が
上書きバックアップジョブでそれを
使用できるようにします。
ストレージを選択し、Enter キーを
押して、メディアセット操作および
メディアボルト操作についてのより
詳細な情報を表示できます。

Alt

MT

終了する

メディアを破棄メディアセットに関
連付けして、Backup Exec がバッ
クアップジョブでそれを使用できな
いようにします。
ストレージを選択し、Enter キーを
押して、メディアセット操作および
メディアボルト操作についてのより
詳細な情報を表示できます。

Alt

MV

ボルトへのメディアの ラベルを入力するか、バーコード
移動
ラベルをスキャンして、メディアを
メディアボルトに移動できます。
ストレージを選択し、Enter キーを
押して、メディアセット操作および
メディアボルト操作についてのより
詳細な情報を表示できます。

［ジョブ］ビューの［ストレージ］タブのキーボードショートカット
次の表に、［ジョブ］ビューの［ストレージ］タブのキーボードショートカットを示します。
p.1281 の 「［ストレージ］タブのキーボードショットカット」 を参照してください。
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表 T-10

［ジョブ］ビューの［ストレージ］タブのキーボードショートカット

アクセラレータ

ニーモニック

コマンド

結果

Alt

JE

バックアップの編集

1 つ以上の既存のバックアップジョ
ブを編集します。
合成バックアップまたは 1 回限り
のバックアップは編集できません。

Alt

JE

編集

バックアップ定義を編集できます。
バックアップ定義のバックアップ選
択項目、バックアップ設定および
ステージを編集できます。

Alt

JD

削除

必要なくなったバックアップ定義
を削除します。

Alt

JC

キャンセル

実行中のアクティブジョブをキャン
セルします。

Alt

JP

優先度

ジョブキューでのジョブの優先度
を増加または減少します。

Alt

JR

今すぐに実行

ジョブを今すぐ実行します。
スケジュール済みジョブの場合
は、スケジュールが設定されてい
る時刻に実行されます。

Alt

JH

保留

ジョブまたはジョブキュー全体を一
時停止します。
このオプションを選択解除すると、
ジョブまたはジョブキューは通常
のスケジュールを再開します。

Alt

JT

テスト実行

選択したバックアップジョブのテス
トを今すぐに実行します。

Alt

JA

ジョブのアクティビ
ティ

実行中のジョブについての統計情
報およびシステム情報を表示でき
ます。 アクティブジョブをキャンセ
ルすることもできます。

Alt

HH

ジョブ履歴を表示

ジョブ履歴についての詳細情報
(個々のジョブおよびジョブの概略
統計を含む) を表示できます。

1285

1286

付録 T Backup Exec のアクセシビリティ
Backup Exec のキーボードショートカットについて

［ジョブ履歴］ビューの［ストレージ］タブのキーボードショートカット
次の表に、［ジョブ履歴］ビューの［ストレージ］タブのキーボードショートカットを示します。
p.1281 の 「［ストレージ］タブのキーボードショットカット」 を参照してください。
表 T-11

［ジョブ履歴］ビューの［ストレージ］タブのキーボードショートカット

アクセラレータ

ニーモニック

コマンド

結果

Alt

HR

今すぐに実行

ジョブを今すぐ実行します。
スケジュール済みジョブの場合
は、スケジュールが設定されてい
る時刻に実行されます。

Alt

HL

ジョブログを表示

選択したジョブ履歴のジョブログを
表示できます。
ジョブログには、詳しいジョブ情
報、ストレージとメディアの情報、
ジョブオプション、ファイルの統計
情報、ジョブ完了状態が記録され
ます。

Alt

HD

削除

選択したジョブ履歴および関連付
けされたジョブログが不要になっ
たら削除します。

Alt

HH

ジョブ履歴を表示

ジョブ履歴についての詳細情報
(個々のジョブおよびジョブの概略
統計を含む) を表示できます。

Alt

HC

複製

ジョブが依存するすべてのバック
アップセットを含むジョブ履歴の複
製コピーを作成します。
ジョブ履歴を今すぐに複製できま
す。またはそれを実行する時期を
スケジュールできます。
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アクセラレータ

ニーモニック

コマンド

結果

Alt

HV

検証

このジョブ履歴のデータのコレク
ションや、データのコレクションが
存在するメディアの整合性を検証
します。
ジョブ履歴を検証するとき、ジョブ
の依存したバックアップセットすべ
てを検証します。 ジョブ履歴を今
すぐに検証できます。またはそれ
を実行する時期をスケジュールで
きます。

［バックアップセット］ビューの［ストレージ］タブのキーボードショー
トカット
次の表に、［バックアップセット］ビューの［ストレージ］タブのキーボードショートカットを示
します。
p.1281 の 「［ストレージ］タブのキーボードショットカット」 を参照してください。
表 T-12

［バックアップセット］ビューの［ストレージ］タブのキーボードショート
カット

アクセラレータ

ニーモニック

コマンド

結果

Alt

SD

削除

選択されたバックアップセットが不
要になったら削除します。

Alt

SH

保持

選択したバックアップセットを保持
します。バックアップセットを保持
することにより、バックアップセット
が期限切れにならないようにでき
ます。

Alt

SC

カタログ

選択したバックアップセットをカタ
ログ登録します。
バックアップセットをカタログ登録
することによって、バックアップセッ
トに含まれているデータを表示し、
リストアするファイルを検索できま
す。
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アクセラレータ

ニーモニック

コマンド

結果

Alt

SU

複製

選択したバックアップセットの複製
コピーを作成します。
バックアップセットを今すぐに複製
できます。またはそれを実行する
時期をスケジュールできます。

Alt

SV

検証

このバックアップセットのデータの
コレクションや、データのコレクショ
ンが存在するメディアの整合性を
検証します。
バックアップセットを今すぐに検証
できます。またはそれを実行する
時期をスケジュールできます。

［アクティブアラート］ビューの［ストレージ］タブのキーボードショー
トカット
次の表に、［アクティブアラート］ビューの［ストレージ］タブのキーボードショートカットを示
します。
p.1281 の 「［ストレージ］タブのキーボードショットカット」 を参照してください。
表 T-13

［アクティブアラート］ビューの［ストレージ］タブのキーボードショート
カット

アクセラレータ

ニーモニック

コマンド

結果

Alt

AR

応答

アラートおよび追加情報を表示で
きます。
アラートをクリアするには［［OK］を
応答］を選択してください。

Alt

AO

［OK］を応答

アラートについての情報を表示し
ないでアラートをクリアします。
アラートを必要としないときだけ
［［OK］を応答］を選択します。
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アクセラレータ

ニーモニック

コマンド

結果

Alt

AL

ジョブログを表示

このジョブのために生成されたジョ
ブログを表示できます。
ジョブログには、詳しいジョブ情
報、ストレージとメディアの情報、
ジョブオプション、ファイルの統計
情報、ジョブ完了状態が記録され
ます。

Alt

AC

テキストのコピー

アラートのテキストをコピーします。
たとえば、、テキストファイルまたは
電子メールにテキストを貼り付ける
ことができます。

Alt

AH

アラート履歴を表示 応答した、または自動的にクリアし
たアラートを表示します。

［レポート］タブのキーボードショットカット
次の表に、［レポート］タブのキーボードショートカットを示します。
p.1272 の 「Backup Exec のキーボードショートカットについて」 を参照してください。
表 T-14

［レポート］タブのキーボードショットカット

アクセラレータ

ニーモニック

コマンド

結果

Alt

R

レポートの作成

選択したレポートをすぐに実行し
ます。

Alt

C

新規カスタムレポー 選択したレポートオプションを使用
ト
する新しいレポートを作成します。

Alt

N

新規のスケジュール レポートをスケジュールして、指定
設定されたレポート の日時に実行します。

Alt

E

編集

スケジュール済みレポート、または
カスタムレポートのレポートオプ
ションを編集します。

Alt

P

コピー

カスタムレポートのコピーを作成で
きます。 Backup Exec は元のレ
ポートとともに、カスタムレポートグ
ループにレポートのコピーを保存
します。
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アクセラレータ

ニーモニック

コマンド

結果

Alt

D

削除

カスタムレポート、スケジュール済
みレポート、完了したレポートを削
除します。

Backup Exec ユーザーインターフェースにおける一般的なキーボードナ
ビゲーション
Backup Exec は、キーボード操作のみで使用することができます。 ユーザーインター
フェースでは、アクティブなツリーやテーブルは濃い青色で強調表示されます。アクティ
ブなタブ、ラジオボタン、チェックボックスは、点線の長方形で囲まれて表示されます。 こ
の状態を「フォーカス」が当たっていると言います。コマンドは、フォーカスが当たっている
領域に対して実行されます。
シマンテック製品のすべてのユーザーインターフェースでは、次のキーボードナビゲー
ションルールが適用されています。
■

Tab キーを押すと、設定されている順序に基づいて、フォーカスが次のアクティブエ
リア、フィールドまたはコントロールに移動します。Shift+Tab を押すと、逆の順序で
フォーカスが移動します。

■

Ctrl+Tab を押すと、コンソールの画面を切り替えることができます。画面内部は Tab
キーを押して移動します。

■

↑ キーおよび ↓ キーは、リスト内の項目を上下に移動する際に使用します。

■

Alt キーを押しながら、フィールドやコマンドボタンにある下線付きのニーモニック文
字のキーを押すことによって、そのフィールドやボタンにフォーカスを移動することが
できます。

■

Enter キーを押すと、選択されている項目をクリックしたことになります。たとえば、ウィ
ザード画面で Tab キーを押して［次へ］ボタンを選択し、Enter キーを押すと、次の画
面が表示されます。

■

Shift+F10 を押すと、コンテキストメニューにアクセスできます。

Backup Exec のダイアログボックス内のキーボードナビゲーション
ダイアログボックスには、プログラムのオプションの選択や各種設定を行うために必要な
一連のコントロールが含まれています。
ダイアログボックスに関する一般的なナビゲーションルールは次のとおりです。
■

Tab キーを押すと、設定されている順序に基づいて、ダイアログボックス内のコントロー
ル間でフォーカスが移動します。

■

太い枠で囲まれているボタンは、それがデフォルトボタンであることを示します。この
太枠のボタンは、Enter キーを押すことによっていつでも選択することができます。
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■

［キャンセル］ボタンがある場合は、Esc キーを押すことによって選択することができま
す。

■

Tab キーを使用して移動したコントロールは、Space キーを押すことによって選択す
ることができます。

■

Space キーを押すことによって、フォーカスが当たっているチェックボックスの状態を
変更することができます。チェックボックスにニーモニックが付いている場合、その文
字のキーを入力することによって、フォーカスをそのチェックボックスに移動し、状態を
変更することができます。

■

ラジオボタン、リストボックス、スライダー、オプションコントロールのグループ、ページ
タブのグループ内では、矢印キーを押すことによってフォーカスを移動することができ
ます。

■

変更できない項目には、Tab キーを押してもフォーカスは移動しません。利用できな
いオプションはグレー表示され、選択することも、フォーカスを移動させることもできま
せん。

ここで説明されている操作は、主にダイアログボックスに関することですが、ダイアログボッ
クス以外でも当てはまる場合があります。その場合には、同様のナビゲーションルールが
適用されます。

Backup Exec のリストボックスのナビゲーション
リストボックスには、選択可能な項目が表示されます。
リストボックスにはいくつかの種類があり、それぞれに次のような特有の操作方法がありま
す。
■

ドロップダウンリストボックスには、デフォルトで選択されている項目のみが表示されま
す。コントロールの右側の小さなボタンには下向きの矢印が表示されています。その
矢印をクリックすると、リストボックス内の他の項目が表示されます。リストボックスとして
設定されている領域にすべての項目を表示できない場合には、リストボックスの横に
スライダーが表示されます。Alt+↓、Alt+↑または F4 キーのいずれかのキーを押す
ことによって、リストの表示と非表示を切り替えることができます。Tab キーを使用して、
項目を選択することができます。

■

拡張選択リストボックスでは、1 つの項目の選択および連続する複数の項目の選択が
可能で、それらを組み合わせて選択することもできます。ある項目を選択した後に、
Ctrl キーを押しながら項目を選択することによって、選択項目を追加したり、連続す
る一連の項目を選択することができます。また、同様にして選択解除することもできま
す。
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Backup Exec のタブ付きダイアログボックスのナビゲー
ション
ダイアログボックスの中には、多数のオプションを分類するためのタブページを使用して
いるものがあります。それぞれのタブページには、各種のコントロールが含まれています。
Tab キーを使用すると、ダイアログボックス内のタブ付きページ間でフォーカスを移動さ
せることができます。また、タブのニーモニックを入力して、指定したタブのページにフォー
カスを移動し、そのページ内のコントロールを表示することもできます。
次の表は、タブ付きダイアログボックスのキーボードナビゲーションルールを示していま
す。
表 T-15
キーボード入力

タブ付きダイアログボックス内のキーボードナビゲーション
結果

Ctrl+Page Down または 次のタブに移動し、そのページを表示します。
Ctrl+Tab
Ctrl+Page Up

前のタブに移動し、そのページを表示します。

← または →

フォーカスがタブにある場合、次または前のタブに移動してそのページ
を表示することができます。

アクセシビリティオプションの設定について
Symantec software responds to operating system accessibility settings.
シマンテック製品は、Microsoft のアクセシビリティ関連のユーティリティに対応していま
す。 Windows オペレーティングシステムでは、キーボードの機能設定、画面の表示設
定、警告音、マウスの動作など、アクセシビリティに関するオプションは、［コントロール パ
ネル］を使用して設定します。
アクセシビリティ機能は主に英語版を対象としています。 本製品の日本語版は、アクセラ
レータキーおよびニーモニックキーを使用する、キーボードによる (マウスを使用しない)
ナビゲーションをサポートします。
アクセシビリティオプションの設定について詳しくは、Microsoft 製品のマニュアルを参照
してください。
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ADAMM (Advanced
Device and Media
Management)

テープおよびディスクカートリッジメディアの追跡を自動化する Backup Exec のデータ
ベース。テープおよびディスクカートリッジメディアに格納されたバックアップセットは、関
連付けられたメディアセットに従って ADAMM で期限切れに設定されます。

Agent for Windows

Microsoft Windows コンピュータで実行される Backup Exec システムサービス。コン
ピュータのリモートバックアップおよびリストアを可能にします。

allocated media

メディアセットに関連付けられた、追記期間および上書き禁止期間を経過していないテー
プまたはディスクカートリッジメディア。

Backup Exec サーバー

Backup Exec がインストールされ、Backup Exec サービスを実行しているコンピュータ。

Backup Exec サーバー

Backup Exec の Central Admin Server Option の機能。管理対象 Backup Exec サー
バーをプールにグループ化して、バックアップジョブを行う Backup Exec サーバーを限
定できます。

プール

Backup Exec サービスア Backup Exec システムサービス用のユーザーアカウント。ユーザー名とパスワードで構成
カウント

され、サービスとしてログオンする権限と Backup Exec 管理者としての権限が設定されて
います。

baseline

バックアップポリシーで最初に実行されるバックアップジョブ。ベースラインバックアップ
は、一度実行するだけで、選択されたコンピュータ上のすべてのファイルがバックアップ
されます。ベースラインバックアップと後続の増分バックアップを組み合わせて、完全バッ
クアップが合成されます。

central administration

Central Admin Server Option (CASO) がインストールされている Backup Exec サー
バー。CASO 環境では、集中管理サーバーが対象の Backup Exec サーバーを集中管
理し、委任ジョブを処理して負荷分散を実現します。

server

distributed catalog

Central Admin Server Option でのカタログの場所。カタログ内のイメージファイルは、
すべての管理対象 Backup Exec サーバーから集中管理サーバーに分散されます。分
散されたファイルはカタログ全体を含まないため、サイズが小さくなります。分散されたファ
イルは、バックアップセットに関する情報のみを含みます。履歴ファイルは、バックアップ
セットに関する詳細情報を含み、管理対象 Backup Exec サーバー上に残ります。

GRT (Granular Recovery Backup Exec Agent とともに利用可能なバックアップオプション。Granular Recovery
Technology)

Technology を使用すると、データベースのバックアップから個別の項目をリストアできま
す。個別の項目の個別のバックアップは不要です→ 個別の項目ごとのバックアップは不
要です。

1294

用語集

job delegation

集中管理サーバーが、管理対象 Backup Exec サーバー上の利用可能なストレージデ
バイスにジョブの処理を分散する処理。ジョブの委任は、Central Admin Server Option
をインストールしている場合にのみ利用できます。

logon account

Windows ユーザーアカウントのクレデンシャル格納されているアカウント。ログオンアカ
ウントを使用して、Backup Exec でユーザー名とパスワードを管理したり、データソースの
参照およびジョブの処理を実行できます。

media overwrite

Backup Exec のグローバル設定。メディアの上書き禁止期間に関係なく、スクラッチ、イ
ンポート、または割り当て済みのテープドライブおよびディスクカートリッジメディアを上書
きするかどうかを指定できます。

protection level

media rotation

テープやディスクカートリッジメディアを再利用する時期、すなわち使用ローテーションに
戻す時期を決定する戦略。メディアローテーション戦略の一般的な例は、1 世代、2 世代
および 3 世代管理方式です。

Remote Administrator

リモートコンピュータ上で実行される Backup Exec ユーザーインターフェース (管理コン
ソール)。

replicated catalog

Central Admin Server Option でのカタログの場所。カタログ内のすべてのカタログファ
イルが管理対象 Backup Exec サーバーから集中管理サーバーに複製されます。

True Image Restore

Advanced Disk-based Backup Option の機能。ディレクトリの内容を完全バックアップ
または増分バックアップの実行時の状態にリストアすることができます。リストアする内容
は、特定のバックアップ時点で存在していたディレクトリから選択されます。バックアップの
時点において削除されていたファイルはリストアされません。True Image Restore では、
適切な完全バックアップまたは増分バックアップに含まれる正しいバージョンのファイル
のみがリストアされます。以前のバージョンは不必要にリストアされず、上書きされます。

UMI (一意のメッセージ

ジョブログまたはいくつかのアラートで報告されるエラーに関連付けられた一意のコード。
これらのコードには、シマンテック社テクニカルサポート Web サイトにクリックしてアクセス
できるハイパーリンクが含まれています。特定のエラーに関連する技術情報およびトラブ
ルシューティングのヒントにアクセスできます。

ID)(UMI (Unique
Message Identifier))
アーカイブ (archive)

Backup Exec Archiving Option が作成するアーカイブ項目の論理グループ。アーカイ
ブはボルトストアパーティションに含まれます。アーカイブファイルファイルシステム共有
にはそれぞれ専用のアーカイブがあります。アーカイブ済み Exchange メールボックスに
もそれぞれ専用のアーカイブがあります。

アラートカテゴリ (Alert

Backup Exec で発生し、アラートを生成する 1 つ以上のイベントのグループ。アラートカ
テゴリには、［ジョブ成功］、［インストール警告］および［データベース保守失敗］などがあ
ります。

category)

アラートの種類 (Alert
type)
インポートメディア
(Import media)

アラートの重大度を判別するためのアラートの分類。アラートの種類には、［エラー］、［警
告］、［情報］および［要注意］があります。
他の Backup Exec システムまたはバックアップ製品で作成されたが、Backup Exec 環境
のストレージデバイス内に存在するメディア。
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エラー処理方法
(Error-handling rule)

失敗したジョブまたはキャンセルされたジョブに対して再試行オプションやジョブの最終
処置を設定する、デフォルトまたはカスタマイズした方法。再試行オプションでは、ジョブ
失敗時に再試行を行う頻度や間隔を指定できます。ジョブの最終処置では、エラーを修
復するまでジョブを保留にすることができます。

カスタマイズしたエラー処 エラーカテゴリに含まれる特定のエラーコードに対して定義可能なエラー処理方法。ジョ
理方法 (Custom
error-handling rule)
共用暗号化キー
(Common encryption

ブが失敗して、カスタマイズしたエラー処理方法に関連付けられているエラーコードが表
示された場合は、再試行オプションとジョブの最終処置が適用されます。
暗号化キーの一種。すべてのユーザーが、このキーを使用して、暗号化を使用したデー
タのバックアップおよび暗号化されたデータのリストアを行うことができます。

key)
合成バックアップ
(Synthetic backup)

シミュレートテープライブ
ラリ (Simulated tape
library)
集中カタログ
(Centralized catalog)

Advanced Disk-based Backup Option の機能。1 つのベースラインジョブのバックアッ
プと後続の増分バックアップを組み合わせて、完全バックアップを合成することができま
す。
Advanced Intelligent Tape (AIT) メディア形式をエミュレートし、AIT メディア形式のラ
ベルが付いているテープライブラリ。シミュレートテープライブラリは Tape Library
Simulator によって作成されます。
Central Admin Server Option でのカタログの場所。カタログ内のすべてのファイルが
集中管理サーバーに保存されます。

ジョブログ (Job log)

ジョブの結果が含まれるログ。ジョブの実行時に作成されます。ジョブのエラーや詳細を
表示することができます。

所有者専用暗号化キー
key)

暗号化キーの一種。すべてのユーザーが、このキーを使用して、暗号化を使用したデー
タのバックアップを行うことができます。キーの所有者またはパスフレーズを知っている
ユーザーのみが、所有者専用暗号化キーで暗号化されたデータをリストアできます。

すべて禁止する

選択したすべてのファイルをバックアップするバックアップ方式。

保持カテゴリ (retention

アーカイブに項目を保持する期間を指定するための Backup Exec Archiving Option
の設定。アーカイブ項目の検索と取得をより簡単にするために保持カテゴリに名前を付
けることができます。

(Restricted encryption

category)

ボルトストア (vault store) Backup Exec Archiving Option が 1 つのサーバーからアーカイブするアーカイブデー

タのディスクベースのコンテナ。
メディア ID (Media ID)

Backup Exec で使用されている各メディアに割り当てられる固有のラベル。メディア ID
は、各メディアの統計情報の収集に使用されます。メディア ID は消去または変更できま
せん。

メールボックスグループ

Backup Exec Archiving Option で同じアーカイブルール、保持カテゴリ、ボルトストアを
割り当てるユーザーメールボックスのグループ。Enterprise Vault では、プロビジョニン
ググループと呼ばれます。

(mailbox group)
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configuration)

優先バックアップソースとして選択する 1つ以上のサーバーとサイトのコレクション。優先
サーバー設定は、データが複数のサーバーの間でレプリケートされるインスタンスのバッ
クアップソースとして優先されます。

アラート (alert)

何らかの形でユーザーの介入や確認を必要とする Backup Exec のイベント。

アラートソース (Alert
source)

アラートの生成元。アラートソースには、ジョブ、メディア、ストレージデバイスおよびコン
ピュータがあります。

イベント (Event)

Backup Exec の操作で発生する、ジョブのキャンセルなどの動作。

エージェント (Agent)

Microsoft SQL Server などのコンピュータと、Backup Exec サーバーの連携に使用す
るコンポーネント。

オフホストバックアップ

Backup Exec の Advanced Disk-based Backup Option の機能。バックアップ処理をリ
モートコンピュータまたはホストコンピュータに代わって Backup Exec サーバーで実行で
きます。バックアップ処理をリモートコンピュータから Backup Exec サーバーへ移動する
ことによって、バックアップのパフォーマンスが向上し、リモートコンピュータの作業負荷が
軽減されます。

優先サーバー設定
(preferred server

オフラインテープ/ディスク オンサイトであるが、テープドライブ、ロボットライブラリまたはメディアボルト内部でない
カートリッジメディアのボ
ルト

テープおよびディスクカートリッジメディア表示をする［ストレージ］タブ上の場所。Backup
Exec を使用してテープドライブまたはロボットライブラリからメディアを削除した場合は、メ
ディアは自動的にオフラインボルト内部に移動されます。

オンラインのテープまたは テープドライブまたはロボットライブラリ内部で利用可能なテープおよびディスクカートリッ
ディスクカートリッジメディ ジメディア表示をする［ストレージ］タブ上の場所。メディアをオンラインメディアボルトに追
アのボルト

加することはできません。Backup Exec が自動的に行います。

カタログ

バックアップジョブまたはアーカイブジョブで Backup Exec によって作成されるデータベー
ス。リストアするためのデータを選択するとき、Backup Exec は、リストアの選択内容と、そ
れらが存在するストレージデバイスを見つけるためにカタログ情報を使います。

クラウドストレージ

データをバックアップできる、複数の仮想サーバー上にあるオンラインの格納場所。

ジョブ (job)

Backup Exec サーバーによる処理スケジュールが設定されている一連の操作の集まり。
ジョブには、ソースまたは宛先情報、各種の設定、スケジュールが含まれています。ジョ
ブの種類には、「バックアップ」、「リストア」、「データ検出」、「レポート」、「テスト実行」およ
び「ストレージ操作」があります。

ジョブ履歴

完了および失敗したバックアップ、リストア、ストレージ操作ジョブのリスト。

スクラッチメディア

メディアセットに関連付けられていない、上書き可能なテープまたはディスクカートリッジメ
ディア。新品または空のメディア、消去済みメディアまたは別のグループからスクラッチメ
ディアセットに移動されたメディアが含まれます。

ステージ

バックアップジョブで実行できる追加タスク (バックアップデータのコピーのディスクストレー
ジへの複製など)。
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ストレージデバイス

Backup Exec がサポートする、ディスクストレージデバイス、ディスクカートリッジ、クラウド
ストレージデバイス、ロボットライブラリドライブ、スタンドアロンのドライブ、仮想ドライブ、リ
ムーバブルストレージドライブ、その他のデータストレージ。

ストレージデバイスプール Backup Exec ジョブの負荷分散を可能にする、同じような種類のストレージデバイスのグ

ループ。
テープライブラリシミュ
レータ

ハードディスクまたは Backup Exec Remote Media Agent for Linux がインストールされ
ているコンピュータのマウント済みボリュームに仮想デバイスを作成できるユーティリティ。
作成される仮想デバイスはシミュレートテープライブラリと呼ばれます。

ディスクストレージ

データをバックアップできる、ローカルに接続された内部ハードディスクドライブ、USB デ
バイス、FireWire デバイス、ネットワーク接続ストレージデバイスの場所。

データ検出

Windows ドメイン内の新しいバックアップコンテンツを検出する Backup Exec の機能。

バックアップセット

単一のコンテンツソースからバックアップするデータの集まり。単一のコンテンツソースの
例としては、サーバーや Microsoft Exchange データセットなどがあります。コンテンツ
ソースを複数選択すると、Backup Exec では、複数のバックアップセットが作成されます。

(Backup set)

バックアップ戦略 (Backup ネットワークのバックアップに使用する手順。バックアップ戦略には、バックアップを実行
strategy)

する方式やバックアップの実行のスケジュールが含まれます。

バックアップ方式 (Backup 完全バックアップ、増分バックアップまたは差分バックアップをバックアップジョブの実行
method)

時に選択して指定するためのオプション。

ボルトストアパーティショ

Backup Exec Archiving Option がインストールされている場合にアーカイブ項目が保

ン (vault store partition) 存されるディスク上の物理的な場所。デフォルトでは、Backup Exec は各ボルトストア内

に 1 つのボルトストアパーティションを作成します。 ボルトストアのデータが増えると同時
に、追加領域を提供するためにより多くのボルトストアパーティションを作成できます。
メディアセット

メディアセットに関連付けられたテープおよびディスクカートリッジメディアに適用される
ルールのセット。このルールでは、追記期間、上書き禁止期間およびボルト移動の周期
を指定します。

メディアボルト

特定のメディア保管室、金庫、サイト外など、テープおよびディスクカートリッジメディアの
実際の物理的な場所に対する論理表現。

メディアラベル

メディアの識別に使われるラベル。Backup Exec でラベルを自動的に割り当てられます
が、割り当てられた名前は変更できます。最初にバーコードリーダー付きのライブラリで使
用したメディアには、バーコードラベルが使用されます。

上書き禁止期間

特定のテープおよびディスクカートリッジメディア上でデータを保持し、上書きを禁止する
期間 (ただし、メディアの消去、メディアのフォーマット、スクラッチメディアへの移動を行っ
た場合や、メディアの上書き禁止レベルを「なし」に設定した場合を除く)。上書き禁止期
間は、メディアに最後にデータが追記または上書きされた時点から始まります。

以前のディスクへのバッ

ハードディスク上のフォルダへのデータバックアップを行うために作成し、使用した Backup
Exec 2012 よりも前のバージョンのストレージデバイス。これらの以前のディスクへのバッ

クアップフォルダ
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用語集

クアップフォルダは、Backup Exec 2012 では読み取り専用です。ディスクストレージデバ
イスを代わりに使用することをお勧めします。
仮想ディスク (virtual
disk)
個別リストア (granular
restore)
再利用可能メディア
(Recyclable media)

Backup Exec サーバーにストレージを提供するためにストレージアレイに設定する論理
ディスク。
Granular Recovery Technology オプションを有効化したバックアップからの個々の項
目のリストア。
メディアセットに割り当てられているが、上書き禁止期間が終了しているテープドライブま
たはディスクカートリッジメディア。

増分

前回の完全バックアップまたは増分バックアップ以降に変更されたファイルのみをバック
アップするバックアップ方式。

差分

最後の完全バックアップ以降に変更されたすべてのファイルをバックアップするバックアッ
プ方式。

監査ログ

Backup Exec で行われたすべての操作の履歴。ログのエントリは、監査ログに表示する
ように設定した操作が行われるたびに作成されます。

破棄メディア

エラーの発生が多いために使用を中止したテープまたはディスクカートリッジメディア。破
棄したメディアは、リストアジョブに利用することは可能ですが、バックアップジョブには使
用できません。メディアを削除するには、まず破棄する必要があります。削除したメディア
を使用すると、Backup Exec ではインポートメディアとして認識されます。このメディアを
使用してリストアを行うには、まず破棄メディアをカタログ登録する必要があります。

管理コンソール

Backup Exec のジョブを実行するために使用するユーザーインターフェース。Backup
Exec サーバーまたはリモートコンピュータで管理コンソールを実行できます。

管理対象 Backup Exec

集中管理サーバーによって管理されている Backup Exec サーバー。管理対象 Backup
Exec サーバーは、Central Admin Server Option 環境でバックアップジョブおよびリス
トアジョブを実際に処理します。管理対象 Backup Exec サーバーは、Backup Exec の
Central Admin Server Option をインストールしている場合にのみ利用できます。

サーバー

負荷分散
(Load-balancing)

ストレージデバイスプールで利用可能なストレージデバイス間でジョブを自動的に分散す
る Backup Exec の機能。
また、集中管理サーバーから複数の管理対象 Backup Exec サーバーへジョブを自動的
に分散してさまざまなストレージデバイスでジョブを処理する、Backup Exec の Central
Admin Server Option の機能も表します。

追記期間

テープまたはディスクカートリッジメディアへのデータ追記が可能な期間。追記期間は、
バックアップジョブによって、そのメディアに初めてデータの書き込みが行われた時点か
ら始まります。
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