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Symantec Desktop and Laptop Option
には、デスクトップとラップトップ (以下 DLO) のファイルを自動的に保護する機能が搭載されています.ファイルは、
コンピュータがネットワークに接続しているか、オフラインになっているかにかかわらず保護されます.デスクトッ
プがネットワークに接続されていない場合、ファイルはデスクトップのユーザーデータフォルダにバックアップされ
ます.コンピュータをネットワークに再接続すると、ファイルはローカルのデスクトップユーザーデータフォルダか
ら、指定のネットワークユーザーデータフォルダにバックアップされます.
複数のコンピュータを使用するユーザーは、コンピュータ間でデータを同期化することにより、最新のファイルバー
ジョンをすべてのコンピュータで利用することができます.

注意： この製品は、デスクトップユーザーデータをファイルレベルで保護するためのものであり、システムの
完全バックアップを行うものではありません.

DLO の新機能
Symantec DLO 7.0 は Backup Exec (BE)DLO と NetBackup(NBU) DLO の統一型バージョンです。
Symantec DLO 7.0 の機能の一部は Backup Exe (BE)DLO にはないもので、一部は
NetBackup(NBU) DLO にはないものです。
この項ではニューリリースに含まれる新しい機能について簡単に紹介します。

Desktop Agent のプッシュインストール
DLO は管理コンソールから DLO Desktop Agent をプッシュインストールすることができます.複数の DLO Agents が
同時にリモートデスクトップにインストールされます.
詳細は Desktop Agent のプッシュインストールおよび DLO メンテナンスサーバーのプッシュインストールの項を御
参照下さい.

メンテナンスサーバーのプッシュインストール
DL はアドミニストレーションコンソールから DLO メンテナンスサーバーをプッシュインストールし、ストレージ
ロケーションを管理することができます.
詳細は Desktop Agent のプッシュインストールおよび DLO メンテナンスサーバーのプッシュインストールの項を御
参照下さい.
DLO リモートデータベース
DLO は、サーバーコンポーネントのインストール中に、DLO リモートデータベースをリモート SQL データベース
サーバーにプッシュインストールすることができます.
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詳細は リモートデータベースのインストールの項を御参照下さい.
Symantec(シマンテック)LiveUpdate
Symantec LiveUpdate は、DLO7.0 から選択されたセキュリティパッチを DLO アドミニストレーションサーバーに
配布する時に使用されます.
詳細は、LiveUpdate を使用した DLO のネットバックアップのアップデートの項を御参照下さい.

クラスターサポート
DLO は、DLO アドミニストレーションサーバーの MSCS クラスタリングをサポートし、フェイルオーバー機能を
付加することができます.
詳細は、デスクトップ、ラップトップオプションとクラスターの項を御参照下さい.

ローカライゼーションサポート
DLO7.0 のローカライゼーションサポートは 11 言語です。サポートのある言語は以下です。英語、日本語、韓国語、
独語、仏語、スペイン語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語、簡体字中国語、繁体字中国語です。
注：NBU DLO 6.1 MP5, MP5A, DLO 6.2 はローカライゼーションサポートはありませんでした。
詳細は、25 ページの「TRANSFORMS デスクトップユーザーが使用する言語によって mst ファイルの一つに設定し
なければならない」の項を参照下さい.。
Backup Exec (BE) DLO 移行
DLO7.0 は BE DLO から Symantec DLO 7.0 への移行をサポートします。詳細は 46 ページの Backup Exec (BE)
DLO 移行の項を参照ください。
DLO デスクトップエージェントをリストアップするコマンドラインオプション
DLO7.0 は新しく DLO 管理コンソールに接続するすべての DLO デスクトップエージェントマシンをリストアップす
るコマンドラインオプションを提供します。詳細は 184 ページの ListMachines Command の項を参照ください。

9

Desktop and Laptop Option の動作

インストールの準備
DLO をインストールする前に、次のことを考慮する必要があります.

インストール前の考慮事項
項目
ドメイン
および
Active
Directory
サーバー
の負荷

説明
DLO 管理サーバー および DLO データ格納場所は、Windows ドメインまたは Active Directory に属して
いる必要があります.Desktop Agent を実行するコンピュータは、Windows ドメインまたは Active
Directory の外部に存在していてもかまいません.ただし、DLO 管理サーバーまたはデータ格納場所にア
クセスするためには、ドメインまたはディレクトリの認証が必要となります.
DLO は、ネットワークファイルサーバーとして扱うことができます.DLO の理想的なサーバーは、ネッ
トワーク接続が高速で、ディスクの読み書きが高速であることです.DLO ファイルサーバーのこれらの要
件に比べれば、CPU の要件はそれほど重要ではありません.
1 つの DLO で正常にバックアップできる Desktop Agent の数は、さまざまな要因によって異なりま
す.DLO を複数のクライアントでテストした結果、Windows 2000 Advanced Server を実行している
DLO サーバーに 400 台以上のクライアントが同時に接続されている場合、ページプールメモリが不足す
ると、ファイル操作が失敗する可能性があることがわかりました.したがって、Windows 2000 で DLO
を使用する場合、同時に 400 台以上のクライアントのバックアップを実行するように DLO を設定する
ことは避けてください.この制限は、Windows Server 2003 で DLO を実行する場合は報告されていませ
ん.

認証

DLO 管理コンソール
DLO 管理コンソールは、DLO がインストールされている DLO 管理サーバーで完全な管理者権限を持っ
ているユーザーであれば、誰でも管理できます.ユーザーアカウントは、ドメインアカウントである必要
があり、データ格納場所またはネットワークユーザーデータフォルダに使用するリモートサーバー上
で、ネットワーク共有を作成したり、ネットワーク共有およびディレクトリのアクセス権限を管理する
権限を持っている必要があります.これは、通常、ドメイン管理者アカウントを使用するか、または DLO
リソースをホストするサーバーのローカル管理者権限を標準ドメインアカウントに付与することで実現
できます.詳しくは 管理者アカウントについてを参照してください.
Desktop Agent
DLO では、ドメインアカウントが必要です.Desktop Agent の各ユーザーは、ドメインアカウントを使用
して DLO にログオンする必要があります.ローカルアカウントを使用してログオンしたユーザーでも
DLO を使用できますが、DLO で認証されるためのドメインクレデンシャルが必要となります.

データベ
ースの選
択

DLO では、デフォルトで独自の SQL Express 2005 インスタンスがインストールされます.既存の SQL
Express 2005、SQL Server 2000、SQL Server 2005 または MSDE 2000 インスタンスを使用するよう
に DLO を手動で設定することもできます.ローカルデータベースインスタンスを使用する必要がありま
す.リモートインスタンスはサポートされていません.
注意： SQL Express インスタンスをインストールする場合は、名前付きパイプを有効にする必要が
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あります.独自の SQL Express 2005 インスタンスが DLO によってインストールされる場合は、名前付
きパイプが自動的に有効になります.
各サーバーオプションの利点および欠点は次のとおりです.
SQL Express 2005
利点

•

無料です.

•

1 つの DLO 管理サーバーで 1000 を超える Desktop Agent をバックアップすることはできません
が、通常は、SQL Express で十分です.

欠点

•

データベースが 1 つのプロセッサに制限されるため、負荷がかかるとデータベースへの I/O 速度が
低下します.

•

SQL Express のテーブルの最大サイズは 4 GB ですが、DLO でこの制限に達する可能性はほとんど
ありません.

SQL Server
利点

•

1000 を超える Desktop Agent に対応できる拡張性を備えています.

•

データベースツールが用意されています.

欠点

•

有料です.ただし、Desktop Agent ごとに SQL Server クライアントライセンスを購入する必要はあ
りません.

MSDE
利点

•

無料です.

•

1 つの DLO 管理サーバーで 1000 を超える Desktop Agent をバックアップすることはできません
が、通常は、MSDE で十分です.

欠点

•

データベースへの同時並行接続数が制限されるため、負荷がかかるとデータベースへの I/O 速度が
低下します.

•

MSDE のテーブルの最大サイズは 2 GB ですが、DLO でこの制限に達する可能性はほとんどありま
せん.

時間の同

DLO 管理コンソールまたは Desktop Agent を実行しているすべてのコンピュータで、共通の時間が設定
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期

されている必要があります.これは、ネットワークで Windows Time Synchronization サービスを設定す
ることで実現できます.詳しくは www.microsoft.com を参照してください.

ファイア
ウォール

DLO はファイアウォール環境で動作することができます.DLO がファイアウォール環境で正しく動作す
るには、VPN などのリモート接続を確立した後に、ネットワーク上のファイル共有が見える必要があり
ます.ファイルを共有できない場合、DLO はネットワークユーザーデータフォルダに対してファイルのや
り取りができません.デスクトップコンピュータのファイルは、デスクトップユーザーデータフォルダに
保護され、ネットワークユーザーデータフォルダがアクセス可能な場合に転送されます.

DLO 管理
コンソー
ルの
MDAC サ
ポート

DLO では、バージョン 2.7 および 2.8 の MDAC がサポートされていますが、MDAC がインストールさ
れていない場合、DLO のインストール時に MDAC 2.8 がデフォルトでインストールされます.MDAC 2.8
のインストールでは再起動が必要になる場合があるため、コンピュータ管理者がインストール処理を完
了する必要があります.MDAC 2.8 のインストール後、管理者以外のユーザーが最初にログオンすると、
多数のエラーが発生します.MDAC 2.7 のインストール後にこれらのエラーを回避するか、または MDAC
2.8 をインストールしない場合は、DLO インストールセット内の setup.ini ファイルで、
REQUIREDMDACVERSION="2.7" を追加して CmdLine 値を修正し、MDAC 2.7 を強制的に使用しま
す.
例:
CmdLine=REQUIREDMDACVERSION="2.7" /l*v %TEMP%¥DLOConsoleInstall.log

Desktop
Agent の
MDAC サ
ポート

Desktop Agent では、バージョン 2.7 および 2.8 の MDAC がサポートされていますが、MDAC がインス
トールされていない場合、Desktop Agent のインストール時に MDAC 2.8 がデフォルトでインストール
されます.MDAC 2.8 のインストールでは再起動が必要になる場合があるため、コンピュータ管理者がイ
ンストール処理を完了する必要があります.MDAC 2.8 のインストール後、管理者以外のユーザーが最初
にログオンすると、多数のエラーが発生します.MDAC 2.7 のインストール後にこれらのエラーを回避す
るには、Desktop Agent インストールセット内の setup.ini ファイルで、
REQUIREDMDACVERSION="2.7" を追加して CmdLine 値を修正し、MDAC 2.7 を強制的に使用しま
す.
例:
CmdLine=/qf DEFAULTMEDIASERVER="SERVERNAME" DLODBINSTANCENAME="DLO"
LAUNCHCLIENT="1" REQUIREDMDACVERSION="2.7" /l*v "%TEMP%¥DLOAgentInstall.log"

管理サーバーのシステム必要条件
図 1-2 は DLO 管理サーバーの本バージョンを起動するために最低必要な条件を列記しています。
図 1-2 最低システム必須条件
アイテム
詳細
オペレーティングシステム
•
マイクロソフトウィンドウズ 2003 サーバー（32 ビット、64 ビット、Ｒ2）
•
マイクロソフトウィンドウズ 2008 サーバー（32 ビット、64 ビット、Ｒ2）
インターネットブラウザー
インターネットエクスプローラー7.0 かそれ以降
プロセッサー
インテルペンティウム、Xeon, AMD もしくは同等のもの
メモリー
1ＧＢＲＡＭ 必須
より高性能にするためには２ＧＢ以上を推奨
ディスクスペース
マイクロソフトウィンドウズをインストール後
512ＭＢのハードディスクスペースが必要（通常のインストレーション）
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注：ウィンドウズドメインとアクティブディレクトリがサポートされています。ノヴェルＥディレクトリやＮＩＳ
＋などその他の認証スキームはサポートしていません。
デスクトップエージェントのシステム必要条件について、詳しくは 191 ページの「デスクトップエージェントのシス
テム必要条件」を参照してください。

Desktop and Laptop Option の動作
DLO は次のもので構成されています.

•

DLO 管理コンソール

•

DLO データベース

•

DLO Maintenance Service

•

Desktop and Laptop Agent (Desktop Agent)

Desktop Agent はデスクトップコンピュータにインストールされて実行されます.
管理者は、DLO 管理コンソールで次の作業を実行できます.

•

ユーザーまたはコンピュータのグループに関するプロファイルの作成.プロファイルを使用すると、デスクトッ
プユーザーが Desktop Agent と対話するレベルの制御、バックアップするファイルの種類の決定、バックアッ
プスケジュールの設定および Desktop Agent の追加設定ができます.

•

ネットワークユーザーデータフォルダの作成.ネットワークユーザーデータフォルダは保護対象となるデスクト
ップのデータが保存されるネットワーク上の場所です.

•

自動ユーザー割り当ての作成.自動ユーザー割り当てを使用して、ユーザーが Desktop Agent をインストールす
るときに割り当てられるデータ格納場所とプロファイルを決定します.

注意： 自動ユーザー割り当ては、手動でユーザーを DLO に追加する場合には使用されません.

•

DLO へのユーザーの手動追加.自動ユーザー割り当てを使用せずに、手動でユーザーを DLO に追加して、ユー
ザーにプロファイルとデータ格納場所を割り当てることもできます.この方法は、ユーザーデータストレージ用
のネットワーク共有がすでに存在する場合に特に便利です.個別にユーザーを追加することも、複数のユーザー
をリストからインポートして同時に追加することもできます.

•

管理コンソールからの履歴ログファイルの表示、アラートの受信およびデスクトップへのファイルのリストア.

Desktop Agent は、保護の対象となるデスクトップとラップトップに常駐しています.デスクトップユーザーが
Desktop Agent と対話するレベルは、ユーザーに割り当てられるプロファイルを管理者がどのように設定したかによ
って異なります.Desktop Agent をバックグラウンドで実行し、自動的にファイルを保護することができます.また、
Desktop Agent インターフェースへの完全なアクセス権を持つデスクトップユーザーは、バックアップのスケジュー
ル、バックアップするファイルの種類の選択、ファイルのリストア、異なるコンピュータ間でのファイルバージョン
の同期化およびバックアップ状態の表示ができます.
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関連トピック:
DLO の設定
DLO プロファイルについて
バックアップ選択項目について
DLO データ格納場所について
自動ユーザー割り当てについて

管理コンソールのシステムの必要条件
このバージョンの DLO 管理コンソールの実行に必要なシステムの必要条件を次に示します.

システムの必要条件
項目

基本 OS

インターネットブラ

環境

•

Microsoft Windows 2003 Server (32 bit, 64 bit, and R2)

•

Microsoft Windows 2008 Server (32 bit, 64 bit, and R2)

•

Microsoft Windows XP Service Pack 1 or later

•

Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

•

Microsoft Windows Vista (32 bit and 64 bit)

•

Microsoft Windows 7 (32 bit and 64 bit)

Internet Explorer 5.01 およびそれ以降；

但し version5.5 を推奨

ウザ

プロセッサ

Pentium system

メモリ

必要条件：256MB RAM
推奨：より良い動作のために 512MB ないしそれ以上

空容量

MicroSoft Windows のインストール（通常のインストール）後に、150MB ハードディスク空
容量が必要です

他のハードウエア

•

ネットワークインターフェイスカード

14

Desktop and Laptop Option の動作

•

CD-ROM ドライブ

•

Windows にサポートされたプリンタ（オプション）

•

マウス（推奨）

注意： Windows ドメインおよび Active Directory はサポートされています.それ以外の認証方式 (Novell EDirectory、NIS+ など) はサポートされていません.

Symantec Desktop and Laptop Option のインストール
DLO をインストールする前に、インストールの準備を参照してください.このセクションでは、DLO をインストール
する前に考慮する必要のある問題について説明しています.

注意： DLO 管理サーバーはドメインに参加している必要があります.

Desktop and Laptop Option をインストールする方法
1.

setup.exe を実行してインストールウィザードを開始します.

2.

［次へ］をクリックします.

3.

ソフトウェアライセンス契約書に目を通し、［使用許諾契約書の条項に同意します］を選択して契約書に同
意します.

4.

［次へ］をクリックします.

5.

次のオプションからセットアップの種類を選択します.

DLO インストールのセットアップの種類

セットアッ
プの種類
完全

コンソール

保守サーバ
ー

説明

DLO 管理コンソール、管理サーバーおよび保守サーバーがインストールされます.通常は、こ
のオプションを選択します.
DLO 管理コンソールのみがインストールされます.このオプションは、通常、個別のコンピュ
ータに追加でコンソールをインストールする場合に選択します.
DLO 保守サーバーのみがインストールされます.保守サーバーでは、差分ファイルの送信およ
び格納がサポートされます.詳しくは 差分ファイルの転送の使用を参照してください.
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データベー DLO データベースをシステムにインストールして下さい.
ス

6.

［次へ］をクリックします.

7.

別のディレクトリにインストールする場合は、［変更］をクリックし、新しいディレクトリを選択して
［OK］をクリックします.

8.

［次へ］をクリックします.

9.

Symantec DLO データベースの次のいずれかのオプションを選択します.

DLO データベースオプション

データベースの
種類
ローカルの SQL
Express 2005 イ
ンスタンス
既存の SQL
Server インスタ
ンス

説明

DLO データベースが、C:¥Program Files¥Microsoft SQL
Server¥MSSQL$DLO 上の新しいローカル SQL Express 2005 インスタンスに格納され
ます.
DLO データベースが、このコンピュータ上の既存の SQL Server 2000 または 2005 イン
スタンスに格納されます.表示されるリストからインスタンスを選択します.
注意： 既存のデータベースインスタンスを使用する場合は、名前付きパイプを有
効にする必要があります.独自の SQL Express 2005 インスタンスが DLO によってイン
ストールされる場合は、名前付きパイプが自動的に有効になります.

リモートデータ
ベースのインス
トール

Symantec DLO コンソール と SQL サーバーは、2 台の別々の機器にインストールされ
ます.DLO をインストールする際に、SQL がインスト ールされた機器 の IP アドレ スと
ホスト名が送られます.

DLO データベースはリモート機器にインストールされます.

注：SQL サーバーがインストールされる機器では、名前付きパイプ（Named
pipes）が起動している必要があります.
名前付きパイプ（Named pipes）を起動してから、SQL サーバーと SQL サーバーブラ
ウザ機能を再起動して下さい.これらの機能は管理 者権限のドメイン(domain admin
credentials)でのみ作動させて下さい.またコンピュータブラウザサービスも起動している
必要があります.
10. ［次へ］をクリックします.
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11. Symantec DLO ライセンスキーを入力します.
12. ［次へ］をクリックします.
13. DLO データ格納場所およびネットワークユーザーデータフォルダの作成に使用するアカウントクレデンシ
ャルを指定します.バックアップデータを格納するコンピュータ上にローカルの管理者権限を持つドメイン
アカウントを指定する必要があります.
14. ［次へ］をクリックします.
15. ［インストール］をクリックして、インストールを開始します.
16. インストールが完了した後、［完了］をクリックします.

Desktop Agent の配備
DLO をインストールすると、Desktop Agent インストールセットがインストール先ディレクトリの共有ディレクト
リに作成されます.このディレクトリは、UNC パスからアクセスできます.Desktop Agent を Desktop Agent インスト
ール共有からデスクトップコンピュータに配備する方法は複数あります.

Desktop Agent の配備方式
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配備方式

説明

電子メール

Web ページ
ログオンスクリプ
ト

インストールファイルへのハイパーテキストリンクを送信するか、インストールファイルを添付
ファイルとして配布します.
インストールファイルを会社のイントラネットに配置します.
Desktop Agent をインストールするためのコマンドを含むファイルを作成します.次に、DLO を
使用する必要のある社員のユーザーのプロパティにスクリプトを割り当てます.ユーザーがネッ
トワークにログオンすると、コマンドが自動的に実行されます.ログオンスクリプトについて詳
しくは Microsoft Windows のマニュアルを参照してください.

Microsoft
Systems
Management

この自動化されたシステムを使用すると、Desktop Agent インストールセットがデスクトップコ
ンピュータに配信され、デスクトップコンピュータでインストールを開始できるようなりま
す.SMS について詳しくは Microsoft のマニュアルを参照してください.

Server (SMS)
CD-ROM

Desktop Agent のインストールファイルを CD-ROM で配布するには、¥¥DLO

Administration Server¥DLO Agent 共有内のデータを CD-ROM に収めます.そうする
ことによって、ユーザーは CD-ROM から setup.exe を実行できるようになります.インストール
された Desktop Agent は、DLO 管理サーバーに正しく関連付けられます.

関連トピック:
Desktop Agent のインストール

Desktop Agent のインストールオプション
特定の要件を満たすように、Desktop Agent のインストールをカスタマイズすることができます.たとえば、ユーザ
ーインターフェースを表示せずにサイレントインストールを実行したり、簡易ユーザーインターフェースまたはすべ
てのユーザーインターフェースのいずれかを表示することができます.このようなカスタマイズは、DLO Agent のセ
ットアップディレクトリの SETUP.INI ファイルを修正して行います.
Desktop Agent のインストールをカスタマイズする方法
1.

Desktop Agent のセットアップディレクトリで、SETUP.INI ファイルを編集用に開きます.

2.

CmdLine= /qf で始まる値を次のように修正します.

Desktop Agent の CmdLine インストールオプション

設定する操作
Desktop Agent のイン

オプション
Desktop Agent のインストール時に Desktop Agent ユーザーに対して表示される
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ストールインターフェ
ース

インターフェースを変更するには、/qf という用語を修正します.
/qf
フルユーザーインターフェースが置き換えられ、キャンセルボタンが表示されま
す.
/qb
簡易的な進行状況を示すダイアログボックスが表示され、キャンセルボタンが有
効になります.
/qb!
簡易ユーザーインターフェースが表示されます.キャンセルボタンは表示されませ
ん.
/qn
サイレントインストールが設定されます.

注意： 完全なサイレントインストールを行うには、SETUP.INI ファイルを
修正した後、setup.exe /s を実行する必要があります.

デフォルトのメディア
サーバーの設定
Desktop Agent の起動

DEFAULTMEDIASERVER で、インストール後に Desktop Agent が接続するメデ
ィアサーバーを指定します.
LAUNCHCLIENT オプションで、インストール後すぐに Desktop Agent を起動す
るかどうかを指定します.
すぐに起動する場合は、LAUNCHCLIENT="1" を設定します.
すぐに起動しない場合は、LAUNCHCLIENT="0" を設定します.

使用する MDAC バージ
ョンの指定

再ブートの抑止

DLO では、デフォルトで MDAC 2.8 が使用されます.次のオプションを追加する
と、MDAC 2.7 が強制的に使用されます.
REQUIREDMDACVERSION=2.7
再ブートが必要な場合でも再ブートを抑止するには、次のオプションを追加しま
す.
REBOOT=ReallySuppress

ログオプション

l*v 変数を変更すると、ログオプションを修正できます.
l*v "%TEMP%¥DLOAgentInstall.log"
詳細ログをオンにして、指定した場所にログファイルを作成します.

注意： Windows インストーラのその他のログオプションについては、
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http://support.microsoft.com/kb/314852/EN-US/ を参照してください.

3.

SETUP.INI ファイルを保存して閉じます.

例:
サイレントインストールを設定するには、SETUP.INI ファイルの CmdLine を次のように編集します.
変更前
CmdLine=/qf DEFAULTMEDIASERVER="Desktop3" LAUNCHCLIENT="1" /l*v "%TEMP%¥DLOAgentInstall.log"
修正後
CmdLine=/qn DEFAULTMEDIASERVER="Desktop3" LAUNCHCLIENT="1" /l*v "%TEMP%¥DLOAgentInstall.log"
インストールのキャンセルオプションがない簡易インターフェースでインストールを行うように設定するには、
SETUP.INI ファイルの CmdLine を次のように編集します.
変更前
CmdLine=/qf DEFAULTMEDIASERVER="Desktop3" LAUNCHCLIENT="1" /l*v "%TEMP%¥DLOAgentInstall.log"
修正後
CmdLine=/qb! DEFAULTMEDIASERVER="Desktop3" LAUNCHCLIENT="1" /l*v "%TEMP%¥DLOAgentInstall.log"

Desktop Agent の手動プッシュ配備の準備
Desktop Agent の手動プッシュ配備を試行する前に、次の手順を実行する必要があります.
1.

2.

¥¥<servername>¥DLOAgent ディレクトリの次のファイルが必要です.
•

*.mst

•

*.cab

•

DLOBuildInfo.ini

•

*.msi

SETUP.INI の cmdline キーの値を基準として使用し、msiexec コマンドを実行します.
/qf DEFAULTMEDIASERVER=O<From setup.INI File>O DLODBINSTANCENAME=O<FromSetup.INI
File>O LAUNCHCLIENT=O1O REQUIREDMDACVERSION="2.8" TRANSFORMS="1033.mst" /l*v
"%TEMP%¥DLOAgentInstall.log"
デフォルト値は次のとおりです.

デフォルト値
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項目

デフォルト

DEFAULTMEDIASERVER

DLO 管理サーバーの名前.この値は、DLO 管理サーバーがインスト
ールされるコンピュータの名前で、DLO のインストール時に割り
当てられます.

DLODBINSTANCENAME

SQL インスタンスの名前.この値は修正しないことをお勧めします.

LAUNCHCLIENT

"1"

REQUIREDMDACVERSION "2.8"
TRANSFORMS
3.

"1033.mst"

サイレントインストールを実行する場合は、/qf を /qn に置き換えます.ユーザーの介入なしにインストール
を実行し、インストールの進行状況だけを表示する場合は、/qf を /qb に置き換えます.

4.

MDAC 2.7 を使用している場合、REQUIREDMDACVERSION="2.8" を REQUIREDMDACVERSION="2.7"
に置き換える必要があります.その他の値は無効です.ターゲットシステムの MDAC バージョンが
REQUIREDMDACVERSION の値よりも低い場合、インストールは失敗します.

5.

TRANSFORMS ファイルは、デスクトップユーザーの使用言語によっていずれかの mst.ファイルに関連付
けられてなければなりません.
1031.mst =独語
1033.mst =英語
1034.mst =西語
1036.mst =仏語
1040.mst =伊語
1041.mst =日本語
1042.mst =韓国語
2052.mst =中国語（中華人民共和国）（簡体字）
1028.mst =中国語（繁体字）
1046.mst = ポルトガル語・ブラジル語
1049.mst = ロシア語（ロシア）

6.

TRANSFORMS のプロパティのスペックが必要で、またそれがインスト―ラのユーザーインターフェースと
スタートメニューのショートカットに影響する可能性があります.DLO Agent は、選択された transform に
関係なく全８言語をサポートしています.

7.

ターゲットシステムには、MSI3.1 が必要です.MSI3.1 インスト―ラは：
\\<servername>\DLOAgent\WindowsInstaller-KB893803-v2-x86.exe の中にあります.
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Desktop Agent のプッシュインストールおよび DLO メンテナンスサーバーのプッシュインスト
ール
このセクションでは、Desktop Agent のプッシュインストールおよび DLO メンテナンスサーバーのプッシュインス
トールの情報を提供します.
必要条件
Desktop Agent を、Symantec のエンドポイント・プロテクション(SEP)ver.11.0 ないしそれ以降をインストールし
たコンピュータにプッシュ インストールするためには、ファイルやプリンタを共有するように SEP をコンフィギュ
アする必要があります.その場合、ファイルとプリンタの共有機能はデフォルトによって停止されます.
次のオプションを、アドミニストレータサーバーからリモートコンピュータにインストールすることができます：

•

Desktop Agent

•

DLO メンテナンスサーバー

リモートコンピュータに、Desktop Agent および DLO メンテナンスサーバーをプッシュインストールするには
1.

DLO 管理コンソールを起動します。

2.

ツールから、Install Agents とリモートコンピュータのメンテナンスサービスを選び、次へをクリック

3.

Install Agents/リモートコンピュータのメンテナンスサービス>コンポーネントを選ぶ、のところで次のコン
ポーネントを選ん でください.

•

Agent – Desktop Agent をアドミニストレーションサーバーからリモートコンピュータへプッシュ
インストールする

•

メンテナンス―DLO メンテナンスサーバーをアドミニストレーションサーバーからリモートコンピ
ュータへプッシュインストールする

4.

追加をクリックする

5.

リモートコンピュータ名のマニュアル入力のところで、下記を入力して下さい:

•

名／IP アドレス―

•

ドメイン名―

•

ブラウズ― ブラウズをクリック.コンピュータを選択のところで必要なコンピュータを選択し、

リモートコンピュータの名、または IP アドレスを入力してください.

リモートコンピュータのドメイン名を入力してください

OK をク リックしてください.名／IP アドレス、ドメイン名がアップデートされます.また、リモー
トコンピュータログオン認証が、コンピュータ名、ドメイン名と共に表示されます.
6.

OK をクリックします

7.

リモートコンピュータログオン認証のところで、下記を入力して下さい.

•

ユーザー名― このリモートコンピュータにアドミニストレータ権限をもつアカウントのユーザー
名を入れて下さい
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•

パスワード―

このリモートコンピュータにアドミニストレータ権限をもつアカウントのパスワー

ドを入れて下さい

•

ドメイン名― リモートコンピュータ名のマニュアル入力のところで入れたドメイン名に基づいて
表示されます

•

このユーザー名とパスワードをインストール中に別のコンピュータに接続する際に使用する― こ
のオプションは、次回のインストール時に、同じユーザー名とパスワードを使用したい時に選択し
て下さい.初期設定ではこのオプションは選択されません.

8.

オプションをすべてのリモートコンピュータにプッシュインストールしたい場合には、4．から 6．までの
操作を繰り返して下さい

9.

リモートコンピューターのＩＰアドレスリストをインポートすることもできます。リストをインポートする
には次の作業を行ってください。
＊エージェント・メンテナンスサーバーからリモートコンピューターへインストール＞リモートコンピュ
ーター選択ウィンドウ、コンピューターインポートをクリック
＊インポートリモートコンピュータウィンドウで、インポートリストをクリック
＊リモートコンピューターのすべての IP アドレスを含む.txt ファイルを選択
注：DLO エージェントマシンのリストを含む.txt ファイルを作成するには DLOCommandu.exe ―
ListMachines コマンドを実行してください。詳しくは 184 ページの ListMachines コマンドの項を参照。
＊検索をクリックしてもリモートコンピューターを選択できます。
* リスト追加をクリック。IP アドレスまたはコンピューターの名前がコンピューターパネルに表示されま
す。
＊コンピューターの名前または IP アドレスをクリックし、このフィールドの詳細を入力します。
＊ユーザーネーム：リモートコンピューターの管理者権限をもつ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ーの管理者権限をもつアカウントのパスワードを入力。
＊ドメインネーム：リモートコンピューター名のマニュアルエントリーで入力したのと同じドメ-インネームを入力。
＊ＯＫをクリック。

10. インストールをクリックする.
選択したコンポーネント（DLO Agent か DLO メンテナンス）によって、リモート DLO Agent かメンテナ
ンスサーバーが追加されます.
11. ウイザードを閉じるには、完了をクリックして下さい.
12.
1.

DLO Agent かメンテナンスサーバーをリストから削除するには、
リモート DLO Agent かメンテナンスサーバーを選択する
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2.

削除をクリックする
確認画面「（コンポーネント名）を削除したいですか？」が表示される.

注：（コンポーネント名）はあなたが削除したいコンポーネントによって、リモート DLO Agent かメンテナンス
サーバーになります.
3.

はいをクリックする.
コンポーネントはリストから削除されます.

LiveUpdate を使用した SymantecDLO のアップデート
更新やアップグレードをインストールする Symantec LiveUpdate は、Symantec DLO の新バージョンをマニュアル
でインストールするこ とが できます.LiveUpdate へのアクセスは、Symantec

DLO の色々なロケーションからする

ことができますが、ウインドウ ズのス タートメニ ュー からはアクセスできません.
Symantec

DLO は LiveUpdate の最新版をインストールしており、旧バージョンが PC 上で検索されれば Symantec

DLO がアップグレ ードし ます.このメディアサーバーにインストールしてあるホットフィックスや他のサービスパ
ックは、メディアサーバー上で見ることができます.LiveUpdate が、Symantec

DLO メディアサーバーに更新をイ

ンストールする時、ウインドウズ対応のリモート DLO Agent が最新版かどうかも判断し ます.こうした Symantec
DLO リモート Agent の更新は、プッシュインストールかマニュアルで行うことができます.
また LiveUpdate の Administrator Utility 機能を使うこともできます.これはネットワークユーザーが、インターネット
上の Symantec LiveUpdate サーバーにアクセスしなくても、インターナルサーバーからプログラムやウイルス定義
ファイルの更新のダウンロードができるように Administrator に LiveUpdate の修正を可能にします.
詳細は ftp://ftp.symantec.com/public/english_us_canada/liveupdate/luadmin.pdf.

LiveUpdate をマニュアルで起動させる
LiveUpdate は更新をチェックするためにいつでもマニュアルで起動させることができます.LiveUpdate は Interactive
mode か Express mode の両方で使えるようコンフィギュアできます.Interactive mode は、どの更新をインストール
したいか選択できるのでフレ キシビリ ティがあります.Express Mode は自動的に Symantec DLO のすべての更新を
インストールします.Mode 切替えの方法 は LiveUpdate の 説明書をご覧ください
注.初期設定では、LiveUpdate は Interactive mode にコンフィギュアされています.Express mode に変更する時は、
Express mode をいったんキャンセルし再始動する必要があります.
LiveUpdate をマニュアルで起動させるには、
1.

DLO コンソール上で、ツールから、LiveUpdate をクリック.

2.

更新、アップグレード、Symantec DLO の新バージョンに行くには開始するをクリック

3.

更新、アップグレード、Symantec DLO の新バージョンに行かない場合は、キャンセルをクリック
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インストール後の操作
リカバリパスワードの設定
DLO 管理コンソールの初回の起動時には、リカバリパスワードウィザードが開きます.DLO を実行するには、このウ
ィザードを使用してリカバリパスワードを設定する必要があります.旧リビジョンからアップグレードする場合で、
以前にリカバリパスワードを設定している場合、リカバリパスワードの設定は要求されません.DLO は既存のパスワ
ードを使用します.
リカバリパスワードを使用すると、DLO データベースが破損した場合に失われた暗号化されたデータを取得するこ
とができます.
一度設定したリカバリパスワードを変更する場合は、DLO コマンドラインインターフェースツールを使用する必要
があります.
関連トピック:
データ整合性の確認
-SetRecoveryPwd コマンド
-EmergencyRestore コマンド

データ整合性の確認
データ整合性スキャナを使用すると、過去の DLO バックアップのネットワークユーザーデータをスキャンすること
によって、リストア不可能なバックアップデータの検出を簡単に行うことができます.また、すべてのデータが最新
のユーザーキーを使用して暗号化されているかどうかを検証し、すべてのデータが緊急リストア用の正しいリカバリ
キーを持っているかどうかを確認できます.
Desktop Agent をアップグレードすると、自動的にデータの整合性チェックが実行されます.管理コンソールを開く
と、整合性チェックが実行されていない Desktop Agent が識別されます.整合性チェックが実行されていないコンピ
ュータが見つかった場合、ダイアログボックスが表示され、1 つ以上のコンピュータにおいてデータ整合性スキャナ
でまだ有効性が確認されていないという情報と、これらをスキャンするかどうかの確認が表示されます.
データ整合性を確認する方法
1.

ツールメニューから［ウィザード］の［データ整合性スキャナ］を選択します.

2.

［次へ］をクリックします.

3.

詳細オプションを設定する場合は、［詳細オプション］をクリックします.必要なオプションを設定し、
［OK］をクリックします.
データ整合性スキャナ詳細オプション

項目

説明
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以前に隔離されたデータ
を永久に削除
使用期限の切れたキーで
暗号化されたデータを隔
離する

隔離したデータをすべて削除するには、このチェックボックスをオンにしま
す.
使用期限の切れたキーを持つすべてのファイルを隔離するには、このチェック
ボックスをオンにします.このオプションを選択していない場合、データはスキ
ャンされますが、隔離は行われません.データが隔離された後で、Desktop
Agent は適切な暗号化キーを持つファイルの新しいバージョンをバックアップ
します.

すでに有効性を確認済み
のコンピュータも含める

有効性確認済みのデータを含むすべてのデータを強制的に再スキャンするに
は、このチェックボックスをオンにします.

(すべてのデータを強制的
に再スキャンする場合に
使用)
詳細データを出力する

4.

［開始］をクリックします.

5.

スキャン結果を確認します.

スキャンの詳細情報を取得するには、このチェックボックスをオンにします.

スキャンにより使用期限の切れたキーで暗号化されたデータが検出され、データの隔離を選択していなかっ
た場合は、このデータを隔離する詳細オプションを設定した後に、スキャンを再度実行することができます.
6.

［次へ］をクリックします.

7.

［完了］をクリックします.

関連トピック:
リカバリパスワードの設定
-SetRecoveryPwd コマンド
-EmergencyRestore コマンド

DLO サービスクレデンシャルの変更
DLO のインストール時、DLO Administration Service の実行に使用するアカウントクレデンシャルを指定する必要が
あります.このアカウントは、データ格納場所およびネットワークユーザーデータフォルダの作成に使用されるため、
バックアップデータを格納するコンピュータ上に共有を作成する権限を持っている必要があります.ドメイン管理者
のアカウントを使用することをお勧めします.データ格納場所を別のドメイン内に作成するには、適切な信頼関係が
確立されている必要があります.
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DLO サービスクレデンシャルを変更する方法
1.

ツールメニューの［サービスクレデンシャルの管理］をクリックします.

2.

［DLO サービスアカウント情報の変更］を選択します.

3.

次に示すアカウントクレデンシャルオプションを指定します.

サービスアカウント情報

項目
DLO サービスアカウント情
報の変更
ユーザー名
ドメイン名
パスワード
パスワード再入力

説明
DLO サービスアカウント情報を変更するには、このチェックボックスをオ
ンにします.
使用するアカウントのユーザー名を入力します.
このアカウントのドメインを入力します.
このアカウントのパスワードを入力します.
確認のため、パスワードをもう一度入力します.

管理者アカウントについて
DLO 管理コンソールは、DLO 管理サーバーで完全な管理者権限を持っているユーザーであれば、誰でも管理できま
す.ユーザーアカウントは、ドメインアカウントである必要があり、データ格納場所またはネットワークユーザーデ
ータフォルダに使用するリモートサーバー上で、ネットワーク共有を作成したり、ネットワーク共有およびディレク
トリのアクセス権限を管理する権限を持っている必要があります.これは、通常、ドメイン管理者アカウントを使用
して実現できます.
リストアするファイルを検索したり、履歴ログを表示する場合、DLO 管理コンソールは、現在ログオンしているユ
ーザーのクレデンシャルを使用して、ネットワークユーザーデータフォルダにアクセスします.ユーザーがリソース
への適切なアクセス権限を持っていない場合、そのことを通知するダイアログボックスが表示されます.DLO 管理者
がネットワークユーザーデータフォルダにアクセスする際に、このフォルダへのアクセス権限を持つアカウントを使
用してログオンしていない場合、DLO ではクレデンシャルの入力を求められます.入力したクレデンシャルは、フォ
ルダにアクセスするために使用されますが、保存されません.
権限管理の自動化
ネットワークユーザーデータフォルダへのアクセス権限を自動的に管理するように DLO を設定するために、DLO 管
理サーバーの管理者は、DLO の［管理者アカウントの管理］ダイアログボックスを使用して、ユーザーに対して
DLO 管理者アカウントを作成および設定できます.DLO 管理者アカウントを追加すると、追加されたユーザーは
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DLO 管理サーバー上で DLO 管理者アカウントを管理者グループに追加しなくても DLO コンソールを使用すること
ができます.
DLO 管理者アカウントは、次のいずれかの方法で管理できます.

•

個別ユーザーに対する DLO の管理者アクセス権の付与
DLO アカウント管理用のデフォルト設定です.個別ユーザーのリストに対して、DLO を管理するための権限を付
与できます.個別ユーザーのリストを使用する場合、完全リストア権限を付与するユーザーと制限付きリストア
権限を付与するユーザーを指定できます.
個別の DLO 管理者のリストを使用するように DLO を設定する方法については、個別アカウントのリスト
を使用した DLO 権限の管理を参照してください.

•

ドメイングループを使用した DLO 管理者の管理
DLO 管理者の指定にドメイングループを使用することができます.ドメイングループを指定する場合、1 つ目の
グループに完全リストア権限を付与し、2 つ目のグループに制限付きリストア権限を付与することができます.
ドメイングループは、すでに存在しているか、またはドメイン管理者が作成する必要があります.DLO では、
DLOFullAdmin および DLOLimitedAdmin を使用することをお勧めします.完全リストア権限を持つ管理者グルー
プではユーザーデータの読み取り権限が付与され、制限付きリストア権限を持つ管理者グループではリストへの
アクセス権限のみが付与されます.これによって、ユーザーデータが不正なアクセスから保護されます.
ネットワークユーザーデータフォルダにアクセスする場合には、DLO コンソールはフォルダをチェックし
て、そのフォルダに含まれるファイルおよびデータが読み取り可能かどうかを確認します.DLO コンソール
からそのフォルダにアクセスできない場合、DLO は特定のドメイン管理者グループを使用して、アクセス
する必要のあるファイルおよびフォルダに権限を設定します.これらのファイルおよびフォルダを特定の
DLO 管理者グループに含めることによって、すべての DLO 管理者に自動的に必要なリソースへのアクセス
権限が付与されます.
DLO 権限の管理にドメイングループを使用するように DLO を設定する方法については ドメイングループ
を使用した DLO 権限の管理を参照してください.

リストアの制限
リストアの制限機能の目的は、権限を所有していないユーザーによる、代替の場所へのデータのリストアを防止する
ことです.デフォルトでは、データセキュリティを強化するため、DLO 管理者はデスクトップユーザーのファイルを
代替の場所にリストアすることはできません.DLO 管理者に完全リストア権限が付与されている場合は、データを代
替の場所にリストアすることができます.DLO 管理者に制限付きリストア権限が付与されている場合は、一部の管理
機能を実行できない場合があります.

個別アカウントのリストを使用した DLO 権限の管理
DLO 管理サーバーの管理者は、個別ユーザーに対して DLO 管理者アカウントを作成および設定できます.アカウン
トは、個別に設定して完全リストア権限または制限付きリストア権限を指定できます (管理者アカウントについてを
参照).
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また、権限の管理にドメイングループを使用するように DLO を設定することもできます.詳しくは ドメイングルー
プを使用した DLO 権限の管理を参照してください.
個別アカウントのリストを使用して権限を管理するように DLO を設定する方法
1.

DLO 管理コンソールのネットワークメニューで［管理者アカウント］を選択します.

2.

［権限］をクリックします.

3.

［ドメイングループを使用してネットワークユーザーデータフォルダへのアクセスを管理する］チェックボ
ックスをオフにするか、またはオフになっていることを確認します.

注意： ［ドメイングループを使用してネットワークユーザーデータフォルダへのアクセスを管理す
る］チェックボックスがオンになっている場合、ドメイングループが［管理者アカウントの管理］ダイアロ
グボックスに一覧表示されます.このチェックボックスをオフにすると、個別ユーザーアカウントが再び一
覧表示されます.アカウント管理の方法を別の種類に変更した場合、後で使用できるように以前の設定が保
持されます.たとえば、個別の DLO 管理者のリストから、ドメイングループを使用するように設定を変更し
た場合、個別アカウントのリストは保存され、［ドメイングループを使用してネットワークユーザーデータ
フォルダへのアクセスを管理する］チェックボックスをオフにすると再び使用されます.

4.

［OK］をクリックします.

5.

次のいずれかを実行します.

6.

•

［追加］をクリックして、新しい DLO 管理者アカウントを追加します.手順 6 に進みます.

•

［編集］をクリックして、既存の DLO 管理者アカウントを変更します.手順 6 に進みます.

•

［削除］をクリックして、既存の DLO 管理者アカウントを削除します.手順 7 に進みます.

管理者アカウントを定義します.

管理者アカウントの追加］オプション

項目
ユーザー名

説明
注意
管理者に完全リ

説明
管理者権限を付与するユーザー名を入力します.DomainName¥UserName の形式を使用
します.
この管理者アカウントの説明を入力します.
管理者アカウントに関する注意事項を入力します.
デスクトップユーザーデータの代替の場所へのリストア権限を含む完全リストア権限を
この DLO 管理者に付与するには、このチェックボックスをオンにします.
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ストア権限を付
与

注意： デスクトップユーザー以外のデータ所有者にファイルの代替の場所へのリス
トア権限を付与すると、データセキュリティが低下します.

7.

［OK］を 2 回クリックします.

ドメイングループを使用した DLO 権限の管理
DLO 管理サーバーの管理者は、DLO の［管理者アカウントの管理］ダイアログボックスで、ユーザーに対して
DLO 管理者アカウントを作成および設定できます.DLO の管理者アクセス権を管理するために、ドメイングループを
使用して DLO を管理する権限を持つユーザーを指定することができます.この場合、2 つのグループを指定できます.
最初のグループには、完全リストア権限が付与されます.2 つ目のグループには、制限付きリストア権限が付与され
ます (管理者アカウントについてを参照).
また、権限の管理にアカウントのリストを使用するように DLO を設定することもできます.詳しくは 個別アカウン
トのリストを使用した DLO 権限の管理を参照してください.
権限の管理にドメイングループを使用するように DLO を設定する方法
1.

DLO 管理コンソールのネットワークメニューで［管理者アカウント］を選択し、［管理者アカウントの管
理］ダイアログボックスを開きます.

2.

［権限］をクリックします.

3.

［ドメイングループを使用してネットワークユーザーデータフォルダへのアクセスを管理する］チェックボ
ックスをオンにするか、またはオンになっていることを確認します.

注意： ［ドメイングループを使用してネットワークユーザーデータフォルダへのアクセスを管理す
る］チェックボックスがオンになっている場合、ドメイングループが［管理者アカウントの管理］ダイアロ
グボックスに一覧表示されます.このチェックボックスをオフにすると、個別ユーザーアカウントが再び一
覧表示されます.アカウント管理の方法を別の種類に変更した場合、後で使用できるように以前の設定が保
持されます.たとえば、個別の DLO 管理者のリストから、ドメイングループを使用するように設定を変更し
た場合、個別アカウントのリストは保存され、［ドメイングループを使用してネットワークユーザーデータ
フォルダへのアクセスを管理する］チェックボックスをオフにすると再び使用されます.

4.

必要なオプションを設定します.

リストアの種類の選択

リストアの種類

説明

30

LiveUpdate を使用した SymantecDLO のアップデート

完全リストア権限を持つ 指定したドメイングループの DLO 管理者に、デスクトップユーザーのファイル
DLO 管理者用に次のド

を代替の場所にリストアする権限を含む完全リストア権限を付与するには、完全

メイングループを使用す 修飾ドメイングループ名を入力するか選択します.
る

例: Enterprise¥DLOFullAdmins

制限付きリストア権限を 指定したドメイングループの DLO 管理者に、デスクトップユーザーのファイル
持つ DLO 管理者用に次

を代替の場所にリストアする権限を含まない制限付きリストア権限を付与するに

のドメイングループを使 は、完全修飾ドメイングループ名を入力するか選択します.
用する
5.

例: Enterprise¥DLOLimitedAdmins

［OK］を 2 回クリックします.

DLO のデフォルト設定
DLO 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.デフォルト設定は、プロファイル、バックアップ選択項目およびグローバル設定で利用でき
ます.短期的には、インストール時に設定されたデフォルト設定のみでも、DLO でのデスクトップコンピュータおよ
びラップトップコンピュータのバックアップおよびリストアを安全に実行することができます.
プロファイル、バックアップ選択項目およびグローバル設定のデフォルト設定は変更できます.

注意： グローバル設定への変更は、すぐに反映され、すべての Desktop Agent にグローバルに適用されます.
プロファイルおよびバックアップ選択項目のデフォルト設定への変更は、新しいプロファイルおよびバックアップ選
択項目にのみ適用され、既存のものには影響しません.
デフォルトのプロファイル設定の変更
デフォルトの DLO プロファイル設定は、次の方法で変更できます.
デフォルトのプロファイル設定を変更する方法
1.

DLO ナビゲーションバーの［セットアップ］をクリックします.

2.

タスクペインの［ツールタスク］の下にある［オプション］をクリックします.

3.

［プロパティ］ペインの［新規プロファイルのデフォルト値］の下にある［一般］をクリックします.

4.

オプションを設定します (［新規プロファイル］ダイアログボックスの［一般］タブを参照).

5.

［プロパティ］ペインの［新規プロファイルのデフォルト値］の下にある［ユーザー設定］をクリックしま
す.

6.

プロファイルのユーザー設定オプションを設定します (［新規プロファイル］ダイアログボックスの［ユー
ザー設定］タブを参照).

7.

［プロパティ］ペインの［新規プロファイルのデフォルト値］の下にある［スケジュール］をクリックしま
す.
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8.

プロファイルのスケジュールオプションを設定します (［新規プロファイル］ダイアログボックスの［スケ
ジュール］タブを参照).

9.

［プロパティ］ペインの［新規プロファイルのデフォルト値］の下にある［オプション］をクリックします.

10. プロファイルのオプションを 68 ページの“追加プロファイルタブオプション“で説明されている設定をしま
す。
デフォルトのバックアップ選択項目設定の変更
デフォルトの DLO バックアップ選択項目設定は、次の方法で変更できます.
デフォルトのバックアップ選択項目設定を変更する方法
1.

DLO ナビゲーションバーの［セットアップ］をクリックします.

2.

タスクペインの［ツールタスク］の下にある［オプション］を選択します.

3.

［プロパティ］ペインの［新規バックアップ選択項目のデフォルト値］の下にある［リビジョン］をクリッ
クし、バックアップ選択項目のリビジョンオプションを設定します (［バックアップ選択項目］ダイアログ
ボックスの［リビジョン管理］タブを参照).

4.

［プロパティ］ペインの［新規バックアップ選択項目のデフォルト値］の下にある［オプション］をクリッ
クします.

5.

バックアップ選択項目のオプションを設定します (［バックアップ選択項目］ダイアログボックスの［オプ
ション］タブを参照).

デフォルトのグローバル設定の変更
デフォルトの DLO グローバル設定は、次の方法で変更できます.
デフォルトのグローバル設定を変更する方法

注意： これらの設定は、すべての Desktop Agent にすぐに適用されます.

1.

DLO ナビゲーションバーの［セットアップ］をクリックします.

2.

タスクペインの［ツールタスク］の下にある［オプション］を選択します.

3.

［プロパティ］ペインの［グローバル設定］の下にある［オプション］をクリックします.

4.

グローバルオプションを設定します.

グローバル設定］オプション

項目

説明

無効
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すべての Desktop Agent

Outlook PST ファイル
の増分バックアップ

Lotus Notes 電子メール
ファイルの増分バック
アップ

このチェックボックスをオンにすると、すべての Desktop Agent でバックアップ
が無効になります.
このチェックボックスをオンにすると、すべてのユーザーに対して、Microsoft
Outlook PST ファイルの増分バックアップが無効になります.
詳しくは Outlook PST ファイルの増分バックアップを参照してください.
このチェックボックスをオンにすると、すべてのユーザーに対して、Lotus Notes
ファイルの増分バックアップが無効になります.
詳しくは Lotus Notes NSF ファイルの増分バックアップを参照してください.

レポート
PDF 形式のレポートを
生成

［PDF 形式のレポートを生成］を選択すると、Adobe Acrobat Reader がインス
トールされている場合に、レポートが PDF 形式で実行されます.Adobe Acrobat
Reader がインストールされていない場合、レポートは HTML 形式で実行されま
す.

HTML 形式のレポート
を生成

［HTML 形式のレポートを生成］を選択すると、レポートが HTML 形式で実行さ
れます.

その他
ユーザーがログオンし
てから Desktop Agent
が起動するまでの遅延
時間
Desktop Agent の最小エ
ラーしきい値

Desktop Agent の最小警
告しきい値
Desktop Agent の最小ク
ォータ警告しきい値

ユーザーのログオン後の Desktop Agent の起動を遅らせる場合は、このオプショ
ンにチェックマークを付け、時間を秒単位で入力します.Desktop Agent の起動
は、このオプションにチェックマークを付け、Desktop Agent を起動メニューか
ら起動した場合にのみ遅らせることができます.
利用可能なディスク容量のパーセント値を入力します.利用可能なディスク容量が
このパーセント値を下回ると、Desktop Agent はデスクトップユーザーデータフ
ォルダへの書き込みを停止します.
利用可能なディスク容量のパーセント値を入力します.利用可能なディスク容量が
このパーセント値を下回ると、警告が生成されます.
デスクトップユーザーデータフォルダの格納制限のパーセント値を入力します.割
り当て済みディスク容量の利用可能なパーセント値がこのレベルを下回ると、警
告が生成されます.
たとえば、デスクトップユーザーデータフォルダが 30 MB に制限され、最小ク
ォータ警告しきい値が 10 % に設定されている場合、利用可能なディスク容量が
3 MB を下回ると、警告が生成されます.
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5.

［プロパティ］ペインの［グローバル設定］の下にある［Desktop Agent の間隔］をクリックします.

6.

［Desktop Agent の間隔］のデフォルト値を設定します.

Desktop Agent の間隔］オプション

項目
以前ビジー状態であっ
たファイルのバックア
ップを再試行するまで
の待機時間

説明
以前ビジー状態であったファイルのバックアップを再試行するまでの DLO の待
機時間を、分単位で入力します.
待機時間を短縮すると、ビジー状態のファイルのバックアップを試行するため
に、Desktop Agent コンピュータが消費する CPU 時間とディスク I/O が増加しま
す.待機時間を長く設定すると、ファイルのバックアップ頻度は少なくなります.推
奨するデフォルト値は 5 分です.

以前失敗したファイル
のバックアップを再試
行するまでの待機時間

以前失敗したファイルのバックアップを再試行するまでの待機時間を、分単位で
入力します.
待機時間を短縮すると、以前失敗したファイルのバックアップを試行するため
に、Desktop Agent コンピュータが消費する CPU 時間とディスク I/O が増加しま
す.待機時間を長く設定すると、ファイルのバックアップ頻度は少なくなります.推
奨するデフォルト値は 60 分です.

バックアップ選択項目
から削除されたファイ
ルのバックアップ保持
期間

バックアップ選択項目から削除されたファイルのバックアップ保持期間を、日数
で入力します.
保持期間を長く設定すると、バックアップ選択項目から削除されたファイルがサ
ーバー上に保持される期間が長くなります.保持期間を短縮すると、バックアップ
フォルダの空き領域が増加しますが、バックアップ選択項目から削除されたファ
イルをユーザーがリストアできる期間は短くなります.推奨するデフォルト値は
30 日です.

履歴の最小更新間隔

履歴の更新間隔を分単位で入力します.
多数のアクティビティが実行される場合、更新間隔を短縮すると、履歴の更新の
ためにコンピュータが消費する CPU 時間とディスク I/O が増加します.間隔を長
く設定すると、履歴の更新頻度は少なくなります.推奨するデフォルト値は 15 分
です.

同じアラートの最小送
信間隔

同じアラートの送信間隔を時間数で入力します.
繰り返し生成されるアラートは、指定した時間間隔内に 1 回だけ表示されます.間
隔を短くしすぎると、同じアラートが何度も送信され、アラートログが一杯にな
る場合があります.推奨するデフォルト値は 24 時間です.

ジョブログの終了と新
規ジョブログの開始の

ジョブログの終了と新規ジョブログの開始の間隔を、分単位で入力します.
ジョブログの間隔を短縮すると、表示されるジョブログ数が増加します.推奨する
デフォルト値は 30 分です.
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最小間隔
保守サイクルの最小間
隔

保守サイクルの間隔を分単位で入力します.
保守サイクルの間隔を短縮すると、保守の実行のために消費される CPU 時間と
ディスク I/O が増加します.保守サイクルでは、使用されなくなったファイルおよ
びフォルダが削除されます.推奨するデフォルト値は 1440 分 (24 時間) です.

Lotus Notes 電子メール
ファイルへの変更の最
小チェック間隔

再起動の要求に
Desktop Agent がラン
ダムに返答する時間

Lotus Notes ファイルへの変更のチェック間隔を、秒単位で入力します.
この間隔を短縮すると、Lotus Notes ファイルが変更されたかどうかをチェック
するために使用される CPU 時間とディスク I/O が増加します.推奨するデフォル
ト値は 30 秒です.
再起動の要求に Desktop Agent がランダムに返答する時間を、分単位で入力しま
す.
多数の Desktop Agent が再起動される場合 (ネットワークユーザーデータフォル
ダが移動された場合など)、Desktop Agent は指定した時間内にランダムに再起動
されます.これにより、多数の Desktop Agent を同時に起動することによって
DLO のオーバーロードが発生する可能性を回避できます.
推奨するデフォルト値は 30 分です.

7.

［プロパティ］ペインの［グローバル設定］の下にある［ユーザー操作の設定］をクリックします.

8.

［ユーザー操作の設定］のデフォルト値を設定します.

ユーザー操作の設定

項目
ユーザー操
作の制限を
有効にする
ネットワー
ク帯域幅の

説明
ユーザーがデスクトップコンピュータと通信しているときに DLO がタスクを実行する方法
を指定する場合は、［ユーザー操作の制限を有効にする］にチェックマークを付けます.ユー
ザー操作は、キーの入力およびマウスの移動に基づいて行われます.
ユーザーがデスクトップコンピュータと通信しているときに DLO が使用するネットワーク
帯域幅の最大値を入力します.

使用量を次
の値に制限
する
次の間ユー
ザー操作が

ここで入力した秒数の間ユーザー操作がなかった場合、DLO でジョブが制限されなくなりま
す.

ない場合は
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制限を解除
する
1 秒間にスキ
ャンする最
大項目数

ファイルシステムのスキャン時に、処理される 1 秒あたりの項目数を制限します.ファイルシ
ステムのスキャンは、デスクトップコンピュータの最初のバックアップ時、システムの異常
なシャットダウンの後、または変更ジャーナルが切り捨てられた場合に実行されます.この設
定によって、デスクトップコンピュータでユーザーが操作を行っている場合のスキャンの影
響が低減されます.

9.

［プロパティ］ペインの［グローバル設定］の下にある［LiveUpdate］をクリックします.

10. ［LiveUpdate］のデフォルト値を設定します.

LiveUpdate］のオプション

項目
Desktop Agent の定時自動
更新を有効にする
更新をチェックするタイミ
ング

説明
定時自動更新をオンにする場合は、［Desktop Agent の定時自動更新を有効
にする］にチェックマークを付けます.
次のオプションのいずれかを選択します.

•

Desktop Agent の利用可能なすべての更新を自動的にダウンロードおよ
びインストールする

•

Desktop Agent ユーザーに利用可能な更新があることの通知のみ行う (更
新はダウンロードおよびインストールされません)

頻度

間隔

更新をチェックする頻度として、次のオプションのいずれかを選択します.

•

1 回のみ

•

毎日

•

毎週

•

毎月

更新をチェックする時間を選択します.指定可能なオプションは、選択した頻
度によって異なります.
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特定のポートでデータベースにアクセスする場合の DLO の設定
特定のポートでデータベースにアクセスするように DLO を設定することが必要となる場合があります.たとえば、固
定ポートがすでに SQL Server で使用されている場合に、同じポートを使用して DLO データベースにアクセスする
ように DLO を設定する必要があるときです.
特定のポートを使用して別のデータベースにアクセスするための DLO の設定方法
1.

DLO データベースに対する一意なポート番号を選択し、svrnetcn.exe を使用して新しいポート番号を設定
します.

2.

ファイアウォールの外側から、DLO 管理コンソールが動作しているコンピュータ上で、次のレジストリキ
ーが存在しない場合はこれを DWORD 値として作成し、DBUseTCP フラグを 1 に設定します.

HKLM\Software\Symantec\Symantec DLO\AdminConsole\DBUseTCP
3.

ファイアウォールの外側から、Desktop Agent が動作しているコンピュータ上で、次のレジストリキーが存
在しない場合はこれを DWORD 値として作成し、DBUseTCP フラグを 1 に設定します.

HKCU\Software\Symantec\Symantec DLO\Client\DBUseTCP または
HKLM\Software\Symantec\Symantec DLO\Client\DBUseTCP
4.

手順 2 および手順 3 で修正を行ったコンピュータ上で、DBTcpPort に手順 1 で設定したポート番号を設定
します.

5.

修正を行ったコンピュータを再起動します.

DLO の更新
DLO の更新は、Symantec の Web サイトのダウンロードページから定期的に提供されるか、または CD で提供され
ます.これらの更新には Desktop Agent インストールセットの更新も含まれています.ただし、Desktop Agent の更新
は自動的にインストールされません.Symantec LiveUpdate によって、選択したセキュリティパッチが DLO 管理サー
バーおよび Desktop Agent に配信されます.

DLO 管理コンソールの更新
Symantec DLO バージョン 6.0 以上のデフォルトのインストール先ディレクトリは次のとおりです.

C:\Program Files\Symantec\Symantec DLO
Symantec DLO が以前のバージョンからアップグレードされた場合、元のインストール先ディレクトリが保持され
ます.以前のバージョンの DLO で使用されていたデフォルトのインストール先ディレクトリは次のとおりです.

C:\Program Files\VERITAS\NetBackup DLO
C:\Program Files\Symantec\NetBackup DLO
DLO 管理コンソールを更新する方法
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1.

Symantec Desktop and Laptop Option のインストールの指示に従って、DLO 管理コンソールをインストー
ルします.

2.

DLO 管理コンソールを起動し、リカバリパスワードウィザードを使用してリカバリパスワードを設定しま
す.このウィザードは、DLO バージョン 6.0 以上をインストールしてから初めて使用する際に、自動的に起
動されます.リカバリパスワードウィザードについて詳しくは リカバリパスワードの設定を参照してくださ
い.

3.

DLO バージョン 5.0 から更新する場合は、データ整合性スキャナを使用して、今後使用されなくなる DLO
バックアップファイルの検出、すべてのデータが最新のユーザーキーで暗号化されているかどうかの検証、
およびすべてのデータが緊急リストア用の正しいリカバリキーを持っているかどうかの確認を行います.詳
しくは データ整合性の確認を参照してください.

Desktop Agent の更新
完全インストール、または Maintenance Pack リリースを使用して DLO 管理サーバーを更新した場合はすぐに、
Desktop Agent を次のいずれかの方法で更新する必要があります.
1. デスクトップエージェントをデスクトップエージェントコンピューターから更新する。
2. デスクトップエージェントを DLO 管理コンソールのリモートコンピューターへのエージェントおよびメンテナン
スサービスインストールオプションを使って更新。詳しくは 26 ページの“デスクトップエージェントと DLO メンテ
ナンスサーバープッシュインストール”の項を参照。
3. デスクトップエージェントをコマンドラインインターフェイスから更新。

注：コマンドラインのオプションはウィンドウズビスタおよびその後のバージョンではできません。その場合は一
番から二番でおこなってください。

Desktop Agent コンピュータから更新する場合
Desktop Agent を手動で更新するには、Desktop Agent コンピュータから次のファイルを実行します.

\\<DLO Administration Server>\DLOAgent\setup.exe

コマンドラインインターフェースツールを使用して DLO 管理コンソールから更新する場合
DLO コマンドラインインターフェースツールでは、公開コマンドを使用して Desktop Agent の更新を自動的に実行
することができます.
コマンドラインインターフェースを使用して DLO 管理コンソールから Desktop Agent を更新する方法
1.

更新に関するマニュアルの指示に従って、DLO 管理サーバーを更新します.

2.

DLO 管理サーバーのコマンドラインから、DLO のインストール先ディレクトリに移動します.
デフォルトのインストール先ディレクトリは次のとおりです.
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例 C:\Program Files\symantec\Symantec DLO
3.

次のように設定ファイルを追加する更新オプションを指定して DLOCommandu.exe を実行し、このコマ
ンドの実行によって返される ID 番号を記録しておきます.
DLOCommandu -update -add -f "DLOagent\update_7.0\DLOagentupdate_NBU.ini"

注意： 設定ファイルが移動されたり名前が変更された場合は、前述のコマンドにはフルパスおよびフ
ァイル名を指定する必要があります.

出力例:
ID=3
Name=7.0 Update
Updates Symantec DLO Desktop Agent to 7.0
Version=7.0
PromptUser=Yes
ExitAfterLaunch=No
Build=7.00.25a
srcPath=\\a2symms14907\DLOAgent\update_7.0
cmdName=AutomatedAgentUpgrade.exe
cmdArgs=cmdPath=%DOWNLOADDIR%
4.

DLOCommandu.exe に公開コマンドを指定して実行し、Desktop Agent ユーザーが更新できるように設定
します.

DLOCommandu -update -publish -UI y -U UserName
DLOCommandu -update -publish -UI y -P ProfileName
y には、手順 3 で実行した「追加」コマンドによって返された ID 番号を指定します.UserName または
ProfileName の代わりにアスタリスク (*) を使用して、すべてのユーザーに更新を公開します.
このコマンドを実行すると、更新の対象となるすべてのユーザーのリストが返されます.このユーザーは、
Desktop Agent アプリケーションの次回の起動時に更新されます.

注意： -update コマンドおよびその他のコマンドオプションについて詳しくは -Update コマンドを参
照してください.
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関連トピック:
DLO コマンドラインインターフェース管理ツール

Desktop Agent のサイレントアップグレードの実行
Desktop Agent では、サイレントアップグレードを実行できます.サイレントアップグレードでは、アップグレード
をダウンロードおよび開始するためのメッセージは表示されませんが、実際にアップグレードを行うかどうかを確認
するメッセージは表示されます.
Desktop Agent のサイレントアップグレードを実行する方法
1.

Desktop Agent のアップグレードフォルダから、DLOAgnetUpdate_NBU.ini ファイルを編集用に開きます.

2.

PromptUser=0 に設定します.

3.

ファイルを保存して閉じます.

4.

Desktop Agent の更新に示すいずれかの方法を使用して、アップグレードを実行します.

NetBackup Professional から DLO へのアップグレード
NetBackup Professional (NBUP) から Desktop Agent へのアップグレードは、NBUP バージョン 3.51.20 以上を実行
している場合にのみ有効です.3.51.20 を実行していない場合は、Desktop Agent にアップグレードする前に、NBUP
サーバーおよびクライアントのアップグレードを検討してください.
この方法では、現在 NBUP クライアントが実行されているデスクトップコンピュータに Desktop Agent がインスト
ールされます.Desktop Agent のインストール時に NBUP クライアントを削除することも、NBUP クライアントを削
除せずに両方のアプリケーションを同時に実行することもできます.この 2 つのオプションは、個別のアップグレー
ドとして NBUP コンソールに表示されるため、一部のプロファイルから NBUP を削除して、それ以外のプロファイ
ルでは NBUP の実行を継続することができます.
NBUP から DLO にアップグレードするには、Desktop Agent インストールセットに同梱されている、次の 2 つの追
加コンポーネントが必要です.

•

DLO Client (Remove NBUP).VPK ファイル.システムを DLO にアップグレードし、同時に NBUP を削除するた
めの手順および実行ファイルが含まれます.

•

DLO Client (Leave NBUP).VPK ファイル.システムを DLO にアップグレードし、NBUP を削除せずに残すため
の手順および実行ファイルが含まれます.この場合、NBUP がアップグレードされたことがわかるように、バー
ジョン番号が加算されます.

ライセンスキーの変更
ライセンスキーを変更するには
オプション１
１

メインメニューで、ヘルプを選択＞Symantec Desktop and Laptop Option について
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２

ライセンスキー変更をクリック

３

DLO ライセンスキーを入力

４

変更をクリック

オプション２
１

メインメニューで、ヘルプを選択＞ライセンスキー変更

２

DLO ライセンスキーを入力

３

変更をクリック

Desktop Agent の MDAC のバージョンサポート
DLO では、バージョン 2.7 および 2.8 の Microsoft Data Access Components (MDAC) がサポートされていますが、
MDAC がインストールされていない場合、Desktop Agent のインストール時に MDAC 2.8 がデフォルトでインスト
ールされます.MDAC 2.8 のインストールでは再起動が必要になる場合があるため、コンピュータ管理者がインスト
ール処理を完了する必要があります.MDAC 2.8 のインストール後、管理者以外のユーザーが最初にログオンすると、
多数のエラーが発生します.MDAC 2.7 がすでにインストールされている場合は、後述の手順 3 で作成する Upgrades
フォルダ内の package.ini ファイルを修正し、MDAC 2.7 が使用されるように設定することで、このエラーを回避で
きます.package.ini ファイルの DefaultRuleXML 行に、REQUIREDMDACVERSION="2.7" を追加してください.
例:
DefaultRuleXML=<MSIPropertiesAppend>TRANSFORMS="%%%%LANG_FILE%%%%" REBOOT=ReallySuppress
LAUNCHCLIENT="0" REQUIREDMDACVERSION="2.7"
</MSIPropertiesAppend><MSIPropertiesFile>setup.ini</MSIPropertiesFile>
NetBackup Professional から DLO にアップグレードする方法
1.

テクニカルサポートに問い合わせて、NBUP から Desktop Agent へのアップグレードに必要なファイルを
入手します.DLOAgent_LeaveNBP.vpk および DLOAgent_RemoveNBP.vpk の 2 つのファイルが必要です.

2.

NBUP サーバー、または NBUP コンソールがインストールされている任意のコンピュータから、適切なフ
ァイル (DLO Client (leave NBUP).vpk または DLO Client (remove NBUP).vpk) を実行します.これによって、
アップグレードパッケージが NBUP サーバーにアップロードされます.さまざまなプロファイルで選択でき
る NBUP オプションに対して削除する処理と削除しない処理の両方を行う場合は、もう一方の vpk ファイ
ルに対してもこの手順を繰り返します.

3.

DLOAgent という名前のフォルダを C:¥Program Files¥Veritas Symantec

Professional¥Upgrades に作成します.デフォルト以外の場所に NBUP をインストールしている場合
は、適切な場所にこのフォルダを作成します.
4.

DLO 管理サーバー上の DLOAgent 共有の内容全体を、NBUP サーバー上の DLOAgent フォルダにコピーし
ます.

5.

NBUP コンソールを起動します.

6.

プロファイルのプロパティを開いて［アップグレード］タブを選択します.適切なアップグレード
(Symantec Professional を残すか、または削除するか) を選択し、［このアップグレードを有効にする］チ
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ェックボックスをオンにして、選択したアップグレードを有効にします.アップグレードに必要な他のオプ
ションを選択します.
7.

DLO にアップグレードする各 NBUP プロファイルに対して、手順 6 を繰り返します.

8.

NBUP の通常のアップグレード手順 (コンソールの［今すぐアップグレードを確認］またはクライアントの
［更新］) に従います.詳しくは『Symantec Professional Administrator's Guide』を参照してください.
Desktop Agent が正常にインストールされると、NBUP 管理コンソールの NBUP バージョン番号は、
9.1.0.0 (NetBackup Professional を削除せずに残しているコンピュータの場合) または 0.0.0.1 (Symantec
Professional を削除したコンピュータの場合) に変更されます.。

リモートＳＱＬサーバーの DLO データベース更新
現行のインストレーションが DLO 6.1 MP4,DLO 6.1 MP5 / MP5A または DLO 6.2 で DLO データベースがリモート
ＳＱＬサーバーにインストールされている場合は次の手順で DLO データベースをアップグレードしてください。
１

データベースマシンの古いバージョンの DLO データベースコンポーネントをアンインストールする前に、新し

いユーティリティ DLODBRegcreateU.exe（x86/x64 バージョンで可能）の正しいバージョンが実行されているか確
認してください。DLODBRegcreateU.exe が登録キーバリュー（ストリング）を作成します。

注：DLODBRegcreateU.exe ユーティリティーを実行するには管理者の権利が必要です。

２

次に DLO 管理者サーバーと DLO データベースコンポーネントをアンインストールしてください。

３

インストレーション中にリモート DLO データベースインストレーションオプションをつかって Symantec DLO

をアップグレードしてください。
BackupExec (BE)-DLO 移行
Symantec DLO 7.0 は BackupExec (BE)-DLO と NetBackup (NBU)-DLO を統合した独立バージョンです。 新しいバ
ージョンの BE（BE2012）は DLO をオプショナルプラグインとして含んでいないので、 BE-DLO ユーザーはシステ
ムに Symantec DLO 7.0 をインストールする必要があります。
この項では BE-DLO から Symantec DLO 7.0 へ移行させる手順を説明します。
必要条件
BackupExec (BE)利用者は BE-DLO をインストールし BE-DLO を有効にしている必要があります。
単独 BE-DLO から Symantec DLO への移行
この項ではすべてのコンポーネントが同じマシンで起動している場合の移行手順を説明します。
注：移行中、BE SQL データベースインスタンス（“ＸＹＺ”）、ローカル SQL データベースインスタンス、
Symantec DLO から送られたローカル SQL データベースインスタンス、その他すでに存在する SQL データベース
インスタンスのいずれも選択することができます。移行後は DLO を BE コンソールから起動することはできません。
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BE-DLO から Symantec DLO への移行
１

DLO 7.0 setup.exe を BE-DLO をインストールしたマシンで実行し、インストレーションウィザードを始動しま

す。
図１－２
２

移行が完了したら BE-DLO のクリーンアップが始まります。ＯＫをクリック。

図１-３
３

クリーンアップメッセージ

次のメッセージが表示されます。

図１－４
４

インストレーションウィザード

クリーンアップ実行中

BE-DLO のクリーンアップが完了したら、Symantec DLO 管理コンソールを起動します。

Symantec DLO 管理サーバー移行が完了したら移行前に作成されたすべてのデータが残っているか確認してくださ
い。

BE-DLO エージェントから Symantec DLO への移行
次の方法のうち一つを使って BE-DLO エージェントから Symantec DLO に移行させることができます。
オプション１
ツールから、リモートコンピューターのエージェントとメンテナンスサービスインストールを選択、またはリモート
マシンを DLO 管理サーバーがインストールされているところにアクセスし setup.exe を実行する。詳しくは 26 ペ
ージのデスクエージェントプッシュインストールと DLO メンテナンスサーバープッシュインストールの項を参照。
図１－５

リモートコンピューターのエージェントとメンテナンスサービスインストールオプション

オプション２
リモートデスクトップ接続を使って、リモートマシンを DLO エージェントがインストールされているところにアク
セスし、DLO エージェントフォルダー内で setup.exe を実行する。
C:\Program Files\Symantec\Symantec DLO\DLO Agent\setup.exe
注：BE-DLO エージェントが Symantec DLO に移行する前でプロファイル変更に反応しない場合は BE-DLO エージ
ェントを Symantec DLO エージェントに更新する。
DLOcommandu.exe CLI オプションをつかって BE-DLO エージェントから Symantec

DLO エージェントに移行さ

せるには以下のコマンドをこの順に実行してください。
DLOcommandu.exe-ChangeDB を実行。168 ページの”ChangeDB コマンド”の項を参照
DLOcommandu.exe-Update-add を実行。174 ページの”Update コマンド”の項を参照
DLOcommandu.exe-Update-publish を実行。174 ページの”Update DB コマンド”の項を参照
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分散型コンフィギュレーションの BE-DLO から Symantec DLO への移行
分散型コンフィギュレーションの BE-DLO から Symantec DLO への移行するには
１

BE-DLO がインストールされたマシンで DLO 7.0 setup.exe を実行し、インストレーションウィザードを始動す

る。
２

データベースの選択を指示されたら、リモート DLO データベースインストレーションを選択する。

３

IP アドレスまたは BE-DLO BE-DLO がデータベースがインストールされたマシン名を入力する。

図

１－６

リモート DLO データベースインストレーションオプション

注：BE をインストールしているときでもこのマシンをリモートデータベース（DB）として選択してください。そう
でなければこの移行プロセスは完了できません。
４

移行が完了したら BE-DLO のクリーンアップが始まります。

５

BE-DLO のクリーンアップが完了したら、DLO 管理コンソールを起動します。

Symantec DLO 管理サーバーの移行が完了したら、移行前に作成されたすべてのデータが残っているか確認してく
ださい。
BE-DLO をクラスター環境で Symantec DLO へ移行
BE-DLO をクラスター環境で Symantec DLO 7.0 へ移行するには
１

Clusconfig.exe を実行して BE-DLO クラスターコンフィグレーションのクラスター解除をする。
このユーティリティーはインストレーションディレクトリーの c:\Program Files\Symantec\Symantec
DLO\Clusconfig.exe にあります。

注：必ずプロセスを完了してください、そうでなければ Symantec DLO のインストレーションは失敗し、以下のエ
ラーメッセージが表示されます。“Backup Exec DLO コンソールがクラスター状態なので同じマシンに Symantec
DLO はインストールできません。
２

クラスター解除の際は必ず元のインストールパスで共有ディスクロケーション（DLO データべースファイルが

ホストされている場所）に格納されたデータを上書きするデータベースを選択してください（デフォルト
c:\Program Files\Symantec \Bakup Exec\Data）。
注：ウィザードを使ってクラスター解除を行う最に、ポップアップダイアログが二つ表示されます。
共有ディスクのデータを削除するか確認
ローカルノードでデータを有効にするか確認
両方の場合にはいをクリックしてください。
これでデータベースファイルが元のインストールパスにコピーされてもどります。
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３

データベースを選択しない場合は BE_DLO.mdf と BE_DLO.ldf ファイルを共有ディスクフォルダーから

Symantec DLO がインストールされている新しいロケーションにマニュアルでコピーしてください。C:\Program
Files\Symantec\Symantec DLO \data.
４

Symantec DLO を続行します。

５

インストレーションが完了したら BE が発行する Clusconfig.exe を実行して BE 環境を再設定してください。

6.

Symantec DLO が発行する DLOClusconfig.exe を実行して Symantec DLO クラスター環境を設定してください。

実行可能ファイルは C:\Program Files\Symantec\Symantec DLO\DLOClusconfig.exe にあります。
詳しくは 160 ページの“マイクロソフトクラスターサーバーで DLO を設定“の項を参照してください。

クラスター環境で BE-DLO エージェントを Symantec DLO に移行
ツールより”リモートコンピューターにエージェント・メンテナンスサービスをインストール”を選択するか、バーチ
ャルホストネームのネットワークシェアベースにアクセスして setup.exe を実行する。詳しくは 26 ページの“デスク
トップエージェントをプッシュインストール、DLO メンテナンスサーバーをインストール”の項を参照してください。

DLO 管理コンソールの使用方法
DLO を起動すると、Symantec DLO 管理コンソールが表示されます.管理コンソールから、DLO を設定し、デスク
トップでのバックアップ操作およびリストア操作を管理できます.
関連トピック:
DLO の設定
DLO データ格納場所について
DLO プロファイルについて
自動ユーザー割り当てについて
Desktop Agent ユーザーの管理

タスクメニューの表示
タスクメニューが有効になっている場合は、このメニューが DLO 管理コンソールの左側に表示されます.タスクメニ
ューからの操作が可能で、実行可能な操作は選択した表示によって異なります.
タスクメニューを表示する方法

•

表示メニューで［タスクメニュー］がチェックされていることを確認します.チェックされていない場合は［タ
スクメニュー］を選択します.

DLO の［概要］ビューの使用
DLO の［概要］ビューには、［はじめに］ビューと［システムの概略］の 2 つのオプションがあります.
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［はじめに］ビュー
［はじめに］ビューには、DLO の設定および管理に役立つ便利なリンクが表示されます.このページから、次のタス
クを簡単に実行したり、これらのタスクに関連するヘルプにアクセスできます.

•

プロファイルの作成

•

Desktop Agent の配備

•

データ格納場所の作成

•

ユーザー設定およびデフォルトの設定

•

自動ユーザー割り当ての作成

•

アラートと通知の管理

•

ユーザーの追加

•

レポートの実行

［はじめに］ビューにアクセスする方法
1.

DLO ナビゲーションバーの［概要］をクリックします.

2.

［はじめに］タブをクリックします.

システムの概略
［システムの概略］概要では、DLO 管理者は、デスクトップでのバックアップの現在の状態、サーバー状態および
アラートの簡単な概略を確認できます.
DLO のシステムの概略にアクセスする方法
1.

DLO ナビゲーションバーの［概要］をクリックします.

2.

［システムの概略］タブをクリックします.

［システムの概略］概要で確認できる情報は次のとおりです

システムの概略
項目

説明

デスクトップコンピュータの状態の概略
最後のバ
ックアッ
プの結果

DLO が保護しているコンピュータで実行された前回のジョブに関する完了状態の概略が表示されます.前
回のジョブが成功またはエラーや警告を発生した状態で完了したコンピュータ、または前回のジョブがキ
ャンセルされたコンピュータの数の合計が表示されます.

•

エラー: 前回のジョブは完了しましたが、エラーが発生しました.

•

警告: 前回のジョブは完了しましたが、警告が発生しました.

•

キャンセル: ジョブの実行中に、ユーザーによってキャンセルされたか、または更新されました.
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•

成功: 警告やエラーが発生することなく正常に完了し、またジョブの実行中にユーザーによってキャ
ンセルまたは更新が行われませんでした.

注意： エラーは警告よりも優先されます.エラーと警告の両方が発生した場合、最後のバックア
ップの結果は［エラー］と表示されます.

DLO 管理者が要求したリストアジョブで、未実行のジョブを一覧表示します.

保留中の
ジョブ

アラートの概略
DLO 管理者がまだクリアしておらず、アラートグルーミングプロセスによってまだ削除されていないア

アクティ

ラートを一覧表示します.

ブアラー
ト

サーバーの概略
各 DLO サーバーの状態を一覧表示します.

サーバー

表示される状態は［実行中］または［停止］です.

状態

DLO が保護しているデスクトップの数と、インストールされている Desktop Agent ユーザーの合計数を

サーバー

一覧表示します.複数のユーザーが DLO を使用して複数のコンピュータを保護している場合は、これらの

の稼動状
況

数が一致しない場合があります.ユーザーの合計数には、オンラインとオフラインの両方のユーザーが含
まれます.

別の DLO 管理サーバーでの DLO への接続
別の DLO 管理サーバーで DLO に接続するには、ユーザーアカウントが DLO 管理サーバーに対して完全な管理者権
限を持っているドメインアカウントである必要があります.
DLO 管理サーバーで DLO に接続する方法
1.

DLO 管理コンソールのネットワークメニューで［DLO 管理サーバーに接続］をクリックします.

2.

必要なオプションを設定します.
DLO 管理サーバーに接続］ダイアログボックスのオプション
項目
サーバ

説明
接続する DLO 管理サーバーの名前を入力するか、またはドロップダウンメニューか
ら DLO 管理サーバーを選択します.
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ー
ログオン情報
ユーザ
ー名
パスワ

DLO 管理サーバーへの管理者アクセス権のあるアカウントのユーザー名を入力しま
す.
このアカウントのパスワードを入力します.

ード
ドメイ

このアカウントのドメインを入力します.

ン

3.

［OK］をクリックします.

関連トピック:
管理者アカウントについて

DLO 管理サーバーを VMware ESX 4.0 で使用
DLO は VMwareESX サーバー 4.x で 管理サーバーと DLO データベースを サポートします。Symantec は実際のシ
ステムにメンテナンスサーバーをインストールすることを推奨します。
VMware にメンテナンスサーバーをインストールするとパフォーマンスに問題が生じることがあります。
パフォーマンスを最大限にするために Symantec は次のうちどちらかの場所にメンテナンスサーバーをおくことを推
奨します。
＊

ファイルサーバーと同じコンピューター

＊

ファイルサーバーと同じネットワーク

Symantec はデータ格納場所は実際のシステムの中を推奨し、VMware 環境の中は推奨しません。 VMware の中に格
納庫を置くことによってパフォーマンスに問題が生じることがあります。データ移行やレポートなど集中して入出力
動作がある場合などは通常より長くかかる場合があります。
バーチャル環境がすべてのハードウェアの必要条件をみたし、 VMware が推奨する詳細を満たしていることを確認
してください。 VMware がサポートしていないハードウェアは未知の問題を引き起こすことがあります。
たとえば バーチャルマシンハードウェアが VMware をサポートしない場合 DLO は正常に機能しないことがありま
す。サポートする設定情報については VMware 書類を参照してください。

DLO の設定
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DLO を使用してユーザーデータをバックアップするには、次の順序でオプションを設定する必要があります.
1.

プロファイルを作成します.このプロファイルを使用して、バックアップするファイル、ファイルのバック
アップ時期およびデスクトップユーザーが Desktop Agent と対話するレベルを決定します.
詳しくは DLO プロファイルについてを参照してください.

2.

ユーザーデータをネットワーク上のどこに保存するかを決定します.DLO では、デスクトップユーザーごと
に個別のユーザーデータフォルダをネットワークに確保する必要があります.データ格納場所を使用すると、
新規の Desktop Agent ユーザーごとにネットワークユーザーデータフォルダが自動的に作成されます.各ユ
ーザーのネットワークデータストレージフォルダがすでに存在する場合は、これらを個別に DLO に追加す
ることも、複数のユーザーがリストを使用して一度にインポートすることもできます.
詳しくは DLO データ格納場所についておよび Desktop Agent ユーザーの管理を参照してください.

3.

自動ユーザー割り当てを作成してデータ格納場所とプロファイルを新しいユーザーに自動的に割り当てるか、
新しいユーザーを手動で設定します.
詳しくは 自動ユーザー割り当てについてを参照してください.

DLO を設定するには、Desktop and Laptop 設定ウィザード (DLO 設定ウィザード) を使用するか、オプションを手
動で設定します.DLO 設定ウィザードは、DLO を正しい順序で設定するための一連のウィザードです.
設定ウィザードは、［起動時に常にこのウィザードを表示する］チェックボックスをオフにしない限り、DLO 管理
コンソールの起動時に表示されます.設定ウィザードは、次の方法でアクセスすることもできます.
設定ウィザードにアクセスする方法
1.

DLO ナビゲーションバーの［セットアップ］をクリックします.

2.

タスクペインの［はじめに］の下にある［DLO の設定 (ウィザード使用)］を選択します.

3.

DLO 管理コンソールを起動するたびに設定ウィザードを表示させるには、［起動時に常にこのウィザード
を表示する］を選択します.

関連トピック:
DLO プロファイルについて
DLO データ格納場所について
自動ユーザー割り当てについて
Desktop Agent ユーザーの管理

DLO プロファイルについて
プロファイルを使用して、特定の類似したユーザーグループの設定をカスタマイズします.たとえば、高度な技術知
識を習得しているユーザーのグループがバックアップ選択項目やスケジュールを修正する機能を必要とする一方で、
技術的な知識を十分に習得していないユーザーは完全に自動化されたバックアップサービスを必要とする場合などで
す.プロファイルでは、次の内容を設定できます.

49

DLO の更新

•

バックアップファイルおよびフォルダの選択項目.

•

デスクトップおよびネットワークのユーザーデータフォルダの格納制限.

•

バックアップスケジュール.

•

デスクトップユーザーが Desktop Agent と対話するレベル.

•

ログオプション.

•

ネットワーク帯域幅の使用率.

各ユーザーがプロファイルに割り当てられている唯一のユーザーでない限り、DLO 管理コンソールで個別の
Desktop Agent ユーザーの設定を修正することはできません.ただし、Desktop Agent ユーザーに各自の設定を修正で
きる権限を付与することはできます.

新しいプロファイルの作成
デスクトップユーザーの特定の要件を満たしたり、既存の IT 環境をサポートするために、新しいプロファイルを作
成することができます.
新しいプロファイルを作成する方法
1.

DLO ナビゲーションバーの［セットアップ］をクリックします.

2.

［設定］ペインで、［プロファイル］をクリックします.

3.

タスクペインの［タスクの設定］の下にある［新規プロファイル］をクリックします.

4.

［新規プロファイル］ダイアログボックスの［一般］タブをクリックします.

5.

必要なオプションを設定します

新規プロファイル］ダイアログボックスの［一般］タブ

項目
プロファイル
名
説明
このプロファ
イルを有効に

説明
新たに作成するプロファイルの名前を入力します.プロファイル名には次の文字は使用でき
ません: ¥"@#$%^&*()=+|/{}[]'
プロファイルの説明を入力します.
プロファイルを無効にするには、このチェックボックスをオフにします.デフォルトでは、
プロファイルは有効になっています.

する
ユーザー帯域幅設定
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帯域幅を制限
する (KB/秒)

DLO によるデータ転送速度の帯域幅を制限して、バックアップ速度と、ローカルコンピュ
ータ、ネットワークおよびサーバーに対するバックアップの影響を管理できます.デフォル
トの制限は、バックアップの影響を最小限に抑えるように控えめに設定されていますが、こ
の値の設定には、ネットワーク速度、接続の種類、バックアップされるデータの量、DLO
にバックアップされるコンピュータの合計数など、多くの要因が関与します.
コンピュータパフォーマンスに対して影響がないのに DLO によるデータ転送速度が遅い場
合は、より大きい帯域幅を設定するとパフォーマンスが向上します.コンピュータパフォー
マンスがバックアップ中に著しく低下する場合は、より小さい値を設定すればコンピュータ
パフォーマンスに対するバックアップの影響が減少しますが、バックアップにかかる時間が
増加します.
データをネットワークユーザーデータフォルダに送信する速度を制御するには、［帯域幅を
制限する (KB/秒)］オプションを選択し、帯域幅の最大値を設定します.
データの転送速度を制限できるのは、データがデスクトップユーザーデータフォルダに書き
込まれるときではなく、ネットワークユーザーデータフォルダに書き込まれるときのみで
す.データの転送速度は、Outlook PST ファイルまたは Lotus Notes NSF ファイルの増分バ
ックアップの実行中には制限されません.

他のプログラ
ムに帯域幅を
優先させる

デスクトップコンピュータ上の他のアプリケーションがデータを転送している最中に、ネッ
トワーク上での DLO によるデータ転送を少なくすることができます.他のアプリケーション
がこのリソースを使用しなくなると、DLO によるデータ転送率は自動的に通常に戻ります.
［他のプログラムに帯域幅を優先させる］オプションでは、デスクトップコンピュータのネ
ットワークトラフィックが監視されます.DLO トラフィックが現在の合計トラフィック量の
90 % を超える場合、DLO は抑制されません.DLO トラフィックがデスクトップの合計ネッ
トワークトラフィック量の 90 % を下回り、合計トラフィック量が接続の最大トラフィック
量の 60 % を超える場合、DLO は、接続の未使用帯域幅のみを使用するように抑制されま
す.たとえば、合計使用率が 70 % である場合、DLO は最大の 30 % に抑制されます.
注意： ネットワークを多く利用する他のアプリケーションを同時に実行する場合、こ
のオプションを選択すると、システムのパフォーマンスが向上します.データの転送速度を
制限できるのは、データがデスクトップユーザーデータフォルダに書き込まれるときではな
く、ネットワークユーザーデータフォルダに書き込まれるときのみです.

ストレージの制限
ネットワーク
ユーザーデー

DLO バックアップファイルが使用するネットワーク上のディスク容量を制限します.使用す
るディスク容量を入力します.

タフォルダを
制限 (MB)
デスクトップ

デスクトップユーザーデータフォルダの使用を有効にします.
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ユーザーデー ［デスクトップユーザーデータフォルダを有効にする］を選択した場合、ファイルはデスク
タフォルダを トップユーザーデータフォルダにコピーされ、その後、デスクトップユーザーデータフォル
有効にする

ダからネットワークユーザーデータフォルダにコピーされます.これは、DLO がデスクトッ
プユーザーデータフォルダで 1 つもリビジョンを保持しないように設定されている場合でも
同様です.
［デスクトップユーザーデータフォルダを有効にする］を選択していない場合、ファイルは
元の場所からネットワークユーザーデータフォルダに直接コピーされます.
デスクトップユーザーデータフォルダを有効にした場合の利点は次のとおりです.

•

リビジョンがネットワークだけでなくローカルコンピュータでも保存されるため、オフ
ラインで保護されます.

•

ローカルコンピュータではネットワークよりも高速にファイルが保存されるため、ファ
イルをバックアップのために開いている時間が短縮されます.

デスクトップユーザーデータフォルダを無効にした場合の利点は次のとおりです.

•

ローカルにリビジョンを保存する必要がない場合、このオプションによって、バックア
ップファイルがデスクトップユーザーデータフォルダに保存されないようにできます.
バックアップ選択項目で、特定の数のリビジョンがローカルに保存されるように指定し
ている場合でも、リビジョンはデスクトップユーザーデータフォルダに保存されませ
ん.

•

ディスク容量が制限されているデスクトップユーザーでも、パフォーマンスが低下しま
せん.

•

DLO 管理者がデスクトップユーザーデータフォルダを無効にした場合や、このフォル
ダに保持されるリビジョンの数が 0 (ゼロ) に設定されている場合でも、デスクトップユ
ーザーデータフォルダには空のプレースホルダが作成されます.このプレースホルダ
は、デスクトップユーザーデータフォルダに表示されますが、データは格納されませ
ん.このプレースホルダは、バックアップされネットワークユーザーデータフォルダに
保存されたファイルおよびフォルダを指します.

デスクトップ

DLO バックアップファイルが使用するディスク容量を制限します.

ユーザーデー 全ディスク容量に対する割合 (%)
タフォルダを
制限

バックアップファイルをデスクトップユーザーデータフォルダに保存するために使用するデ
ィスク容量をローカルドライブの割合に制限するには、このオプションを選択してパーセン
ト値を入力します.
サイズ (MB)
デスクトップユーザーデータフォルダを特定の最大値に制限するには、このオプションを選
択してサイズ (MB) を入力します.
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注意： デスクトップユーザーデータフォルダが利用可能なディスク容量を制限するこ
とによってデスクトップのハードディスクのオーバーロードを回避できますが、デスクトッ
プユーザーデータフォルダの容量の制限を超えた場合、バックアップが失敗します.

6.

［バックアップ選択項目］タブで、このプロファイルのユーザーに適用するバックアップ選択項目をクリッ
クします.
プロファイルのバックアップ選択項目は、このダイアログボックスから追加、修正および削除できます.新
しいバックアップ選択項目を作成すると、そのバックアップ選択項目はすべてのプロファイルで選択できる
ようになります.1 つのプロファイルでバックアップ選択項目を変更すると、そのバックアップ選択項目を
使用しているその他すべてのプロファイルでも変更されます.同様に、バックアップ選択項目を削除すると、
そのバックアップ選択項目を使用しているすべてのプロファイルでも削除されます.詳しくは バックアップ
選択項目についてを参照してください.

7.

［ユーザー設定］タブで、必要なオプションを選択します.

注意： ユーザーが次のいずれかの設定を変更できる場合、新しい設定はそのユーザーにのみ適用され、
同じプロファイルに割り当てられている他のユーザーには適用されません.

新規プロファイル］ダイアログボックスの［ユーザー設定］タブ

項目
Desktop Agent の表示設定

説明
次のオプションのいずれかを選択し、デスクトップユーザーが Desktop
Agent と対話するレベルを決定します.

•

すべてのインターフェースを表示: デスクトップユーザーが Desktop
Agent オプションのすべてにアクセスできるようにするには、このオ
プションを選択します.

•

状態のみ表示: デスクトップユーザーがバックアップジョブの状態を
表示できるようにするには、このオプションを選択します.このオプシ
ョンを選択しても、デスクトップユーザーは Desktop Agent の設定を
変更したり、状態以外のオプションにアクセスすることはできません.
デスクトップユーザーは、システムトレーアイコンを右クリックする
と、状態の表示またはプログラムの終了を選択できます.

•

システムトレーアイコンのみ表示: 画面右下のシステムトレーに
Desktop Agent のアイコンを表示するには、このオプションを選択し
ます.
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デスクトップユーザーは、システムトレーアイコンを右クリックして
プログラムを終了できます.

•

何も表示しない: Desktop Agent をバックグラウンドで実行するに
は、このオプションを選択します.デスクトップユーザーが Desktop
Agent を表示することはできません.

ユーザーに許可する操作

デスクトップユーザーが設定できる Desktop Agent の機能を次のオプショ
ンから選択します.これらのオプションは、前述の［すべてのインターフェ
ースを表示］を選択した場合にのみ選択できます.

データのリストア

このオプションを選択すると、このプロファイルのユーザーは、バックア
ップファイルをリストアすることができます.
詳しくは Desktop Agent によるファイルのリストアを参照してください.

ユーザー定義のバックアップ選 このプロファイルのユーザーが、バックアップ選択項目を作成および修正
択項目の追加

できるようにします.このオプションを選択しても、ユーザーは、DLO 管
理者がプロファイルで作成したバックアップ選択項目を修正することはで
きません.
注意： このオプションを選択すると、ユーザーは、プロファイルバ
ックアップ選択項目から除外されたフォルダをバックアップするバックア
ップ選択項目を追加できます.プロファイルのユーザーが特定のフォルダを
バックアップできないように設定するには、このオプションのチェックマ
ークを外します.
詳しくは バックアップ選択項目について、標準表示でのバックアップ選択
項目の修正または 詳細表示でのバックアップ選択項目の修正を参照してく
ださい.

プロファイルバックアップ選択 このプロファイルのユーザーが、DLO 管理者がプロファイルで作成した
項目の修正

バックアップ選択項目を修正できるようにします.詳しくは バックアップ
選択項目についてまたは 詳細表示でのバックアップ選択項目の修正を参照
してください.

バックアップ選択項目のリビジ このプロファイルのユーザーが、リビジョンポリシーの設定を修正できる
ョンポリシーの設定をカスタマ ようにします.このオプションにチェックマークが付いていない場合、ユー
イズ

ザーは設定を変更できません.詳しくは ［バックアップ選択項目］ダイア
ログボックスの［リビジョン管理］タブを参照してください.

バックアップ選択項目の暗号化 このプロファイルのユーザーが、バックアップファイルの暗号化をオンま
設定の変更

たはオフにすることができるようにします.詳しくは ［バックアップ選択
項目］ダイアログボックスの［オプション］タブを参照してください.

バックアップ選択項目の圧縮設 このプロファイルのユーザーが、バックアップファイルの圧縮をオンまた
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定の変更

はオフにすることができるようにします.詳しくは ［バックアップ選択項
目］ダイアログボックスの［オプション］タブを参照してください.

プロファイルのログ設定をカス このプロファイルのユーザーが、プロファイルのログ設定をカスタマイズ
タマイズ

できるようにします.
詳しくは オプションの変更を参照してください.

プロファイルの電子メール設定 このプロファイルのユーザーが、プロファイルのメール設定をカスタマイ
をカスタマイズ

ズできるようにします.詳しくは オプションの変更を参照してください.

ローカルユーザーデータフォル このプロファイルのユーザーが、ローカルユーザーデータフォルダを新し
ダを移動

い場所に移動できるようにします.詳しくは デスクトップユーザーデータ
フォルダの移動を参照してください.

グルーミングポリシーの設定の このプロファイルのユーザーが、グルーミング設定をカスタマイズできる
変更

ようにします.
詳しくは オプションの変更を参照してください.

ファイルの同期

このプロファイルのユーザーが、Desktop Agent を実行しているすべての
コンピュータのデータを同期させることができるようにします.
詳しくは デスクトップユーザーデータの同期を参照してください.

ローカルディスククォータのカ このプロファイルのユーザーが、バックアップファイルをデスクトップユ
スタマイズ

ーザーデータフォルダに保存するために使用できるディスク容量を制限で
きるようにします.
詳しくは オプションの変更を参照してください.

バックアップスケジュールの修 このプロファイルのユーザーが、ファイルをバックアップするタイミング
正

を修正できるようにします.
詳しくは バックアップジョブのスケジュールの変更を参照してください.

接続ポリシーのカスタマイズ

このプロファイルのユーザーが、接続ベースのポリシーをカスタマイズで
きるようにします.
詳しくは 接続ポリシーのカスタマイズを参照してください.

スケジュール済み/手動のジョ

このプロファイルのユーザーが、スケジュール済みのジョブと手動で開始

ブのキャンセル

したジョブの両方をキャンセルできるようにします.スケジュール済みジョ
ブは、次のスケジュールの時刻に実行されます.手動のジョブは、手動で再
実行する必要があります.
詳しくは ジョブの一時停止またはキャンセルを参照してください.

ジョブの一時停止

このプロファイルのユーザーが、指定した時間の間、ジョブを一時停止で
きるようにします.詳しくは ジョブの一時停止またはキャンセルを参照し
てください.

Desktop Agent を無効にする

このプロファイルのユーザーが、トレーアイコンから Desktop Agent を無
効にすることができるようにします.また、無効にされている Desktop
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Agent を有効にすることもできます.
オフラインで作業

このプロファイルのユーザーが、Desktop Agent をオフラインモードに設
定できるようにします.詳しくは 接続状態の変更を参照してください.

DLO が使用する暗号化パスワ

認証に失敗した場合に、ユーザーがメディアサーバーまたはデータ格納場

ードの保存

所に自動的に認証されるようにするには、［DLO が使用する暗号化パス
ワードの保存］にチェックマークを付けます.デスクトップユーザーがロー
カルアカウントまたはクロスドメインアカウントを使用してログオンした
場合などに認証に失敗することがあります.このオプションのチェックマー
クを外したままにしておくと、DLO リソースへの認証にドメインクレデ
ンシャルが必要なアカウントを使用している場合、DLO が DLO リソース
への認証を行うたびにパスワードの入力を求められます.

エラーおよび警告を表示しない

ユーザーが Desktop Agent と通信していない場合にエラーおよび警告のメ
ッセージボックスが表示されないようにするには、このオプションにチェ
ックマークを付けます.

ユーザーがオフラインになった
場合、次の時間後に自動的にオ

ユーザーが Desktop Agent を手動でオフラインにした場合、自動的にオン
ラインに戻すまでの時間を入力します.

ンラインに戻す
ユーザーがジョブを一時停止し
た場合、または Agent を無効
にした場合、次の時間後に自動

ユーザーがジョブを一時停止した場合、または Desktop Agent を無効にし
た場合、ジョブを再開する、または Desktop Agent を有効にするまでの時
間を入力します.

的にジョブを再開する、または
Agent を有効にする

8.

［スケジュール］タブをクリックします.

9.

必要なオプションを設定します.

［新規プロファイル］ダイアログボックスの［スケジュール］タブ

項目

説明

バックアップの実行
ファイルの変
更時

ファイルを変更するたびに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
選択します.
NTFS ドライブの場合は、ファイルを変更するたびに自動的にバックアップが実行されま
す.FAT ドライブの場合は、［変更ファイルのバックアップ間隔］フィールドでバックア
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ップ間隔を入力する必要があります.
スケジュール

スケジュールに従ってファイルがバックアップされるようにするには、このオプションを
選択します.
デフォルトを変更するには、［スケジュールを編集］をクリックします.バックアップスケ
ジュールは、手順 10 で設定します.

手動

Desktop Agent ユーザーがこのバックアップジョブを任意のタイミングで開始することを
許可する場合は、このオプションを選択します.

ログアウト/再起動/シャットダウンオプション
ジョブを実行
しない

バックアップが必要なファイルが存在する場合でもログアウト、再起動またはシャットダ
ウンを実行する場合は、ドロップダウンメニューから［ジョブを実行しない］を選択しま
す.
注意： ジョブがすでに実行中の場合、ジョブの完了時にログアウト、再起動または
シャットダウンを行うかどうかの確認が表示されます.

ジョブの実行
をユーザーに
確認

ログアウト、再起動またはシャットダウンを実行する前にバックアップを行うかどうかを
確認する場合は、ドロップダウンメニューから［ジョブの実行をユーザーに確認］を選択
します.
注意： ジョブがすでに実行中の場合、ログアウト、再起動またはシャットダウンを
続行するためにジョブをキャンセルするかどうかの確認が表示されます.

今すぐジョブ
を実行

ログアウト、再起動またはシャットダウンを実行する前に、確認のメッセージを表示せず
に待機中のファイルをバックアップする場合は、ドロップダウンメニューから［今すぐジ
ョブを実行］を選択します.
注意： ジョブがすでに実行中の場合、ログアウト、再起動またはシャットダウンを
続行するためにジョブをキャンセルするかどうかの確認が表示されます.

スケジュール
に従ってジョ
ブを実行

ログアウト、再起動またはシャットダウンを実行し、スケジュールに従ってバックアップ
を行う場合は、ドロップダウンメニューから［スケジュールに従ってジョブを実行］を選
択します.
注意： ジョブがすでに実行中の場合、ログアウト、再起動またはシャットダウンを
続行するためにジョブをキャンセルするかどうかの確認が表示されます.
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次のログオン
時にジョブを
実行

確認のメッセージを表示せずにログアウト、再起動またはシャットダウンを実行し、次回
のログオン時にジョブを実行する場合は、ドロップダウンメニューから［次のログオン時
にジョブを実行］を選択します.
注意： ジョブがすでに実行中の場合、ログアウト、再起動またはシャットダウンを
続行するためにジョブをキャンセルするかどうかの確認が表示されます.

10. 前の手順で［スケジュールを編集］を選択した場合は、必要なオプションを選択し、［OK］をクリックし
ます.

［バックアップスケジュール］ダイアログボックス

項目
実行する曜日

説明
ファイルをバックアップする曜日を選択します.

頻度
次の時間に 1 度

選択した日時に 1 回だけバックアップを実行するには、このオプションを選択します.

実行
次の間隔ごとに
実行
開始

終了

選択した日時に指定した時間間隔でバックアップを実行するには、このオプションを選
択します.
［次の間隔ごとに実行］を選択した場合は、バックアップを開始する時間間隔の開始時
刻を選択します.
［次の間隔ごとに実行］を選択した場合は、バックアップを開始する時間間隔の終了時
刻を選択します.
注意： このフィールドで指定した値が、バックアック実行期間の終了時刻となり
ます.その時点でバックアップが進行中の場合は、完了するまで継続して実行されます.

次の期間にわた
ってバックアッ
プジョブを開始

バックアップジョブを段階的に開始するには、このオプションを選択します.すべてのバ
ックアップジョブを指定の時刻に一度に開始するのではなく、指定の期間内で段階的に
開始するため、サーバーとネットワークに対する負荷がうまく分散されます.

11. ［オプション］タブをクリックします.
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12. 必要なオプションを設定します.

注意： ファイルのコピー、ファイルのグルーミング、エラー、警告などのイベントが DLO によって
ログに記録されます.DLO 管理コンソールでのアラートの監視で説明しているように、これらのイベントを
表示することができます.

新規プロファイル］ダイアログボックスの［オプション］タブ

項目

説明

ログファイルの保守
最低でも次の日数ログファイル
を保持

ログファイルを保持する最小日数を指定します.ログファイルは、少なく
とも指定した日数が経過するまでは削除されません.
注意： ログファイルは、合計サイズがすべてのログファイルの合計
サイズとして設定された値を超えるまで削除されません.

最低保持期間の経過後、全体の
サイズが次のサイズ (MB) を超
えた場合ログファイルを古い順
に削除

保持するすべてのログファイルの最大の合計サイズを入力します.この値
を超えると最も古いログファイルが削除されます.
注意： ［最低でも次の日数ログファイルを保持］設定に指定した日
数が経過したログファイルが存在しない場合、この項目で指定する MB
数を超えるログファイルが保存される可能性もあります.

ログオプション
グルーミングメッセージを記録

バックアップの情報メッセージ
を記録
警告メッセージを記録

グルーミング処理のログを作成するには、このチェックボックスをオン
にします.
すべてのバックアップ処理のログを作成するには、このチェックボック
スをオンにします.
警告が生成されたすべての処理のログを作成するには、このチェックボ
ックスをオンにします.

メールオプション
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Outlook PST ファイルのメッセ
ージレベルの増分バックアップ
を有効にする

Microsoft Outlook の個人用フォルダ (PST) ファイルの増分バックアップ
を有効にするには、このチェックボックスをオンにします.PST ファイル
を開いた状態でバックアップを行うには、増分バックアップが有効にな
っている必要があります.
このオプションが選択されていない場合、Outlook で設定されている
PST ファイルは、保存されるたびに完全バックアップが行われます.完全
バックアップは、通常、Outlook が閉じられたときに行われます.
Outlook PST ファイルの増分バックアップを行う場合、保持されるリビ
ジョンは、バックアップ選択項目内で設定されているリビジョンの数に
関係なく 1 つだけです.
注意： DLO で PST ファイルの増分バックアップを実行するには、
通常使用するメールアプリケーションに Microsoft Outlook が設定されて
いる必要があります.
注意： 同期ファイルの増分バックアップを行うことはできません.
詳しくは Outlook PST ファイルの増分バックアップを参照してくださ
い.

Outlook PST ファイルの VSS バ
ックアップを 30 分ごとに有効
にする

Lotus Notes 電子メールファイ
ルのメッセージレベルの増分バ
ックアップを有効にする

マイクロソフト Outlook パーソナルフォルダー（ PST） ファイルの VSS
バックアップを有効にする場合はこのチェックボックスを選択
注：この機能は 6.1MP5 か新しい DLO エージェントに適用される。

Lotus Notes 電子メールファイルの増分バックアップを有効にするには、
このチェックボックスをオンにします.追加の設定が必要となる場合があ
ります.Lotus Notes NSF ファイルの増分バックアップを参照してくださ
い.
Lotus Notes NSF ファイルの増分バックアップを行う場合、保持される
リビジョンは、バックアップ選択項目内で設定されているリビジョンの
数に関係なく 1 つだけです.

13. 特定の接続種類のバックアップを無効にしたり制限する場合は、［接続ポリシー］タブをクリックします.
14. ［追加］をクリックします.
15. 新しい接続ポリシーを作成および設定します.
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接続ポリシーの追加/編集

項目

説明

接続の種類
ダイヤルアップ接続

IP アドレス範囲

ダイヤルアップでの接続時にバックアップを制限したり無効にするには、ドロッ
プダウンメニューから［ダイヤルアップ接続］を選択します.
特定の IP アドレス範囲でバックアップを制限したり無効にするには、ドロップダ
ウンメニューから［IP アドレス範囲］を選択します.
指定した IP アドレス範囲内にあるコンピュータと範囲外にあるコンピュータのど
ちらに接続ポリシーを適用するかを指定します.
IPv6 または IPv4 を選択して、接続ポリシーの IP アドレス範囲を入力します.
注意： IPv6 アドレスは Windows XP 以上のオペレーティングシステムでの
みサポートされており、Windows 2000 で実行されている Desktop Agent の場合
は適用できません.Windows 2000 コンピュータの Desktop Agent の場合は、IPv4
アドレスを使用する接続ポリシーを追加することをお勧めします.

Active Directory

Active Directory の使用時にバックアップを制限したり無効にするには、ドロップ
ダウンメニューから［Active Directory］を選択します.［設定］を選択して、
Active Directory の設定を構成します.Active Directory の接続ポリシー設定の構成
については、接続ポリシーのカスタマイズを参照してください.

Desktop Agent の動作
ネットワークバックア
ップを無効にする

次のサイズを超えるフ
ァイルのネットワーク
バックアップを無効に

ネットワークユーザーデータフォルダへのバックアップを無効にするには、［ネ
ットワークバックアップを無効にする］を選択します.バックアップはデスクトッ
プユーザーデータフォルダで行われます.
接続の種類に基づいて、指定したサイズを超えるファイルのバックアップを無効
にするには、［次のサイズを超えるファイルのネットワークバックアップを無効
にする］を選択します.ファイルサイズを KB 単位で入力します.

する
ネットワーク帯域幅の
使用量を次の値に制限

ネットワーク帯域幅の使用量を、指定した値に制限するには、［ネットワーク帯
域幅の使用量を次の値に制限する］を選択して値 (KB/秒) を入力します.

する
スケジュールされた時

指定した期間のみ接続ポリシーを適用するには、［スケジュールされた時間帯に
従ってポリシーを実施する］にチェックマークを付けます.
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間帯に従ってポリシー

ポリシーを有効にする期間を設定するには、［スケジュール］をクリックします.

を実施する

スケジュールは、毎週または特定の日付範囲で実行するように設定できます.

16. ［OK］をクリックします.
関連トピック:
バックアップ選択項目について
DLO 管理コンソールでのアラートの監視
Desktop Agent の設定の変更

プロファイルのコピー
新しいプロファイルを作成する場合は、そのプロファイルに必要な設定と類似した設定を含む既存のプロファイルを
コピーして使用することができます.コピーしたプロファイルは、新しいデスクトップユーザーグループの要求に応
じて修正することができます.
プロファイルをコピーする方法
1.

DLO ナビゲーションバーの［セットアップ］をクリックします.

2.

［設定］ペインで、［プロファイル］をクリックします.

3.

コピーするプロファイルを右クリックします.

4.

［コピー］をクリックします.

5.

新しいプロファイルの名前を入力します.

6.

新しいプロファイルの説明を入力します.

7.

［OK］をクリックします.

プロファイルの修正
プロファイルは、ユーザーグループの変更の要求に応じて変更することができます.

注意： プロファイルを修正する場合、そのプロファイルのユーザーは、ジョブをキャンセルして設定をロード
し、バックアップエンジンを再起動してバックアップ選択項目ツリーをスキャンする必要があります.

プロファイルを修正する方法
1.

DLO ナビゲーションバーの［セットアップ］をクリックします.

2.

［設定］ペインで、［プロファイル］をクリックします.

3.

結果ペインで、修正するプロファイルを選択します.
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4.

タスクペインの［一般タスク］の下にある［プロパティ］をクリックします.

5.

必要に応じて、プロファイルのプロパティを修正します.

6.

［OK］をクリックします.

関連トピック:
新しいプロファイルの作成

バックアップ選択項目について
バックアップ選択項目を使用して、デスクトップでバックアップするファイルとフォルダを指定します.DLO 管理者
がプロファイル内で作成したバックアップ選択項目は、プロファイルバックアップ選択項目と呼ばれます.デスクト
ップユーザーも、必要な権限が DLO 管理者によって付与されている場合は、バックアップ選択項目を作成したり、
プロファイルバックアップ選択項目を修正することができます.
バックアップ選択項目は、各種要件を満たすために簡単にカスタマイズできます.各バックアップ選択項目では、次
の操作を実行できます.

•

バックアップ対象のパスを指定する

•

サブフォルダ、ファイルの種類または特定のフォルダのインクルードまたはエクスクルードを選択する

•

バックアップ選択項目内の各ファイルについて保持されるリビジョンの数、リビジョンの保存頻度、およびバッ
クアップファイルの保持期間を設定する

•

ファイルの変更部分のみを転送するようにバックアップ選択項目を設定する

•

送信および格納時にファイルを圧縮または暗号化する

•

ソースファイルが削除された後のバックアップファイルの保持期間を指定する

警告： デスクトップコンピュータおよびラップトップコンピュータのバックアップ選択項目を選択する際
には、ディスク容量を考慮していただくことを Symantec は強く推奨します。ローカルコピーが多数あると、
Desktop Agent ユーザーのコンピュータの空きディスク容量が不足する可能性があります.たとえば、ドライブ
全部をバックアップまたは同期するようなことは避けてください.

関連トピック:
デフォルトのバックアップ選択項目
プロファイルからのデフォルトのバックアップ選択項目の削除
バックアップ選択項目の追加
バックアップ選択項目の一般的なプロパティの定義
バックアップ選択項目内のファイルまたはフォルダのインクルードおよびエクスクルード
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リビジョン管理
バックアップ選択項目のオプションの設定
バックアップ選択項目での DLO マクロの使用
バックアップ選択項目の修正
バックアップ選択項目の削除

デフォルトのバックアップ選択項目
DLO は、デフォルトで一般的に使用されるファイルおよびフォルダをバックアップするように設定されています.バ
ックアップ選択項目を追加したり、デフォルトのバックアップ選択項目が使用されないように設定できます.デフォ
ルトのバックアップ選択項目は次のとおりです.

デフォルトのバックアップ選択項目

バックアップ選択項目

説明

マイドキュメント

［マイドキュメント］内のすべてのファイル

お気に入り

Internet Explorer の［お気に入り］

Outlook PST ファイル

デフォルトの場所の PST ファイル

デスクトップ

デスクトップ上のすべてのファイル

Notes ファイル (マルチユーザー)

マルチユーザーインストールの Lotus Notes データ

Notes アーカイブ (マルチユーザー)

マルチユーザーインストールの Lotus Notes アーカイブ

Notes ファイル (シングルユーザー)

シングルユーザーインストールの Lotus Notes データ

Notes アーカイブ (シングルユーザー)

シングルユーザーインストールの Lotus Notes アーカイブ

マイミュージック

マイミュージックのすべてのファイル

マイピクチャ

マイピクチャのすべてのファイル

マイビデオ

マイビデオのすべてのファイル

注意： デフォルトのバックアップ選択項目は、アプリケーションでデフォルトのパスが使用されていることを
前提としています.インストール時にカスタムパスを使用した場合、またはインストール後にパスを修正した場合は、
バックアップ選択項目が正しく動作するようにカスタマイズする必要があります.詳しくは バックアップ選択項目の
修正を参照してください.
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プロファイルからのデフォルトのバックアップ選択項目の削除
デフォルトのプロファイルバックアップ選択項目は、多くの DLO 環境で有効です.ただし、デフォルトのバックアッ
プ選択項目の削除または置換が必要となる場合もあります.
プロファイルからデフォルトのバックアップ選択項目を削除する方法
1.

DLO ナビゲーションバーの［セットアップ］をクリックします.

2.

［設定］ペインで、［プロファイル］をクリックします.

3.

結果ペインで、修正するプロファイルを選択します.

4.

タスクペインの［一般タスク］の下にある［プロパティ］をクリックします.

5.

［バックアップ選択項目］タブをクリックします.

6.

使用しないバックアップ選択項目の選択を解除します.

7.

［OK］をクリックします.

バックアップ選択項目の追加
プロファイルに新しいバックアップ選択項目を作成すると、そのプロファイルバックアップ選択項目はその他すべて
のプロファイルで選択できるようになります.
バックアップ選択項目を追加する方法
1.

DLO ナビゲーションバーの［セットアップ］をクリックします.

2.

［設定］ペインで、［プロファイル］をクリックします.

3.

結果ペインで、バックアップ選択項目を追加するプロファイルを選択します.

4.

タスクペインの［一般タスク］の下にある［プロパティ］をクリックします.

5.

［プロファイルのプロパティ］ダイアログボックスの［バックアップ選択項目］タブをクリックします.

6.

［追加］をクリックします.
ダイアログボックスが表示され、バックアップ対象のファイルまたはフォルダに対する NTFS 権限、また
は圧縮や暗号化などのディレクトリ属性をカスタマイズする場合は、これらのカスタマイズ内容はバックア
ップされないことが示されます.そのため、これらのカスタマイズ内容は、ファイルのリストア後に設定し
なおす必要があります.Microsoft Outlook の PST ファイルに対してパスワードを使用する場合は、PST フ
ァイルのリストア後にパスワードを設定しなおす必要があります.

7.

表示されるメッセージを確認し、［OK］をクリックします.

8.

次のいずれかを実行して、バックアップ選択項目のプロパティをカスタマイズします.

•

名前、説明、バックアップフォルダなどのバックアップ選択項目の一般的なプロパティを設定します
(バックアップ選択項目の一般的なプロパティの定義を参照).

•

バックアップ選択項目内の特定のファイルをインクルードまたはエクスクルードします (バックアップ
選択項目内のファイルまたはフォルダのインクルードおよびエクスクルードを参照).
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•

バックアップ選択項目のリビジョン管理を設定します (バックアップ選択項目のリビジョン管理の設定
を参照).

•

バックアップ選択項目の差分ファイルの転送、暗号化および圧縮オプションを設定します (バックアッ
プ選択項目のオプションの設定を参照).

9.

［OK］を 2 回クリックします.

バックアップ選択項目の一般的なプロパティの定義
バックアップ選択項目の作成時に、名前、説明およびバックアップ対象のパスを［バックアップ選択項目］ダイアロ
グボックスの［一般］タブで指定します.名前、説明およびバックアップパスは、バックアップ選択項目の作成後に
必要に応じて修正できます.
1.

2.

次のいずれかの手順に従って、［バックアップ選択項目］ダイアログボックスを開きます.

•

バックアップ選択項目の追加

•

バックアップ選択項目の修正

［バックアップ選択項目］ダイアログボックスの［一般］タブで、必要なオプションを選択します.

バックアップ選択項目］ダイアログボックスの［一般］タブ

項目
名前
説明

説明
バックアップ選択項目を説明するような名前を入力します.
バックアップ選択項目の説明を入力します.たとえば、バックアップ対象とするフォルダ、作成
したバックアップ選択項目の使用対象となるユーザーグループ、バックアップ選択項目の作成
目的などを入力します.

バックア
ップフォ
ルダ
フォルダ
名の入力

バックアップ選択項目に特定のフォルダを追加するには、このオプションを選択します.フォル
ダ名を含めてフォルダのパスを入力します.たとえば、ドライブ C に MyData という名前のフ
ォルダを追加するには、C:¥MyData と入力します.
注意： マクロを使用してバックアップ選択項目でバックアップされたフォルダを定義す
る方法については、バックアップ選択項目での DLO マクロの使用を参照してください.

定義済み

表示されたリストから定義済みのフォルダを選択するには、このオプションを選択します.
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のフォル
ダを選択

サブフォ
ルダを含

注意： 定義済みのフォルダを定義するために使用するマクロについては、バックアップ
選択項目での DLO マクロの使用を参照してください.

指定したディレクトリ内のすべてのサブフォルダもバックアップするには、このオプションを
選択します.デフォルトで、このオプションが選択されています.

む

3.

［OK］をクリックします.

バックアップ選択項目内のファイルまたはフォルダのインクルードおよびエクスクルード
各バックアップ選択項目は、すべてのファイルおよびフォルダをインクルードするか、または特定のファイルおよび
フォルダをインクルードまたはエクスクルードするように設定できます.また、ワイルドカードを使用して、特定の
ファイルの種類またはフォルダをインクルードまたはエクスクルードするように指定できます.
グローバルエクスクルードフィルタを使用して、すべてのユーザーに対するすべてのバックアップからファイルおよ
びフォルダをエクスクルードすることもできます.デフォルトでエクスクルードされるファイルの種類もあります.こ
のグローバルエクスクルードは、［グローバルエクスクルード］ダイアログボックスで表示または修正できます.
関連トピック:
DLO のデフォルト設定
グローバルエクスクルードフィルタの設定
バックアップ選択項目内のファイルまたはフォルダをインクルードまたはエクスクルードする方法
1.

2.

次のいずれかの手順に従って、［バックアップ選択項目］ダイアログボックスを開きます.

•

バックアップ選択項目の追加

•

バックアップ選択項目の修正

［バックアップ選択項目］ダイアログボックスの［インクルード/エクスクルード］タブで、必要なオプシ
ョンを選択します.

［バックアップ選択項目］ダイアログボックスの［インクルード/エクスクルード］タブ
項目
すべてのファ
イルの種類を

説明
このバックアップ選択項目にすべてのファイルの種類をインクルードす
るには、このオプションを選択します.

インクルード

67

DLO の更新

以下のリスト
の項目のみを
インクルード
またはエクス
クルード
3.

特定のファイルまたは特定のファイルの種類のみをバックアップ対象と
してインクルードまたはエクスクルードするには、このオプションを選
択します.このオプションを選択すると、ワイルドカードによるインクル
ードが追加され、エクスクルードに設定されていないすべてのファイル
がバックアップされます.

［インクルード/エクスクルード］リストにフィルタを追加するには、手順 2 で［以下のリストの項目のみ
をインクルードまたはエクスクルード］が選択されていることを確認して、［インクルードを追加］または
［エクスクルードを追加］をクリックします.

4.

［エクスクルードを追加］を選択した場合、過去にバックアップされたファイルのうち、この除外条件に一
致するファイルがバックアップ選択項目から削除されることが通知されます.ファイルを削除するには［は
い］を、削除をキャンセルするには［いいえ］をクリックします.

5.

必要なオプションを設定します.

［インクルード/エクスクルードフィルタを追加］ダイアログボックスのオプション
項目
フィ
ルタ

説明
インクルードまたはエクスクルードするファイルまたはフォルダの名前を入力します.ワイルド
カードを使用できます.
たとえば、*.mp3 と入力して、.mp3 の拡張子を持つすべてのファイルをインクルードまたは
エクスクルードするか、または、unimportant.txt と入力して、バックアップ選択項目内
の特定のファイル名を持つすべてのファイルをインクルードまたはエクスクルードします.
定義済みフィルタを選択して、指定したファイル拡張子を持つすべてのファイルをインクルー
ドまたはエクスクルードするには、［拡張子］をクリックします.

説明
適用

インクルード/エクスクルードフィルタの説明を入力します.
次のオプションのいずれかを選択します.

対象 •

［ファイル］ を選択すると、フィルタがファイルに適用されます.

•

［フォルダ］ を選択すると、フィルタがフォルダに適用されます.

•

［ファイルおよびフォルダ］ を選択すると、フィルタがファイルとフォルダの両方に適用
されます.

6.

［OK］をクリックします.

リビジョン管理
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リビジョンは、特定の時点でのファイルのバージョンです.バックアップ選択項目の作成時に、リビジョンの設定を
行います.ファイルが変更され、バックアップされると、DLO によって新しいリビジョンが保存されます.DLO では、
バックアップ選択項目に含まれるすべてのファイルに対し、特定の数のリビジョンを保存および管理します.バック
アップ選択項目は個別に設定されるため、各バックアップ選択項目に保持されるリビジョンの数は異なる場合があり
ます.
リビジョンの数が上限を超えると、DLO は最も古いリビジョンを削除することにより、指定数のリビジョンのみを
デスクトップおよびネットワークのユーザーデータフォルダに保持します.
一定期間内に保持されるリビジョン数は、制限できます.作業中のドキュメントを頻繁にバックアップする場合は、
すべてのリビジョンがわずか数分おきに保持されることになります.そのような場合、24 時間ごとに 120 分以上間隔
が空いているリビジョンを 2 つまで保持するように指定することにより、古いリビジョンを長い期間保持すること
ができます.中間のバージョンは保持されませんが、古いリビジョンに戻る必要があるような状況には対処できます.
保持するリビジョン数を決定する際は、データの保存に必要なストレージスペースの容量も考慮する必要があります.
バックアップに必要な容量は、保持するリビジョンの数と保護されているデータ量を掛け合わせることで見積もるこ
とができます.
例: 各ファイルについて 3 つのリビジョンを保持し、バックアップするデータ量が 10 MB の場合、ファイル
のサイズがどのリビジョンでも変わらないとすると、約 30 MB のディスク容量が必要になります.
容量の使用率は圧縮によって改善できますが、効果はファイルの種類やその他の要因によって大きく異なります.一
般的な圧縮率は、約 2:1 であるため、前述の例では、最大ディスク使用量を約 15 MB に削減できます.

ファイルのグルーミング
Desktop Agent では、新しいリビジョンが作成されると、バックアップ選択項目の設定に基づいてリビジョンがグル
ーミングされます.新しいリビジョンが作成され、それによって制限に達した場合、一番古いリビジョンが削除され
ます.リビジョン管理の設定については、手順 2 を参照してください.
保守グルーミングとは、削除したファイルのバックアップを削除する処理のことです.保守グルーミングは、最大で
24 時間に 1 回行われます.保守グルーミングは、最後の保守グルーミングから 24 時間が経過した後、最初に実行さ
れるバックアップ処理中に行われます.

バックアップ選択項目のリビジョン管理の設定
デスクトップユーザーデータフォルダおよびネットワークユーザーデータフォルダに保持するリビジョンの数は、各
バックアップ選択項目に対して指定され、特定のユーザーの必要条件を満たすようにカスタマイズできます.また、
リビジョンの存続期間も指定できます.
バックアップ選択項目のリビジョン管理を設定する方法
1.

次のいずれかの手順に従って、［バックアップ選択項目］ダイアログボックスを開きます.

•

バックアップ選択項目の追加

•

バックアップ選択項目の修正
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2.

［バックアップ選択項目］ダイアログボックスの［リビジョン管理］タブで、デスクトップとネットワーク
の両方のユーザーデータフォルダについて必要なオプションを選択します.

［バックアップ選択項目］ダイアログボックスの［リビジョン管理］タブ

項目

説明

リビジョンの数
デスクトップユーザーデータフ
ォルダ

バックアップ選択項目内の各ファイルについて、デスクトップユーザー
データフォルダに保持するリビジョンの数を入力します.
注意： Outlook PST ファイルまたは Lotus Notes NSF ファイルの
増分バックアップを行う場合、保持されるリビジョンは、バックアップ
選択項目内で設定されているリビジョンの数に関係なく 1 つだけです.

保持数

特定の期間に保持するリビジョン数を制限するには、このオプションを
オンにし、次の項目を指定します.

•

リビジョン: 保持するバージョン数を選択します.

•

次の時間以内: バージョンを保持する期間を選択します.

•

次の間隔 (分) 以上: このバックアップ選択項目のバックアップ間で
経過する必要のある最小間隔を選択します.

注意： 新しいリビジョンが作成され、それによって前述のい
ずれかの制限に達した場合、一番古いリビジョンが削除されます.

ネットワークユーザーデータフ
ォルダ
保持数

バックアップ選択項目内の各ファイルについて、ネットワークユーザー
データフォルダに保持するリビジョンの数を選択します.
特定の期間に保持するリビジョン数を制限するには、このオプションを
オンにし、次の項目を指定します.

•

リビジョン: 保持するバージョン数を選択します.

•

次の時間以内: バージョンを保持する期間を選択します.

•

次の間隔 (分) 以上: このバックアップ選択項目のバックアップ間で
経過する必要のある最小間隔を選択します.
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注意： 新しいリビジョンが作成され、それによって前述のい
ずれかの制限に達した場合、一番古いリビジョンが削除されます.

リビジョンの存続期間
デスクトップユーザーデータフ
ォルダ内にある、次の日数より

日数を入力します.デスクトップユーザーデータフォルダ内のこの日数を
経過したすべてのリビジョンが削除されます.

古いすべてのリビジョンを破棄

ネットワークユーザーデータフ
ォルダ内にある、次の日数より

注意： 最新のリビジョンは破棄されません.

日数を入力します.ネットワークユーザーデータフォルダ内のこの日数を
経過したすべてのリビジョンが削除されます.

古いすべてのリビジョンを破棄

注意： 最新のリビジョンは破棄されません.

バックアップ選択項目のオプションの設定
DLO バックアップ選択項目は、差分ファイルの転送、圧縮および暗号化のオプションを設定することによってさら
にカスタマイズできます.また、ソースファイルが削除された後のバックアップファイルの保持期間を指定できます.
1.

2.

次のいずれかの手順に従って、［バックアップ選択項目］ダイアログボックスを開きます.

•

バックアップ選択項目の追加

•

バックアップ選択項目の修正

［バックアップ選択項目］ダイアログボックスの［オプション］タブで、必要なオプションを選択します.

バックアップ選択項目］ダイアログボックスの［オプション］タブ
項目
差分ファイルの
転送

説明
ファイルのバックアップが実行されるたびに、ファイルの変更部分のみが転送さ
れ、ネットワークユーザーデータフォルダに格納されます.また、差分ファイルの転
送では圧縮が使用されます.このオプションを有効にするには、保守サーバーをイン
ストールおよび設定している必要があります.詳しくは 新しい保守サーバーの追加を
参照してください.

圧縮

ファイルのバックアップが実行されるたびに、このバックアップ選択項目のファイ
ルは、ネットワーク上でのデータ転送時や、デスクトップおよびネットワークのユ
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ーザーデータフォルダへの格納時に圧縮されます.
このオプションは、この機能を有効にした後に作成したファイルに適用されます.す
でに保存されているファイルは圧縮されません.
また、差分ファイルの転送でも圧縮が使用されます.
暗号化

送信時にファイルを暗号化したり、このバックアップ選択項目のファイルを暗号化
された形式でネットワークユーザーデータフォルダに格納するには、このオプショ
ンをオンにします.
このオプションは、この機能を有効にした後に送信または保存されたファイルに適
用されます.すでに保存されているファイルは暗号化されません.
AES (Advanced Encryption Standard) および 128 ビットの鍵長が使用されます.この
オプションが有効な場合、バージョンは、デスクトップユーザーデータフォルダに
は暗号化されずに格納され、ネットワークユーザーデータフォルダには暗号化され
て格納されます.ネットワーク上での転送時は暗号化されます.

ソースファイルを削除した場合のバックアップファイルの削除
デスクトップユ
ーザーデータフ
ォルダの場合、

ソースファイルがデスクトップから削除されてから、そのファイルのすべてのバー
ジョンが DLO によってデスクトップユーザーデータフォルダから削除されるまでの
日数を指定します.

次の日数が経過
したら削除
ネットワークユ
ーザーデータフ
ォルダの場合、

ソースファイルがデスクトップから削除されてから、そのファイルのすべてのバー
ジョンが DLO によってネットワークユーザーデータフォルダから削除されるまでの
日数を指定します.

次の日数が経過
したら削除
3.

［OK］をクリックし、バックアップ選択項目を保存します.

バックアップ選択項目での DLO マクロの使用
［バックアップ選択項目］ダイアログボックスの［フォルダ名の入力］フィールドにマクロを入力して、特定のフォ
ルダを自動的にバックアップできます.［フォルダ名の入力］フィールドの設定方法については ［バックアップ選択
項目］ダイアログボックスの［一般］タブを参照してください.次のマクロがサポートされています.

バックアップ選択項目で使用するフォルダのマクロ
バックアップ選択項目のマクロ

バックアップされるフォルダ
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%LOCALFIXEDDRIVES%

ローカルのすべての固定ドライブ.
注意： DLO ではリムーバブルディスクをバックアップできません.フロ
ッピーディスクや CD-ROM をバックアップしようとすると、エラーが発生し
ます.

%MACHINENAME%

デスクトップユーザーのコンピュータ名を表します.
例: C:¥documents¥%machinename% は C:¥documents¥<ユーザーのマ
シン名> を表します.

%CURRENTUSERNAME%

現在ログオンしているユーザーのユーザー名を表します.
例: ローカルの Administrator がコンピュータにログオンしている場合、

C:¥documents¥%currentusername% は
C:¥documents¥Administrator を表します.
%CURRENTUSERPROFILE%

C:¥Documents and Settings¥<現在のユーザープロファイル> ディレ
クトリ内のすべてのファイルおよびフォルダ.

%CURRENTUSERMYDOCS%

現在ログオンしているユーザーの［マイドキュメント］.

%CURRENTUSERFAVORITES%

現在ログオンしているユーザーの［お気に入り］.

%CURRENTUSERPRINTHOOD% 現在ログオンしているユーザーの［プリンタ］.
%CURRENTUSERNETHOOD%

現在ログオンしているユーザーの［マイネットワーク］.

%CURRENTUSERDESKTOP%

現在ログオンしているユーザーの［デスクトップ］.

%CURRENTUSERRECENT%

現在ログオンしているユーザーの［最近使用したファイル］.

%PROGRAMFILES%

Windows プログラムファイルディレクトリ.
例: %PROGRAMFILES%¥lotus¥notes¥data¥archives

%LOCALAPPDATA%

Windows ローカルアプリケーションデータディレクトリ.

Documents and Settings¥<ユーザー名>¥Local
Settings¥Application Data
次の定義済みのフォルダのマクロを［バックアップ選択項目］ダイアログボックスで選択できます.

［バックアップ選択項目］ダイアログボックスの定義済みのフォルダのマクロ
フォルダ名

定義済みのフォルダのマクロ

バックアップされるフォルダ

マイドキュメント

%CURRENTUSERMYDOCS%

現在ログオンしているユーザーの［マイドキュメ
ント］.

デスクトップ

%CURRENTUSERDESKTOP%

現在ログオンしているユーザーの［デスクトッ
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プ］.
お気に入り

%CURRENTUSERFAVORITES%

現在ログオンしているユーザーの［お気に入
り］.

プリンタ

%CURRENTUSERPRINTHOOD% 現在ログオンしているユーザーの［プリンタ］.

マイネットワーク

%CURRENTUSERNETHOOD%

現在ログオンしているユーザーの［マイネットワ
ーク］.

最近使用したファイル

%CURRENTUSERRECENT%

現在ログオンしているユーザーの［最近使用した
ファイル］.

ローカルのすべての固定ド %LOCALFIXEDDRIVES%

ローカルのすべての固定ドライブ.

ライブ

注意： マクロを使用したパスを入力した場合、マクロの後ろに自動的に円記号が追加されます.たとえ
ば、%LOCALFIXEDDRIVES%¥Documents と入力すると、円記号がもう 1 つ追加されるため、Desktop Agent のバ
ックアップ選択項目の詳細表示には x:¥¥Documents と表示されます.Desktop Agent のバックアップ選択項目の標準
表示には、何も表示されません.このマクロの正しい入力方法は、%LOCALFIXEDDRIVES%Documents です.このよ
うに入力すると、x:¥Documents と適切に変換されます.

バックアップ選択項目の修正
プロファイルバックアップ選択項目は、DLO 管理コンソールから修正することができます.
バックアップ選択項目を修正する方法
1.

DLO ナビゲーションバーの［セットアップ］をクリックします.

2.

［設定］ペインで、［プロファイル］をクリックします.

3.

結果ペインで、修正するプロファイルをクリックします.

4.

タスクペインの［一般タスク］の下にある［プロパティ］をクリックします.

5.

［バックアップ選択項目］タブをクリックします.

6.

修正するバックアップ選択項目を選択して、［修正］をクリックします.

注意： このビューでは、［一般］タブの［フォルダ名の入力］フィールドは淡色表示されます.この
フィールド内のパスが表示枠よりも長い場合は、カーソルをパスの上にしばらく置くとパス全体が表示され
ます.

7.

このバックアップ選択項目の修正によって、その選択項目を使用しているすべてのプロファイルが変更され
ることを示すメッセージを確認し、［OK］をクリックします.
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8.

次のトピックを参照して、バックアップ選択項目を変更します.
バックアップ選択項目の一般的なプロパティの定義
バックアップ選択項目内のファイルまたはフォルダのインクルードおよびエクスクルード
バックアップ選択項目のリビジョン管理の設定
バックアップ選択項目のオプションの設定

9.

［OK］を 2 回クリックします.

バックアップ選択項目の削除
バックアップ選択項目を削除する場合は、そのバックアップ選択項目がどのプロファイルでも使用されていないこと
を確認する必要があります.バックアップ選択項目は 1 つのプロファイルから削除すると、すべてのプロファイルか
ら削除されます.
バックアップ選択項目を削除すると、ソースファイルを削除する場合と同じように、バックアップのバージョンが削
除されます.バックアップのバージョンは、バックアップ選択項目で指定されている日数が経過するとグルーミング
されます.
バックアップ選択項目を削除する方法
1.

DLO ナビゲーションバーの［セットアップ］をクリックします.

2.

［設定］ペインで、［プロファイル］をクリックします.

3.

結果ペインで、削除するバックアップ選択項目を含むプロファイルをクリックします.

4.

タスクペインの［一般タスク］の下にある［プロパティ］をクリックします.

5.

［バックアップ選択項目］タブで、削除するバックアップ選択項目を選択します.

6.

［削除］をクリックします.

7.

［はい］をクリックします.

関連トピック:
［バックアップ選択項目］ダイアログボックスの［オプション］タブ

差分ファイルの転送の使用
差分ファイルの転送機能を使用して、増分バックアップデータを転送および格納できます.このオプションを有効に
した場合は、最初のバックアップでファイル全体を転送する必要があります.後続のバックアップでは、ファイルの
変更された部分のみが転送されるため、必要な帯域幅を削減し、バックアップを高速化できます.

差分ファイルの転送からのファイルの除外
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差分ファイルの転送は、特定のプログラムやファイルの種類に制限されませんが、特定のファイルの種類を除外する
ことはできます.このテクノロジを使用してもメリットのないファイルの種類は、差分ファイルの転送からデフォル
トで除外されています.通常、すでに高度に圧縮されているファイルの種類が、デフォルトで除外されます.差分ファ
イルの転送からのファイルの除外について詳しくは グローバルエクスクルードフィルタの設定を参照してください.

オフライン作業
差分ファイルの転送は、ネットワークユーザーデータフォルダにバックアップファイルを転送および格納する場合に
のみ使用されます.デスクトップユーザーデータフォルダに格納されるバックアップファイルでは、差分ファイルは
使用されません.Desktop Agent ユーザーがオフラインで作業している場合は、ローカルのリビジョンの全体がデス
クトップユーザーデータフォルダ内に格納されます.ユーザーがオンライン状態に戻ると、差分ファイルの転送によ
って、データがネットワークユーザーデータフォルダに転送されます.

差分ファイルの転送の必要条件
差分ファイルの転送には、DLO 保守サーバーを使用する必要があります.保守サーバーによって、データ格納場所か
らの以前のリビジョンの差分ファイルの削除が管理されます.保守サーバーは、差分ファイルの転送オプションが有
効になっている場合にのみ必要ですが、DLO のインストール時にデフォルトでインストールされます.必要な保守サ
ーバーは 1 つのみですが、大規模なインストール環境では、各データ格納場所のホスト (ファイルサーバー) に保守
サーバーをインストールすると、効率がよい場合があります.
保守サーバーは、DLO のインストール時に、デフォルトで DLO 管理サーバーにインストールされます.DLO 管理サ
ーバーがデータ格納場所のホストでもある場合、保守サーバーを設定するための追加の手順は必要ありません.

保守サーバーの技術情報およびヒント
Desktop Agent では、保守サーバーとの通信に、名前付きパイプを経由した Windows RPC が使用されます.保守サ
ーバーが正しく動作するためには、DLO クライアントと保守サーバー間で、名前付きパイプのトラフィックがブロ
ックされないようにする必要があります.
差分ファイルのリビジョンの削除処理には、非常に大きい帯域幅が必要な場合があります.このため、保守サーバー
は、データ格納場所のホストコンピュータにインストールする必要があります.
ただし、データ格納場所のサーバーと同じコンピュータに保守サーバーをインストールできない場合もあります.た
とえば、保守サーバーは、NAS デバイスにはインストールできません.この場合は、保守サーバーを、十分な帯域幅
でデータ格納場所に接続しているコンピュータにインストールする必要があります.
保守サーバーでは、1 つ以上のデータ格納場所を管理できます.保守サーバーでは、同じコンピュータ上のデータ格
納場所が常に管理されます.DLO コンソールから、保守サーバーで追加のデータ格納場所のホスト (ファイルサーバ
ー) が管理されるように設定できます.保守サーバーでは、データ格納場所へのリモートアクセスに委任機能が使用さ
れます.詳しくは 保守サーバーの委任の設定を参照してください.
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バックアップ選択項目の差分ファイルの転送の有効化
差分ファイルの転送は、デフォルトではオフになっています.［バックアップ選択項目］ダイアログボックスの［オ
プション］タブの［差分］を選択することによって、特定のバックアップ選択項目に対して差分ファイルの転送を有
効にできます (差分ファイルの転送を参照).
また、他のターゲット上のファイルサーバーを保守サーバーで管理する場合は、保守サーバーで委任の設定を行う必
要があります (保守サーバーの委任の設定を参照).
アプリケーションのデフォルトの圧縮設定を変更すると、デフォルトの圧縮の種類として差分ファイルの転送を選択
することもできます.デフォルトの圧縮設定を［差分］に変更した場合、すべての新しいバックアップ選択項目に対
して、差分圧縮がデフォルトで使用されます.詳しくは DLO のデフォルト設定を参照してください.

新しい保守サーバーの追加
新しい保守サーバーをインストールしたら、その保守サーバーを DLO に追加する必要があります.保守サーバーを
DLO に追加すると、その保守サーバーで管理するファイルサーバーを指定できるようになります (ファイルサーバー
の再割り当てを参照).
新しい保守サーバーを追加する方法
1.

新しい保守サーバーをインストール済みであることを確認します.

注意： デフォルトの保守サーバーは DLO とともにインストールされます.インストールの種類として
［保守サーバー］を選択すると、スタンドアロンの保守サーバーをインストールすることもできます
(Symantec Desktop and Laptop Option のインストールを参照).

2.

DLO コンソールの DLO ナビゲーションバーで、［セットアップ］をクリックします.

3.

タスクペインの［タスクの管理］の下の［保守サーバー］をクリックします.

4.

［追加］をクリックします.

5.

保守サーバーがインストールされているコンピュータを検索します.

6.

このコンピュータを選択します.

7.

［OK］をクリックします.

保守サーバーの委任の設定
別のコンピュータがホストするデータ格納場所を保守サーバーで管理するように設定している場合は、Desktop
Agent を実行しているデスクトップユーザーの代わりにその格納場所にアクセスするように保守サーバーを設定する
必要があります.この設定は、Active Directory を使用して管理します.

77

DLO の更新

注意： Active Directory 管理の委任について詳しくは次の Microsoft 社の Web サイトを参照してください.
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windowsserver2003/technologies/directory/activedirectory/actdid1.msp
x

保守サーバーで委任の設定を行う方法
1.

次の条件が満たされていることを確認します.

•

ドメインが Windows 2000 以上である (NT 4 ドメインはサポートされていません)

•

Desktop Agent ユーザーアカウントと Maintenance Service のアカウントの両方が同じフォレストに存
在する

•

Desktop Agent ユーザーアカウントおよびコンピュータアカウントが相互信頼関係にあるドメインに存
在する

•
2.

デスクトップおよびサーバーのオペレーティングシステムが Windows 2000 以上である

デスクトップユーザーアカウントで委任が設定されていることを確認します.デスクトップユーザーアカウ
ントで設定が許可されているかどうかの確認を参照してください.

3.

サーバープロセスアカウントが委任に対して信頼されていることを確認します (サーバープロセスアカウン
トが委任に対して信頼されているかどうかの確認を参照).

デスクトップユーザーアカウントで設定が許可されているかどうかの確認
この手順では、Desktop Agent ユーザーアカウントで委任が許可されていることを確認します.
デスクトップユーザーアカウントで委任が設定されていることを確認する方法
1.

ドメイン管理者アカウントを使用してドメインコントローラにログオンします.

2.

タスクバーの［スタート］ボタンをクリックし、［プログラム］、［管理ツール］の順にポイントして、
［Active Directory ユーザーとコンピュータ］をクリックします.

3.

使用するドメインの［Users］フォルダをクリックします.

4.

委任対象のユーザーアカウントを右クリックし、［プロパティ］をクリックします.

5.

［アカウント］タブをクリックします.

6.

［アカウント オプション］リストの［アカウントは重要なので委任できない］が選択されていないことを
確認します.

7.

［OK］をクリックします.
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サーバープロセスアカウントが委任に対して信頼されているかどうかの確認
この手順では、保守サーバープロセスの実行に使用するアカウントで、クライアントアカウントの委任が許可されて
いることを確認します.
サーバープロセスアカウントが委任に対して信頼されていることを確認する方法
例：Windows サーバー2003 マシンの場合
1.

ドメイン管理者アカウントを使用してドメインコントローラにログオンします.

2.

タスクバーの［スタート］ボタンをクリックし、［プログラム］、［管理ツール］の順にポイントして、
［Active Directory ユーザーとコンピュータ］をクリックします.

3.

［Computers］フォルダを右クリックし、［プロパティ］をクリックします.

4.

保守サーバーを実行するコンピュータを右クリックし、［プロパティ］をクリックします.

5.

［一般タブ］ページの［コンピュータを委任に対して信頼する］をクリックします.

6.

［OK］をクリックします.

デフォルトの保守サーバーの変更
DLO をインストールすると、保守サーバーがインストールされ、デフォルトの保守サーバーとして設定されます.新
しいデータ格納場所を作成すると、その格納場所はデフォルトの保守サーバーに自動的に割り当てられます.新しい
データ格納場所をデフォルトで別の保守サーバーに割り当てる場合は、この設定を変更する必要があります.
デフォルトの保守サーバーを変更する方法
1.

DLO コンソールの DLO ナビゲーションバーで、［セットアップ］をクリックします.

2.

タスクペインの［タスクの管理］の下の［保守サーバー］をクリックします.

3.

［保守サーバー］リストで、デフォルトに設定する保守サーバーのチェックボックスをオンにします.

4.

［OK］をクリックします.

メンテナンスサーバーを別個でアンインストール
メンテナンスサーバーをアンインストールする際、メンテナンスサーバーのエントリーは管理コンソールに残ります。
メンテナンスサーバーのエントリーはマニュアルで管理コンソールから削除してください。
メンテナンスサーバーのエントリーを削除するには
１

ツールを選択＞メンテナンスサーバー管理

２

削除したいメンテナンスサーバーのチェックボックスを選択

３

削除をクリック

注：デフォルトのメンテナンスサーバーのエントリーは管理コンソールから削除できません。
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同じようにメンテナンスサーバーを管理コンソールから追加したら、メンテナンスサーバーソフトウェアをインスト
ールしてメンテナンスプロセスを始めてください。

ファイルサーバーの再割り当て
ファイルサーバーを、DLO によって認識されている別の保守サーバーに再割り当てすることができます.たとえば、
新しいデータ格納場所を作成すると、その格納場所はデフォルトの保守サーバーに自動的に割り当てられます.この
データ格納場所を別の保守サーバーに再割り当てすることができます.
ファイルサーバーを再割り当てする方法
1.

新しい保守サーバーをインストールして設定済みであることを確認します.

2.

DLO ナビゲーションバーの［セットアップ］をクリックします.

3.

タスクペインの［タスクの管理］の下の［保守サーバー］をクリックします.

4.

ファイルサーバーを現在管理している保守サーバーを選択します.

5.

［編集］をクリックします.

6.

再割り当てするファイルサーバーを選択します.

7.

［再割り当て］をクリックします.

8.

ドロップダウンメニューから新しい保守サーバーを選択します.

9.

［OK］を 3 回クリックします.

DLO データ格納場所について
データ格納場所は、ネットワークユーザーデータフォルダが自動的に作成される、ネットワークコンピュータ上の場
所です.Desktop and Laptop Option では、各ユーザーのデータが 2 か所に保存されます.1 つは、ユーザーのコンピュ
ータのデスクトップユーザーデータフォルダであり、ここでは、コンピュータがネットワークから切断されている場
合でも、データの保護およびリストアの機能が提供されます.もう 1 つは、ネットワークユーザーデータフォルダで
あり、ネットワーク上に配置されています.このフォルダは保護レベルが強化されており、サーバーのバックアップ
時にファイルをセカンダリメディアにバックアップできるようになっています.
自動ユーザー割り当てを使用してユーザーを自動的に DLO に追加する場合、ネットワークユーザーデータフォルダ
は、自動ユーザー割り当てで指定したデータ格納場所に作成されます.デスクトップユーザー用のネットワーク共有
がすでに存在する場合は、ユーザーを手動で DLO に追加する際に、既存のネットワーク共有をネットワークユーザ
ーデータフォルダとして指定できます.既存のネットワーク共有をネットワークユーザーデータフォルダとして使用
する場合、データ格納場所は使用されません.
DLO では、NTFS ボリューム上のデータ格納場所または FAT32 ボリュームのネットワークユーザーデータフォルダ
として、非表示の共有 (たとえば「Share$」) を使用できますが、このような共有は DLO 管理コンソールから作成
することはできません.非表示の共有は手動で作成および設定する必要があります.詳しくは データ格納場所としての
非表示の共有の使用を参照してください.
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データ格納場所の設定のサポート
次の表に、DLO データ格納場所の各設定がサポートされているかどうかを示します.

データ格納場所の設定のサポート

説明

すべての DLO 管理サーバープラットフォーム
Windows 2000 の NAS デバイスまたは SAK NAS デバイス
ストレージデバイスに直接接続しているローカル DLO 管理サーバー
SAN
Windows でネットワークアクセスが可能な NAS デバイス (Quantum、Network Appliance など)
データ格納場所として FAT、FAT32 および NTFS パーティションがサポートされていますが、FAT

サポ
ート

非サ
ポー
ト

X
X
X
X
X
X

および FAT32 は推奨されていません.NTFS は、データ格納場所のファイルシステムに適していま
す.
NetWare 3.1x、4.x または E-Directory データ格納場所
UNIX ファイルシステムまたは UNIX システム上の SAMBA 共有

X
X

データ格納場所としての非表示の共有の使用
DLO では、NTFS ボリューム上のデータ格納場所または FAT32 ボリュームのネットワークユーザーデータフォルダ
として、非表示の共有 (たとえば［Share$］) を使用できますが、このような共有は手動で作成および設定する必要
があります.非表示の共有は、DLO 管理コンソールから作成することはできません.また、FAT ベースのデータ格納
場所に使用することはできません.
次の権限を使用する必要があります.
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非表示の共有に対する権限の設定

ドライブの種類 ユーザーまたはグループ

権限

NTFS ボリュームに対する共有権限
Administrator

フルコントロール、変更、読み取りを許可

Everyone

フルコントロール、変更、読み取りを許可

NTFS ボリュームに対するセキュリティ権限
Administrator

フルコントロール

Everyone

読み取りおよび実行を許可
フォルダの内容の一覧表示を許可
読み取りを許可

特別なセキュリティ権限または詳細設定 フォルダの変更/ファイルの実行を許可
フォルダの一覧表示/データの読み取りを許可
読み取り属性を許可
読み取り拡張属性を許可
読み取り権限
NTFS ボリュームに対する高度なセキュリティ権限
Administrator

フルコントロールを許可

Everyone

フォルダの変更/ファイルの実行を許可
フォルダの一覧表示/データの読み取りを許可
読み取り属性を許可
読み取り拡張属性を許可
読み取り権限

FAT ボリュームに対する共有権限
Administrator

フルコントロール、変更、読み取りを許可

Owner

フルコントロール、変更、読み取りを許可
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すべての管理者グループ

フルコントロール、変更、読み取りを許可

一部の管理者グループ

読み取りを許可

DLO データ格納場所の作成
1 つのデータ格納場所を 1 台の DLO 管理サーバーのみが使用するようにします.複数の DLO 管理サーバーで同一の
データ格納場所を使用するように設定した場合、そのデータ格納場所を特定の管理サーバーから削除すると、他の管
理サーバーがそのデータ格納場所にアクセスできなくなります.
データ格納場所は、Windows ドメインまたは Active Directory に属している必要があります.Desktop Agent を実行
するコンピュータは、Windows ドメインまたは Active Directory の外部に存在していてもかまいません.ただし、
DLO 管理サーバーまたはデータ格納場所にアクセスするためには、ドメインまたはディレクトリの認証が必要とな
り、Desktop Agent を起動する際にドメインクレデンシャルの入力を求められます.
元のファイルが NTFS ボリュームに存在する場合、デスクトップユーザーデータフォルダおよびネットワークユー
ザーデータフォルダも NTFS に存在する必要があります.元のファイルが NTFS に存在し、デスクトップユーザーデ
ータフォルダまたはネットワークユーザーデータフォルダのいずれかが FAT または FAT32 ボリュームに存在する
場合、［リストア］および［リストアするファイルの検索］画面でエントリが重複して表示されることがあります.
そのような場合、リストア対象としてどちらのファイルを選択してもかまいません.
データ格納場所は一度作成すると変更することはできませんが、ユーザーが存在しないか、自動ユーザー割り当てが
割り当てられていない場合には削除できます.ユーザーは新しいデータ格納場所に移動できます.詳しくは 新しいネッ
トワークユーザーデータフォルダへの Desktop Agent ユーザーの移動を参照してください.

注意： データ格納場所の作成時にエラーが発生した場合には、データ格納場所のディレクトリを作成および変
更するための十分な権限が、MSSQL$DLO サービスのログオン情報に割り当てられていることを確認してくださ
い.MSSQL$DLO インスタンスのログオン情報を変更するには、Windows の［サービス］コントロール パネルを使
用します.DLO のインストール時にドメインアカウントを指定すると、このような問題が発生するのを防ぐことがで
きます.

DLO データ格納場所を作成する方法

注意： データ格納場所は、一度作成すると変更できません.

1.

DLO ナビゲーションバーの［セットアップ］をクリックします.

2.

選択ペインで［ファイルサーバー］をクリックします.

3.

タスクペインの［タスクの設定］の下にある［新規データ格納場所］をクリックします.

4.

必要なオプションを設定します.
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新しいデータ格納場所］ダイアログボックス

項目
コン

説明
コンピュータ名を入力するか、データ格納場所を作成するコンピュータを参照して選択します.

ピュ
ータ
名
パス

データ格納場所を作成するコンピュータ上の場所を入力するか、参照して選択します.
注意： データ格納場所は、DLO 管理サーバーと同じドメイン内または DLO 管理サーバーの
ドメインと信頼関係にあるドメイン内に存在する必要があります.

デー
タ格

新しいデータ格納場所の名前を入力します.名前には次の文字は使用できません:

¥"@#$%^&*()=+|/{}[]'

納場
所の
名前
概略

［概要］フィールドには、このデータ格納場所に割り当てられる新しいユーザーのために作成され
るネットワークユーザーデータフォルダの場所と形式が表示されます.ネットワークユーザーデータ
フォルダは、データ格納場所に自動的に作成されます.
DLO は %USERDOMAIN% および %USERNAME% 変数を使用して、データ格納場所に割り当てら
れている各ユーザーの実際のフォルダパスを判別します.DLO はユーザーのドメインとユーザー名
を使用して、そのユーザーに固有のネットワークユーザーデータフォルダ名を作成します.データ格
納場所へのアクセスを許可されていないクレデンシャルでログオンした場合、ユーザーは別のドメ
インクレデンシャルの入力を求められます.
ネットワーク管理者は、このフォルダにアクセスすることはできますが、変数を設定することはで
きません.

5.

［OK］をクリックします.

リモート Windows 共有または NAS デバイスでの DLO データ格納場所の設定
DLO データ格納場所を、リモート Windows 共有またはネットワーク接続ストレージデバイス上に作成できます.
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事例 1
DLO Administration Service がリモートシステムで完全な管理者として実行されている場合にデータ格納場所を
作成する方法
1.

DLO 5.1 MP1 以上がインストールされていることを確認します.

2.

DLO サービスに使用されるアカウントクレデンシャルに、リモートのデータ格納場所または NAS デバイス
に対する完全な管理者権限があることを確認します.

3.

リモートのデータ格納場所または NAS デバイス上で、DLO に使用するボリュームにドライブ文字が割り当
てられていることを確認します.

注意： 共有の作成および名前について詳しくはハードウェアの製造元のマニュアルを参照してくださ
い.

4.

管理者ガイドに従って新しいデータ格納場所を作成します.参照機能を使用して、データ格納場所を作成す
るコンピュータ上の場所を指定します.これによって、パスおよび DLO サービスアカウントが有効になりま
す.

事例 2
DLO Administration Service が管理者レベルのユーザーとして実行されていません.ただし、DLO 管理グループには、
既存の共有に対する適切な権限が割り当てられています.
管理者以外のユーザーを使用してデータ格納場所を設定する方法
1.

既存のドメイングループを使用してネットワークユーザーデータフォルダへのアクセスを自動的に管理する
ように DLO を設定します (管理者アカウントについてを参照).［ドメイングループを使用してネットワーク
ユーザーデータフォルダへのアクセスを管理する］チェックボックスをオンにして、必要なドメイングルー
プを指定します.2 つのグループ (完全な DLO 管理者のグループおよび制限付きの DLO 管理者のグループ)
を指定してください.

2.

［管理者アカウントの管理］ダイアログボックスで、アカウントマネージャに適切なドメインユーザーアカ
ウントを追加します.ユーザーが完全な管理者権限を持っている場合、［管理者アカウントの追加］ダイア
ログボックスの［管理者に完全リストア権限を付与］チェックボックスをオンにします.他のユーザーに加
えて、DLO Administration Service に完全リストア権限を付与します.

3.

管理者または同等の権限のあるユーザーを使用して、リモートのデータ格納場所にフォルダを作成します.

4.

新しいフォルダを共有します.「Everyone」が共有に対して完全なアクセス権を持っていることを確認しま
す.

5.

フォルダのセキュリティ権限を修正して、完全な DLO 管理者グループにはフォルダに対するフルコントロ
ールを許可し、制限付きの DLO 管理者グループには変更権を許可します.

6.

DLO コンソールを使用して、新しいデータ格納場所を作成します.作成したフォルダのマシン名、ドライブ
とパス、および共有名を指定します.
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注意： データ格納場所の作成中は、参照ボタンを使用しないでください.参照ボタンを使用すると処
理が失敗します.

7.

必要なフィールドを入力したら、［OK］をクリックします.

8.

DLO Administration Service が、DLO データ格納場所をホストするサーバーに対して完全な管理者権限を持
っていなかった場合、手動で作成したデータ格納場所は、DLO 管理コンソールから削除できません.削除し
ようとすると、エラーが発生します.データ格納場所を手動で削除するには、次の手順を実行します.
a.

データ格納場所のすべてのユーザーを移動または削除します.

b.

データ格納場所の共有およびフォルダをサーバーから手動で削除します.

c.

DLO 管理コンソールからデータ格納場所を削除します.

DLO データ格納場所の削除
DLO データ格納場所を削除するには、そのデータ格納場所を使用するユーザーと自動ユーザー割り当てを削除する
か、再割り当てする必要があります.ユーザーまたは自動ユーザー割り当てに関連付けられているデータ格納場所は、
［セットアップ］ビューで［ユーザー］または［自動ユーザー割り当て］を選択すると一覧表示されます.

注意： データ格納場所をリモートコンピュータの既存の共有を使用して作成しており、DLO でコンピュータ
のフル権限を所有していない場合、管理コンソールからこのデータ格納場所を削除することはできません.データ格
納場所を削除するには、まずデータ格納場所の共有を削除し、それから管理コンソールでこのデータ格納場所を削除
します.

データ格納場所を削除する方法
1.

DLO ナビゲーションバーの［セットアップ］をクリックします.

2.

選択ペインで、［ファイルサーバー］の横の［+］印をクリックしてファイルサーバーリストを展開します.

3.

選択ペインで、データ格納場所が存在するファイルサーバーをクリックします.

4.

結果ペインで、削除するデータ格納場所をクリックします.

5.

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.

6.

［はい］をクリックします.

関連トピック:
Desktop Agent ユーザーの管理
自動ユーザー割り当ての変更
自動ユーザー割り当ての削除

86

自動ユーザー割り当てについて

自動ユーザー割り当てについて
自動ユーザー割り当ては、Desktop Agent がデスクトップで最初に実行されたときに適用される命令です.自動ユー
ザー割り当てを使用して、DLO が自動的に設定する各ユーザーに対し、プロファイルとネットワークユーザーデー
タフォルダを割り当てます.これらの設定は、必要に応じて後で DLO 管理コンソールで変更できます.

注意： ユーザーを手動で DLO に追加する場合は、データ格納場所とプロファイルを DLO 管理者が選択します.
自動ユーザー割り当ては使用されません.詳しくは Desktop Agent ユーザーの管理を参照してください.

自動ユーザー割り当ては、ドメインおよびグループに基づいて、または Active Directory の設定を使用してデスクト
ップユーザーに割り当てられます.ユーザーが複数の自動ユーザー割り当ての条件に一致する場合があるため、自動
ユーザー割り当ての優先度を設定します.Desktop Agent の初回実行時に、Desktop Agent ユーザーのドメインおよび
グループクレデンシャルが、自動ユーザー割り当てのドメインおよびグループクレデンシャルと照合されます.照合
は、最も高い優先度の自動ユーザー割り当てから順番に行われます.一致する自動ユーザー割り当てが見つかると、
その自動ユーザー割り当てで指定されている共有とプロファイルが新しいユーザーに割り当てられます.
自動ユーザー割り当てを変更しても、すでに設定されているユーザーに影響はありません.変更後の自動ユーザー割
り当てを使用して設定される新しいユーザーのみが、新しい設定を使用します.
自動ユーザー割り当ての優先度変更方法について詳しくは 自動ユーザー割り当ての優先度の変更を参照してくださ
い.

自動ユーザー割り当ての作成
自動ユーザー割り当ては、ドメインおよびグループの設定または Active Directory の設定に基づいて Desktop Agent
ユーザーに割り当てられます.自動ユーザー割り当てを使用して、ユーザーに割り当てるデータ格納場所とプロファ
イルを決定します.
新しい自動ユーザー割り当てを作成する方法
1.

DLO ナビゲーションバーの［セットアップ］をクリックします.

2.

選択ペインで［自動ユーザー割り当て］をクリックします.

3.

タスクペインの［タスクの設定］の下にある［新規ユーザー割り当て］をクリックします.

4.

必要なオプションを設定します.

［新規自動ユーザー割り当て］ダイアログボックスのオプション
項目

説明

ユーザー割り当て
ユーザー割り当ての

自動ユーザー割り当ての名前を入力します.ユーザー割り当ての名
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名前

前には次の文字は使用できません: ¥"@#$%^&*()=+|/{}[]'

ドメインおよびグル
ープを使用して割り
当てる

す.

この自動ユーザー割り当てが適用されるグループを選択します.

グループ
Active Directory を使

設定

動ユーザー割り当てを適用するには、このオプションを選択しま

この自動ユーザー割り当てが適用されるドメインを選択します.

ドメイン

用して割り当てる

ドメインおよびグループに基づいて Desktop Agent ユーザーに自

Active Directory の設定に基づいて Desktop Agent ユーザーに自
動ユーザー割り当てを適用するには、このオプションを選択しま
す.
Active Directory を使用してユーザー割り当てを設定するには、
［設定］ボタンをクリックします.Active Directory の設定につい
ては、手順 5 を参照してください.

データ格納場所とプロファイル
データ格納場所

プロファイル
5.

選択したドメインおよびグループ内のユーザーに割り当てるデー
タ格納場所を選択します.
選択したドメインおよびグループ内のユーザーに割り当てるプロ
ファイルを選択します.

手順 4 で、Active Directory を使用してユーザー割り当てを設定するように選択した場合は、Active
Directory を次のように設定し、［OK］をクリックします.

Active Directory オブジェクト］ダイアログボックス

項目
オブジェクト
場所 (LDAP ディ
レクトリ)

説明
自動ユーザー割り当ての場合、利用可能なオプションは［ユーザー］のみです.
LDAP ディレクトリの場所を入力するか、参照して選択します.
注意： Active Directory のユーザーアカウントを選択する場合、そのユーザーアカ
ウントを保持する特定のディレクトリを選択する必要があります.ユーザーグループの
ディレクトリを選択しないでください.作成中のこのルールを適用する特定のユーザー
アカウントディレクトリを参照して選択するか、そのディレクトリのパスを正確に入力
します.
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このディレクトリ
のすべてのオブジ

指定したディレクトリのすべてのオブジェクトに接続ポリシーを適用するには、このオ
プションを選択します.

ェクト
このディレクトリ
の次の条件に一致

入力した条件に一致するオブジェクトにのみ接続ポリシーを適用するには、このオプシ
ョンを選択します.

するオブジェクト
のみ
属性
条件
値

6.

属性を、ドロップダウンメニューから選択するか、カスタム属性を入力します.
必要な条件を選択します.選択可能なオプションは、=、<、<> および > です.
一致の判定に使用される条件を満たす値を入力します.指定する値にワイルドカードを
使用できます.

［OK］をクリックします.

自動ユーザー割り当ての変更
自動ユーザー割り当てを変更した場合、変更後に割り当てに追加されたユーザーのみが影響を受けます.既存の
Desktop Agent ユーザーは影響を受けません.
既存の Desktop Agent ユーザーの設定を変更するには、DLO 管理コンソールの［セットアップ］ビューを使用しま
す.詳しくは Desktop Agent ユーザーのプロパティの変更を参照してください.
自動ユーザー割り当てを変更する方法
1.

DLO ナビゲーションバーの［セットアップ］をクリックします.

2.

選択ペインで［自動ユーザー割り当て］をクリックします.

3.

結果ペインで、変更する自動ユーザー割り当てを選択します.

4.

タスクペインの［一般タスク］の下にある［プロパティ］をクリックします.

5.

自動ユーザー割り当てのプロパティを変更します.

自動ユーザー割り当ての優先度の変更
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自動ユーザー割り当てを作成すると、DLO によって優先度が割り当てられます.これによって、ユーザーが複数のド
メインおよびグループのメンバーである場合に、どの自動ユーザー割り当てを使用するかが明確になります.最新の
自動ユーザー割り当てには一番低い優先度が割り当てられます.自動ユーザー割り当ての優先度は変更できます.
自動ユーザー割り当ての優先度を変更する方法
1.

DLO ナビゲーションバーの［セットアップ］をクリックします.

2.

選択ペインで［自動ユーザー割り当て］をクリックします.

3.

結果ペインで、優先度を変更する自動ユーザー割り当てを選択します.

4.

タスクペインの［タスクの設定］の下にある［優先度を上げる］または［優先度を下げる］を選択します.

自動ユーザー割り当てのプロパティの表示
自動ユーザー割り当てを表示する方法
1.

DLO ナビゲーションバーの［セットアップ］をクリックします.

2.

選択ペインで［自動ユーザー割り当て］をクリックします.

3.

結果ペインで、自動ユーザー割り当てを選択します.

4.

タスクペインの［一般タスク］の下にある［プロパティ］をクリックします.

自動ユーザー割り当ての削除
自動ユーザー割り当ては、不要になった場合に削除できます.
自動ユーザー割り当てを削除する方法
1.

DLO ナビゲーションバーの［セットアップ］をクリックします.

2.

選択ペインで［自動ユーザー割り当て］をクリックします.

3.

削除する自動ユーザー割り当てをクリックします.

4.

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.

5.

［はい］をクリックします.

関連トピック:
自動ユーザー割り当てについて
［新規自動ユーザー割り当て］ダイアログボックスのオプション
自動ユーザー割り当ての変更
自動ユーザー割り当ての優先度の変更
新しいネットワークユーザーデータフォルダへの Desktop Agent ユーザーの移動
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Desktop Agent ユーザーのプロパティの変更

グローバルエクスクルードフィルタの設定
DLO のグローバルエクスクルードオプションを使用すると、すべてのバックアップから除外するファイルや、圧縮、
暗号化、またはバックアップの差分ファイルの転送を行わないファイルの属性を指定することができます.また、電
子メールまたは特定の電子メールフォルダの添付ファイルをバックアップから除外できます.グローバルエクスクル
ードは、グローバルエクスクルードが設定されている DLO 管理サーバーに対してバックアップを行うすべての
Desktop Agent ユーザーの、プロファイルバックアップ選択項目とユーザーが作成したバックアップ選択項目の両方
に適用されます.
除外するファイルは、Desktop Agent の詳細表示の［インクルード/エクスクルード］タブおよび DLO 管理コンソー
ルのプロファイルバックアップ選択項目の［インクルード/エクスクルード］タブに一覧表示されます.グローバルエ
クスクルードリストに設定された項目は、選択リストで選択できません.

警告： グローバルエクスクルードを追加すると、過去に行われたバックアップのうち、この除外条件に一致す
るファイルがすべて削除されます.

グローバルエクスクルードの設定方法について詳しくは次の手順を参照してください.
すべてのバックアップから除外するファイルおよびフォルダの指定
すべてのバックアップから除外する電子メールの指定
圧縮から除外するファイルおよびフォルダの指定
暗号化から除外するファイルおよびフォルダの指定
差分ファイルの転送から除外するファイルおよびフォルダの指定
DLO マクロの使用によるグローバルエクスクルードの定義

すべてのバックアップから除外するファイルおよびフォルダの指定
すべてのユーザーに対するすべてのバックアップから除外するファイルとフォルダ (またはファイルとフォルダの種
類) を指定するには、ファイルおよびフォルダのグローバルエクスクルードを使用します.
すべてのバックアップから除外するファイルおよびフォルダを指定する方法
1.

DLO 管理コンソールのツールメニューから［グローバルエクスクルード］を選択します.

2.

［ファイルとフォルダ］タブを選択します.［ファイルとフォルダ］のデフォルトのグローバルエクスクル
ードが表示されます.

3.

指定したサイズを超えるすべてのファイルを除外するには、［次のサイズを超えるすべてのファイルをエク
スクルード］チェックボックスをオンにして、サイズを KB 単位で入力します.

91

グローバルエクスクルードフィルタの設定

4.

指定した日付より前に修正されたすべてのファイルを除外するには、［次の日付より前に変更されたすべて
のファイルをエクスクルード］チェックボックスをオンにして、日付を入力します.

5.

新しいファイルとフォルダのグローバルエクスクルードを追加するには、［追加］をクリックして、次のよ
うに設定します.

［グローバルエクスクルードフィルタの追加］ダイアログボックス

項目 説明
フィ
ルタ

フィルタを使用して、グローバルエクスクルードによってバックアップから除外されるファイルまた
はフォルダを判別します.除外するファイルの名前、ワイルドカードまたはマクロを入力します.
例:
ワイルドカード: *.tmp
ファイル名: pagefile.sys
マクロ: %WINDIR%

注意： ワイルドカードを使用する場合は、アスタリスク (*) を使用してください.たとえば、
*.tmp を指定すると .tmp という拡張子を持つファイルがすべて表示されますが、.tmp を指定する
と .tmp という名前のファイルのみが表示されます.

説明
適用
対象

グローバルエクスクルードの説明を入力します.
グローバルエクスクルードの適用対象を、［ファイル］、［フォルダ］、［ファイルおよびフォル
ダ］のうち、いずれにするかを指定します.

6.

［OK］をクリックします.

7.

グローバルエクスクルードフィルタを編集するには、［編集］をクリックして、前述の手順 5 の説明に従
って設定します.

8.

グローバルエクスクルードフィルタを削除するには、削除するフィルタをクリックして、［削除］をクリッ
クします.フィルタを削除するには［はい］を、削除をキャンセルするには［いいえ］をクリックします.

9.

［OK］をクリックします.

すべてのバックアップから除外する電子メールの指定
すべてのユーザーに対するすべてのバックアップから除外する電子メールの種類を指定するには、電子メールのグロ
ーバルエクスクルードを使用します.
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注意： Lotus Notes 電子メールは、添付ファイルのサイズまたは種類でフィルタにかけることはできません。
この制限は VSS ベースの PST バックアップには適用しません。

すべてのバックアップから除外する電子メールの添付ファイルを指定する方法
1.

DLO 管理コンソールのツールメニューから［グローバルエクスクルード］を選択します.

2.

［電子メール］タブを選択します.

3.

指定したサイズを超えるすべての添付ファイルをバックアップから除外するには、［次のサイズを超えるす
べての添付ファイルをエクスクルード］チェックボックスをオンにして、サイズを KB 単位で入力します.
この機能は Lotus Notes 電子メールには適用されません.

4.

指定した日付より前に受信したすべてのメッセージをバックアップから除外するには、［次の日付より前に
受信したすべてのメッセージをエクスクルード］チェックボックスをオンにして、日付を入力します.

5.

新しい電子メールのグローバルエクスクルードを追加するには、［追加］をクリックして、次のように設定
します.

［電子メールのグローバルエクスクルードフィルタの追加］ダイアログボックス

項目
添付フ
ァイル

説明
フィルタを使用して、グローバルエクスクルードによってバックアップから除外される添付ファ
イルの種類を判別します.

の種類

注意： Lotus Notes 電子メールは、添付ファイルの種類でフィルタにかけることはできませ
ん.
フィルタには、ファイル名またはワイルドカードを設定できます.
例:
ワイルドカード: *.tmp
ファイル名: pagefile.sys

注意： ワイルドカードを使用する場合は、アスタリスク (*) を使用してください.たとえ
ば、*.tmp を指定すると .tmp という拡張子を持つファイルがすべて表示されますが、.tmp を指定
すると .tmp という名前のファイルのみが表示されます.

メール

バックアップの対象から除外するメールフォルダの名前を入力します.

フォル
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ダ名
グローバルエクスクルードの説明を入力します.

説明

6.

［OK］をクリックします.

7.

電子メールのグローバルエクスクルードフィルタを編集するには、変更を行うフィルタをクリックします.
［編集］をクリックし、前述の［電子メールのグローバルエクスクルードフィルタの追加］ダイアログボッ
クスの表の説明に従って設定します.

8.

電子メールのグローバルエクスクルードフィルタを削除するには、削除するフィルタをクリックして、［削
除］をクリックします.フィルタを削除するには［はい］を、削除をキャンセルするには［いいえ］をクリ
ックします.

9.

［OK］をクリックします.

圧縮から除外するファイルおよびフォルダの指定
すべてのユーザーに対する圧縮から除外するファイルまたはフォルダの種類を指定するには、圧縮ファイルのグロー
バルエクスクルードを使用します.
圧縮から除外するファイルおよびフォルダを指定する方法
1.

DLO 管理コンソールのツールメニューから［グローバルエクスクルード］を選択します.

2.

ファイルまたはフォルダを圧縮から除外するには、［圧縮ファイル］タブを選択します.圧縮ファイルのデ
フォルトのグローバルエクスクルードが表示されます.

3.

指定したサイズを超えるすべてのファイルを圧縮から除外するには、［次のサイズを超えるすべてのファイ
ルをエクスクルード］チェックボックスをオンにして、サイズを KB 単位で入力します.

4.

新しい圧縮ファイルのグローバルエクスクルードを追加するには、［追加］をクリックして、次のように設
定します.

［圧縮のグローバルエクスクルードフィルタの追加］ダイアログボックス

項目 説明
フィ
ルタ

フィルタを使用して、グローバルエクスクルードによって圧縮から除外されるファイルまたはフォル
ダを判別します.フィルタには、ファイル名、ワイルドカードまたはマクロを設定できます.
例:
ワイルドカード: *.tmp
ファイル名: pagefile.sys
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マクロ: %WINDIR%

注意： ワイルドカードを使用する場合は、アスタリスク (*) を使用してください.たとえば、
*.tmp を指定すると .tmp という拡張子を持つファイルがすべて表示されますが、.tmp を指定する
と .tmp という名前のファイルのみが表示されます.

説明
適用
対象

グローバルエクスクルードの説明を入力します.
グローバルエクスクルードの適用対象を、［ファイル］、［フォルダ］、［ファイルおよびフォル
ダ］のうち、いずれにするかを指定します.

5.

［OK］をクリックします.

6.

グローバルエクスクルードフィルタを編集するには、変更を行うフィルタをクリックします.［編集］をク
リックし、前述の［圧縮のグローバルエクスクルードフィルタの追加］ダイアログボックスの表の説明に従
って設定します.

7.

グローバルエクスクルードフィルタを削除するには、削除するフィルタをクリックして、［削除］をクリッ
クします.フィルタを削除するには［はい］を、削除をキャンセルするには［いいえ］をクリックします.

8.

［OK］をクリックします.

暗号化から除外するファイルおよびフォルダの指定
すべてのユーザーに対する暗号化から除外するファイルやフォルダ (またはファイルやフォルダの種類) を指定する
には、暗号化ファイルのグローバルエクスクルードを使用します.
暗号化ファイルのグローバルエクスクルードを設定する方法
1.

DLO 管理コンソールのツールメニューから［グローバルエクスクルード］を選択します.

2.

ファイルまたはフォルダを暗号化から除外するには、［暗号化ファイル］タブを選択します.暗号化ファイ
ルのデフォルトのグローバルエクスクルードが表示されます.

3.

指定したサイズを超えるすべてのファイルを暗号化から除外するには、［次のサイズを超えるすべてのファ
イルをエクスクルード］チェックボックスをオンにして、サイズを KB 単位で入力します.

4.

新しい暗号化ファイルのグローバルエクスクルードを追加するには、［追加］をクリックして、次のように
設定します.
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［暗号化のグローバルエクスクルードフィルタの追加］ダイアログボックス

項目 説明
フィ
ルタ

フィルタを使用して、グローバルエクスクルードによって暗号化から除外されるファイルまたはフォ
ルダを判別します.フィルタには、ファイル名、ワイルドカードまたはマクロを設定できます.
例:
ワイルドカード: *.tmp
ファイル名: pagefile.sys
マクロ: %WINDIR%

注意： ワイルドカードを使用する場合は、アスタリスク (*) を使用してください.たとえば、
*.tmp を指定すると .tmp という拡張子を持つファイルがすべて表示されますが、.tmp を指定する
と .tmp という名前のファイルのみが表示されます.

説明
適用
対象

グローバルエクスクルードの説明を入力します.
グローバルエクスクルードの適用対象を、［ファイル］、［フォルダ］、［ファイルおよびフォル
ダ］のうち、いずれにするかを指定します.

5.

［OK］をクリックします.

6.

暗号化のグローバルエクスクルードフィルタを編集するには、変更を行うフィルタをクリックします.［編
集］をクリックし、前述の［暗号化のグローバルエクスクルードフィルタの追加］ダイアログボックスの表
の説明に従って設定します.

7.

暗号化のグローバルエクスクルードフィルタを削除するには、削除するフィルタをクリックして、［削除］
をクリックします.フィルタを削除するには［はい］を、削除をキャンセルするには［いいえ］をクリック
します.

8.

［OK］をクリックします.

差分ファイルの転送から除外するファイルおよびフォルダの指定
すべてのユーザーに対する差分ファイルの転送から除外するファイルとフォルダ (またはファイルとフォルダの種類)
を指定するには、差分ファイルの転送のグローバルエクスクルードを使用します.
差分ファイルの転送から除外するファイルおよびフォルダを指定する方法
1.

DLO 管理コンソールのツールメニューから［グローバルエクスクルード］を選択します.

2.

ファイルまたはフォルダを差分ファイルの転送から除外するには、［差分ファイルの転送］タブを選択しま
す.差分ファイルの転送のデフォルトのグローバルエクスクルードが表示されます.差分ファイルの転送から
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デフォルトで除外されるファイルの種類は、通常、このテクノロジを使用してもメリットのないファイルの
種類です.

注意： また、差分ファイルの転送を使用してバックアップされたファイルおよびフォルダは、標準圧
縮を使用して圧縮されます.ファイルが、バックアップ選択項目で差分ファイルの転送が設定されており、
一方でグローバルエクスクルードフィルタによって差分ファイルの転送から除外される場合、ファイルは、
他のグローバルエクスクルードフィルタによって標準圧縮から除外されない限り、標準圧縮を使用して圧縮
されます.

3.

指定したサイズを超えるすべてのファイルを差分ファイルの転送から除外するには、［次のサイズを超える
すべてのファイルをエクスクルード］チェックボックスをオンにして、サイズを KB 単位で入力します.

4.

指定したサイズに満たないすべてのファイルを差分ファイルの転送から除外するには、［次のサイズに満た
ないすべてのファイルをエクスクルード］チェックボックスをオンにして、サイズを KB 単位で入力します.

5.

新しい差分ファイルの転送のグローバルエクスクルードを追加するには、［追加］をクリックして、次のよ
うに設定します.

［差分ファイルのグローバルエクスクルードフィルタの追加］ダイアログボックス

項目 説明
フィ
ルタ

フィルタを使用して、グローバルエクスクルードによって差分ファイルの転送から除外されるファイ
ルまたはフォルダを判別します.フィルタには、ファイル名、ワイルドカードまたはマクロを設定で
きます.
例:
ワイルドカード: *.tmp
ファイル名: pagefile.sys
マクロ: %WINDIR%
注意： ワイルドカードを使用する場合は、アスタリスク (*) を使用してください.たとえば、
*.tmp を指定すると .tmp という拡張子を持つファイルがすべて表示されますが、.tmp を指定する
と .tmp という名前のファイルのみが表示されます.

説明
適用
対象

グローバルエクスクルードの説明を入力します.
グローバルエクスクルードの適用対象を、［ファイル］、［フォルダ］、［ファイルおよびフォル
ダ］のうち、いずれにするかを指定します.
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6.

［OK］をクリックします.

7.

差分ファイルの転送のグローバルエクスクルードフィルタを編集するには、変更を行うフィルタをクリック
します.［編集］をクリックし、前述の［差分ファイルのグローバルエクスクルードフィルタの追加］ダイ
アログボックスの表の説明に従って設定します.

8.

差分ファイルの転送のグローバルエクスクルードフィルタを削除するには、削除するフィルタをクリックし
て、［削除］をクリックします.フィルタを削除するには［はい］を、削除をキャンセルするには［いい
え］をクリックします.

9.

［OK］をクリックします.

関連トピック:
差分ファイルの転送の使用

常に開いた状態のファイルの除外
Windows XP および Windows 2000 を実行しているデスクトップコンピュータでは、次のフォルダおよびファイル
の種類は通常開いた状態であり、DLO でバックアップすることができません.これらのファイルをグローバルエクス
クルードリストまたはバックアップ選択項目のエクスクルードリストに追加すると、Desktop Agent の保留中のファ
イルリストから除外されます.

•

C:¥Windows¥System32¥Config

•

レジストリハイブおよびログ (たとえば、*.DAT.LOG、*.LOG およびそのファイルシステム、SECURITY、
DEFAULT、SAM、SOFTWARE など)

•

C:¥Windows¥System32¥wbem

•

*.EVT

•

*.LOG (STI_Trace.log、WIADEBUG.LOG、WIASERVC.LOG など)

•

*.DAT (NTUSER.DAT、USRCLASS.DAT など)

関連トピック:
バックアップ選択項目について
グローバルエクスクルードフィルタの設定

DLO マクロの使用によるグローバルエクスクルードの定義
次のマクロは、一般的に、グローバルエクスクルードオプションを使用したファイルを除外する際に使用されますが、
バックアップ選択項目に使用することもできます.
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グローバルエクスクルードのマクロ
マクロ
%TEMP%
%WINDIR%

%WEBTEMP%
%RECYCLED%
%SYSTEM%

フォルダ
現在ログオンしているユーザーの Temp ディレクトリ
Windows ディレクトリ
例: C:¥Windows または C:¥Winnt
現在ログオンしているユーザーの Web キャッシュ
ごみ箱
Windows システムディレクトリ
例: C:¥Windows¥system または C:¥Winnt¥system

Symantec DLO Firewall ポート
Firewall を使用している場合、Symantec DLO には特殊なポートが必要な場合があります。Firewall は管理サーバー
と Firewall 環境の外にあるリモートシステムの間のシステムコミュニケーションに影響することがあります。
Symantec DLO は以下のポートを使用します。

サービスまたはプロセス

ポート

ポートタイプ

Server Message Block (SMB) communication 135-139

TCP/UDP

Server Message Block (SMB) communication 445

TCP/UDP

without NETBIOS

SQL

1434

TCP/UDP

SymantecDLOAdminSvcu.exe (DLO admin

3999 in listening

TCP/UDP

service)

mode
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Desktop Agent ユーザーの管理
DLO 管理者は、DLO 管理コンソールで Desktop Agent ユーザーを管理します.このインターフェースを使用して、
ユーザーまたはユーザーのグループを手動で DLO に追加したり、有効または無効にすることができます.また、新し
いネットワーク共有へ移動したり、別のプロファイルを割り当てることもできます.
Desktop Agent ユーザーは、自動ユーザー割り当てを使用して自動的に DLO に追加することも、DLO 管理コンソー
ルから手動で追加することもできます.
関連トピック:
自動ユーザー割り当てについて
1 人のデスクトップユーザーの DLO への追加
既存のネットワーク上のデータ格納場所を持つ複数の Desktop Agent ユーザーのインポート
Desktop Agent ユーザーの一覧表示
Desktop Agent ユーザーのプロパティの変更
Desktop Agent ユーザーの有効化または無効化
DLO データベースからの Desktop Agent ユーザーの削除
新しいネットワークユーザーデータフォルダへの Desktop Agent ユーザーの移動

新しいネットワークユーザーデータフォルダの手動による作成
デスクトップユーザーのバックアップに使用できるネットワーク共有がすでに存在する場合は、その共有をネットワ
ークユーザーデータフォルダとして DLO に追加することができます.また、新しい共有を作成して DLO に追加する
こともできます.既存のネットワーク共有をネットワークユーザーデータフォルダとして作成または使用するには、
フォルダに適切なセキュリティ属性を設定する必要があります.
ネットワークユーザーデータフォルダを手動で作成し、セキュリティ属性を設定する方法
1.

バックアップファイルを格納するコンピュータにネットワーク共有を作成または配置します.

2.

手順 1 で作成したネットワーク共有を右クリックし、［プロパティ］を選択します.

3.

［共有］タブをクリックします.

4.

［このフォルダを共有する］が選択されていることを確認します.

5.

［アクセス許可］をクリックします.

6.

ユーザー「Everyone」に対して、フルコントロール、変更、読み取りのうち、いずれかのアクセス許可を
選択します.

7.

［OK］をクリックします.

8.

［セキュリティ］タブをクリックします.
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9.

［詳細設定］をクリックします.

10. ［子オブジェクトに適用するアクセス許可エントリを親から継承し、それらをここで明示的に定義されてい
るものに含める］チェックボックスがオフになっていることを確認します.
11. 「Administrator」と「Everyone」を追加し、これらのユーザーにフルコントロールのアクセス許可を割り
当てます.
12. 共有フォルダで、データ格納場所を使用するユーザーごとにデータフォルダを作成するか、またはデータフ
ォルダがすでに存在することを確認します.
13. ユーザーのデータフォルダを右クリックします.
14. ［プロパティ］を選択します.
15. ［セキュリティ］をクリックします.
16. ［子オブジェクトに適用するアクセス許可エントリを親から継承し、それらをここで明示的に定義されてい
るものに含める］チェックボックスがオフになっていることを確認します.
17. 「Administrator」と、ユーザーデータフォルダに割り当てるユーザーを共有アクセス許可のリストに追加し
ます.
18. 「Administrator」とユーザーにフルコントロールのアクセス許可を割り当てます.

1 人のデスクトップユーザーの DLO への追加
Desktop Agent ユーザーは、自動ユーザー割り当てを使用せずに手動で設定することもできます (自動ユーザー割り
当てについてを参照).この方法では、既存のネットワークフォルダを、特定のユーザーのバックアップデータを保存
するための専用フォルダとして使用できます.このようなネットワークフォルダは、DLO ネットワークユーザーデー
タフォルダになります.
1 人のデスクトップユーザーを DLO に追加する場合、ユーザーデータフォルダは手動で追加されるため、データ格
納場所は必要ありません.ただし、ネットワークユーザーデータフォルダをデータ格納場所に置くのが望ましい場合
は、データ格納場所を使用することができます.
デスクトップユーザーを手動で追加した後に割り当てた設定 (ユーザーデータフォルダとプロファイル) は、デスク
トップユーザーが Desktop Agent を初めて実行したときに適用されます.
1 人のデスクトップユーザーを DLO に追加する方法
1.

DLO ナビゲーションバーの［セットアップ］をクリックします.

2.

選択ペインで［ユーザー］をクリックします.

3.

タスクペインの［ユーザータスク］の下にある［新規ユーザー］をクリックします.

4.

必要なオプションを設定します.
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［新規ユーザー］のプロパティ

項目
このユー
ザーを有

説明
このユーザーが Desktop Agent を使用できるようにするには、このオプションを選択し、使用で
きないようにするには、このオプションを選択解除します.

効にする
ユーザー

プロファ

ユーザー名を参照して選択するか、DomainName¥UserName の形式でユーザー名を入力しま
す.
このユーザーに割り当てるプロファイルを選択します.

イル
ユーザー

次のいずれかを実行します.

データフ
ォルダ
ネットワ
ークユー
ザーデー
タフォル
ダ

このオプションを選択した場合は、このデスクトップユーザーのバックアップファイルを保存す
る既存のネットワークユーザーデータフォルダのパスを入力するか、参照して選択します.フォ
ルダは、既存のものである必要があります.また、組織のニーズに従ってフォルダにセキュリテ
ィ属性を設定する必要があります.たとえば、どのユーザーがフォルダにアクセスできるように
するかを指定します.
注意： 既存のネットワーク共有をネットワークユーザーデータフォルダとして使用する場
合、データ格納場所は必要ありません.

データ格
納場所

既存のデータ格納場所を使用するには、このオプションを選択します.新しいユーザーのネット
ワークユーザーデータフォルダがこのデータ格納場所に配置されます.

既存のネットワーク上のデータ格納場所を持つ複数の Desktop Agent ユーザーのインポート
既存のネットワーク上のデータ格納場所をすでに持つ複数の新しいデスクトップユーザーを設定する場合は、ユーザ
ーのリストをカンマ区切り (CSV) ファイルからインポートします.この機能は、既存の Desktop Agent ユーザーのネ
ットワークユーザーデータフォルダをインポートする場合には使用できません.
ファイルは次の形式で、ユーザーごとに次の情報を含む必要があります.
ユーザー名, ドメイン, プロファイル, ユーザーデータフォルダ
例 JSmith,enterprise,Default,¥¥Server1¥Userdata¥jsmith
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複数のデスクトップユーザーをファイルからインポートする方法
1.

DLO ナビゲーションバーの［セットアップ］をクリックします.

2.

選択ペインで［ユーザー］をクリックします.

3.

タスクペインの［ユーザータスク］の下にある［ユーザーのインポート (ウィザード使用)］をクリックしま
す.

4.

ウィザードのプロンプトに従います.

Desktop Agent ユーザーのプロパティの変更
1.

DLO ナビゲーションバーの［セットアップ］をクリックします.

2.

選択ペインで［ユーザー］をクリックします.
ユーザーが結果ペインに一覧表示されます.

3.

変更するユーザーを選択します.

4.

タスクペインの［一般タスク］の下にある［プロパティ］をクリックします.

5.

必要なオプションを設定します.

ユーザーのプロパティ

項目
このユーザー
を有効にする
ユーザー
プロファイル
ネットワーク
ユーザーデー
タフォルダ

説明
このユーザーが Desktop Agent を使用できるようにするには、このオプションを選択し、
使用できないようにするには、このオプションを選択解除します.
ユーザーの名前が表示されます.このフィールドは編集できません.
このユーザーに適用するプロファイルを選択します.
ユーザーのバックアップファイルを保存する場所を指定します.この場所は変更できませ
ん.ユーザーを新しい場所に移動するには、新しいネットワークユーザーデータフォルダへ
の Desktop Agent ユーザーの移動を参照してください.

Desktop Agent ユーザーの有効化または無効化
このオプションを使用すると、ユーザーによる Desktop Agent の使用を許可または禁止することができます.
Desktop Agent ユーザーを有効または無効にする方法
1.

DLO ナビゲーションバーの［セットアップ］をクリックします.
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2.

選択ペインで［ユーザー］をクリックします.ユーザーが結果ペインに一覧表示されます.

3.

変更するユーザーを選択します.

4.

タスクペインの［一般タスク］の下にある［プロパティ］をクリックします.

5.

次のいずれかを実行します.

•

Desktop Agent ユーザーがデータをバックアップできないようにするには、［このユーザーを有効にす
る］チェックボックスをオフにします.

•

Desktop Agent ユーザーがデータをバックアップできるようにするには、［このユーザーを有効にす
る］チェックボックスをオンにします.

DLO データベースからの Desktop Agent ユーザーの削除
ユーザーを DLO データベースから永久に削除する場合は、ユーザーのエントリを DLO から削除します.ユーザーを
DLO 管理コンソールデータベースから削除する前に、ユーザーのデスクトップから Desktop Agent をアンインスト
ールしてください.アンインストールしないと、ユーザーが Desktop Agent を実行して、一致するユーザー割り当て
が DLO に存在した場合に、ユーザーが再び自動的に追加されてしまいます.Desktop Agent をユーザーのコンピュー
タからアンインストールできない場合は、ユーザーを無効にしてください (Desktop Agent ユーザーの有効化または
無効化を参照).

DLO データベースからユーザーを削除する方法
1.

Desktop Agent をユーザーのコンピュータからアンインストールします.

2.

DLO ナビゲーションバーの［セットアップ］をクリックします.

3.

選択ペインで［ユーザー］をクリックします.

4.

削除するユーザーをクリックします.

5.

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.

6.

ユーザーデータフォルダに格納されているデータを削除するには、［ユーザーデータフォルダに格納された
データを削除］をオンにします.
［ユーザーデータフォルダに格納されたデータを削除］オプションを選択する場合、バックアップデータは
ネットワークユーザーデータフォルダから削除されますが、デスクトップユーザーデータフォルダからは削
除されません.Desktop Agent をデスクトップコンピュータからアンインストールする場合は、デスクトッ
プユーザーデータフォルダを削除するオプションが表示されます.

7.

ユーザーを削除するには、［はい］または［すべてにはい］をクリックします.
注意： ユーザーのデスクトップから Desktop Agent をアンインストールする前に DLO 管理コンソー
ルを使用してユーザーを削除すると、そのユーザーのコンピュータから Desktop Agent が自動的に削除さ
れます.
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新しいネットワークユーザーデータフォルダへの Desktop Agent ユーザーの移動
Desktop Agent ユーザーを新しいネットワークユーザーデータフォルダに移動すると、各ネットワークユーザーデー
タフォルダの内容が新しいディレクトリに移動されます.新しいディレクトリには、既存のデータ格納場所またはネ
ットワーク上の他のディレクトリを使用できます.
ネットワークユーザーデータフォルダを既存のデータ格納場所ではなく UNC の場所
(¥¥myserver¥userdata¥username など) に移動する場合は、新しい場所での権限を変更する必要がある場合があり
ます.ローカルの管理者グループおよびファイルの所有者は、ネットワークユーザーデータフォルダに対する読み取
りおよび変更の権限を持っている必要があります.また、Everyone グループを削除する必要があります.
ネットワーク上の既存のディレクトリをネットワークユーザーデータフォルダとして使用する方法については、新し
いネットワークユーザーデータフォルダの手動による作成を参照してください.
データの移動が正常に完了すると、古いネットワークユーザーデータフォルダのデータは削除されます.移動後に行
うバックアップは、各ユーザーの新しい場所に保存されます.
1 つ以上の Desktop Agent ユーザーを新しいネットワークユーザーデータフォルダに移動する方法

注意： 転送が完了した後、影響を受けた各 Desktop Agent はシャットダウンし、30 分以内に自動的に再起動
します.

1.

DLO ナビゲーションバーの［セットアップ］をクリックします.

2.

選択ペインで［ユーザー］をクリックします.

3.

移動するユーザーを 1 つ以上選択します.

4.

タスクペインの［ユーザータスク］の下にある［ネットワークユーザーデータフォルダの移動］をクリック
します.

5.

必要なオプションを設定します.

ユーザーの移動

項目
ユーザー
移動元

説明
選択したユーザーのドメインおよびユーザー名を指定します.
現在のネットワークユーザーデータフォルダの場所を指定します.

移動先
ユーザーデータフ

既存のデータ格納場所をドロップダウンメニューから選択するには、このオプション
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ォルダを既存のデ を選択します.新しいネットワークユーザーデータフォルダは、移動する各ユーザーの
ータ格納場所に移 新しいデータ格納場所に作成されます.
動
ユーザーデータフ
ォルダの内容を代
替の場所に移動

6.

新しいデータ格納場所を指定するには、このオプションを選択します.ボックス内にパ
スを入力するか、または［参照］をクリックして新しい場所を探して選択します.新し
いネットワークユーザーデータフォルダは、移動する各ユーザーの新しいデータ格納
場所に作成されます.

［開始］をクリックして、データの転送を開始します.

新しいコンピュータへのデスクトップユーザーの移動
デスクトップユーザーが新しいコンピュータを入手した場合、DLO を使用して、ユーザーデータを新しいコンピュ
ータに移動することができます.この作業では、リストアプロセスを使用して、ユーザーのバックアップデータが新
しいコンピュータに移動されます.ユーザーがログオンすると、データは、元のコンピュータで配置されていた場所
と同じ場所にリストアされます.ユーザーがログオンし、DLO 管理サーバーに接続する必要がない場合に、データの
最終的なリストアが自動的に実行されます.
新しいコンピュータにデスクトップユーザーを移動する方法
1.

DLO 管理コンソールからのファイルおよびフォルダのリストアを参照して、ユーザーデータをリストアし
ます.

2.

手順 8 でこのユーザーデータを、新規 DLO インストール用の代替コンピュータに移動. を選択します.デー
タが新しいコンピュータに移動されます.
移動されたデータの所有者が新しいコンピュータにログオンすると、移動されたデータは元のコンピュータ
で配置されていた場所と同じ場所に移動され、データの移動プロセスを完了します.

Desktop Agent ユーザーの一覧表示
1.

DLO ナビゲーションバーの［セットアップ］をクリックします.

2.

選択ペインで［ユーザー］をクリックすると、結果ペインにユーザーが一覧表示されます.
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デスクトップコンピュータの管理
デスクトップコンピュータは、DLO 管理コンソールから簡単に管理することができます.DLO 管理コンソールを使用
して、コンピュータを有効または無効にしたり削除するだけでなく、コンピュータのプロパティを表示して変更する
こともできます.また、1 台以上の選択したコンピュータ上で即時バックアップを実行することができます.

コンピュータのプロパティの変更
コンピュータのプロパティは、DLO 管理コンソールから表示および変更することができます.コンピュータのプロパ
ティは、デスクトップコンピュータの所有者が割り当てられているプロファイルに基づきます.また、プロファイル
で割り当てられた必要な権限を所有するデスクトップユーザーは、コンピュータのプロパティを変更することができ
ます.
コンピュータのプロパティを表示および変更する方法
1.

DLO ナビゲーションバーの［セットアップ］をクリックします.

2.

選択ペインで［コンピュータ］をクリックします.

3.

プロパティを変更するコンピュータを右クリックし、［プロパティ］をクリックします.

4.

コンピュータのバックアップスケジュールを変更するには、［スケジュール］タブをクリックします.

5.

スケジュールを次のように設定します.

［新規プロファイル］ダイアログボックスの［スケジュール］タブ

項目
プロファイル
のスケジュー
ルを使用

説明
プロファイルで指定されているバックアップのタイミングを使用するには、ドロップダウ
ンメニューでこのオプションを選択します.
注意： このオプションを選択すると、［スケジュール］タブの詳細設定を変更する
ことができなくなります.

カスタムスケ
ジュールを使

プロファイルとは異なるバックアップのタイミングを指定するには、ドロップダウンメニ
ューでこのオプションを選択します.

用
ジョブの実行
ファイルの変

ファイルを変更するたびに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
選択します.
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更時

NTFS ドライブの場合は、ファイルを変更するたびに自動的にバックアップが実行されま
す.FAT ドライブの場合は、［変更ファイルのバックアップ間隔］フィールドでバックア
ップ間隔を入力する必要があります.

スケジュール

スケジュールに従ってファイルがバックアップされるようにするには、このオプションを
選択します.
デフォルトを変更するには、［スケジュールを編集］をクリックします.バックアップスケ
ジュールは、新しいプロファイルの作成の手順 10 で設定します.

手動

DLO 管理者またはデスクトップユーザーが手動でバックアップを行う必要がある場合に、
このオプションを選択します.

ログオン/ログ
オフオプショ
ン
ログオン時に
自動的にバッ

Desktop Agent ユーザーがコンピュータにログオンしたときにバックアップが開始される
ようにするには、このオプションを選択します.

クアップ
ログオフ時に
自動的にバッ

Desktop Agent ユーザーがコンピュータをログオフしたときにバックアップが開始される
ようにするには、このオプションを選択します.

クアップ

6.

コンピュータのオプションを変更するには、［オプション］タブをクリックし、コンピュータのオプション
を次のように設定します.
［新規プロファイル］ダイアログボックスの［オプション］タブ
項目
プロファイルのオプションを使
用

説明
プロファイルで指定されている設定を使用するには、ドロップダウンメ
ニューからこのオプションを選択します.
注意： このオプションを選択すると、［オプション］タブの詳細設
定を変更することができなくなります.

カスタムオプションを使用

プロファイルのオプションとは異なる設定を指定するには、ドロップダ
ウンメニューからこのオプションを選択します.
注意： ［オプション］タブの詳細設定へのアクセスを可能にするに
は、このオプションを選択する必要があります.
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コンピュータのディスクの使用
量を次の値に制限

デスクトップコンピュータのディスクの使用量を制限するには、このチ
ェックボックスをオンにします.
ディスクの使用率を制限するには、［%］を選択し、最大ディスク使用
率をパーセント値で入力します.
ディスクの使用量を特定のサイズに制限するには、［MB］を選択し、ロ
ーカルドライブで使用する最大ディスク使用量を MB 単位で入力します.

ログファイルの保守
最低でも次の日数ログファイル
を保持

ログファイルを保持する最小日数を入力します.ログファイルは、少なく
とも指定した日数が経過するまでは削除されません.
注意： ログファイルは、合計サイズがすべてのログファイルの合計
サイズとして設定された値を超えるまで削除されません.

最低保持期間の経過後、全体の
サイズが次のサイズ (MB) を超
えた場合ログファイルを古い順
に削除

保持するすべてのログファイルの最大の合計サイズを入力します.この値
を超えると最も古いログファイルが削除されます.
注意： ［最低でも次の日数ログファイルを保持］設定に指定した日
数が経過したログファイルが存在しない場合、この項目で指定する MB
数を超えるログファイルが保存される可能性もあります.

ログオプション
グルーミングメッセージを記録

バックアップの情報メッセージ
を記録
警告メッセージを記録

グルーミング処理のログを作成するには、このチェックボックスをオン
にします.
すべてのバックアップ処理のログを作成するには、このチェックボック
スをオンにします.
警告が生成されたすべての処理のログを作成するには、このチェックボ
ックスをオンにします.

メールオプション
Outlook PST ファイルのメッセ
ージレベルの増分バックアップ
を有効にする

Microsoft Outlook の個人用フォルダ (PST) ファイルの増分バックアップ
を有効にするには、このチェックボックスをオンにします.PST ファイル
を開いた状態でバックアップを行うには、増分バックアップが有効にな
っている必要があります.
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このオプションが選択されていない場合、Outlook で設定されている
PST ファイルは、保存されるたびに完全バックアップが行われます.完全
バックアップは、通常、Outlook が閉じられたときに行われます.
Outlook PST ファイルの増分バックアップを行う場合、保持されるリビ
ジョンは、バックアップ選択項目内で設定されているリビジョンの数に
関係なく 1 つだけです.
注意： DLO では、通常使用するメールアプリケーションに
Outlook が設定されている場合のみ、Outlook PST ファイルの増分バック
アップを実行することができます.
Microsoft Outlook の PST ファイルをリストアすると、リストアした
PST ファイルは元のファイルとは異なるファイルになります (Microsoft
Outlook の個人用フォルダファイルのリストアを参照).
注意： 同期ファイルの増分バックアップを行うことはできません.
詳しくは Outlook PST ファイルの増分バックアップを参照してくださ
い.
Lotus Notes 電子メールファイ
ルのメッセージレベルの増分バ
ックアップを有効にする

Lotus Notes 電子メールファイルの増分バックアップを有効にするには、
このチェックボックスをオンにします.追加の設定が必要となる場合があ
ります.Lotus Notes NSF ファイルの増分バックアップを参照してくださ
い.
Lotus Notes NSF ファイルの増分バックアップを行う場合、保持される
リビジョンは、バックアップ選択項目内で設定されているリビジョンの
数に関係なく 1 つだけです.

7.

コンピュータのバックアップフォルダを表示するには、［バックアップフォルダ］タブをクリックします.

8.

コンピュータのバックアップ選択項目を修正するには、［バックアップ選択項目］タブをクリックします.
バックアップ選択項目の追加を参照してください.プロファイルのバックアップ選択項目は表示されません.
バックアップ選択項目の修正で説明されているように、プロファイルでのみ直接修正することができます.

9.

コンピュータのスケジュールの同期選択項目を表示するには、［同期選択項目］タブをクリックします.
同期選択項目は、管理コンソールからのみ表示できます.同期選択項目は、デスクトップユーザーデータの
同期で説明されているように、Desktop Agent でのみ設定されます.

10. 接続ポリシーを表示および修正するには、［接続ポリシー］タブをクリックします.
接続ポリシーが定義されているプロファイルは、プロファイルでのみ修正できます.接続ポリシーのカスタ
マイズを参照してください.
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デスクトップコンピュータの有効化または無効化
デスクトップコンピュータを無効にした場合でも、そのコンピュータにはまだ Desktop Agent がインストールされ
ています.Desktop Agent は、ファイルのリストアおよび履歴の表示を行うために使用されますが、バックアップを
実行したり、ユーザーが Desktop Agent の設定を変更することはできません.
デスクトップコンピュータを有効または無効にする方法
1.

DLO ナビゲーションバーの［セットアップ］をクリックします.

2.

選択ペインで［コンピュータ］をクリックします.

3.

結果ペインで、有効または無効にするコンピュータを 1 台以上選択します.

4.

選択したコンピュータを右クリックし、そのコンピュータ上で Desktop Agent を実行する場合は［有効に
する］、実行しない場合は［無効にする］をクリックします.

DLO からのデスクトップコンピュータの削除
デスクトップコンピュータを DLO から削除すると、そのコンピュータは DLO データベースから削除され、バック
アップファイルも削除されます.この機能は、ほとんどの場合、使用しなくなったデスクトップコンピュータに対し
て実行します.コンピュータを削除しても、Desktop Agent ソフトウェアが無効になるわけではありません.Desktop
Agent によって次回のバックアップが実行されると、コンピュータは DLO に再び追加されます.コンピュータをバッ
クアップ対象から除外するには、コンピュータを削除するのではなく、無効にしてください.
デスクトップコンピュータを DLO から削除する方法
1.

DLO ナビゲーションバーの［セットアップ］をクリックします.

2.

選択ペインで［コンピュータ］をクリックします.

3.

結果ペインで、削除するコンピュータを 1 台以上選択します.

4.

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.

5.

選択したコンピュータおよびすべてのバックアップファイルを削除するかどうか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.

管理コンソールからのデスクトップのバックアップ
DLO 管理コンソールを使用すると、1 台以上のデスクトップコンピュータ上で即時バックアップを実行することが
できます.これによって、管理者は、手動モードまたはスケジュールモードで稼動しているコンピュータのバックア
ップを強制的に行うことができます.
デスクトップコンピュータ上で即時バックアップを実行する方法
1.

DLO ナビゲーションバーの［セットアップ］をクリックします.

2.

選択ペインで［コンピュータ］をクリックします.
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3.

結果ペインで、即時バックアップを実行するコンピュータを 1 台以上選択します.

4.

タスクペインの［コンピュータタスク］の下にある［今すぐバックアップを実行］をクリックします.

ブラックアウトウィンドウの設定
DLO では、選択したファイルサーバー、または特定の保守サーバーによって管理されるファイルサーバーに対する
バックアップを一定期間停止するように設定することができます.これは、ブラックアウトウィンドウを設定して行
います.選択したリソースでブラックアウトウィンドウを設定すると、指定した期間内のネットワークユーザーデー
タフォルダへのバックアップが一時停止します.
ブラックアウトウィンドウは、作成時に指定したリソース固有です.2 つの異なるリソースに同じスケジュールを使
用するには、リソースごとに設定する必要があります.
ネットワークリソースでブラックアウトウィンドウを設定する方法
1.

DLO ナビゲーションバーの［セットアップ］をクリックします.

2.

タスクペインの［ツールタスク］の下にある［ブラックアウトウィンドウ］をクリックします.

3.

［ファイルサーバー］リストから、ブラックアウトウィンドウを設定するネットワークリソースを選択しま
す.

4.

5.

次のいずれかを実行します.

•

既存のスケジュールを編集する場合は、ドロップダウンメニューからそのスケジュールを選択します.

•

新しいスケジュールを作成する場合は、［新規］をクリックします.

スケジュールを次のように設定します.

ブラックアウトウィンドウのスケジュール

項目
スケジュールを有効に

説明
このスケジュールを使用する場合は、このチェックボックスをオンにします.

する
スケジュール

開始時間

ブラックアウトの頻度を選択します.［指定した日付］、［毎週］などを選択でき
ます.
ブラックアウトの開始時間を入力します.
ブラックアウトを特定の日付に実行する場合、ブラックアウトを開始する日付を
入力します.
ブラックアウトを毎週実行する場合、ブラックアウトを開始する曜日を選択しま
す.
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終了時間

ブラックアウトの終了時間を入力します.
ブラックアウトを特定の日付に実行する場合、ブラックアウトを終了する日付を
入力します.
ブラックアウトを毎週実行する場合、ブラックアウトを終了する曜日を選択しま
す.

6.

［OK］をクリックします.

ブラックアウトウィンドウのスケジュールの削除
ブラックアウトウィンドウのスケジュールを削除する方法
1.

DLO ナビゲーションバーの［セットアップ］をクリックします.

2.

タスクペインの［ツールタスク］の下にある［ブラックアウトウィンドウ］をクリックします.

3.

［スケジュール］の下で、削除するスケジュールを選択します.

4.

［削除］をクリックします.

5.

［OK］をクリックします.
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DLO 管理コンソールからのファイルおよびフォルダのリストア
管理者は、ファイルおよびフォルダを DLO 管理コンソールからデスクトップコンピュータにリストアできます.

注意： DLO では、デスクトップコンピュータの再起動時にリストアされるようにファイルをステージングす
ることにより、使用中のファイルを上書きできます.この機能を使用するには、現在デスクトップコンピュータにロ
グオンしているユーザーが、そのコンピュータに対する管理者権限を持っている必要があります.また、ファイルを
使用しているアプリケーションを事前に終了してファイルをリストアしたり、代替の場所にファイルをリストアする
こともできます.

DLO 管理コンソールからファイルおよびフォルダをリストアする方法
1.

DLO ナビゲーションバーの［リストア］をクリックします.

2.

［コンピュータ］ペインで、リストアするデータが格納されているデスクトップをクリックします.

3.

［バックアップフォルダ］ペインのツリービューで、リストアするファイルが格納されているフォルダを選
択します.

4.

フォルダ全体をリストアするには、［バックアップフォルダ］ペインでフォルダをチェックします.

5.

特定のファイルをリストアするには、［ファイルのバージョン］ペインでファイルをチェックします.

6.

ファイルに複数のバージョンが存在する場合は、リストアするファイルのバージョンのラジオボタンを選択
します.

注意： デスクトップユーザーが元のファイルを削除しても、バックアップファイルは、ファイルグル
ーミングプロセスによって削除されない限り残ります.［リストア］ビューでは、元のファイルが削除され
てもバックアップファイルが利用可能なファイルに、赤色の小さな x マークが付きます.このマークは元の
ファイルが削除されたことを示します.詳しくは ファイルのグルーミングを参照してください.

7.

タスクペインの［リストアタスク］の下にある［ファイルのリストア］をクリックして、［リストア］ダイ
アログボックスを開きます.

8.

必要なオプションを選択し、［OK］をクリックします.

［リストア］ダイアログボックス

項目

説明

リストア先
元のコンピュータに

選択したファイルまたはフォルダをバックアップ元のコンピュータにリストアするに
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リストア

は、このオプションを選択します.
注意： ファイルまたはフォルダを元のデスクトップコンピュータにリストアす
る場合、ジョブは Desktop Agent にサブミットされ、Desktop Agent が DLO 管理サ
ーバーに接続する際に実行されます.デスクトップコンピュータがネットワークに接
続されている場合はすぐに実行されますが、デスクトップコンピュータがネットワー
クに接続されていない場合は、しばらくの間保留されます.

元のフォルダにリ
ストア
リストア先を代替
フォルダに変更

ファイルまたはフォルダを元の場所にリストアするには、このオプションを選択しま
す.
ファイルまたはフォルダを元のデスクトップ上の別の場所にリストアするには、この
オプションを選択します.
［参照］をクリックすると、ファイルをリストアするフォルダを表示して選択するこ
とができます.

代替コンピュータに
リストア

選択した項目を、バックアップ元以外のコンピュータ上のネットワークまたはローカ
ルドライブにリストアするには、このオプションを選択します.
注意： ファイルまたはフォルダを代替コンピュータのフォルダにリストアする
場合、リストアジョブは DLO によってネットワークユーザーデータフォルダからす
ぐに処理されます.このジョブは、Desktop Agent のキューには追加されません.

リストア先を代替
コンピュータのフ

データを代替コンピュータ上の選択したフォルダにリストアするには、このオプショ
ンを選択します.

ォルダに変更
このユーザーデー
タを、新規 DLO
インストール用の

ユーザーデータを新しいコンピュータに移動するには、このオプションを選択しま
す.詳しくは 新しいコンピュータへのデスクトップユーザーの移動を参照してくださ
い.

代替コンピュータ
に移動
フォルダ構造を保持

元のディレクトリ構造を保持してデータをリストアするには、このチェックボックス
をオンにします.このオプションをオフにした場合は、サブディレクトリ内のデータ
を含むすべてのデータが、指定したパスの 1 つのフォルダにリストアされます.

リストアオプション
すでに存在するファ

リストア先のフォルダにすでに存在するファイルのリストアをキャンセルするには、
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イルのリストア方法 ［上書きしない］を選択します.
リストア先のフォルダにすでに存在するファイルを上書きする前に、確認メッセージ
が表示されるようにするには、［確認］を選択します.
リストア先のフォルダにすでに存在するファイルを確認メッセージを表示せずに上書
きするには、［上書き］を選択します.
削除したファイルを
リストア
リストアしたファイ
ルのセキュリティ属
性を保持

元のファイルが削除されていても、ファイルをリストアする場合にこのオプションを
選択します.
リストアされるファイルのセキュリティ情報を保持するには、［リストアしたファイ
ルのセキュリティ属性を保持］を選択します.
ソースファイルのセキュリティと宛先のセキュリティが競合する場合、ファイルを正
常にリストアするには、このチェックボックスをオフにする必要がある場合がありま
す.このオプションのチェックマークを外すと、リストアされるファイルからセキュ
リティ情報が削除されます.

9.

［OK］をクリックします.

注意： ファイルまたはフォルダに対する NTFS 権限、または圧縮や暗号化などのディレクトリ属性を
カスタマイズする場合は、リストア後にこれらのカスタマイズ内容を設定しなおす必要があります.PST フ
ァイルに対してパスワードを使用する場合は、PST ファイルのリストア後にパスワードを設定しなおす必
要があります.

10. ［リストアの概略］ダイアログボックスで、選択したリストア設定を見なおし、次のいずれかを実行します.

•

［印刷］をクリックしてリストアの概略を印刷します.

•

［リストア］をクリックしてリストアを続行します.

11. リストアジョブが完了したら、［OK］をクリックします.

リストアするファイルおよびフォルダの検索
リストアするデスクトップファイルおよびフォルダを検索する方法
1.

DLO ナビゲーションバーの［リストア］をクリックします.

2.

［コンピュータ］ペインで、検索の対象となるリストアファイルを含むデスクトップをクリックします.

3.

タスクペインの［リストアタスク］の下にある［リストアするファイルを検索］をクリックします.

4.

必要なオプションを設定します.
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［検索］ダイアログボックスのオプション

項目
ファイル名に次の文字列が
含まれるファイルを検索
変更日時

今日
過去 1 週間以内

次の期間内

種類

サイズ

説明
検索するフォルダ名またはファイル名のすべてまたは一部を入力しま
す.*proj.doc のように、ワイルドカードを使用することができます.
特定の期間に修正されたファイルを検索するには、このオプションを選択
し、期間を指定します.
今日修正されたファイルを検索するには、このオプションを選択します.
過去 1 週間以内に修正されたファイルを検索するには、このオプションを選
択します.
指定の日付の範囲内に修正されたファイルを検索するには、このオプション
を選択します.
リストに特定のファイルの種類のみを表示するには、このチェックボックス
をオンにします.
このチェックボックスをオンにして、次の情報を入力します.

•

最初のドロップダウンメニューから、［一致］、［最小］または［最
大］を選択します.

•

ファイルサイズを入力します.

•

［KB］、［MB］または［GB］を選択します.

5.

［検索］をクリックします.

6.

結果ペインで、リストアする項目にチェックマークを付けます.
［リストアするファイルの検索］ビューに同じファイルのエントリが重複して表示されることがあります.
そのような場合、リストア対象としてどちらのファイルを選択しても結果は同じになります.

7.

［リストア］をクリックします.

8.

必要なオプションを設定します (DLO 管理コンソールからのファイルおよびフォルダのリストアを参照).

9.

［OK］をクリックします.
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DLO サーバーおよびユーザーデータのリカバリ
DLO では、主に DLO 管理サーバーとファイルサーバーの 2 か所に情報が格納されます.DLO 管理サーバーには設定
データベースが格納され、ファイルサーバーにはユーザーデータが格納されます.ここでは、次のリカバリの例につ
いて説明します.

•

DLO の緊急リストア機能を使用した 1 人のユーザーのデータのリカバリ

•

DLO の緊急リストア機能を使用しない 1 人のユーザーのデータのリカバリ

•

破損した DLO 管理サーバーのリカバリ

•

破損したファイルサーバーのリカバリ

この項では、DLO 管理サーバーとファイルサーバーの両方がディスクやテープなどの別のメディアに定期的にバッ
クアップされていることを前提としています.また、多くの DLO 環境では、DLO 管理サーバーとファイルサーバー
が同じコンピュータ上に存在することにも注意してください.

暗号化されたユーザーデータについて
DLO では、ランダムに生成されるユーザー固有の暗号化キーを使用してユーザーデータが暗号化されます.暗号化キ
ーは、DLO 管理サーバー上の DLO の設定データベースに格納されます.また、暗号化キーは、暗号化された形式で
ファイルサーバーにも格納されます (次のセクションを参照).

DLO の緊急リストアおよびリカバリパスワードについて
DLO の緊急リストア機能を使用すると、設定データベースが失われた場合に、ファイルサーバーから Desktop
Agent ユーザーデータをリカバリできます.また、DLO コンソールを使用して削除したユーザーのデータを簡単にリ
ストアすることができます.緊急リストア機能を使用するには、データベースの消失またはユーザーの削除前に、リ
カバリパスワードを設定しておく必要があります.ユーザーデータを別のメディアからリストアする場合、データを
リカバリするには、ユーザーデータのバックアップ時に有効であったリカバリパスワードを使用する必要があります.
リカバリパスワードは、DLO コンソールの初回の起動時に設定します.以前のバージョンの DLO では、リカバリパ
スワードは、DLO コマンドラインインターフェースを使用して手動で設定する必要がありました.各ユーザーの暗号
化キーをファイルサーバーに安全に格納できるように、リカバリパスワードを使用してキーが暗号化されます.緊急
リストア機能の使用時に、管理者はリカバリパスワードの入力を求められます.このパスワードを使用して、ユーザ
ーの暗号化キーが解読されます.次に、その暗号化キーを使用してユーザーデータが解読されます.リカバリパスワー
ドが設定されていない場合は、緊急リストア機能を使用して暗号化されたユーザーデータをリストアすることはでき
ません.

リカバリパスワードの変更
リカバリパスワードを変更する必要がある場合、管理者は、古いリカバリパスワードがファイルサーバーの古いバッ
クアップに対して有効なままになることに注意する必要があります.
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リカバリパスワードは、パスワードが漏えいした場合など、セキュリティ上の理由で変更する必要が生じた場合にの
み変更してください.できるだけ、リカバリパスワードは変更しないでください.リカバリパスワードを変更または設
定しても、既存のユーザーデータのリストアには使用できません.実際には、リカバリパスワードを変更すると、同
時に複数のリカバリパスワードが使用されることになる可能性があるため、リストアがより困難になる場合がありま
す.
たとえば、DLO のインストール時にリカバリパスワード「pwd1」が設定されているとします.そのリカバリパスワ
ードを使用して各ユーザーの暗号化キーが暗号化され、ファイルサーバーに格納されます.ファイルサーバーのバッ
クアップ時に、すべてのバックアップコピーでリカバリパスワード「pwd1」が使用されます.その後、リカバリパス
ワードを「pwd2」に変更すると、ファイルサーバー上に存在するユーザーの暗号化キーが、新しいリカバリパスワ
ードを使用して暗号化されるようになります.以降のファイルサーバーのバックアップでは、リカバリパスワード
「pwd2」が使用されます.この結果、リカバリパスワードとして「pwd1」と「pwd2」の両方がファイルサーバーの
バックアップに使用されていることになります.緊急リストア機能の使用時には、管理者は、ファイルサーバーのバ
ックアップ時に有効であったリカバリパスワードを使用する必要があります.

DLO コンソールを使用してユーザーを削除した場合
DLO コンソールを使用してユーザーを削除すると、そのユーザーに関連付けられているすべてのデータが削除され
ます.DLO 管理サーバーに格納されている構成データとファイルサーバーに格納されているユーザーデータも同様に
削除されます.削除されたユーザーのデータをリストアする方法は、リカバリパスワードが設定されているかどうか
によって異なります.

DLO の緊急リストア機能を使用した 1 人のユーザーのデータのリカバリ
ファイルサーバーのバックアップからユーザーデータをリストアすることができ、そのバックアップの作成前にリカ
バリパスワードを設定している場合は、緊急リストア機能を使用して、削除されたユーザーのデータをリストアする
ことができます.リカバリパスワードについて詳しくは DLO の緊急リストアおよびリカバリパスワードについてを参
照してください.
DLO の緊急リストア機能を使用して 1 人のユーザーのデータをリカバリする方法
1.

ユーザーデータをファイルサーバーの元の場所か、または他の一時格納場所にリストアします.

2.

DLO コマンドラインインターフェースを使用して、データを DLO にリストアします.
DLOcommandu -emergencyrestore <usersharepath> -w <RecoveryPassword> -ap <destination-path>

DLO の緊急リストア機能を使用しない 1 人のユーザーのデータのリカバリ
リカバリパスワードが設定されていないか、または失われた場合、削除されたユーザーのデータをリストアするには、
ユーザーを削除する前の特定の時点に DLO 管理サーバーとファイルサーバーの両方をリストアする必要があります.
1.

ファイルサーバーと DLO 管理サーバーの両方をオフラインにします.

2.

ファイルサーバーと DLO 管理サーバーの両方をバックアップします.バックアップに DLO の設定データベ
ースおよびすべてのユーザーデータが含まれていることを確認してください.データのリカバリ後に、この
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バックアップを使用して DLO を現在の状態にリストアします.DLO データをバックアップしていない場合
は、DLO を現在の状態に戻すことができなくなる可能性があります.
3.

ユーザーデータをファイルサーバーにリストアします.可能な場合は、リストア対象のユーザーのデータの
みをリストアします.可能かどうかが不明な場合は、ファイルサーバー上のボリューム全体をリストアでき
ます.ただし、手順 3 でボリューム全体がバックアップされている場合に限ります.

4.

DLO 管理サーバーに設定データベースをリストアします.デフォルトのデータベースパスは、

C:¥Program Files¥Symantec¥Symantec DLO¥Data です.
5.

DLO 管理サーバーを再起動します.

6.

DLO コンソールを使用してユーザーデータをリストアします.［代替コンピュータにリストア］を選択して、
データを一時格納場所にリストアします.

7.

ファイルサーバーと DLO 管理サーバーの両方を最新の状態にリストアします.

破損した DLO 管理サーバーのリカバリ
破損した DLO 管理サーバーのリカバリは、次のいずれかの場合に行います.

事例 1
DLO 管理サーバー上のシステムディスク以外のディスクで障害が発生しているか、またはディスクが破損している
場合
事例 1 のリカバリ手順は次のとおりです.
1.

障害が発生したディスクを修復または交換します.

2.

バックアップコピーからディスク全体をリストアします.

3.

コンピュータを再起動します.

事例 2
DLO 管理サーバーのシステムハードディスクドライブで障害が発生しているか、または DLO 管理サーバーコンピュ
ータを新しいコンピュータに交換する必要がある場合
事例 2 のリカバリ手順は次のとおりです.
1.

オペレーティングシステムソフトウェアを使用してコンピュータをセットアップします.障害が発生した
DLO 管理サーバーと同じコンピュータ名を使用してください.

2.

新しい DLO 管理サーバーに DLO をインストールします.障害が発生した DLO 管理サーバーにインストー
ルされていた DLO と同じバージョンの DLO を使用してください.

3.

DLO データベースファイルをリストアし、DLO のインストール時に作成されたデータベースファイルを上
書きします.デフォルトのデータベースパスは、C:¥Program Files¥Symantec¥Symantec

DLO¥Data です.
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4.

コンピュータを再起動します.

破損したファイルサーバーのリカバリ
ファイルサーバー上のシステムディスク以外のディスクで障害が発生しているか、またはディスクが破損している場
合は、次のリカバリ手順を実行します.
1.

障害が発生したディスクを修復または交換します.

2.

バックアップコピーからディスク全体をリストアします.

3.

コンピュータを再起動します.

ファイルサーバーのシステムハードディスクドライブで障害が発生しているか、またはファイルサーバーコンピュー
タを新しいコンピュータに交換する必要がある場合は、次のリカバリ手順を実行します.
1.

オペレーティングシステムソフトウェアを使用してコンピュータをセットアップします.障害が発生したフ
ァイルサーバーと同じコンピュータ名を使用してください.

2.

ファイルサーバーに DLO 保守サーバーがインストールされていた場合は、コンピュータに DLO 保守サー
バーをインストールします.障害が発生したファイルサーバーにインストールされていた DLO と同じバージ
ョンの DLO を使用してください.

3.

DLO ファイルデータをリストアします.

DLO 管理コンソールでのジョブ履歴の監視
DLO 管理コンソールの［履歴］ビューを使用して、Desktop Agent ジョブの状態に関する情報を表示します.これら
のジョブには、バックアップ、リストア、同期およびユーザーの移動が含まれます.履歴ログは、Desktop Agent を
実行しているデスクトップごとに生成され、DLO 管理コンソールまたは Desktop Agent コンソールに表示されます.
履歴ログをフィルタにかけて古いログやあまり重要でないログを表示しないようにしたり、バックアップジョブまた
はリストアジョブのログのみを表示することができます.

DLO 管理コンソールでのジョブ履歴の表示
デフォルトでは、履歴ログは、ジョブが実行されたとき、および最後の更新から 1 時間が経過した後に更新されま
す.ただし、ジョブの状態が変更された場合は、履歴ログがただちに更新され、新しい状態が反映されます.
DLO 管理コンソールで［履歴］ビューを表示する方法

•

DLO ナビゲーションバーの［履歴］をクリックします.
［履歴］ビューには、デスクトップごとにコンピュータ履歴とジョブ履歴が表示されます.［履歴］ペインには、
Desktop Agent によってバックアップされるデスクトップがすべて表示され、次のような概略情報が提供されま
す.
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［履歴］ペイン

項目

説明
メッセージを生成したデスクトップにログオンしているユーザーのユーザー

ユーザー

名.
このメッセージを生成したデスクトップの名前.

コンピュータ
最後のバックアップの結果

完了したバックアップの結果.成功、警告、失敗、キャンセルなど.
バックアップの結果について詳しくは デスクトップコンピュータの状態の概
略を参照してください.
デスクトップにログオンしているデスクトップユーザーが属しているプロフ

プロファイル

ァイルの名前.
プロファイルについて詳しくは DLO プロファイルについてを参照してくだ
さい.
プロファイルで指定されているバックアップモード.バックアップモードには

バックアップモード

次の種類があります.

•

ファイルの変更時: バックアップはファイルが変更されるたびに行われ
ます.

デスクトップデータフォル

•

スケジュール: バックアップはスケジュールに従って行われます.

•

手動: バックアップはデスクトップユーザーによって行われます.

デスクトップユーザーデータフォルダの現在のサイズ.

ダのサイズ
ネットワークデータフォル

ネットワークユーザーデータフォルダの現在のサイズ.

ダのサイズ
ネットワークデータフォル

ネットワークユーザーデータフォルダの場所.

ダのパス

［ジョブ履歴］ペインには次の情報が表示されます.

［ジョブ履歴］ペイン

項目

説明
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ジョブが開始された日時.

開始日時

ジョブが終了した日時.

終了日時

バックアップやリストアなど、このジョブで実行された操作.

操作

実行中、完了、エラーで完了、警告で完了、キャンセル、失敗など、ジョブの現

状態

在の状態.

保護されたファイル (デスクト
ップ)
保護されたサイズ (デスクトッ
プ)
保護されたファイル (ネットワ
ーク)
保護されたサイズ (ネットワー
ク)

ジョブの実行中にデスクトップユーザーデータフォルダにコピーされたファイル
の数.
ジョブの実行中にデスクトップユーザーデータフォルダにコピーされたデータの
総バイト数.
ジョブの実行中にネットワークユーザーデータフォルダにコピーされたファイル
の数.
ジョブの実行中にネットワークユーザーデータフォルダにコピーされたデータの
総バイト数.
ジョブの実行中に生成されたエラー数 (発生した場合).

エラー

ジョブ履歴の表示フィルタの設定
ジョブの［履歴］ビューでは、フィルタをかけて、参照したい種類のジョブだけを表示することができます.ジョブ
の種類、ジョブの実行中に受信したアラート、ジョブが実行された時間帯によってフィルタを設定することができま
す.
ジョブ履歴の表示フィルタを設定する方法
1.

DLO ナビゲーションバーの［履歴］をクリックします.

2.

履歴を表示するデスクトップをクリックします.

3.

タスクペインの［ジョブ履歴の表示フィルタ］の下にある次のいずれかをクリックします.

［履歴］ビュー内のジョブの種類
項目
すべてのジ

説明
選択したデスクトップで実行されたジョブすべての履歴ログを一覧表示し
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ョブを表示

ます.これらのジョブには、バックアップ、同期、リストアまたはユーザ
ーの移動が含まれます.

バックアッ
プジョブを

選択したデスクトップで実行されたバックアップジョブのみの履歴ログを
一覧表示します.

表示
リストアジ
ョブを表示
4.

選択したデスクトップで実行されたリストアジョブのみの履歴ログを一覧
表示します.

次のオプションを 1 つ以上選択し、受信したアラートに基づいてジョブ履歴のログをフィルタにかけます.
受信したアラートに基づいてジョブ履歴をフィルタにかけるための選択項目
項目

説明
選択したデスクトップで成功したジョブすべての履歴ログを一

成功ジョブを表示

覧表示します.

警告が発生したジョブ
を表示
エラーが発生したジョ
ブを表示
キャンセルされたジョ
ブを表示
5.

選択したデスクトップで警告が発生したジョブすべての履歴ロ
グを一覧表示します.
選択したデスクトップでエラーが発生したジョブすべての履歴
ログを一覧表示します.
選択したデスクトップでキャンセルされたジョブすべての履歴
ログを一覧表示します.

次のいずれかを選択して、フィルタ対象となる表示期間を選択します.

表示するジョブ履歴の期間
項目
過去 24 時間を
表示
過去 7 日間を表
示
すべて表示

説明
過去 24 時間以内に生成された履歴ログで、その他すべてのフィルタ条件を満たす
ものを一覧表示します.
過去 7 日間以内に生成された履歴ログで、その他すべてのフィルタ条件を満たすも
のを一覧表示します.
その他すべてのフィルタ条件も満たす履歴ログをすべて一覧表示します.

124

DLO サーバーおよびユーザーデータのリカバリ

履歴ログの表示
デスクトップコンピュータの各ジョブに対して履歴ログが一覧表示されます.履歴ログは、DLO 管理コンソールの
［履歴］ビューに表示されます.
DLO 管理コンソールで履歴ログを表示する方法
1.

DLO ナビゲーションバーの［履歴］をクリックします.

2.

［履歴］ペインで、履歴ログを表示するコンピュータを選択します.

3.

［ジョブ履歴］ペインで、表示するログをクリックします.

4.

タスクペインの［一般タスク］の下にある［履歴ログファイルを表示］をクリックして、ログファイルビュ
ーアにこのジョブのすべてのログメッセージを表示します.

5.

結果をフィルタにかける場合は、必要なオプションを選択します.

ログファイルビューアのフィルタオプション

項目

説明

ログエントリの検索
すべてのロ
グファイル
現在のログ
ファイル
タイムスタ
ンプ

ログファイルビューアにログエントリをすべて表示するには、このオプションを選択
します.
現在のログファイルのログエントリのみを検索するには、このオプションを選択しま
す.
指定期間のログエントリのみを検索するには、このチェックボックスをオンにします.
次のオプションがあります.
今日: 今日作成されたログファイルのみを表示します.
先週: 先週作成されたすべてのログファイルを表示します.
日付: 指定した期間に作成されたすべてのログファイルを表示します.

種類

指定した種類のログのみを表示するには、このチェックボックスをオンにします.利用
可能な選択項目はログファイルによって異なりますが、次のような選択項目を利用で
きます.

•

バックアップ

•

リストア

•

ユーザーの移動
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•
ファイル名
に含まれる
文字列

保守

ファイル名またはファイル名の種類によってログを表示するには、このチェックボッ
クスをオンにし、ファイル名またはファイル名の種類を入力します.ワイルドカードを
使用することができます.
例: *gold.doc
注意： ワイルドカードを使用する場合は、［*］を使用してください.たとえば、
*.tmp を指定すると .tmp という拡張子を持つファイルがすべて表示されますが、.tmp
を指定すると .tmp という名前のファイルのみが表示されます.

検索範囲

表示するログファイルを次のいずれかの種類のログエントリに制限するには、このオ
プションにチェックマークを付けます.

•

情報エントリのみ

•

エラーエントリと警告エントリのみ

•

エラーエントリのみ

•

警告が発生したエントリのみ

•

ローカルデータフォルダのエントリのみ

•

ローカルデータフォルダのエラーエントリのみ

•

ネットワークデータフォルダのエントリのみ

•

ネットワークデータフォルダのエラーエントリのみ

6.

［検索］をクリックします.

7.

詳細な情報を表示するには、ログエントリをダブルクリックします.

8.

［閉じる］をクリックします.

履歴ログの検索
履歴ログファイルは、ログファイルビューアを使用して簡単に検索できます.この機能を使用すると、ジョブのリス
トを絞り込んで必要なジョブのみを表示することができます.
DLO 管理コンソールを使用してログファイルを検索する方法
1.

DLO ナビゲーションバーの［履歴］をクリックします.

2.

タスクペインの［一般タスク］の下にある［ログファイルを検索］をクリックして、ログファイルビューア
を表示します.
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3.

フィルタオプションを設定します (手順 5 を参照).

4.

［検索］をクリックします.

5.

詳細な情報を表示するには、ログエントリをダブルクリックします.

6.

［閉じる］をクリックします.

DLO 管理コンソールでのアラートの監視
管理者の介入が必要な場合は、DLO にアラートが表示されます.アラートには、ジョブに関する情報が表示されるた
め、DLO 管理者は、アラートを見れば DLO ジョブの現在の状態を把握することができます.
アラートは、一般的な情報を提供するために生成される場合や、問題に応答して生成される場合があります.問題に
対して生成されたアラートには、その問題に関する情報が含まれます.場合によっては、問題を修正するための推奨
方法が示されることもあります.
DLO 管理者は、すべてのアラートを表示するか、または表示するアラートの種類を制限するかを選択できます.
［アクティブアラート］には、システム内でアクティブで、オペレータの応答が必要なアラートが表示されます.
［アラート履歴］には、応答済みのアラートまたは自動的にシステムから削除されたアラートが表示されます.
また、画面の下のステータスバーには、アラートアイコンが表示されます.ステータスバーに表示されるアイコンは、
［アクティブアラート］リストで最も重大なアラートの種類を示します.したがって、現在のアラートまたは最新の
アラートが最も重大なアラートでない場合、ステータスバーに表示されるアイコンは、アラートリストの最新のアラ
ートを示すアイコンと一致しません.
Desktop Agent では、DLO での負荷を最小化するためにアラートをフィルタにかけます.デフォルトでは、各種類の
アラートの表示が 24 時間に 1 回に限定されています.たとえば、［デスクトップユーザーデータフォルダのディス
クの空き容量がありません］というアラートは、Desktop Agent を実行しているデスクトップから、24 時間ごとに
1 回表示されます.

注意： ［バックアップの完了］アラートや［リストアの完了］アラートをフィルタにかけることはできません.
これらのアラートを有効にした場合は、バックアップまたはリストアジョブが完了するたびにアラートが生成されま
す.

指定の日数を経過したアクティブアラートは、クリアされ、アラート履歴に移動されます.履歴内のアラートは、ク
リアされた後、さらに指定の日数 (デフォルトでは 7 日間) を経過すると削除されます.
アラートを手動でクリアした場合は、クリアしたアラートをアラート履歴に移動します.アラートを手動で削除する
と、削除したアラートは永久に取り除かれます.
アラートの発生時に受信者に通知するように DLO をセットアップすることができます.詳しくは アラートの通知の
設定を参照してください.
各種類のアラートの説明は次のとおりです.
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アラート
アラー
トの種

説明

類
情報
警告

エラー

バックアップまたはリストアジョブの成功など、予定どおりの操作が発生したことを通知します.
潜在的な問題を通知します.たとえば、一定の期間内にデスクトップでバックアップが完了していない場
合や、ディスククォータ制限に近づいている場合にアラートが生成されます.
アプリケーションやそのデータが現在危険にさらされているか、差し迫った危険があることを通知しま
す.たとえば、エラーは、バックアップの完了に失敗した場合、デスクトップのディスククォータ制限を
超過した場合などに生成されます.

次の表に考えられるアラートを示します.

DLO のアラート
種類

名前

説明

エラー
バックアップジョブが完

バックアップジョブは完了しましたが、エラーが発生しました.

了しました (エラーの発
生あり).
リストアジョブが完了し

リストアジョブは完了しましたが、エラーが発生しました.

ました (エラーの発生あ
り).
ファイルサーバーでエラ
ーが発生しました.
デスクトップユーザーデ
ータフォルダのディスク
の空き領域がありませ

デスクトップユーザーデータフォルダを含むボリュームの空き領域がありません.
現在のファイルをバックアップするための空きディスク容量が不足しています.フ
ァイルは、ネットワークユーザーデータフォルダに直接コピーされます.

ん.
デスクトップユーザーデ

新しいリビジョンをデスクトップユーザーデータフォルダに追加したことによ
り、指定したディスクストレージの制限に到達しました.
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ータフォルダの格納制限
に到達しました.
ファイル名、ディレクト
リ名またはボリュームラ
ベルの構文が正しくあり
ません.
ネットワークユーザーデ
ータフォルダのディスク

ストレージシステムで注意を要する問題が発生しているか、SRM ソフトウェアが
ファイル名を拒否したことを示します.後者の場合、拒否されたファイルを DLO の
グローバルエクスクルードリストに追加する必要があります.詳しくは グローバル
エクスクルードフィルタの設定を参照してください.
ネットワークユーザーデータフォルダを含むボリュームの空き領域がありません.
現在のファイルをバックアップするための空きディスク容量が不足しています.

の空き領域がありません
ネットワークユーザーデ
ータフォルダの格納制限

新しいリビジョンをネットワークユーザーデータフォルダに追加したことによ
り、指定したディスクストレージの制限に到達しました.

に到達しました.
Desktop Agent を設定で

新しいユーザーの接続時に、不明な理由で正しい設定ができません.

きません.
バックアップを中止し調

調整失敗のためバックアップジョブは中止されました。。

整失敗を管理者に報告す
る
警告
バックアップジョブが完

バックアップジョブは完了しましたが、警告が発生しました.

了しました (警告の発生
あり).
リストアジョブが完了し

リストアジョブは完了しましたが、警告が発生しました.

ました (警告の発生あ
り).
過去 1 時間にリストア
ジョブが行われていませ

リストアジョブがサブミットされましたが、1 時間が経過してもリストアジョブは
完了していません.

ん.
過去 12 時間にリストア
ジョブが行われていませ

リストアジョブがサブミットされましたが、12 時間が経過してもリストアジョブ
は完了していません.
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ん.
過去 24 時間にリストア
ジョブが行われていませ

リストアジョブがサブミットされましたが、24 時間が経過してもリストアジョブ
は完了していません.

ん.
デスクトップユーザーデ
ータフォルダが格納制限

ユーザーのデスクトップユーザーデータフォルダ内に格納されているバックアッ
プデータの量が、指定したサイズ制限に近づいています.

に近づいています.
デスクトップユーザーデ
ータフォルダのディスク

デスクトップユーザーデータフォルダを含むボリュームの空き領域が少なくなっ
ています.

の空き領域が少なくなっ
ています
評価期間を毎日通知

評価期間が終了しました

ネットワークユーザーデ
ータフォルダが格納制限

この事前通知は、Symantec Desktop and Laptop Option の評価期間の残りの日数
を示します.
DLO の評価期間が終了しました.DLO を引き続き使用するにはライセンスが必要で
す.
ユーザーのネットワークユーザーデータフォルダ内に格納されているバックアッ
プデータの量が、指定したサイズ制限に近づいています.

に近づいています.
ネットワークユーザーデ
ータフォルダのディスク

ネットワークユーザーデータフォルダを含むボリュームの空き領域が少なくなっ
ています.

の空き領域が少なくなっ
ています
過去 14 日間にバックア

デスクトップコンピュータは、14 日間バックアップを実行していません.

ップが行われていませ
ん.
過去 28 日間にバックア

デスクトップコンピュータは、28 日間バックアップを実行していません.

ップが行われていませ
ん.
過去 7 日間にバックア

デスクトップコンピュータは、7 日間バックアップを実行していません.

ップが行われていませ
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ん.
対応する自動ユーザー割
り当てがありません.

新しいユーザーの接続時に、対応する自動ユーザー割り当てが見つかりませんで
した.

情報
バックアップジョブが完

バックアップジョブが正常に完了しました.

了しました.
リストアジョブがキュー

リストアジョブが DLO 管理サーバーで開始されました.

に追加されました.
リストアジョブが完了し

リストアジョブが正常に完了しました.

ました.
PST ファイルは Outlook
で設定されていないため

デスクトップコンピュータの PST ファイルは、Microsoft Outlook で設定されてい
ないため、バックアップされませんでした.

スキップされました.
ユーザーが設定されまし

新しいユーザーが接続され、正常に設定されました.

た.

アラートの設定
アラートを設定する方法
1.

DLO ナビゲーションバーの［アラート］をクリックします.

2.

タスクペインの［アラートタスク］の下にある［アラートの設定］をクリックします.

3.

受信するアラートを選択します.受信しないアラートのチェックボックスはオフにします.

4.

選択したアラートが生成された場合に受信者に通知を送信するには、次の手順を実行します.

注意： 受信者を選択する前に、アラートの通知を設定する必要があります.詳しくは アラートの通知
の設定および 通知受信者の設定を参照してください.

•

リストからアラートを 1 つ以上選択します.複数のアラートを選択するには、項目を 1 つクリックし、
Ctrl または Shift キーを押しながら他の項目をクリックします.
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5.

•

［選択したアラートの通知を受信者に送信する］チェックボックスをオンにします.

•

［受信者］をクリックします.

•

アラートの通知を受信する受信者を選択します.

•

［OK］をクリックします.

［OK］をクリックします.

DLO アラートの管理
DLO 管理コンソールの［アラート］ビューでは、アラートのサブセットの表示、アラートのクリアおよび履歴ログ
へのアラートの移動ができます.
DLO アラートを表示する方法
1.

DLO ナビゲーションバーの［アラート］をクリックします.

2.

［アクティブアラート］をクリックしてアクティブアラートを表示するか、［アラート履歴］をクリックし
て、クリアされているアラートを表示します.

注意： 指定の日数を経過したアラートは、クリアされ、アラート履歴に移動されます.

3.

アラートを種類ごとにフィルタにかけるには、後述の説明に従って、タスクペインの［表示フィルタ］から
1 つ以上のオプションを選択します.

アクティブアラートの表示フィルタ
項目
エラーを表示
警告を表示
情報を表示
4.

説明
選択した表示のエラーアラートを一覧表示します.
選択した表示の警告アラートを一覧表示します.
選択した表示について情報アラートを一覧表示します.

アラートのプロパティを表示するには、［アクティブアラート］または［アラート履歴］リストのアラート
を右クリックして、プロパティを選択します.

5.

ログファイルがアラートに関連付けられている場合は、ログファイルへのリンクが表示されます.このリン
クをクリックして、ログファイルを表示します.

6.

［アラート情報］ダイアログボックスを閉じるには、［閉じる］をクリックします.
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アラートは、指定した期間が経過するとデフォルトで［アラート履歴］に移動されますが、一部のアラートが頻繁に
表示されて、［アクティブアラート］ペインに空きがなくなることがあります.このようなアラートは、システムに
よって自動的に移動される前に、手動でクリアして［アラート履歴］ペインに移動することができます.
DLO アラートをクリアする方法
1.

DLO ナビゲーションバーの［アラート］をクリックします.

2.

必要に応じて、DLO アラートを表示する方法を参照して、［アラート］ビューをフィルタにかけます.

3.

アラートリストから、クリアするアラートを 1 つ以上選択します.

4.

タスクペインの［アラートタスク］で、次のいずれかを実行します.

•

［応答］を選択して、選択したアラートのみをクリアします.

•

［すべてに OK を応答］を選択して、すべてのアラートの状態をクリア済みにします.

アラートの通知の設定
DLO には、アラートを通知する方式がいくつか用意されています.

•

SMTP

•

MAPI

•

Lotus Notes 電子メール

•

ページャ

•

プリンタ

•

Net Send

通知を使用するには、次の手順に従います.

•

受信者への通知に使用する方式を設定します.プリンタ、Net Send による通知は、事前の設定は不要です.

•

受信者を設定します.受信者には、個人、コンピュータ (コンソール)、プリンタまたはグループを指定すること
ができ、1 つ以上の通知方式を設定できます.

•

通知するアラートまたはジョブに受信者を割り当てます.

アラートの通知方式の設定
DLO では、次の方式を使用して、指定したアラートを受信者に通知するように設定できます.

•

SMTP 電子メール通知.SMTP 通知方式の設定を参照してください.

•

MAPI 電子メール通知.MAPI 通知方式の設定を参照してください.
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•

VIM (Lotus Notes) 電子メール通知.VIM 通知方式の設定を参照してください.

•

ページャ通知.ページャ通知方式の設定を参照してください.

SMTP 通知方式の設定
SMTP 通知方式を使用してアラート通知メッセージを受信するには、POP3 メールサーバーなどの、SMTP 準拠の
電子メールシステムが必要です.
SMTP 通知方式を設定する方法
1.

ツールメニューの［電子メールおよびページャによる通知］をクリックします.

2.

［SMTP 設定］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.

SMTP 設定のダイアログボックス

項目
有効にする
SMTP メー
ルサーバー
SMTP ポー
ト
差出人名

差出人アド
レス

説明
この通知方式を使用する場合は、このチェックボックスをオンにします.
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入力します.DLO では、サ
ーバー名や電子メールアドレスの有効性のチェックは行われません.
デフォルトの標準 SMTP ポートが表示されます.通常は、このデフォルトポートを変更する
必要はありません.
通知メッセージの送信元ユーザーの名前を入力します.

通知メッセージの送信元ユーザーの電子メールアドレスを入力します.
電子メールアドレスは、メールサーバーでユーザーを識別する名前、アットマーク (@)、メ
ールサーバーのホスト名およびドメイン名で構成されている必要があります.たとえば、
john.smith@company.com です.

SMTP 認証

SMTP 認証を有効にするには、このチェックボックスをオンにします.

の有効化
SMTP サー

SMTP サーバーログオンクレデンシャルを入力します.

バーログイ
ン
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差出人パス

ログインするためのパスワードを入力します.

ワード
パスワード

確認のため、パスワードをもう一度入力します.

の確認

4.

［OK］をクリックします.

関連トピック:
通知受信者の設定

MAPI 通知方式の設定
MAPI 通知方式を使用してアラート通知メッセージを受信するには、Microsoft Exchange などの、MAPI 準拠の電子
メールシステムが必要です.

注意： DLO をインストールした後に Outlook をインストールした場合は、DLO Administration Service を停止
してから再起動する必要があります.これは、MAPI に関する設定を保存し、MAPI 電子メール通知が機能するように
するためです.

MAPI 通知方式を設定する方法
1.

ツールメニューの［電子メールおよびページャによる通知］をクリックします.

2.

［MAPI 設定］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.

MAPI 設定のダイアログボックス

項目
有効にする
MAPI メール
サーバー
差出人メール
ボックス名

説明
この通知方式を使用する場合は、このチェックボックスをオンにします.
Exchange Server の名前を入力します.DLO サービスアカウントがアクセスできる
Exchange Server を指定する必要があります.
John Smith など、通知メッセージの送信元メールボックス名を入力します.この名前は、メ
ッセージの［送信者］フィールドに表示されます.完全なアドレスを入力する必要はありま
せん.
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注意： MAPI の設定を保存するためには、DLO のサービスは、MAPI 通知で使用され
る Exchange メールボックスへの十分な権限を持つドメインアカウントで実行する必要があ
ります.

4.

［OK］をクリックします.

関連トピック:
通知受信者の設定

VIM 通知方式の設定
VIM 通知方式を使用してアラート通知メッセージを受信するには、VIM (Lotus Notes) 準拠の電子メールシステムが
必要です.
VIM 通知方式を設定する方法
1.

ツールメニューの［電子メールおよびページャによる通知］をクリックします.

2.

［VIM 設定］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.

VIM 設定のダイアログボックス

項目
有効にする

Notes クライアントディレクト

説明
この通知方式を使用する場合は、このチェックボックスをオンにしま
す.
Notes クライアントの存在するディレクトリのパスを入力します.

リ
メールパスワード
メールパスワードの確認

4.

Notes クライアントとの接続に必要なパスワードを入力します.
Notes クライアントとの接続に必要なパスワードを、もう一度入力しま
す.

［OK］をクリックします.

関連トピック:
通知受信者の設定
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ページャ通知方式の設定
ページャを使用してアラート通知を受信することができます.ページャ通知方式を使用するには、システムにモデム
が接続され正しく設定されている必要があります.ページャ通知が正常に機能するように、使用しているモデムがペ
ージングサービスと正しく通信できることを確認してください.ページャ通知を設定する前に、推奨されるモデムの
製品に関する情報をページングサービスにお問い合わせください.
1.

ツールメニューの［電子メールおよびページャによる通知］をクリックします.

2.

［ページャ設定］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.

項目

説明

有効にする

このアラート通知方式を使用する場合は、［有効にする］に
チェックマークを付けます.

4.

ページャ通知の送信に使用するモデムを

リストからモデムを選択します.Windows が認識したモデムの

選択してください

みが、リストに表示されます.

［OK］をクリックします.

通知受信者の設定
受信者は、個人、Net Send、プリンタまたはグループです.受信者を設定するには、通知方式を選択し、制限事項を
定義します.受信者のエントリを作成し、アラートまたはジョブに割り当てます.通知先として定義できる受信者の種
類は次のとおりです.

•

個人: SMTP、MAPI、VIM またはページャなどの通知方式を受信者に設定する場合に選択します.なお、これら
の通知方式を受信者に指定する前に、通知方式を設定しておく必要があります.

•

SNMP トラップ: 通知先として設定されているコンピュータに送信されます.

•

Net Send: 通知の受信者となるコンピュータです.

•

プリンタ: 通知出力用のプリンタです.

•

グループ: 複数の受信者をまとめたグループです.

関連トピック:
アラートの通知の設定
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SMTP メールの個人受信者の設定
SMTP 通知方式を設定している場合は、SMTP 電子メール通知メッセージを受信する個人受信者を設定することが
できます.
SMTP メールの個人受信者を設定する方法
1.

ツールメニューの［受信者］をクリックします.

2.

［新規］をクリックします.

3.

［個人］をクリックします.

4.

［OK］をクリックします.

5.

［名前］フィールドに、設定する受信者の名前を入力します.

6.

［SMTP メール］タブをクリックします.

7.

必要なオプションを設定します.

SMTP メール設定のダイアログボックス

項目
有効にする
アドレス

テスト

説明
この受信者にこの通知方式を使用する場合は、このチェックボックスをオンにします.
通知メッセージの受信者の電子メールアドレスを入力します.たとえば、
john.smith@company.com です.
この受信者の通知の設定をテストすることができます.

通知送信数の制限
有効にする
最大通知回数 x 回
/通知回数をカウ
ントする単位時間

このオプションを使用する場合は、このチェックボックスをオンにします.
指定時間 (分) 内に生成されたすべてのアラートについて、受信者に送信する通知の合
計数を入力します.指定した数の通知を送信した後は、指定した時間が経過するまで通
知の送信は停止されます.指定可能な最大の期間は 1440 分 (1 日) です.

x 分間
通知制限のリセッ
ト

このオプションを使用する場合は、チェックボックスをオンにして、通知回数をリセッ
トするまでの待機時間を分単位で入力します.指定した時間が経過すると、通知回数が
ゼロにリセットされます.
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通知送信時間帯の制限
このオプションを使用する場合は、このチェックボックスをオンにして、受信者が通知

有効にする

を受信する時間帯を設定します.
受信者に通知を送信する曜日と時間帯を選択することができます.詳しくは 受信者への

スケジュール

8.

通知スケジュールの設定を参照してください.

［OK］をクリックします.

MAPI メールの個人受信者の設定
MAPI 通知方式を設定している場合は、MAPI 電子メール通知メッセージを受信する個人受信者を設定することがで
きます.
MAPI メールの個人受信者を設定する方法
1.

ツールメニューの［受信者］をクリックします.

2.

［新規］をクリックします.

3.

［個人］をクリックします.

4.

［OK］をクリックします.

5.

［名前］フィールドに、設定する受信者の名前を入力します.

6.

［MAPI メール］タブをクリックします.

7.

必要なオプションを設定します.

MAPI メール設定のダイアログボックス
項目
有効にする
メールボック
ス
テスト

説明
この受信者にこの通知方式を使用する場合は、このチェックボックスをオンにします.
通知メッセージの受信者の電子メールアドレスまたはメールボックス名を入力します.た
とえば、john.smith@company.com または John Smith です.
この受信者の通知の設定をテストすることができます.

通知送信数の制限
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有効にする
最大通知回数

x 回/通知回数
をカウントす

このオプションを使用する場合は、このチェックボックスをオンにします.
指定時間 (分) 内に発生したすべてのアラートについて、受信者に送信する通知の最大数
を入力します.指定した数の通知を送信した後は、指定した時間が経過するまで通知の送
信は停止されます.指定可能な最大の期間は 1440 分 (1 日) です.

る単位時間 x
分間
通知制限のリ
セット

このオプションを使用する場合は、チェックボックスをオンにして、通知回数をリセッ
トするまでの待機時間を分単位で入力します.指定した時間が経過すると、通知回数がゼ
ロにリセットされます.

通知送信時間帯の制限
有効にする

スケジュール
8.

このオプションを使用する場合は、このチェックボックスをオンにして、受信者が通知
を受信する時間帯を設定します.
受信者に通知を送信する曜日と時間帯を選択することができます.詳しくは 受信者への通
知スケジュールの設定を参照してください.

［OK］をクリックします.

VIM メールの個人受信者の設定
VIM 通知方式を設定した場合は、VIM 電子メール通知メッセージを受信する個人受信者を設定することができます.
VIM メールの個人受信者を設定する方法
1.

ツールメニューの［受信者］をクリックします.

2.

［新規］をクリックします.

3.

［個人］をクリックします.

4.

［OK］をクリックします.

5.

［名前］フィールドに、設定する受信者の名前を入力します.

6.

［VIM メール］タブをクリックします.

7.

必要なオプションを設定します.
VIM メール設定のダイアログボックス
項目
有効にする

説明
この受信者にこの通知方式を使用する場合は、このチェックボックスをオンにしま
す.
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アドレス

テスト

通知メッセージの受信者の電子メールアドレスを入力します.たとえば、
JohnSmith@company.com です.
この受信者の通知の設定をテストすることができます.

通知送信数の制限
有効にする
最大通知回数 x 回
/通知回数をカウ
ントする単位時間

このオプションを使用する場合は、このチェックボックスをオンにします.
指定時間 (分) 内に発生したすべてのアラートについて、受信者に送信する通知の合計
数を入力します.指定した数の通知を送信した後は、指定した時間が経過するまで通知
の送信は停止されます.指定可能な最大の期間は 1440 分 (1 日) です.

x 分間
通知制限のリセッ
ト

このオプションを使用する場合は、チェックボックスをオンにして、通知回数をリセ
ットするまでの待機時間を分単位で入力します.指定した時間が経過すると、通知回数
がゼロにリセットされます.

通知送信時間帯の制限
有効にする

スケジュール

このオプションを使用する場合は、このチェックボックスをオンにして、受信者が通
知を受信する時間帯を設定します.
受信者に通知を送信する曜日と時間帯を選択することができます.詳しくは 受信者へ
の通知スケジュールの設定を参照してください.

ページャの個人受信者の設定
ページャによる通知方式を設定した場合は、ページャによる通知メッセージを受信する個人受信者を設定することが
できます.
ページャの個人受信者を設定する方法
1.

ツールメニューの［受信者］をクリックします.

2.

［新規］をクリックし、［個人］をクリックします.

3.

［OK］をクリックします.

4.

［名前］フィールドに、設定する受信者の名前を入力します.

5.

［ページャ］タブをクリックします.

6.

必要なオプションを設定します.
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ページャ設定のダイアログボックス
項目
有効にする

事業者電話

説明
この受信者にこの通知方式を使用する場合は、このチェックボックスをオンにしま
す.
ページングサービスプロバイダのモデムにアクセスするための電話番号を入力しま
す.ページングサービスの電話番号は、手動でページを送信する番号とは異なる場合
があります.

国/地域名および

ページャを使用する国または地域の名前とコードを入力します.

コード
ページャ PIN

ページングサービスプロバイダによって割り当てられたページャ ID 番号を入力し
ます.TAP サービスを使用する場合には、この ID が通知されます.通常は、ページャ
の電話番号の最後の 7 桁です.

ページャの高度な設定オプション
高度な設定

テスト

ページャについて詳細設定を行うことができます.このオプションについて詳しくは
［ページャの詳細情報］ダイアログボックスを参照してください.
この受信者の通知の設定をテストすることができます.

通知送信数の制限
有効にする
最大通知回数 x 回
/通知回数をカウ
ントする単位時間

このオプションを使用する場合は、このチェックボックスをオンにします.
指定時間 (分) 内に発生したすべてのアラートについて、受信者に送信する通知の合
計数を入力します.指定した数の通知を送信した後は、指定した時間が経過するまで
通知の送信は停止されます.指定可能な最大の期間は 1440 分 (1 日) です.

x 分間
通知制限のリセッ
ト

このオプションを使用する場合は、チェックボックスをオンにして、通知回数をリ
セットするまでの待機時間を分単位で入力します.指定した時間が経過すると、通知
回数がゼロにリセットされます.

通知送信時間帯の制限
有効にする

このオプションを使用する場合は、このチェックボックスをオンにして、受信者が
通知を受信する時間帯を設定します.
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スケジュール
7.

受信者に通知を送信する曜日と時間帯を選択することができます.詳しくは 受信者
への通知スケジュールの設定を参照してください.

ページャの詳細設定を行うには、［高度な設定］をクリックして、必要なオプションを設定します.

［ページャの詳細情報］ダイアログボックス

項目

説明

ページャ設定
パスワード
メッセージの長さ

再試行回数

必要に応じて、ページャのパスワードを入力します.
メッセージに使用する最大の文字数を入力します.この数は、ページングサービスプ
ロバイダから通知されます.
ページングサービスプロバイダがページの送信を試行する回数を入力します.この数
は、ページングサービスプロバイダから通知されます.

ページャ通知の種類
数字
英数字

数字のみを識別するページャを使用する場合は、このオプションを選択します.
英数字を識別するページャを使用する場合は、このオプションを選択します.

モデムの設定
モデムのボーレート

モデムの通信速度を選択します.表示される通信速度は、ページャサービスによって
設定される制限値です.実際のモデムの速度には関係なく、適切な速度を選択しま
す.

パリティ、データビ

通信プロトコルを選択します.通常は、Windows のデフォルトを使用します.

ット、ストップビッ
ト

8.

［OK］をクリックして［詳細なページャ情報］ダイアログボックスで設定した内容を保存し、さらに
［OK］をクリックしてページャの設定を保存します.
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SNMP トラップ受信者の設定
SNMP トラップの受信者を設定する方法
1.

ツールメニューの［受信者］をクリックします.

2.

［新規］をクリックします.

3.

［SNMP トラップ］をクリックします.

4.

［OK］をクリックします.

5.

必要なオプションを設定します.

［SNMP トラップ受信者プロパティ］ダイアログボックス

項目
名前
ホスト
ポート

説明
SNMP トラップ受信者の名前を入力します.
SNMP ホストコンピュータの名前を入力します.
SNMP ポート番号を入力します.デフォルトの SNMP ポートは 162 です.

通知送信数の制限
有効にする
最大通知回数 x 回/通
知回数をカウントす
る単位時間 x 分間
通知制限のリセット

このオプションを使用する場合は、このチェックボックスをオンにします.
指定時間 (分) 内に発生したすべてのアラートについて、受信者に送信する通知の合
計数を入力します.指定した数の通知を送信した後は、指定した時間が経過するまで
通知の送信は停止されます.指定可能な最大の期間は 1440 分 (1 日) です.
このオプションを使用する場合は、チェックボックスをオンにして、通知回数をリ
セットするまでの待機時間を分単位で入力します.指定した時間が経過すると、通知
回数がゼロにリセットされます.

通知送信時間帯の制限
有効にする

スケジュール

このオプションを使用する場合は、このチェックボックスをオンにして、受信者が
通知を受信する時間帯を設定します.
受信者に通知を送信する曜日と時間帯を選択することができます.詳しくは 受信者へ
の通知スケジュールの設定を参照してください.
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6.

［OK］をクリックします.

7.

［閉じる］をクリックします.

Net Send の受信者の設定
Net Send を設定して、ターゲットのコンピュータまたはユーザーに通知メッセージを送信することができます.

注意： インターネットのポップアップ広告ブロックソフトウェアがターゲットコンピュータにインストールさ
れている場合、Net Send 通知メッセージは表示されません.

Net Send の受信者を設定する方法
1.

ツールメニューの［受信者］をクリックします.

2.

［新規］をクリックし、［NetSend］をクリックします.

3.

［OK］をクリックします.

4.

必要なオプションを設定します.

［NetSend 受信者プロパティ］ダイアログボックス
項目
名前
ターゲットコン
ピュータまたは
ユーザー名

説明
通知を受信する受信者の名前を入力します.
通知の送信先のコンピュータまたはユーザーの名前を入力します.ユーザーがログ
オフすると Net Send メッセージがエラーとなるため、ユーザーよりもコンピュー
タの名前を入力することをお勧めします.
注意： インターネットのポップアップ広告ブロックソフトウェアがターゲッ
トコンピュータにインストールされている場合、Net Send 通知メッセージは表示
されません.

すべてのコンピ
ュータ
テスト

ネットワーク内のすべてのコンピュータに通知を送信するには、［すべてのコン
ピュータ］を選択します.
この受信者の通知の設定をテストすることができます.

通知送信数の制限
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有効にする
最大通知回数 x
回/通知回数をカ
ウントする単位

このオプションを使用する場合は、このチェックボックスをオンにします.
指定時間 (分) 内に発生したすべてのアラートについて、受信者に送信する通知の
合計数を入力します.指定した数の通知を送信した後は、指定した時間が経過する
まで通知の送信は停止されます.指定可能な最大の期間は 1440 分 (1 日) です.

時間 x 分間
通知制限のリセ
ット

このオプションを使用する場合は、チェックボックスをオンにして、通知回数を
リセットするまでの待機時間を分単位で入力します.指定した時間が経過すると、
通知回数がゼロにリセットされます.

通知送信時間帯の制限
有効にする

スケジュール
5.

このオプションを使用する場合は、このチェックボックスをオンにして、受信者
が通知を受信する時間帯を設定します.
受信者に通知を送信する曜日と時間帯を選択することができます.詳しくは 受信者
への通知スケジュールの設定を参照してください.

［OK］をクリックします.

プリンタ通知受信者の設定
インストールされているプリンタを、通知の受信者として選択することができます.ただし、DLO では、ファックス
プリンタデバイスはサポートされません.選択できるのは、DLO サービスアカウントと同じユーザー名とパスワード
を使用するように設定されているプリンタのみです.
プリンタ通知受信者を設定する方法
1.

ツールメニューの［受信者］をクリックします.

2.

［新規］をクリックし、［プリンタ］をクリックします.

3.

［OK］をクリックします.

4.

必要なオプションを設定します.

［プリンタ受信者プロパティ］ダイアログボックス
項目
名前

説明
通知を受信する受信者を入力します.通知の受信にファックスプリンタを使用する
ことはできません.
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ターゲットプリ

通知メッセージの送信先となるプリンタの名前を選択します.

ンタ
テスト

この受信者の通知の設定をテストすることができます.

通知送信数の制限
有効にする
最大通知回数 x
回/通知回数をカ
ウントする単位

このオプションを使用する場合は、このチェックボックスをオンにします.
指定時間 (分) 内に発生したすべてのアラートについて、受信者に送信する通知の
合計数を入力します.指定した数の通知を送信した後は、指定した時間が経過する
まで通知の送信は停止されます.指定可能な最大の期間は 1440 分 (1 日) です.

時間 x 分間
通知制限のリセ
ット

このオプションを使用する場合は、チェックボックスをオンにして、通知回数を
リセットするまでの待機時間を分単位で入力します.指定した時間が経過すると、
通知回数がゼロにリセットされます.

通知送信時間帯の制限
有効にする

スケジュール

このオプションを使用する場合は、このチェックボックスをオンにして、受信者
が通知を受信する時間帯を設定します.
受信者に通知を送信する曜日と時間帯を選択することができます.詳しくは 受信者
への通知スケジュールの設定を参照してください.

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.個人受信者、コンピュータ、プリン
タおよびその他のグループを任意に組み合わせてグループを構成することができます.
グループ受信者を設定する方法
1.

ツールメニューの［受信者］をクリックします.

2.

［新規］をクリックし、［グループ］をクリックします.

3.

［OK］をクリックします.

4.

［グループ名］フィールドに、通知の送信先グループの名前を入力します.

5.

次のいずれかを実行します.
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項目

説明

グループにメンバーを
追加する方法
グループからメンバー
を削除する方法

6.

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［グループメンバー］リストに移動します.
受信者を［グループメンバー］リストから選択し、［削除］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.

［OK］をクリックします.
新しく作成したグループを、メンバーとして他のグループに追加することができます.

受信者への通知スケジュールの設定
受信者の設定中に、［通知送信時間帯の制限］オプションを使用して、通知メッセージを送信する曜日と時間帯を設
定することができます.受信者の設定後に、受信者の通知プロパティを編集してこのスケジュールを修正することが
できます.
受信者の設定について詳しくは 通知受信者の設定を参照してください.
受信者の通知スケジュールを設定する方法
1.

［受信者プロパティ］ダイアログボックスの［通知送信時間帯の制限］グループボックスの下にある［有効
にする］をクリックします.

注意： ［受信者プロパティ］ダイアログボックスを表示するには、ツールメニューの［受信者］をク
リックします.［新規］をクリックして新しい受信者を作成するか、既存の受信者を選択して［プロパテ
ィ］をクリックします.

2.

［スケジュール］をクリックします.

3.

次のいずれかを実行します.

通知スケジュールの設定

項目
平日の昼を含
める
平日の夜を含

説明
月曜日から金曜日までの午前 8:00 から午後 6:00 を除外するには、［平日の昼を
含める］チェックボックスをオフにします.
月曜日から金曜日までの午後 6:00 から午前 8:00 を除外するには、［平日の夜を
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める
週末を含める

含める］チェックボックスをオフにします.
土曜日と日曜日の終日を除外するには、［週末を含める］チェックボックスをオ
フにします.

注意： ［平日の昼を含める］、［平日の夜を含める］、［週末を含める］を任意に組み合わせること
ができます.また、図中の時間をクリックして、その時間を含めるまたは除外することもできます.

4.

［OK］をクリックします.

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、電話番号およびスケジュールなどの受信者情報
を変更することができます.
受信者の通知プロパティを編集する方法
1.

ツールメニューの［受信者］をクリックします.

2.

編集する受信者を選択します.

3.

［プロパティ］をクリックします.

4.

選択した受信者のプロパティを編集します.
［名前］フィールドの受信者名を除いて、任意のプロパティを編集することができます.受信者名を変更す
るには、新しい受信者を作成してから元の受信者を削除します.

5.

［OK］をクリックします.

受信者への通知方式の編集
受信者の設定後に、新しい通知方式を設定したり、既存の通知方式を変更することができます.
通知方式を編集する方法
1.

ツールメニューの［受信者］をクリックします.

2.

編集する受信者を選択して、［プロパティ］をクリックします.

3.

通知方式のプロパティを編集します.

•

SMTP の設定: SMTP 設定のダイアログボックスを参照してください.

•

MAPI の設定: MAPI 設定のダイアログボックスを参照してください.

•

VIM の設定: VIM 設定のダイアログボックスを参照してください.

•

ページャの設定: ［有効にする］をクリックして、この通知方式を使用するかどうかを指定し、［モデ
ム設定］のリストから使用するモデムを選択します.
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4.

［OK］をクリックします.

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.受信者のデータは保持しても、受信者に通知を受信させないようにするには、［受信者プロ
パティ］の［有効にする］のチェックボックスをオフにします.
受信者を削除する方法
1.

ツールメニューの［受信者］をクリックします.

2.

削除する受信者を選択して、［削除］をクリックします.

3.

［OK］をクリックします.

4.

新しい受信者の設定が終了した後、ジョブを開始することができます.また、［プロパティ］ペインで受信
者のプロパティを編集したり、他のオプションを設定することもできます.

DLO のレポート
DLO には、DLO 操作の詳細情報を表示する多くのレポートが用意されています.レポートの生成時に、フィルタとそ
のパラメータや日数、時間などの範囲を指定し、レポートに含めるデータを絞り込むことができます.Adobe Acrobat
が検出された場合は、レポートは Adobe Portable Document Format (PDF) で表示されます.Adobe Acrobat が検出さ
れない場合は、レポートは HTML 形式で表示されます.PDF と HTML のどちらの形式のレポートでも、保存および
印刷ができます.
レポートのリストを表示する方法
［レポート］ビューでは、次のレポートを利用できます.

DLO のレポート

レポート名
アクティブアラ

説明
現在アクティブなすべてのアラートが、発生順に一覧表示されます.

ート
コンピュータご
とのアクティブ

現在アクティブなすべてのアラートが、コンピュータ名でソートされて一覧表示されま
す.

アラート
ユーザーごとの
アクティブアラ

すべてのコンピュータの現在アクティブなすべてのアラートが、Desktop Agent ユーザー
名でソートされてアルファベット順に一覧表示されます.
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ート
アラート履歴

アラート履歴 (コ
ンピュータ別)
アラート履歴 (ユ
ーザー別)
失敗したバック
アップ
失敗したバック
アップ (コンピュ
ータ別)

これまでにすべてのコンピュータによって送信されたアラートが、発生順に一覧表示され
ます.
これまでにすべてのコンピュータによって送信されたアラートが、コンピュータ名でソー
トされて一覧表示されます.
これまでにすべてのコンピュータによって送信されたアラートが、Desktop Agent ユーザ
ー名でソートされて一覧表示されます.
最後のバックアップが失敗したコンピュータが、失敗した状態の発生順に一覧表示されま
す.
最後のバックアップが失敗したコンピュータが、コンピュータ名でソートされて一覧表示
されます.
注意： DLO データベースには最後のバックアップの結果のみが格納されているた
め、各デスクトップコンピュータの最後のバックアップの結果をレポートすることはでき
ますが、失敗ジョブの完全な履歴をレポートすることはできません.

失敗したバック
アップ (ユーザー
別)

最後のバックアップが失敗したコンピュータが、Desktop Agent ユーザー名でソートされ
て一覧表示されます.
注意： DLO データベースには最後のバックアップの結果のみが格納されているた
め、各デスクトップコンピュータの最後のバックアップの結果をレポートすることはでき
ますが、失敗ジョブの完全な履歴をレポートすることはできません.

最後のバックア
ップ状態
最後のバックア
ップ状態 (コンピ

すべての Desktop Agent コンピュータの最後のバックアップ状態が、発生順に一覧表示
されます.
すべての Desktop Agent コンピュータの最後のバックアップ状態が、コンピュータ名で
ソートされて一覧表示されます.

ュータ別)
最後のバックア
ップ状態 (ユーザ

すべての Desktop Agent コンピュータの最後のバックアップ状態が、Desktop Agent ユー
ザー名でソートされて一覧表示されます.

ー別)
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関連トピック:
レポートのプロパティの表示
レポートの実行

レポートの実行
レポートの実行時に、フィルタ条件を指定し、レポートに表示する項目を絞り込むことができます.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.条件を指定しない場合、利用可能なすべてのエントリが
レポートに表示されます.
レポートを実行する方法
1.

ナビゲーションバーの［レポート］をクリックします.

2.

［レポート］ペインから、実行するレポートを選択します.

3.

タスクペインの［レポートタスク］の下にある［今すぐレポートを実行］をクリックします.

4.

レポートに表示するデータを絞り込むために、次の利用可能なパラメータから適切なパラメータを選択しま
す.

レポートのフィルタ

項目
コンピュ
ータ
ユーザー

日

5.

説明
特定のコンピュータのレポートを作成するには、このオプションを選択してデスクトップコン
ピュータ名を入力します.
特定のデスクトップユーザーのレポートを作成するには、このチェックボックスをオンにして
ユーザー名を入力します.
特定の日数のレポートを作成するには、このオプションを選択して日数を入力します.

［OK］をクリックして、レポートを実行します.レポートを閉じる前に、印刷または保存することができま
す.

6.

［OK］をクリックして、レポートを閉じます.

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概略が表示されます.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.
レポートのプロパティを表示する方法
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1.

ナビゲーションバーの［レポート］をクリックします.

2.

［レポート］ペインから、プロパティを表示するレポートを選択します.

3.

タスクペインの［一般タスク］の下にある［プロパティ］をクリックします.
［レポート］ダイアログボックスには次の情報が表示されます.

レポートのプロパティ

項目
タイトル
説明
カテゴリ

作成者
件名
キーワード
ファイル名
ファイルサイズ
作成日

4.

説明
レポートの名前です.
このレポートに含まれているデータの種類です.
このレポートのカテゴリです.利用可能なカテゴリは次のとおりです.

•

アラート

•

最後のバックアップ状態

•

失敗ジョブ

このレポートの作成者の名前です.
レポートの作成に使用した製品名です.
レポートの検索に使用するキーワードです.
このレポートテンプレートのファイル名です.
このレポートテンプレートのサイズです.
このレポートが作成された日付です.

［OK］をクリックします.
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DLO ファイルサーバーとデータベースのバックアップおよびリストア
Symantec を使用して、DLO データ格納場所、ネットワークユーザーデータフォルダおよび DLO データベースをバ
ックアップできます.
Desktop Agent ユーザーデータをバックアップするには、バックアップジョブを作成し、データ格納場所またはネッ
トワークユーザーデータフォルダをバックアップ選択項目に含めます.Desktop Agent ユーザーデータを Symantec
からリストアするには、データを Symantec からデータ格納場所またはネットワークユーザーデータフォルダにリ
ストアした後、DLO 管理コンソールを使用してデータをデスクトップユーザーデータフォルダにリストアします.
DLO データベースをバックアップするには、-backup コマンド (DLO データベースの保守を参照) を使用してデー
タベースのコピーを作成し、このデータベースのコピーをバックアップするために Symantec にバックアップジョ
ブを作成します.データベースを特定のバックアップファイルからリストアするには、-restore コマンドを使用し
ます.

DLO(デスクトップ、ラップトップオプション)とクラスター
サーバ―クラスター内では、Symantec DLO がローカルディスク、共有ディスクのデータを保護することができます.
また、マイクロソフト SQL と、IP アドレスリソース、ネットワーク名リソース、ユニークなサーバー名で表示され
る（仮想サ ーバー名）仮想サーバーの Exchange データベースも、 保護することができます.
クラスターサーバーは、ユーザーにとってアプリケーションとデータの面で高可用性があります.サーバークラスタ
ーでは、複数のサーバー（ノード）がネットワークで繋がれます.全てのノードはクラスターソフトウエアによって
共有ディスクにアクセスできます.あるノードが利用不能でも、クラスターのリソースは他のノードに引き継がれま
す（フェイルオーバー）.共有ディスクと仮想サーバーには影響なく、フェイルオーバー中は機能が短時間中断する
だけです.
マイクロソフトクラスターサーバーに DLO をインストールするための条件
DLO Admin サーバーをマイクソフトクラスターサーバーにインストールするためには、次のことが必要です.

•

マイクロソフト Windows Server 2003 Enterprise, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2
Enterprise には、２ノードクラスター が DLO によってサポートされています

• Windows Server 2003, 2008, 2008 R2 majority node configurations には、DLO クラスターをインストール
することができます.ただし、DLO にノード間のデータベースを共有させるために、構成には共有ディスク
が必要です.

• DLO Admin サーバーをクラスターにインストールする際には、アクティブノード、スタンバイノードとも
にオンライ ンであることが必要です.

• インストール中には、DLO Admin サーバー仮想サーバーにはユニークな（完全に唯一の）IP アドレスとネ
ットワーク名が必要です.

• クラスターノードに DLO をインストールする際には、そのノードは共有ディスクを持っている必要があり
ます.
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• DLO を機能させる時は、クラスターのノードは全てドメイン管理アカウントを使用して下さい.もし別のア
カウントを持つノードがあれば、ドメイン管理アカウントを使用するように変更して下さい.

マイクロソフトクラスターサーバーに DLO を設定する
DLO をマイクロソフトクラスターサーバーに設定するには、
1.

DLO をすべてのノードにインストールする

2.

開始＞プログラム＞Symantec Symantec

>Symantec DLO >DLO クラスターコンフィギュレーションユー

ティリティと進む
3.

新しく Symantec DLO クラスターグループを作成しコンフィギュアするには、Symantec コンフィギュレー
ションユーティリティウ イザードのところで、次へをクリック

4.

クラスターグループインフォメーションのところで下記を入力する
a. Symantec DLO クラスターグループ用のユニークな名を入力するかデフォルトを使用して下さいのと
ころで DLO (default ――名を入力するか、Symantec DLO（デフォルト名）を使用
b. こののノードのネットワークアダプターカードを選択するか、デフォルトを使用して下さいのところ
で― public option を選んで下さい.
注．クラスターを内部でのみ使用する場合は、private option を選択します
c. ドライブを選択するには、変更をクリック
注．MSCS クォーラムドライブ（ディスク）はサポートされていません.
d. アプリケーションデータのロケーションを変更するのところで、Symantec DLO アプリケーションデ
ータの新しいロケー シ ョンを選択し次へをクリック.変更されたロケーションが、クラスターグルー
プインフォメーションウインドウに表示されます.

5.

次へをクリック.

6.

仮想サーバーインフォメーションのところで、下記を入力して下さい.
a.

Symantec DLO 仮想サーバー用の名を入力するか、デフォルトを使用して下さいのところで― 必要
なサーバー名を入力するか、DLOVRS（デフォルト名）を使用して下さい.

b.

Symantec DLO 仮想サーバー用の IP アドレスを入力して下さいのところで― 仮想サーバーIP アドレ
スを入力して下さい.

c.

Symantec DLO 仮想サーバー用のサブネットマスクを入力して下さいのところで― サブネットマス
クを入力して下さい.

d.
7.

次へをクリック.

ノードを追加する、または変更するのところで、Symantec DLO クラスターグループにノードを追加する
には追加するをクリック.

8.

次へをクリック.
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9.

クラスターをコンフィギュアする準備ができましたのところで、クラスターをコンフィギュアするために
はコンフィギュアをクリック.
クラスターのコンフィギュアが完了すると、下記が表示されます.

10. サマリーのところで、クラスター・コンフィギュレーションに加えられた変更の概要が表示されます.
11. 完了をクリックして、ウイザード画面を閉じます.

DLO のアンクラスターリング
DLO をアンクラスターリングするためには
1.

開始＞プログラム＞Symantec Symantec

>Symantec DLO >DLO クラスターコンフィギュレーションユー

ティリティと進む
2.

Symantec クラスターコンフィギュレーションウイザードのところで、次へをクリック.

3.

ノードを追加する、または変更するのところで、クラスターグループから削除するノードを選択し、削除
するをクリック.

4.

削除されたノードは、Symantec DLO クラスターグループに属さないノードのところに移動します.

5.

次へをクリック.以下の警告メッセージが表示されます「全てのノードを削除することを選択しました.共有
ドライブからデータを削除してもよろしいですか？」

6.

はいをクリック.以下の警告メッセージが表示されます「クラスターグループから削除した後、このローカ
ルノードが共有ドライブからデータを使用できるようにしたいですか？」

7.
8.

はいをクリック.
クラスターをコンフィギュアする準備ができましたのところで、設定をクラスターコンフィギュレーショ
ンに適用するためにはコンフィギュアをクリック.
クラスター削除が完了すると、下記が表示されます.

9.

サマリーのところで、クラスター・コンフィギュレーションに加えられた変更の概要が表示されます.

10. 完了をクリックして、ウイザード画面を閉じます.
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DLO コマンドラインインターフェース管理ツール
DLO には、次のセクションに示すような、DLO サーバーの操作を管理する多数の強力なコマンドラインシステムツ
ールが用意されています.

•

DLO コマンド構文

•

コマンド詳細

DLO コマンド構文
DLO コマンドラインインターフェースコマンドは、インストール先ディレクトリから DLOCommandu コマンドを
使用して実行します.

注意： Symantec DLO バージョン 7.0 以上のデフォルトのインストール先ディレクトリは次のとおりです.

C:\Program Files\Symantec\Symantec DLO
Symantec DLO が以前のバージョンからアップグレードされた場合、元のインストール先ディレクトリが保持され
ます.以前のバージョンの DLO で使用されていたデフォルトのインストール先ディレクトリは次のとおりです.

C:\Program Files\VERITAS\NetBackup DLO
C:\Program Files\Symantec\NetBackup DLO

DLOCommandu は次のように実行します.
DLOCommandu [remote-server-options] command [command-options-and-arguments]
[log-file-option]

リモートサーバーオプション
リモートサーバーオプションを使用すると、コマンドを実行するリモートサーバー名を指定することができます.ま
た、必要に応じて、ユーザー名とパスワードを入力することができます.
リモートサーバーオプションは次のとおりです.

リモートサーバーオプション
オプション

説明

-C <computer>

リモートコンピュータ名.デフォルトは、ローカルコンピュータです.

-N <user>

完全修飾されたユーザー名 (例: Enterprise¥GFord).デフォルトは、
現在のユーザーです.

-W <password>

-N を指定した場合のユーザーパスワードです.
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コマンド詳細
利用可能なコマンドについて詳しくは次のトピックを参照してください.

•

-AssignSL コマンド

•

-EnableUser コマンド 167 ページ

•

-ChangeDB コマンド

•

-ChangeServer コマンド 169 ページ

•

-KeyTest コマンド

•

-ListProfile コマンド

•

-ListSL コマンド 172 ページ

•

-ListUser コマンド 172 ページ

•

-LogFile コマンド 173 ページ

•

-Update コマンド 174 ページ

•

-EmergencyRestore コマンド 176 ページ

•

-SetRecoveryPwd コマンド 176 ページ

•

-NotifyClients コマンド 177 ページ

•

-InactiveAccounts コマンド 177 ページ

•

-RenameDomain コマンド 177 ページ

•

-RenameMS コマンド 177 ページ

•

-LimitAdminTo コマンド 177 ページ

•

-IOProfile コマンド 177 ページ

•

-Report コマンド 177 ページ

•

-ListReport コマンド 177 ページ

•

-MigrateDomain コマンド 177 ページ

•

-ChangeProfile コマンド 177 ページ

•

-MigrateUserSL コマンド 177 ページ

•

-MigrateUser コマンド

•

-ListMachines コマンド

166 ページ

170 ページ
171 ページ
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-AssignSL コマンド

-AssignSL コマンドを実行すると、既存のユーザーに新しいデータ格納場所を割り当てることができます.新しい
データ格納場所は、同じ DLO 管理サーバーで管理する必要があります.

警告： 既存のデータ格納場所へアクセス可能な場合、ユーザーを新しいデータ格納場所へ移動するには、Move
User コマンドを使用する必要があります.詳しくは 新しいネットワークユーザーデータフォルダへの Desktop Agent
ユーザーの移動を参照してください.

Desktop Agent ユーザーは、ユーザーアカウント名、プロファイル名、プロファイル ID、データ格納場所、データ
格納場所 ID およびファイルサーバーに基づいて新しいデータ格納場所に割り当てられます.
移動された Desktop Agent は、移動の完了が DLO 管理サーバーに通知されるまでは無効です.

構文
DLOCommandu -assignsl -NI [-A | -F | -P | -PI | -S | -SI | -U ]

注意： プロファイル名、データ格納場所名およびユーザー名には、ワイルドカード (*) を使用できます.
名前に空白またはコロンが含まれている場合は、名前を引用符で囲む必要があります.

コマンドオプション

-AssignSL オプション

オプション 説明
-NI

新しいデータ格納場所の名前を指定するには、-NI オプションを使用します.

<newSLID>
-A
-F <file
server>
-P <profile

新しいデータ格納場所をすべてのユーザーに割り当てます.
新しいデータ格納場所を、指定されたファイルサーバー上のデータ格納場所を持つユーザーに割り当
てます.
新しいデータ格納場所を、指定されたプロファイルを持つユーザーに割り当てます.

name>
-PI <profile

新しいデータ格納場所を、指定されたプロファイル ID を持つユーザーに割り当てます.
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id>
-S <SL

新しいデータ格納場所を、指定されたデータ格納場所を持つユーザーに割り当てます.

name>
-SI <SL id>
-U <user>

新しいデータ格納場所を、指定されたデータ格納場所 ID を持つユーザーに割り当てます.
新しいデータ格納場所を、指定されたユーザーアカウントのみに割り当てます.

例:
DLOCommandu -assignsl -NI DLO_SL02 -A
DLOCommandu -assignsl -NI DLO_SL03 -U mmouse

-ChangeDB コマンド
このコマンドは、別の DLO データベースに既存のデータベースを変更するために使用されます。
構文
DLOCommandu –ChangeDB –DBServer <DB Server Name> -DBInstance <DB Instance Name> -DBName
<DLO Database Name> -DBDataFile <DLO data file name> -DBLogFile <DLO log file>
オプション

説明

–DBServer

新しいデータベースサーバーの名前

–DBInstance

データベースインスタンスの名前。
注意：指定する"を"空白のデータベースインスタンスの場合には。

–DBName

データベースの名前。デフォルト値は、DLO です

–DBDataFile

データベースファイルの名前。デフォルト値は DLO.mdf です

–DBLogFile

ログファイルの名前。デフォルト値は DLO_log.ldf です

-EnableUser コマンド

-EnableUser コマンドを実行すると、ユーザーを有効または無効にすることができます.ユーザーをすべて有効ま
たは無効にしたり、ファイルサーバー (すべてのデータ格納場所)、プロファイル名、プロファイル ID、データ格納
場所名、データ格納場所 ID またはユーザー名に基づいて有効または無効にすることもできます.
デスクトップコンピュータを DLO 管理サーバーから強制的に更新する場合に、このコマンドを実行してください.

構文
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DLOCommandu -enableuser [ -E | -D ] [ -A | -F | -P | -PI | -S | -SI | -U ]

注意： プロファイル名、データ格納場所名およびユーザー名には、ワイルドカード (*) を使用できます.
名前に空白またはコロンが含まれている場合は、名前を引用符で囲む必要があります.

コマンドオプション

-EnableUser コマンドオプション

オプション 説明
-A
-E | -D

-F <file

DLO 管理サーバー上のすべてのユーザーを有効または無効にします.
ユーザーアカウントを有効または無効にします.デフォルトでは、ユーザーを有効にします (E).
指定されたファイルサーバー上のデータ格納場所を持つユーザーを有効または無効にします.

server>
-P <profile

指定されたプロファイル名を持つユーザーを有効または無効にします.

name>
-PI <profile

指定されたプロファイルを割り当てられたユーザーを有効または無効にします.

id>
-S <SL

指定されたデータ格納場所を割り当てられたユーザーを有効または無効にします.

name>
-SI <SL id>
-U <user>

指定されたデータ格納場所内のユーザーを有効または無効にします.
指定されたユーザー名を持つユーザーのみを有効または無効にします.

例:
DLOCommandu -enableuser -E -A
DLOCommandu -enableuser -D -U mmouse
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-ChangeServer コマンド

-ChangeServer コマンドを実行すると、ユーザーを別の DLO 管理サーバーに再割り当てすることができます.
各デスクトップユーザーは、各自が割り当てられた DLO 管理サーバーが管理するネットワークユーザーデータフォ
ルダにバックアップする必要があります.新しい DLO 管理サーバーで対応する自動ユーザー割り当てが利用可能な場
合は、プロファイルとデータ格納場所がユーザーに自動的に割り当てられます.対応する自動ユーザー割り当てが利
用できない場合は、ユーザーを手動で設定できます.
Desktop Agent ユーザーを別の DLO 管理サーバーに再割り当てした場合、ユーザーの現在のプロファイル設定と既
存のバックアップファイルは移動されず、元のファイルサーバーに保持されます.

構文
DLOCommandu -ChangeServer -M <DLO Administration Server> [ -A | -F <file server> | -P <profile name> | -PI
<profile id> | -S <SL name> | -SI <SL id> | -SP <SL path> | -U <user> ]

注意： プロファイル名、データ格納場所名およびユーザー名には、ワイルドカード (*) を使用できます.
名前に空白またはコロンが含まれている場合は、名前を引用符で囲む必要があります.

コマンドオプション

-ChangeServer コマンドオプション

オプション
-A
-F <file

説明
すべてのユーザーを切り替えます (デフォルト).
指定されたファイルサーバー上のデータ格納場所を持つユーザーを切り替えます.

server>
-M <DLO

新しい DLO 管理サーバーの名前.

Administration
Server>
-P <profile

プロファイル名に基づいてユーザーを切り替えます.

name>
-PI <profile

プロファイル ID に基づいてユーザーを切り替えます.
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id>
データ格納場所名に基づいてユーザーを切り替えます.

-S <SL
name>
-SI <SL id>

データ格納場所 ID に基づいてユーザーを切り替えます.
データ格納場所のパスに基づいてユーザーを切り替えます.

-SP <SL
path>
-U <user>

ユーザー名に基づいてユーザーを切り替えます.

例:
DLOCommandu -ChangeServer -M sunshine -P Desktop*
DLOCommandu -ChangeServer -M sunshine -SP ¥¥moonlight¥EngDept
DLOCommandu -ChangeServer -M sunshine -SP ¥¥moonlight¥EngDept¥Enterprise-MNoel

-KeyTest コマンド

-KeyTest コマンドを実行すると、ネットワークユーザーデータをスキャンして、現在の暗号化キーでリストアで
きない暗号化されたデータを識別することができます.
構文
DLOCommandu -KeyTest [-f | -quar | -purge]

コマンドオプション
次のオプションは、単独または他のオプションと組み合わせて使用できます.

-KeyTest コマンドオプション

オプシ
ョン
-f

-quar

説明

データの有効性をすでに確認済みの場合でも、すべてのユーザーに対して完全スキャンを強制的に実行し
ます.
リストアできないデータが検出された場合にこれを隔離します.現在の暗号化キーでリストアできないデー
タは、ユーザーのネットワークユーザーデータフォルダ内の .DLOquarantine フォルダに隔離されま
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す.このオプションを指定しない場合、データはスキャンされてレポートされますが、隔離されません.
-purge

以前に隔離されたデータを削除します.

例:
まだ有効性が確認されていないか、または以前のバージョンの Desktop Agent でバックアップされ
た、リストアできないデータを確認する.

DLOCommandu
-keytest
DLOCommandu

有効性確認済みのデータを含むすべてのデータをスキャンし、リストアできないデータを識別する. -keytest -f
リストアできないデータは隔離する.
-quar

-ListProfile コマンド

-ListProfile コマンドを実行すると、Desktop Agent ユーザーのプロファイルを一覧表示することができます.
構文
DLOCommandu -listprofile [ -A | -P ]

注意： プロファイル名、データ格納場所名およびユーザー名には、ワイルドカード (*) を使用できます.
名前に空白またはコロンが含まれている場合は、名前を引用符で囲む必要があります.

コマンドオプショ

-ListProfile コマンドオプション

オプション
-A

-P <profile name>

説明
すべてのプロファイルの設定を一覧表示します (デフォル
ト).
指定されたプロファイルのみの設定を一覧表示します.

例:
DLOCommandu -listprofile -A
DLOCommandu -listprofile -P yourprofile
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-ListSL コマンド

-ListSL コマンドを実行すると、DLO のデータ格納場所を一覧表示することができます.
構文
DLOCommandu -listsl [ -A | -F | -S ]

注意： プロファイル名、データ格納場所名およびユーザー名には、ワイルドカード (*) を使用できます.
名前に空白またはコロンが含まれている場合は、名前を引用符で囲む必要があります.

コマンドオプション

-ListSL コマンドオプション

オプション

説明
すべてのデータ格納場所を一覧表示します (デフォルト).

-A
-F <file server>
-S <SL name>

指定されたサーバーのデータ格納場所を一覧表示します.
指定されたデータ格納場所のみを一覧表示します.

例:
DLOCommandu -listsl -A
DLOCommandu -listsl -F yourserver
DLOCommandu -listsl -S yourSL

-ListUser コマンド

-ListUser コマンドを実行すると、ユーザーをすべて一覧表示したり、ファイルサーバー、プロファイル名、プ
ロファイル ID、データ格納場所名、データ格納場所 ID またはユーザー名に基づいて一覧表示することもできます.
構文
DLOCommandu -listuser [ -A | -F | -P | -PI | -S | -SI | -U ]

注意： プロファイル名、データ格納場所名およびユーザー名には、ワイルドカード (*) を使用できます.
名前に空白またはコロンが含まれている場合は、名前を引用符で囲む必要があります.
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コマンドオプション

-ListUser コマンドオプション

オプション
-A
-F <file server>
-P <profile

説明
すべてのユーザーの設定を一覧表示します (デフォルト).
指定されたファイルサーバー上のデータ格納場所を持つユーザーの設定を一覧表示します.
プロファイル名に基づいてユーザーの設定を一覧表示します.

name>
-PI <profile id>
-S <SL name>
-SI <SL id>
-U <user>

プロファイル ID に基づいてユーザーの設定を一覧表示します.
データ格納場所名に基づいてユーザーの設定を一覧表示します.
データ格納場所 ID に基づいてユーザーの設定を一覧表示します.
ユーザー名に基づいてユーザーの設定を一覧表示します.

例:
DLOCommandu -listuser -A
DLOCommandu -listuser -P yourprofile
DLOCommandu -listuser -U mmouse
DLOCommandu -listuser -U m*

-LogFile コマンド
-LogFile コマンドを実行すると、管理者は、LogFile のパスまたは名前を変更することができます.コマンドが発行さ
れるたびに LogFile は上書きされるため、以前の LogFile を保持し、すべてのイベント (ログ) を追跡するためには、
次の LogFile のパスや名前を変更する必要があります.
デフォルトのパスは、インストールパスの下の ¥Logs フォルダです.

C:¥Program Files¥Symantec¥Symantec DLO¥Logs
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DLO が以前のバージョンからアップグレードされた場合、元のディレクトリ構造が使用されます.以前のバージョン
の ¥Logs フォルダのデフォルトのパスは次のとおりです.

C:¥Program Files¥VERITAS¥Symantec DLO¥Logs
構文
-LogFile <path¥file>

注意： プロファイル名、データ格納場所名およびユーザー名には、ワイルドカード (*) を使用できます.
名前に空白またはコロンが含まれている場合は、名前を引用符で囲む必要があります.

コマンドオプション

-LogFile コマンドオプション

オプション
<path>
<file>

説明
新しい LogFile のパスを指定します.
新しい LogFile のファイル名を指定します.

例:
DLOCommandu -logfile test.log
DLOCommandu -logfile "c:¥test.log"
-Update コマンド

-Update コマンドを実行すると、Desktop Agent の更新内容一覧表示、追加、削除および公開することができま
す.Desktop Agent ソフトウェアの更新について詳しくは DLO の更新を参照してください.
構文
DLOCommandu -update [ -list | -add | -remove | -publish ]
サブコマンド
次のサブコマンドを使用すると、更新内容を一覧表示、追加、削除または公開することができます.各コマンドで利
用可能なオプションについて詳しくは コマンドオプションを参照してください.
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-Update サブコマンド

サブコマン
ド
-List [-A|-UI

説明

以前に使用された更新の設定を一覧表示します.

<update id>]
-Add -F <file
name>
-Remove [-

更新定義ファイルを更新リストに追加して、一意の更新 ID 番号を割り当てます.更新 ID 番号は、publish コマンドで更新を公開する場合に使用します.
ファイルを更新リストから削除します.

UI <update
id>|-A]
-Publish [-R]
-UI <update
id> [-P
<profile
name>|-PI
<profile id>|-

指定した更新をユーザーが利用できるようにします.次のオプションを使用して、ユーザーを識別でき
ます.
-P: プロファイル名
-PI: プロファイルレコード ID.プロファイルレコード ID を取得するには、-listprofile コマンドを実行
します.
-U: ユーザー名

U <user>]

コマンドオプション

-Update コマンドおよびサブコマンドオプション

オプション
-A
-F <file name>
-U <user name>
-P <profile name>

説明
すべてを更新します.
更新レコードを含むテキストファイルを指定します.
完全修飾されたユーザー名を指定します (例: Enterprise¥JFord).
プロファイル名を指定します.
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-PI <profile id>

プロファイルレコード ID を指定します.
公開しないことを指定します.

-R
-UI <update id>

更新レコード ID を指定します.

注意： プロファイル名、データ格納場所名およびユーザー名には、ワイルドカード (*) を使用できます.
名前に空白またはコロンが含まれている場合は、名前を引用符で囲む必要があります.

例:

•

公開された更新を一覧表示する方法
公開されたすべての更新の設定を一覧表示します.

DLOCommandu -update -list -A
特定の更新の詳細を一覧表示する方法

DLOCommandu -update -list -UI <updateID>
•

更新リストにファイルを追加して ID 番号を割り当てる方法
公開する更新ファイルを準備して、一意のレコード ID 番号を割り当てます.レコード ID 番号は、次のコマンド
を実行すると返されます.

DLOCommandu -update -add -f cntlfile.txt
•

Desktop Agent で利用するために更新を公開する方法
更新をユーザーが利用できるようにします.すべてのユーザー、特定のユーザー、またはプロファイル内のユー
ザーに対して更新を利用可能にするように指定できます.また、ワイルドカードを使用してプロファイル名およ
びユーザー名を指定できます.
プロファイルに対して更新を公開する方法

DLOCommandu -update -publish -UI <updateID> -P <profile name>
DLOCommandu -update -publish -UI 63 -P yourprofile
特定のユーザーに対して更新を公開する方法

DLOCommandu -update -list -UI <updateID> -U <username>
すべてのユーザーに対して更新を公開する方法

DLOCommandu -update -list -UI <updateID> -U *
•

更新リストからファイルを削除する方法
更新リストからファイルを削除します.公開済みのファイルを削除するには、非公開にしておく必要があります.
非公開にする方法
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DLOCommandu -update -publish -R -UI 33
削除する方法

DLOCommandu -update -remove -UI 3

-EmergencyRestore コマンド

-EmergencyRestore コマンドを実行すると、DLO 管理者のリカバリパスワードを使用して、DLO データベー
スが破損した場合に利用できないユーザーデータをリストアすることができます.このコマンドを実行するには、リ
カバリパスワードが必要です.データは、元のデータ構造の指定した場所にリストアされますが、暗号化されなくな
ります.詳しくは リカバリパスワードの設定を参照してください.
構文
DLOCommandu -EmergencyRestore <usersharepath> -W <recovery password> -AP <destination path>
コマンドオプション
-EmergencyRestore コマンドオプション

オプション
<usersharepath>
-W <recovery

説明
ユーザー共有ディレクトリへのフルパスを指定します.
リカバリパスワードを指定します.

password>
-AP <destination path>

リストア対象のデータへのパスを指定します.

-SetRecoveryPwd コマンド
-SetRecoveryPwd コマンドを実行すると、リカバリパスワードを変更することができます.リカバリパスワードを使
用すると、DLO データベースが破損した場合に失われた暗号化されたデータを取得することができます.SetRecoveryPwd コマンドでは、新しいユーザーに加えて既存のユーザーのパスワードを更新できます.
一度設定したリカバリパスワードを変更する場合は、DLO コマンドラインインターフェースツールを使用する必要
があります.
詳しくは リカバリパスワードの設定を参照してください.
構文
DLOCommandu -SetRecoveryPwd <password>
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-NotifyClients コマンド
-NotifyClients コマンドは、Desktop Agents によりプロファイル設定を強制的に即時に更新したり、または Desktop
Agent がオフラインである場合は次回の接続時にプロファイル設定を更新したりします.

構文
DLOCommandu –notifyclients

-InactiveAccounts コマンド
-InactiveAccounts コマンドを実行すると、指定した日数の間に使用されなかったアカウントを一覧表示し、削除す
ることができます.

無効なアカウントを一覧表示する方法
DLOcommandu -inactiveaccounts -list -days <#days>
このコマンドは、無効なアカウントのリストを返します.リストには、指定したアカウントの削除に使用される次の
情報が含まれます.

• コンピュータ名
• コンピュータ ID
• ドメイン¥ユーザー名
• ユーザー ID
指定した無効なアカウントを削除する方法
DLOcommandu -inactiveaccounts -delete -U <domain¥user name> -M <computer name> -days <#days>
DLOcommandu -inactiveaccounts -delete -UI <userID> -MI <computer ID> -days <#days>
-U および -M が名前によりユーザーおよびコンピュータを削除するのに対し、-UI および -MI は ID によりユーザー
およびコンピュータを削除します.

指定した日数の間無効なアカウントをすべて削除する方法
DLOcommandu -inactiveaccounts -delete -a <#days>

-RenameDomain コマンド
-RenameDomain コマンドは、Windows NT ドメインの名前が変更された場合に使用します.-RenameDomain コマン
ドを実行すると、各 Desktop Agent ユーザーのレコードが変更されて新しいドメイン名が反映され、ネットワーク
ユーザーデータフォルダのパスが変更されます.また、各 Desktop Agent に変更が通知されます.
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構文
DLOCommandu -RenameDomain <OldDomainName> <NewDomainName>

-RenameMS コマンド
-RenameMS コマンドは、DLO 管理サーバーの名前が変更された場合に使用します.-RenameMS コマンドを実行す
ると、インストール共有、データ格納場所のパス、およびネットワークユーザーデータフォルダのパスが更新されま
す.また、各 Desktop Agent に変更が通知されます.
構文
DLOCommandu -RenameMS <OldServerName> <NewServerName>

-LimitAdminTo コマンド
-LimitAdminTo コマンドを実行すると、DLO の管理を、指定したグループまたはユーザーに制限することができま
す.
構文
DLOCommandu -LimitAdminTo -NAU <domain¥NewAdminName>
DLOCommandu -LimitAdminTo -NAU <domain¥NewAdminGroup>
コマンドオプショ

-LimitAdminTo コマンドオプション

オプション 説明
-NAU

新しい DLO 管理者を追加します.または、DLO 管理者のグルー
プとして使用可能なグループを追加します.

-DAU

DLO 管理者または DLO 管理グループを削除します.

-L

現在の DLO 管理者および DLO 管理グループをすべて一覧表示
します.

-IOProfile コマンド
-IOProfile コマンドを実行すると、ある DLO 管理サーバーからプロファイルをエクスポートして、別の DLO 管理サ
ーバーにインポートすることができます.また、グローバル設定をインポートするオプションも使用できます.
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注意： プロファイルをインポートした場合、インポートしたプロファイルには最初はユーザーが割り当てられ
ないため、すぐに影響することはありません.グローバル設定をインポートした場合、インポートしたグローバル設
定は、サーバーに割り当てられているすべての Desktop Agent ユーザーにすぐに適用されます.

•

プロファイルをエクスポートする方法

DLOCommandu -C <master server name> -IOProfile -DBF <export file name> -E
<profile name>
このコマンドを実行すると、要求した名前のプロファイル (-E) が、指定したサーバー (-C) から指定したフ
ァイル (-DBF) へエクスポートされます.コマンドを実行するサーバー上にプロファイルが存在する場合、-C
オプションでマスターサーバー名を指定する必要はありません.

•

プロファイルをインポートする方法

DLOCommandu -C < server name> -IOProfile -DBF <export file name>
このコマンドを実行すると、指定したファイル (-DBF) 内のプロファイルが指定したサーバー (-C) にインポ
ートされます.

•

-IPRCS オプションを使用して、プロファイルに加えて［DLO 管理者アカウントの管理］のコンソール設定を
インポートする方法

DLOCommandu -C < server name> -IOProfile -DBF <export file name> -IPRGCS
•

-IPRGS オプションを使用して、プロファイルに加えてグローバル設定をインポートする方法

DLOCommandu -C < server name> -IOProfile -DBF <export file name> -IPRGS

Report コマンド
このコマンドで、predefined DLO reports の一つを生成し、セーブすることができます.レポートを生成するには、そ
れと関連付けられ た.rdl ファイ ル名を特定しな ければなりません.
入手可能なレポートとそれに対応する.rdl ファイル名のリスト一覧を見るには、183P の ”-ListReport command”を
使用するか、または DLO Console UI から Reports＞report_name＞Properties を選択した時に入手可能なファイル名
を使用して下さい.
フィルタークリテリア及びレポートが格納されるアウトプットパスは、すべてオプションです.
レポートフォーマットもオプションです.初期設定では、レポートは PDF フォーマットで作成されセーブされま
す.DLO グローバル設定にあるこのデフォルトレポートフォーマットは、このコマンドでは使用されません.
Syntax(シンタックス、構文)
DLOCommandu -Report -RDL <RDL File Name> [-O <Output Path>] [-FC <Computer Name>] [-FU <User Name>] [FD <Days>] [-T <PDF | HTML | XML | XLS>]
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コマンドオプション
–EnableUser Options
オプション

摘要

要求するレポートと関連付けられた.rdl ファイル名..レポートテンプレートは Report
-RDL <RDL File Name>

Definition Language (RDL)による.
RDL ファイル名が必要.

-O <Output Path>

作成されたレポートを格納するためのパス.
パスが特定されない場合には、既存のディレクトリをに記憶される.

-FC <Computer name>

フィルターがコンピュータ名を特定

-FU <User name>

フィルターがユーザー名を特定

-FD <Number of days>

フィルターが日数を特定

-T <PDF or HTML or XML

レポートのフォーマット

or XLS>

レポートのフォーマットが指定されない場合には PDF を使用.

例
DLOCommandU -Report -RDL DLOactiveevents_en.rdl -FD 3 -FC MyDesktop -O C:\DLOReports -T PDF
このサンプルコマンド例では、指定された MyDesktop という名のコンピュータに対する過去３日間のアクティブア
ラートのレポートが、PDF フォーマットで作成され、' C: DLOReports' folder.に記憶されます.
レポートのユニーク ID として、作成されたレポートには.rdl ファイル名が付けられ、タイムスタンプが付加されま
す.タイムスタンプ内容は、年、月、日、時、分です.
ここの例では、コマンドが 2007 年の 7 月 25 日午前 10 時 28 分に実行され、レポートファイルはフォルダ C:
DLOReports に DLOactiveevents_en_200725071028.pdf という名で作成されます.

ListReport コマンド
このコマンドでは、DLO で入手可能な全てのレポートとそれに対応する RDL ファイル名をリストします.このコマ
ンドは他のオプションはありません.
Report コマンドへのインプットに、このコマンドで得た RDL ファイル名を使用することができます.
Syntax（構文）

174

コマンド詳細

DLOCommandu -ListReport

MigrateDomain コマンド
このコマンドでは、既存のドメインから信頼できる新しいドメインは移行させます。

Syntax（構文）
DLOCommandu –MigrateDomain –OD ,OldDomainName> -ND ,NewdomainName> -U <UserName>

コマンドオプション

図４－１５

MigrateDomain コマンドオプション

オプション

摘要

–OD

既存のドメインネーム

–ND

新しいドメインネーム

–U

ユーザー名、ワイルドカードがあるものとないもの

注．ワイルドカード付マッチング（Wildcard matches）.アスタリスク(*)は、プロファイル、ストレージロケーシ
ョン、ユ ーザー名で使用できます.
名にスペース、またはコロンが含まれる場合には、名の前後に疑問符(?)を挿入する必要があります.
例
DLOCommandu -MigrateSL -NI DLO_SL02 -A
DLOCommandu -MigrateSL -NI DLO_SL03 -U mmouse
Migration status report (移行ステータスレポート)
各々の移行作業に対して、ステ―タスレポートが作成されます.このレポートは C:\Program
Files\Symantec\Symantec DLO\Logs に置かれます.次の例はレポートサンプルです.

Migration Status Report (移行ステータスレポート)
_________________________________
移行するユーザー数の合計
移行したユーザー数の合計

: <Total users count>
: <Migrated users count>
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残りのユーザー数の合計

: <Remaining users count>

________________________________
完了しました＜完了数＞キャンセルしました＜キャンセル数＞失敗しました＜失敗数＞
_____________________________
ユーザー名

ソース SL（ストレージロケーショ
ン）

:

:

移行先 SL

:

開始時間

:

終了時間

:

ソースファイル

:

移行先ファイル

:

ソースのバイト数

:

移行先のバイト数

:

移行結果

:

<domain\user name>
＜ドメイン/ユーザー名＞
<Old NUDF>
＜旧 NUDF＞
<New NUDF>
＜新 NUDF＞
<Start Date Time>
＜開始日時＞
<End Date Time>
＜終了日時＞
<File count on source>
＜ソースのファイルカウント＞
<File count on destination>
＜移行先ファイルカウント＞
<Total bytes on source>
＜ソースの合計バイト数＞
<Total Bytes on destination>
＜ソースの合計バイト数＞
<Migration result with detailed error message if operation fails>
＜移行結果、および作業が失敗した場合の詳細なエラーメッセージ

-ChangeProfile command （プロファイル変更コマンド）
このコマンドで、ユーザーに割り当てられたプロファイルを変更することができます.複数ユーザーが同じプロファ
イルを割り当てられることもできます.
Syntax （構文）
DLOCommandu -ChangeProfile -NP|-NPI [-A|-F|-P|-PI|-S |-SI|-U]
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注．ワイルドカード付マッチング（Wildcard matches）.アスタリスク(*)は、プロファイル、ストレージロケーシ
ョン、 ユーザー名で使用できます.
名にスペース、またはコロンが含まれる場合には、名の前後に疑問符(?)を挿入する必要があります.

コマンドオプション
–ChangeProfile Options （プロファイル変更オプション）
オプション

摘要

–NI <new SL ID>

新ストレージロケーション ID

–NP <new SL path>

新しいネットワークスユーザーデータフォルダへの完全修飾 UNC パス名

–A

全てのユーザーを移行する

–F <file server>

指定されたファイルサーバーのストレージロケーション内のユーザーを移行する

–P <profile name>

指定されたプロファイル名のユーザーを移行する

–PI <profile id>

指定されたプロファイル ID のユーザーを移行する

–S <SL name>

指定されたストレージロケーション名のロケーション内のユーザーを移行する

–SI <SL id>

指定されたストレージロケーション ID のロケーション内のユーザーを移行する

–U <user>

指定されたユーザーを移行する

-UF<Text File Path>

与えられたファイルにリストされたユーザーを移行する

例
DLOCommandu -ChangeProfile -NP newprof –A

-MigrateUser コマンド
このコマンドはユーザーを新しい格納ロケーションに移行させます。
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Syntax （構文）
DLOCommandu –MigrateUser

[-AI –F <file server>|-P <profile name> ] |- PI <profile id>|-S <SL name>|-SI <SL

id>|-U <user>|-UF <text file path>]
注：ワイルドカード（＊）マッチングはプロファイル、ストレージロケーション、ユーザ ー名で使用できます。
名にスペース、またはコロンが含まれる場合には、名の前後を引用符で囲う必要があります。

コマンドオプション
–-MigrateUser オプション
オプション

摘要

–Ｍ <media server>

新しいメディアサーバー名

–A

全ユーザーを移行

–F <file server>

指名されたファイルサーバーのストレージロケーション内のユーザーを移行

–P <profile name>

指名されたプロファイル名のユーザー を移行

–PI <profile id>

指定されたプロファイル ID のユーザー を移行

–S <SL name>

指名されたストレージロケーション名のユーザー を移行

–SI <SL id>

指定されたストレージロケーション ID のユーザー を移行

–U <user>

指定されたユーザーアカウントのみ移行

-UF<text file path>

与えられたテキストファイルにリストされたユーザーを移行

ＤＢのためのオプショナルパラメーター
オプション

摘要

–DB server <DB server>

デフォルト：メディアサーバーと同じ
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–DBINstance ,DB instance>

デフォルト：DLO

–DBName <DB name>

デフォルト：DLO

–DBDateFile <DB data file>

デフォルト：DLO.mdf

–DBLogFile <Db log file>

デフォルト：DLO_log.mdf

注：DBINstance で空のインスタンスの場合“

”で指定してください。

-ListMachines コマンド
このコマンドは、DLO 管理コンソールに接続しているすべての DLO エージェントマシンをリストアップします。
Syntax （構文）
DLOCommandu –ListMachines
コマンドプロンプトでマシンのリストが表示されます。リストをファイルに保存するにはコマンドを実行する際に
ファイルネームを入れて下さい。
DLOCommandu –ListMachines <file path>
例：DLOCommandu –ListMachines >c:\MachineList.txt

DLO コマンドラインインターフェースデータベースおよびライセンス管理ツー
ル
DLO には、設定および保守作業を行う多数のコマンドラインシステムツールがあります.
DLO コマンドラインインターフェースデータベース および ライセンス管理ツールコマンドは、インストール先ディ
レクトリから DLODBUtils コマンドを使用して実行します.

注意： Symantec DLO バージョン 7.0 以上の DLO 管理コンソールのデフォルトのインストール先ディレクト
リは次のとおりです.

C:\Program Files\Symantec\Symantec DLO
Symantec DLO が以前のバージョンからアップグレードされた場合、元のインストール先ディレクトリが使用され
ます。.以前のバージョンのデフォルトのインストール先ディレクトリは、C:\Program

Files\Symantec\NetBackupDLO です.
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コマンドラインオプション
コマンドラインツールで保守または管理機能を実行する場合、コマンドラインオプションを使用すると、特定のパラ
メータを設定することができます.

サーバーの指定

-server <computername>
このオプションでは、DLO コマンドラインの機能を反映するコンピュータを指定します.リモート環境から機能を実
行するには、指定したコンピュータに対する権限が必要です.
例 DLODBUtils -server server1 -backup

詳細モードの指定

-verbose
このオプションでは、詳細モードをオンにして、DLO コマンドライン操作の実行時により詳細な情報を表示します.
例 DLODBUtils -verbose -backup

DLO データベースの保守
次のコマンドを使用すると、データベースの保守機能を実行できます.これらのコマンドでは、コマンドラインオプ
ションのオプションを指定することができます.

データベースのチェック

-check
DLO データベースの一貫性チェックを実行します.一貫性エラーが検出された場合は、データベースの修復コマンド
を実行する必要があります.データベースの修復を参照してください.

データベースのバックアップ

-backup -dir <backup directory>
指定したディレクトリに DLO データベースをバックアップします.
例 DLODBUtils -backup -dir "c:¥backups¥DLODatabase"

IDR
DLO Intelligent Disaster Recovery (IDR) MSDE データベースファイルをコピーおよび復元します.

-setupidr
MSDE データベースファイルのコピーを作成します.
例 DLODBUtils -setupidr
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-idr
-setupidr コマンドを使用して保存した MSDE データベースファイルをリストアします.変更を反映するには、このコ
マンドを実行してコンピュータを再起動する必要があります.
例 DLODBUtils -idr

データベースのリストア

-restore -databasefile
このコマンドは特定のバックアップファイルからデータベースをリストアします.
例 DLODBUtils -restore -databasefile "c:¥backup¥DLO.bak"

注意： -restore コマンドを実行するには、データベースに排他的にアクセスする必要があります.

定期的な保守作業
次のコマンドを使用すると、データベースの定期的な保守作業を実行できます.これらのコマンドでは、コマンドラ
インオプションのオプションを指定することができます.

データベースの圧縮

-compact
データベースの未使用領域を削除し、データベースを圧縮することができます.
例 DLODBUtils -compact

インデックスの再作成

-rebuildindex
DLO データベースのインデックスを再作成します.
例 DLODBUtils -rebuildindex

データベースの修復

-repair
DLO データベースを修復します.
例 DLODBUtils -repair

アラートのグルーミング
-groomalerts days
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指定された日数が経過したアラートを削除します.
例 DLODBUtils -groomalerts 5

データベースの管理

データベースの接続
DLO データベースをデータベースエンジンで利用可能にします.

注意： -attach コマンドを実行するには、データベースに排他的にアクセスする必要があります.このコマンド
の実行前に DLO Administration Service を停止して、コマンドの実行後にサービスを再起動してください.

-attach -datafile <database file name> -logfile <database log file name>
例 DLODBUtils -attach -datafile "c:¥backup¥DLO.mdf" -logfile "c:¥backup¥DLO.ldf"

データベースの接続の切断

注意： -detach コマンドを実行するには、データベースに排他的にアクセスする必要があります.このコマンド
の実行前に DLO Administration Service を停止して、コマンドの実行後にサービスを再起動してください.

データベースの接続を切断します.
例 DLODBUtils -detach

ライセンスの管理
次のコマンドラインツールを使用すると、コマンドラインからライセンスを管理することができます.

ライセンスの一覧表示

-list
現在の DLO ライセンスを一覧表示します.
例 DLOLicenseCLI.exe -list

ライセンスの追加

-add <license key>
指定したライセンスキーを追加します.
例 DLOLicenseCLI.exe -add <license key>
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ライセンスの削除

-delete <license key>
指定したライセンスキーを削除します.
例 DLOLicenseCLI.exe -delete <license key>

DLO ロギングコマンドラインインターフェイスツール
DLO はすべての DLO バイナリーの違うロギングレベルでのロギングを可能にするコマンドラインシステムツールを
備えています。
DLO ロギングコマンドラインインターフェイスツールコマンドはインストレーションディレクトリから実行され、
次の DLOLloggingu です。
c:\Program Files\Symantec\Symantec DLO\DLOLoggingu.exe
Syntax (構文)
DLOLoggingu –E <DLO component Executable name> [Optons { -L | -LS}]

注：分散された DLO 環境の中では DLO ロギングコマンドラインツールは個々の DLO コンポーネントがインストー
ルされているそれぞれのマシンに配置されます。

図
オプ
ショ
ン

４－１８

DLOLoggingu オプション

摘要

このオプションはロギングが有効になる DLO コンポーネントの実行可能なネームを指定するために使用
されます。
例：DLO コンソールコンポーネントのロギングを有効にするためには以下を指定します。
–E

DLOConsoleu.exe －Ｅオプションのパラメーターとして
DLOLoggingu –E “DLOConsoleu.exe
注：DLO コンポーネントの実行可能なネームを指定することは必須で。さもないとコマンド実行は遂行
されません。

–Ｌ

このオプションはロギングを有効にするロギングレベルを指定するために使用されます。次のうち一つの
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パラメーターを－Ｌオプションで指定してください。
＊

詳細 Verbose (V)：このレベルではすべてのエラー、警告、追跡、機能エントリーとイグジット
追跡はプリントされます。

＊

通常 Common(C)：このレベルではエラー、追跡、警告のみがログファイルにプリントされま
す。

＊

ディスエイブル Disable(D)：このレベルではすべての警告とエラーがログファイルにプリントさ
れます。コマンドラインでロギングに指定がない場合はこのバリューがデフォルト設定です。

このオプションでパラメーターを指定しないと、デフォルトロギングレベルはディスエイブル、すなわち
Ｄです。
例：DLOLoggingu –E “DLOConsoleu.exe”

このオプションはログファイルのサイズ指定を有効にします。
注：このオプションで指定されるバリューはロギングが有効なすべての DLO コンポーネントに共通で
す。このバリューは個々の DLO コンポーネントのログサイズは設定しません。
–LS

このユーティリティを最初に起動しているときにログサイズが指定されていない場合はデフォルトのログ
サイズは 10ＭＢです。
例：DLOLoggngu –E “DLOAdminisvcu.exe” –L “V”
一度ログサイズが設定されると、このプションを使って明確にログサイズを変更するまで、同じバリュー
となります。

注：DLOloggingu コマンドを実行した後、新しい変更を有効にするためには必ずロギングが有効になっている DLO
コンソール、DLO クライアント、DLO サービスを再スタートまたは再起動してください。

例：
DLO 管理サービスに詳細ロギングを有効にするには、次のコマンドを実行してください。
DLOLoggingu –E “DLOAdminisvcu.exe” –L “V” –LS “20”
このコマンドを実行したあと、新しい変更を有効にするには DLO 管理サービスを再起動してください。

184

Desktop Agent について

Desktop Agent について
Desktop Agent は、Symantec Desktop and Laptop Option のコンポーネントであり、データをデスクトップのロー
カルドライブと、ネットワーク上のデータ格納場所にバックアップすることで、デスクトップコンピュータおよびラ
ップトップコンピュータ (これら 2 つをまとめてデスクトップと呼びます) のファイルを保護します.最初に DLO 管
理者が Desktop Agent を設定します.DLO 管理者が、Desktop Agent 全体を表示して設定を変更できるようにユーザ
ープロファイルを設定している場合には、ユーザーが、ファイルのリストア、複数のデスクトップ間でのファイルの
同期化、バックアップ選択項目の設定、スケジュールの設定、履歴の表示などの操作を行うことができます.
プロファイルを使用して、ユーザーが Desktop Agent と対話するレベルを決定します.管理者が、実行する Desktop
Agent の設定にユーザーインターフェースを使用しない場合もありますが、全機能装備のユーザーインターフェース
を使用する場合、またはその中間の方法を使用する場合もあります.

Desktop Agent の機能とメリット
Desktop Agent は次の機能を備えています.

•

データの保護.デスクトップ上で選択されたファイルが、自動的にデスクトップのローカルドライブおよびネッ
トワークのユーザーデータフォルダへコピーされます.Desktop Agent は、ユーザーが介入することなく実行さ
れるように設定することができます.ファイルは、デスクトップがオンラインまたはオフラインになると自動的
に保護されます.Symantec では、DLO ファイルサーバー上のネットワークユーザーデータフォルダをバックア
ップすることにより、データの保護を強化しています.

•

データの可用性.各デスクトップで同じログオンクレデンシャルが使用されている場合、ユーザーは、さまざま
な場所にある各種デスクトップからデータにアクセスすることができます.また、デスクトップユーザーデータ
フォルダに少なくとも 1 つのファイルのリビジョンが保存されている場合は、デスクトップがオフラインであ
っても以前のリビジョンのファイルをリストアすることができます.

•

同期.同じログオンクレデンシャルを使用して複数のコンピュータにアクセスするユーザーは、各コンピュータ
でフォルダを同期させるように設定することができます.あるコンピュータ上で同期ファイルに変更を加えると、
更新されたファイルは、ネットワークユーザーデータフォルダだけでなく、同期するように設定されている他の
すべてのコンピュータ上のデスクトップユーザーデータフォルダにもコピーされます.

Desktop Agent のシステムの必要条件
このバージョンの Desktop Agent の実行に必要なシステムの必要条件を次に示します.

システムの必要条件

項目
オペレーティングシ

説明
Microsoft Windows 2000
Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1) 以上
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ステム

Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
注意： Desktop Agent は、Windows Server 2003、Windows Storage Server 2003、
Windows 2000 Server を含む、いずれのサーバーオペレーティングシステムでもサポート
されていません.

プロセッサ
メモリ

インターネットブラ

Pentium 互換 CPU
必須: 256 MB RAM
推奨: 512 MB 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)
Internet Explorer 5.01 以上、ただし、バージョン 5.5 以上を推奨.

ウザ
ディスクの空き領域

Microsoft Windows をインストール (標準インストール) した状態でハードディスクドライ
ブの空き領域が 25 MB 以上.デスクトップユーザーデータフォルダを有効にした場合、さ
らに多くの領域が必要になる場合があります.

その他のハードウェ

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

ア

Desktop Agent のインストール
DLO 管理者は、管理者とデスクトップユーザーのどちらが Desktop Agent をインストールするかを指定することが
できます.ユーザーは、管理者またはデスクトップユーザーのいずれかです.Desktop Agent をインストールするには、
管理者権限が必要です.Desktop Agent をデスクトップにインストールすると、そのデスクトップにログオンするす
べてのユーザーが Desktop Agent を使用できるようになります.ログオンしているユーザーだけが、ログオンアカウ
ントに関連付けられている DLO バックアップファイルにアクセスできます.
DLO 管理コンソールまたは Desktop Agent を実行しているすべてのコンピュータで、共通の時間が設定されている
必要があります.これは、ネットワークで Windows Time Synchronization サービスを設定することで実現できます.
詳しくは www.microsoft.com を参照してください.

注意： Desktop Agent ソフトウェアをインストールするには、インストール先のデスクトップに対する管理者
権限が必要です.インストール中にデスクトップを再起動する必要がある場合は、同じ管理者ログオンを再度使用し
て、インストールが正常に完了することを確認する必要があります.
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Desktop Agent をインストールする方法
1.

Desktop Agent をインストールするデスクトップで、Desktop Agent のインストールファイルを格納するネ
ットワークサーバーを参照して選択します.デフォルトの場所は、¥¥<DLO Administration Server

name>¥DLOAgent です.場所が不明な場合は、管理者に問い合わせてください.
2.

setup.exe ファイルをダブルクリックします.

3.

［ようこそ］の画面で［次へ］をクリックします.

4.

使用許諾書に目を通し、［使用許諾契約の条項に同意します］をクリックします.

5.

［次へ］をクリックします.

6.

次のいずれかを実行します.
a.

Desktop Agent をインストールするデスクトップのローカルドライブの場所を変更するには、［変
更］をクリックして代替の場所を入力してから、［OK］をクリックします.

b.

Desktop Agent をデフォルトの場所にインストールするには、手順 7 に進みます.
デフォルトのインストール場所は、C:¥Program Files¥Symantec¥Symantec DLO¥DLO で
す.

7.

［次へ］をクリックします.

8.

［インストール］をクリックします.

9.

［完了］をクリックして、Desktop Agent をインストールします.

Desktop Agent の設定
Desktop Agent を設定する場合は、次のトピックを参照してください.

• DLO 管理サーバーへの接続
• デスクトップコンピュータ上でのローカルアカウントの使用
• Desktop Agent の代替クレデンシャルの使用
• ダイアログボックスおよびアカウント情報のリセット
• 接続状態の変更
• Desktop Agent の無効化
• Desktop Agent の有効化

DLO 管理サーバーへの接続
通常の操作では、Desktop Agent は DLO 管理サーバー上の DLO データベースおよびサービスと通信しま
す.Desktop Agent を使用する場合は、ドメインアカウントを使用して DLO 管理サーバーに接続する必要があります.

187

Desktop Agent のインストール

注意： あるクレデンシャルを使用して DLO 管理サーバーに接続している場合に、DLO を使用して別のクレデ
ンシャルでサーバーに接続しようとすると、認証に失敗する可能性があります.再接続するにはコンピュータを再起
動してください.

Desktop Agent で新しい情報が利用可能になった場合、Desktop Agent はその新しい情報の通知を受信して、情報を
取り込みます.たとえば、設定または同期ファイルが変更された場合やソフトウェアの更新が利用可能な場合に、こ
のような処理が行われます.Desktop Agent と DLO 管理サーバーは、相互に直接通信しません.

警告： ローカルシステムのコードページに存在しない文字を含む共有名が付けられているサーバーに接続しよ
うとすると、接続は失敗します.コードページによって、文字コードが対応する文字にマップされます.一般的に、コ
ードページは言語または言語グループに固有です.

デスクトップコンピュータ上でのローカルアカウントの使用
ローカルアカウントを使用してデスクトップにログオンすることができます.ローカルアカウントを使用してデスク
トップにログオンする場合は、Desktop Agent によってドメインアカウントのユーザー名とパスワードの入力を求め
られます.
Desktop Agent を実行するデスクトップ上でローカルアカウントを使用する場合は、次のことを考慮する必要があり
ます.

•

1 つのローカルアカウントには、1 つのドメインクレデンシャルのみを使用できます.デスクトップコンピュータ
またはラップトップコンピュータ上で複数のローカルアカウントを使用する場合は、別のアカウントの DLO を
無効にするか、または各アカウントに一意のドメインクレデンシャルを作成する必要があります.詳しくは 代替
クレデンシャルを使用してログオンする方法/アカウントを無効にする方法を参照してください.
例: 通常、デスクトップコンピュータに［myusername］としてログオンする場合、このアカウントで DLO を使
用するにはドメインアカウントを持っている必要があります.また、［administrator］としてログオンする場合、
このアカウントにログオンすると DLO が無効になる場合があります.あるいは、［administrator］としてログオ
ンする場合は、DLO で使用する一意のドメインクレデンシャルを使用することができます.

•

同じデスクトップコンピュータの複数のユーザー全員が DLO を使用できますが、デスクトップコンピュータに
対して一意のクレデンシャル、および Desktop Agent との接続に対して一意のドメインクレデンシャルを入力
する必要があります.

•

DLO では、Windows XP のユーザーの簡易切り替え機能はサポートされていません.

関連トピック:
Desktop Agent の代替クレデンシャルの使用
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Desktop Agent の代替クレデンシャルの使用
Desktop Agent で使用されるアカウントはデフォルトのログオンアカウントですが、たとえば、他のドメインに接続
できるようにするため、別のアカウントを指定することもできます.
Desktop Agent によって認識されないクレデンシャルを使用してログオンする場合は、Desktop Agent の操作に必要
な代替クレデンシャルを指定し、以降のセッション用にそのアカウント情報を保存します.また、必要に応じて、
Desktop Agent の操作に必要なアカウントを無効にすると、現在使用しているアカウントでログオンしたときに
Desktop Agent が実行されないようにできます.このダイアログボックスでは、今後、接続する際に必要となるアカ
ウント情報を保存することができます.

注意： 事前に DLO 管理サーバーへのネットワーク接続が確立されており、それが Desktop Agent で使用する
アカウントと一致しない場合、Desktop Agent は Desktop Agent ユーザーアカウントを使用して再接続しようとしま
す.再接続に失敗すると、「複数のユーザー名を使用した同じユーザーが、サーバーまたは共有リソースに複数の接
続を持っていますが、これは許可されていません.サーバーまたは共有リソースへの前の接続をすべて切断し、もう
一度実行してください.」という内容のエラーが表示されます.Desktop Agent で使用されるアカウントはデフォルト
のログオンアカウントですが、たとえば、他のドメインに接続できるようにするため、別のアカウントを指定するこ
ともできます.

他のドメインで作業する際の代替クレデンシャルの使用
信頼関係が設定されていないクロスドメインの設定では、複数のユーザーが同一の Desktop Agent を実行する場合、
それぞれのユーザーが DLO 管理サーバードメイン内で固有のユーザー名とパスワードを使用する必要があります.
別々のユーザーが同じクレデンシャルを使用すると、ユーザーはすでに DLO 管理サーバーに接続しているというエ
ラーメッセージが表示されます.

注意： Desktop Agent の操作に必要なアカウントの無効化をリセットする方法については、ダイアログボック
スおよびアカウント情報をリセットする方法を参照してください.

代替クレデンシャルを使用してログオンする方法/アカウントを無効にする方法
1.

Desktop Agent によって認識されないアカウントを使用してデスクトップコンピュータにログオンすると、
［Desktop Agent］ダイアログボックスが表示されます.

2.

次の説明に従って、Desktop Agent のログオプションを指定します.

代替クレデンシャル
項目
このアカウ

説明
現在のログオンアカウントを使用したときに Desktop Agent が実行されるようにするには、

189

Desktop Agent のインストール

ントを使用

このオプションを選択します.

する
ユーザー名
パスワード
ドメイン
パスワード
を保存

Desktop Agent を操作する権限が割り当てられているアカウントのユーザー名を入力します.
Desktop Agent の操作に使用するアカウントのパスワードを入力します.
Desktop Agent の操作に使用するアカウントのドメインを入力します.
DLO でこのパスワードを保存して将来使用できるようにし、認証に失敗した場合にメディア
サーバーまたはデータ格納場所に自動的に認証されるようにするには、［パスワードを保
存］にチェックマークを付けます.
注意： このオプションは、DLO 管理者が有効にした場合にのみ表示されます.新しく配
備された Desktop Agent では、Desktop Agent が 2 度目にメディアサーバーに接続されるま
でこのオプションは表示されません.

このアカウ
ントを無効

現在のログオンアカウントを使用したときに Desktop Agent が実行されないようにするに
は、このオプションを選択します.

にする
3.

［OK］をクリックします.

ダイアログボックスおよびアカウント情報のリセット
DLO の使用中、［今後、このメッセージを表示しない］チェックボックスをオンにしてダイアログボックスが表示
されないようにできます.非表示にしたダイアログボックスは、リセットすると再び表示することができます.パスワ
ードおよびアカウントの情報がクリアされると、リソースへのアクセスにこの情報が必要な場合に情報の入力が求め
られます.
ダイアログボックスおよびアカウント情報をリセットする方法
1.

ツールメニューの［オプション］をクリックします.

2.

［今後、このメッセージを表示しない］チェックボックスをオンにして非表示にした情報ダイアログボック
スを再び表示するには、［ダイアログをリセット］をクリックします.

3.

ダイアログボックスの設定をリセットするかどうか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.

4.

Desktop Agent に保存されていたパスワードおよびアカウントの情報をクリアするには、［アカウントをリ
セット］をクリックします.
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5.

アカウントをクリアするかどうか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.

6.

［OK］をクリックします.

接続状態の変更
Desktop Agent を使用している場合、Desktop Agent コンソールの右下の角に、接続状態が表示されます.Desktop
Agent がオフラインモードの場合は、オンラインに復帰するまで、次のような状態になります.

•

ファイルがネットワークユーザーデータフォルダに転送されません.保留中のファイルが、保留中のファイルリ
ストで［保留中 (ネットワーク)］の状態として保持されます.

•

ジョブのログがネットワークユーザーデータフォルダにコピーされません.

•

アラートが DLO 管理サーバーに送信されません.
接続状態を変更する方法
1.

Desktop Agent の右下の角の接続状態をクリックします.

2.

次のいずれかを実行します.

•

［オフラインで作業］をクリックして、Desktop Agent をオフラインモードにします.

•

［オンラインで作業］をクリックして、Desktop Agent をオンラインモードにします.

注意： DLO 管理者は、ネットワーク接続が利用可能な場合に、Desktop Agent が自動的にオンラ
インモードに戻されるまでの最長時間を設定します.

Desktop Agent の無効化
プロファイルで許可されている場合、Desktop Agent を無効にすることができます.
Desktop Agent を無効にする方法
1.

Windows のシステムトレーから、Desktop Agent のアイコンを右クリックします.

2.

［無効にする］をクリックします.この処理を実行する権限を所有していない場合、このオプションはグレ
ー表示されます.

Desktop Agent の有効化
プロファイルで許可されている場合、無効になっている Desktop Agent を再び有効にすることができます.
Desktop Agent を有効にする方法
1.

Windows のシステムトレーから、Desktop Agent のアイコンを右クリックします.

2.

［有効にする］をクリックします.この処理を実行する権限を所有していない場合、このオプションはグレ
ー表示されます.
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Desktop Agent コンソールについて
Desktop Agent コンソールは、Desktop Agent 用のユーザーインターフェースです.Desktop Agent コンソールへのア
クセスは、DLO 管理者によって制御されます.DLO 管理者は、制御方法を次の中から選択することができます.
すべてのインターフェースを表示: デスクトップユーザーが Desktop Agent オプションのすべてにアクセスできます.
状態のみ表示: デスクトップユーザーは、バックアップジョブの状態を表示することはできますが、Desktop Agent
の設定を変更したり、状態以外のオプションにアクセスすることはできません.デスクトップユーザーは、システム
トレーアイコンを右クリックすると、状態の表示またはプログラムの終了を選択できます.
システムトレーアイコンのみ表示: デスクトップユーザーは、画面右下のシステムトレーの Desktop Agent のアイコ
ンのみを参照できます.デスクトップユーザーは、システムトレーアイコンを右クリックしてプログラムを終了でき
ます.
何も表示しない: Desktop Agent は、バックグラウンドで実行されます.デスクトップユーザーが Desktop Agent を表
示することはできません.
Desktop Agent コンソールは次のコンポーネントから構成されています.

Desktop Agent コンソールの機能

項目
メニュ
ーバー

タスク
バー

表示メ

説明
メニューバーは、画面の最上部に水平に表示されます.メニューを表示するには、メニュー名をク
リックします.メニュー項目の中には、コンソール画面で何かを選択しないと利用できないものも
あります.
タスクバーは、Desktop Agent コンソールの左側に表示されます.タスクバーを非表示にするに
は、［表示］メニューから［タスクバー］をクリックします.操作はタスクバーから実行します.実
行できる操作は選択したビューによって異なります.
表示メニューはタスクバーに表示されます.表示メニューを使用して、次のビューへ移動します.

ニュー
状態

バック
アップ
同期

ジョブの状態、保留中のジョブのリスト、最新のバックアップアクティビティの概略が表示されま
す.詳しくは Desktop Agent の状態の表示を参照してください.
Desktop Agent で保護するデータを定義できます.詳しくは Desktop Agent によるユーザーデータ
のバックアップを参照してください.
最新のバックアップバージョンをユーザーが常に利用できるようにするため、複数のコンピュータ
上でユーザーが選択したファイルおよびフォルダを Desktop Agent で管理するように設定できま
す.詳しくは デスクトップユーザーデータの同期を参照してください.
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リスト
ア
履歴
タスク

バックアップデータのリストアおよびバックアップファイルの検索を実行できます.詳しくは
Desktop Agent によるファイルのリストアを参照してください.
Desktop Agent のエラー、警告および情報メッセージを表示します.
操作はタスクペインから開始します.実行できる操作は、選択した表示によって異なります.

メニュ
ツール
メニュ
ー
オプシ
ョン

次の処理を行うことができます.

•

［今後、このメッセージを表示しない］チェックボックスをオンにして非表示にされていたダ
イアログボックスを、リセットできます.

•

Desktop Agent に保存されていたパスワードおよびアカウントの情報を、クリアできます.詳
しくは ダイアログボックスおよびアカウント情報のリセットを参照してください.

注意： Desktop Agent の使用中に最新の状態と設定を確認するには、タスクメニューの［最新の情報に更新］
をクリックします.
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Desktop Agent によるユーザーデータのバックアップ
Desktop Agent によってバックアップされたデータは、デスクトップのローカルドライブのユーザーデータフォルダ
に送信されます.次に、そのデータは DLO 管理者が割り当てたネットワークユーザーデータフォルダへ送信されます.
通常、ネットワークユーザーデータフォルダも Symantec によってバックアップされるため、保護が強化されます.

警告： ローカルシステムのコードページに存在しない文字を含む共有名が付けられているサーバーに接続しよ
うとすると、接続は失敗します.コードページによって、文字コードが対応する文字にマップされます.一般的に、コ
ードページは言語または言語グループに固有です.

Microsoft Outlook PST ファイルのバックアップおよびリストアについては、Outlook PST ファイルの増分バックア
ップおよび Microsoft Outlook の個人用フォルダファイルのリストアを参照してください.
保護するファイルを［バックアップ選択項目］ビューで選択します.バックアップ選択項目は、最初は管理者が割り
当てますが、DLO 管理者が、Desktop Agent 全体を表示して設定を変更できるようにユーザープロファイルを設定
している場合には、ユーザーがバックアップ選択項目を選択することができます.
オフライン作業中に、Desktop Agent の設定およびバックアップ選択項目を変更することができます.設定は、オン
ラインに復帰するまで保存され、復帰後自動的に転送されます.また、管理者によって行われた変更が、Desktop
Agent で行われた変更と競合する場合は、管理者によって行われた変更が使用されます.
また、標準表示および詳細表示を使用して、バックアップ選択項目を表示したり変更することができます.標準表示
には、ローカルドライブの内容が一覧表示され、バックアップするファイルやフォルダを選択または選択解除できま
す.デフォルトのバックアップ選択を使用して、新しいバックアップ選択項目を追加することもできます.詳細表示で
は、バックアップ選択の詳細設定オプションを設定できます.
バックアップ選択項目の構成は次のとおりです.

•

1 つのフォルダまたは複数のフォルダのリスト

•

バックアップ対象としてファイルをインクルードまたはエクスクルードするための基準

•

保持するファイルのリビジョン数の上限値

•

圧縮、バックアップファイルの削除および暗号化に関する設定

リビジョンの管理
リビジョンは、特定の時点でのファイルのバージョンです.ファイルが変更され、バックアップされると、DLO によ
って新しいリビジョンが保存されます.DLO では、バックアップ選択項目に含まれるすべてのファイルに対し、特定
の数のリビジョンが保存および管理されます.各バックアップ選択項目は個別に設定されるため、保持されるリビジ
ョンの数はバックアップ選択項目ごとに異なる場合があります.
リビジョンの数が上限を超えると、DLO は最も古いリビジョンを削除することにより、指定数のリビジョンのみを
デスクトップおよびネットワークのユーザーデータフォルダに保持します.
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DLO で一定期間保持されるリビジョン数は、制限できます.作業中のドキュメントを頻繁にバックアップする場合は、
すべてのリビジョンがわずか数分おきに保持されることになります.そのような場合、24 時間ごとに 120 分以上間隔
が空いているリビジョンを 2 つまで保持するように指定することにより、古いリビジョンを長い期間保持すること
ができます.中間のバージョンは保持されませんが、古いリビジョンに戻る必要があるような状況には対処できます.
保持するリビジョン数を決定する際は、データの保存に必要なストレージスペースの容量も考慮する必要があります.
バックアップに必要な容量は、保持するリビジョンの数と保護されているデータ量を掛け合わせることで見積もるこ
とができます.
例: 各ファイルについて 3 つのリビジョンを保持し、バックアップするデータ量が 10 MB の場合、約 30 MB
のディスク容量が必要になります.
容量の使用率は圧縮によって改善できますが、効果はファイルの種類やその他の要因によって大きく異なります.

代替ストリームのバックアップ
DLO では、セキュリティストリームを含む、ファイルのすべての代替ストリームが保護されます.新しいバージョン
のファイルに代替ストリームのデータに対する修正のみが含まれる場合、リビジョン数は変更されずに、古いバージ
ョンは新しいバージョンに置き換えられます.
関連トピック:
標準表示でのバックアップ選択項目の修正
詳細表示でのバックアップ選択項目の追加
Outlook PST ファイルの増分バックアップ
Microsoft Outlook の個人用フォルダファイルのリストア
代替ストリームのデータを持つファイルのリストア

ファイルのグルーミング
Desktop Agent では、新しいリビジョンが作成されると、バックアップ選択項目の設定に基づいてリビジョンがグル
ーミングされます.新しいリビジョンが作成され、それによって制限に達した場合、一番古いリビジョンが削除され
ます.
保守グルーミングでは、削除したファイルの整理が行われます.保守グルーミングは、最大で 24 時間に 1 回行われ
ます.保守グルーミングは、最後の保守グルーミングから 24 時間が経過した後、最初に実行されるバックアップ処理
中に行われます.

標準表示でのバックアップ選択項目の修正
バックアップ選択項目の標準表示には、バックアップ対象として選択できるドライブ、フォルダおよびファイルのリ
ストが表示されます.
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注意： プロファイルバックアップ選択項目とは、DLO 管理者がプロファイルで指定したバックアップ選択項
目のことです.標準表示でプロファイルバックアップ選択項目を修正することはできません.修正できるのは、
Desktop Agent で作成したバックアップ選択項目のみです.標準表示では、プロファイルバックアップ選択項目のチ
ェックボックスはグレー表示されます.プロファイルバックアップ選択項目は、管理者によって必要な権限が付与さ
れてる場合は詳細表示で修正することができます.詳しくは 詳細表示でのバックアップ選択項目の修正を参照してく
ださい.

標準表示で新しいバックアップ選択項目を作成するときは、デフォルトのバックアップ選択項目の設定が使用されま
す.標準表示で新しいサブフォルダやファイルをバックアップ選択項目に追加すると、追加した新しいバックアップ
選択項目にはメインフォルダと同じ設定が使用されます.
Desktop Agent のバックアップ選択項目の標準表示には、バックアップ対象としてファイルおよびフォルダを選択ま
たは選択解除できるツリービューに、ファイルおよびフォルダが表示されます.ファイルまたはフォルダの横のチェ
ックボックスがグレー表示されている場合、その選択項目は管理者によって定義されており、プロファイル定義で管
理者によってこの権限が付与されている場合にのみ変更することができます.ファイルまたはフォルダの横のチェッ
クボックスに赤色の x マークが表示されている場合、この項目は、管理者によってすべてのバックアップからグロ
ーバルにエクスクルードされているため、選択できません.
標準表示でバックアップ選択項目を修正する方法
1.

タスクバーの表示メニューの下にある［バックアップ選択項目］をクリックします.

2.

［標準表示］をクリックします.

3.

バックアップするフォルダおよびファイルを選択します.
プラス記号 (+) をクリックすると選択項目を展開することができ、マイナス記号 (-) をクリックすると選択
項目を省略することができます.

注意： 前回保存した設定に戻すには、［変更を元に戻す］をクリックします.

4.

新しい設定を保存する場合は［変更を保存］を、前回保存した設定に戻す場合は［変更を元に戻す］をクリ
ックします.
［変更を保存］をクリックすると、選択が解除された古いバックアップ選択項目は、削除されたバックアッ
プ選択項目として処理され、バックアップされなくなります.このバックアップ選択項目のバックアップフ
ァイルは、バックアップ選択項目の設定で指定された日数が経過すると削除されます.削除されたバックア
ップ選択項目のソースファイルが Desktop Agent によって削除されることはありません.
それまで選択されていなかったフォルダが、このデスクトップのバックアップ選択項目に追加されます.
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詳細表示でのバックアップ選択項目の追加
詳細表示でバックアップ選択項目を追加する方法
1.

タスクバーの表示メニューの下にある［バックアップ選択項目］をクリックします.

2.

［詳細表示］をクリックします.

3.

［追加］をクリックします.

4.

［バックアップ選択項目］ダイアログボックスの［一般］タブで、必要なオプションを選択します.

［バックアップ選択項目］ダイアログボックスの［一般］タブ
項目
名前
説明

説明
バックアップ選択項目を説明するような名前を入力します.
バックアップ選択項目の説明を入力します.たとえば、バックアップ対象とす
るフォルダ、作成したバックアップ選択項目の使用対象となるユーザーグル
ープ、バックアップ選択項目の作成目的などを入力します.

バックア
ップフォ
ルダ
フォルダ
名の入力

バックアップ選択項目に特定のフォルダを追加するには、このオプションを
選択します.フォルダ名を含めてフォルダのパスを入力します.たとえば、ドラ
イブ C に MyData という名前のフォルダを追加するには、C:¥MyData と入
力します.
注意： バックアップ選択項目が作成された後は、フォルダを変更でき
ません.

定義済み
のフォル

表示されたリストから定義済みのフォルダを選択するには、このオプション
を選択します.

ダを選択
サブフォ
ルダを含
む
5.

指定したディレクトリ内のすべてのサブフォルダもバックアップするには、
このオプションを選択します.デフォルトで、このオプションが選択されてい
ます.

［インクルード/エクスクルード］タブで、必要なオプションを選択します.
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［バックアップ選択項目］ダイアログボックスの［インクルード/エクスクルード］タブ
項目

説明

すべてのファイルの種類をイ
ンクルード
以下のリストの項目のみをイ
ンクルードまたはエクスクル
ード
6.

このバックアップ選択項目にすべてのファイルの種類をインクルードする
には、このオプションを選択します.
特定のファイルまたは特定のファイルの種類のみをバックアップ対象とし
てインクルードまたはエクスクルードするには、このオプションを選択し
ます.

［インクルード/エクスクルード］リストにフィルタを追加するには、手順 5 で［以下のリストの項目のみ
をインクルードまたはエクスクルード］が選択されていることを確認して、［インクルードを追加］または
［エクスクルードを追加］をクリックします.

7.

［エクスクルードを追加］を選択した場合、過去にバックアップされたファイルのうち、この除外条件に一
致するファイルがバックアップ選択項目から削除されることが通知されます.ファイルを削除するには［は
い］を、削除をキャンセルするには［いいえ］をクリックします.

8.

必要なオプションを設定し、［OK］をクリックします.

［インクルード/エクスクルードフィルタを追加］ダイアログボックスのオプション
項目
フィルタ

説明
バックアップ選択項目にインクルードまたはエクスクルードするファイルまたはフォルダの
名前、あるいはワイルドカードを使用した名前を入力します.
たとえば、*.mp3 と入力して、バックアップ選択項目内の .mp3 の拡張子を持つすべての
ファイルをインクルードまたはエクスクルードするか、または、unimportant.txt と
入力して、バックアップ選択項目内の特定のファイル名を持つすべてのファイルをインクル
ードまたはエクスクルードします.
定義済みフィルタを選択して、指定したファイル拡張子を持つすべてのファイルをインクル
ードまたはエクスクルードするには、［拡張子］をクリックします.

説明
適用対象

インクルード/エクスクルードフィルタの説明を入力します.
次のオプションのいずれかを選択します.

•

［ファイル］ を選択すると、フィルタがファイルに適用されます.

•

［フォルダ］ を選択すると、フィルタがフォルダに適用されます.

•

［ファイルおよびフォルダ］ を選択すると、フィルタがファイルとフォルダの両方に
適用されます.
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9.

ＯＫをクリック

10. ［リビジョン管理］タブで、次のように、デスクトップとネットワークの両方のユーザーデータフォルダに
ついて必要なオプションを選択します.
［バックアップ選択項目］ダイアログボックスの［リビジョン管理］タブ
項目

説明

リビジョンの数
デスクトップユーザーデータフォ
ルダ

バックアップ選択項目内の各ファイルについて、デスクトップユーザ
ーデータフォルダに保持するリビジョンの数を入力します.
注意： Outlook PST ファイルの増分バックアップを行う場合、
保持されるリビジョンは、バックアップ選択項目内で設定されている
リビジョンの数に関係なく 1 つだけです.

保持数

特定の期間に保持するリビジョン数を制限するには、このオプション
をオンにし、次の項目を指定します.

•

リビジョン: 保持するバージョン数を選択します.

•

次の時間以内: バージョンを保持する期間を選択します.

•

次の間隔 (分) 以上: このバックアップ選択項目のバックアップ間
で経過する必要のある最小間隔を選択します.

注意： 新しいリビジョンが作成され、それによって前述の
いずれかの制限に達した場合、一番古いリビジョンが削除されま
す.

ネットワークユーザーデータフォ
ルダ
保持数

バックアップ選択項目内の各ファイルについて、ネットワークユーザ
ーデータフォルダに保持するリビジョンの数を選択します.
特定の期間に保持するリビジョン数を制限するには、このオプション
をオンにし、次の項目を指定します.

•

リビジョン: 保持するバージョン数を選択します.

•

次の時間以内: バージョンを保持する期間を選択します.

•

次の間隔 (分) 以上: このバックアップ選択項目のバックアップ間
で経過する必要のある最小間隔を選択します.
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注意： 新しいリビジョンが作成され、それによって前述の
いずれかの制限に達した場合、一番古いリビジョンが削除されま
す.

リビジョンの存続期間
デスクトップユーザーデータフォ
ルダ内にある、次の日数より古い
すべてのリビジョンを破棄

ネットワークユーザーデータフォ
ルダ内にある、次の日数より古い
すべてのリビジョンを破棄

日数を入力します.デスクトップユーザーデータフォルダ内のこの日数
を経過したすべてのリビジョンが削除されます.
注意： 最新のリビジョンは破棄されません.

日数を入力します.ネットワークユーザーデータフォルダ内のこの日数
を経過したすべてのリビジョンが削除されます.
注意： 最新のリビジョンは破棄されません.

10. ［オプション］タブで、必要なオプションを選択します.

［バックアップ選択項目］ダイアログボックスの［オプション］タブ
項目
差分ファイルの転
送

説明
差分ファイルの転送を選択すると、ファイルのバックアップが実行されるたびに、フ
ァイルの変更部分のみが転送され、ネットワークユーザーデータフォルダに格納され
ます.また、差分ファイルの転送では圧縮が使用されます.このオプションを有効にす
るには、DLO 管理者が保守サーバーをインストールおよび設定している必要がありま
す.

圧縮

圧縮を選択すると、ファイルのバックアップが実行されるたびに、このバックアップ
選択項目のファイルは、ネットワーク上でのデータ転送時や、デスクトップおよびネ
ットワークのユーザーデータフォルダへの格納時に圧縮されます.
このオプションは、この機能を有効にした後に作成したファイルに適用されます.すで
に保存されているファイルは圧縮されません.
また、差分ファイルの転送でも圧縮が使用されます.

暗号化

送信時にファイルを暗号化したり、このバックアップ選択項目のファイルを暗号化さ
れた形式でネットワークユーザーデータフォルダに格納するには、このオプションに
チェックマークを付けます.
このオプションは、この機能を有効にした後に送信または保存されたファイルに適用
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されます.すでに保存されているファイルは暗号化されません.
AES (Advanced Encryption Standard) および 128 ビットの鍵長が使用されます.この
オプションが有効な場合、バージョンは、デスクトップユーザーデータフォルダには
暗号化されずに格納され、ネットワークユーザーデータフォルダには暗号化されて格
納されます.ネットワーク上での転送時は暗号化されます.
ソースファイルを削除した場合のバックアップファイルの削除
デスクトップユー
ザーデータフォル
ダの場合、次の日

ソースファイルがデスクトップから削除されてから、そのファイルのすべてのバージ
ョンが DLO によってデスクトップユーザーデータフォルダから削除されるまでの日
数を指定します.デフォルトは 60 日です.

数が経過したら削
除
ネットワークユー
ザーデータフォル
ダの場合、次の日

ソースファイルがデスクトップから削除されてから、そのファイルのすべてのバージ
ョンが DLO によってネットワークユーザーデータフォルダから削除されるまでの日
数を指定します.デフォルトは 60 日です.

数が経過したら削
除
11. ［OK］をクリックし、変更した内容を保存します.

詳細表示でのバックアップ選択項目の修正
詳細表示では、プロファイルで Desktop Agent ユーザーに対して必要な権限が付与されている場合、Desktop Agent
で作成したバックアップ選択項目および DLO 管理者によってプロファイルに作成されたバックアップ選択項目を修
正することができます.
1.

タスクバーの表示メニューの下にある［バックアップ選択項目］をクリックします.

2.

［詳細表示］をクリックします.

3.

変更するバックアップ選択項目を選択して、［修正］をクリックします.

4.

プロファイルバックアップ選択項目とは、DLO 管理者によって設定されたバックアップ選択項目のことで
す.プロファイルバックアップ選択項目は、ユーザーに対して必要な権限が付与されている場合は、ドロッ
プダウンメニューで［カスタムの選択を使用］を選択して修正することができます.バックアップ選択項目
に対してこのオプションを選択すると、管理者がプロファイルバックアップ選択項目を更新した場合でも更
新されなくなります.
プロファイルバックアップ選択項目の設定は、ドロップダウンメニューで［プロファイルの選択を使用］を
選択して、いつでも元に戻すことができます.一度このオプションを選択すると、DLO 管理者がプロファイ
ルバックアップ選択項目を修正した場合にプロファイルが更新されるようになります.
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5.

必要に応じてバックアップ選択項目を修正します.バックアップ選択項目の設定について詳しくは 手順 4 以
降に示すバックアップ選択項目の設定に関する説明を参照してください.

6.

［OK］をクリックします.

詳細表示でのバックアップ選択項目の削除
バックアップ選択項目を削除した場合、バックアップファイルは、そのバックアップ選択項目に対して指定されてい
る日数が経過すると、削除されます.詳しくは ［バックアップ選択項目］ダイアログボックスの［オプション］タブ
を参照してください.
バックアップ選択項目を削除する方法
1.

タスクバーの表示メニューの下にある［バックアップ選択項目］をクリックします.

2.

［詳細表示］をクリックします.

3.

削除するバックアップ選択項目を選択します.

4.

［削除］をクリックします.

5.

このバックアップ選択項目を削除する場合は［はい］をクリックし、削除をキャンセルする場合は［いい
え］をクリックします.

Outlook PST ファイルの増分バックアップ
DLO は、デフォルトで、PST ファイルの増分バックアップを実行するように設定されています.PST ファイルの増
分バックアップは、管理者によってプロファイルで制御されるか、デスクトップユーザーに対して必要な権限が付与
されている場合は、デスクトップユーザーによって［オプション］ダイアログボックスで制御されます

注意： Outlook PST ファイルの増分バックアップを実行するには、通常使用するメールアプリケーションに
Outlook が設定されている必要があります.

PST ファイルの増分バックアップを実行する場合、次のことを考慮する必要があります.

•

Outlook PST ファイルの増分バックアップを行う場合、保持されるリビジョンは、バックアップ選択項目内で設
定されているリビジョンの数に関係なく 1 つだけです.

•

Microsoft Outlook の PST ファイルをリストアすると、リストアした PST ファイルは元のファイルとは異なる
ファイルになります (Microsoft Outlook の個人用フォルダファイルのリストアを参照).

•

同期ファイルの増分バックアップを行うことはできません.

•

DLO プロファイルで、ネットワークユーザーデータフォルダへのデータ転送時に帯域幅の使用率を制限するよ
うに設定している場合、増分 PST ファイルの転送時に帯域幅は制限されません.

関連トピック:
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オプションの変更

通常使用する電子メールアプリケーションとしての Outlook の設定
DLO では、通常使用するメールアプリケーションに Outlook が設定されている場合のみ、Outlook PST ファイルの
増分バックアップを実行することができます.
インターネットオプションで、通常使用するメールアプリケーションに Outlook を指定する方法
1.

Internet Explorer を開きます.

2.

ツールメニューの［インターネットオプション］をクリックします.

3.

［プログラム］タブを選択します.

4.

［電子メール］のリストから［Microsoft Office Outlook］を選択します.

注意： 通常使用するメールアプリケーションとして Outlook を使用しない場合、表示メニューで［設
定］を選択し、［オプション］タブで［Outlook PST ファイルのメッセージレベルの増分バックアップを有
効にする］を選択解除して、Desktop Agent の増分バックアップに関する警告メッセージを無効にできます.

保留中の PST ファイル
Outlook PST ファイルが DLO バックアップ選択項目にインクルードされている場合、PST ファイルが閉じられると、
ファイルは Desktop Agent の保留中のキューに表示されます.PST は共有リソースであるため、PST ファイルの開閉
は MAPI というプロセスによって制御されています.DLO および Outlook は、どちらも MAPI プロセスを介して PST
にアクセスします.アプリケーションから要求があった場合、MAPI によって PST が開かれます.次の場合、使用して
いるバージョンによっては、MAPI が応答して PST が閉じられる場合と閉じられない場合があります.

•

DLO や Microsoft Outlook などのアプリケーションが PST への接続を切断した場合 (Outlook が閉じられた場合
など)

•

DLO が起動された場合

•

PST で 30 分の静止時間が経過した場合

PST が閉じられた場合、DLO では次のいずれかが行われます.MAPI を介して PST の増分バックアップを行ってい
る場合 (PST の増分バックアップについてのセクションを参照)、DLO では PST 全体がバックアップされたかどう
かが確認されます.バックアップが完了している場合は、DLO では PST が同期されていると認識され、エントリが
Desktop Agent の保留中のキューから削除されます.PST の増分バックアップを行っていない場合、このタイミング
で PST 全体のバックアップが行われます.
関連トピック:
Microsoft Outlook の個人用フォルダファイルのリストア
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Lotus Notes NSF ファイルの増分バックアップ
次の種類の Lotus Notes NSF ファイルでは、増分バックアップを実行できます.

増分バックアップを実行できる NSF ファイル

ファイル名

場所

BOOKMARK.NSF Notes¥Data デ

NAMES.NSF

説明
このファイルには、保存されたブックマークおよび［ようこそ］の画面の情

ィレクトリ

報が含まれます.

Notes¥Data デ

このファイルには、接続、場所および個人用アドレス帳の情報が含まれま

ィレクトリ

す.

A_<名前>.NSF

これは、電子メールのアーカイブファイルです.電子メールは、DLO で増分
バックアップを実行するために、アーカイブ化する必要があります.電子メ
ールのアーカイブについては、Lotus Notes のマニュアルを参照してくださ
い.

ファイルの増分バックアップを実行する場合、Desktop Agent の［状態］ビューには進行状況が表示されず、1 つの
リビジョンのみが保持されます.

注意： DLO プロファイルで、ネットワークユーザーデータフォルダへのデータ転送時に帯域幅の使用率を制
限するように設定している場合、増分 Lotus Notes NSF ファイルの転送時に帯域幅は制限されません.

DLO を使用した Lotus Notes NSF ファイルの増分バックアップの準備
Desktop Agent をインストールする前に、Lotus Notes をインストールする必要があります.Desktop Agent をインス
トールした後に Lotus Notes をインストールする場合は、Desktop Agent インストーラを再度実行して、インストー
ルを修復する必要があります.また、Desktop Agent のインストール中に Lotus Notes が開いている場合は、Lotus
Notes を再起動する必要があります.
Lotus Notes の電子メールファイルは、電子メールがアーカイブされている場合にのみ、DLO で増分バックアップを
実行できます.電子メールをアーカイブ化すると、そのアーカイブファイルの増分バックアップを実行できます.電子
メールのアーカイブについては、Lotus Notes のマニュアルを参照してください.
Lotus Notes ファイルの増分バックアップを実行するように Desktop Agent を設定する方法
1.

Desktop Agent をインストールする前に、Lotus Notes がインストールされていることを確認します.または、
Lotus Notes をインストールした後に Desktop Agent インストーラが再度実行され、インストールを修復し
ていることを確認します.

2.

バックアップする電子メールが、Lotus Notes でアーカイブされていることを確認します.
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3.

バックアップする Lotus Notes NSF ファイルが、適切なバックアップ選択項目で選択されていることを確
認します.バックアップ選択項目について詳しくは Desktop Agent によるユーザーデータのバックアップを
参照してください.

4.

タスクバーのツールメニューの下にある［オプション］をクリックします.

5.

［オプション］タブを選択します.

6.

［Lotus Notes 電子メールファイルのメッセージレベルの増分バックアップを有効にする］を選択します.

7.

［OK］をクリックします.

Lotus Notes で現在のユーザーが設定されていない場合の Desktop Agent の使用
ユーザーのログオン先コンピュータに DLO と Lotus Notes の両方がインストールされているが、Lotus Notes でそ
のユーザーがまだ設定されていない場合、デバッグ DOS ウィンドウが表示され、次のエラーが表示される場合があ
ります.
<time_date_stamp> Created new log files as C:¥Documents and Settings¥<user_name>¥Local

Settings¥Application Data¥Lotus¥Notes¥Data¥log.nsf.
<time_date_stamp> A previous process with the process ID <####> failed to terminate properly.
この DOS ウィンドウを閉じるには、DLO プロセスを手動で終了する必要があります.このエラーに対処するには、
Lotus Notes で現在のユーザーを設定します.ユーザーを設定すると、そのユーザーのログオン時にこのエラーが生成
されなくなります.

Lotus Notes 電子メールファイルの削除
DLO によるバックアップの前に削除された Lotus Notes 電子メールメッセージは、バックアップされません.

Desktop Agent の設定の変更
DLO 管理者が、Desktop Agent 全体を表示して設定を変更できるようにユーザープロファイルを設定している場合
には、［設定］ビューで次の設定を変更することができます.

•

バックアップジョブスケジュールのオプション

•

デスクトップユーザーデータフォルダの場所

•

デスクトップユーザーデータフォルダのディスク容量の制限

•

ログファイルのディスク容量の制限

•

ログのレベル

•

帯域幅の使用率

Desktop Agent では、バックアップジョブのスケジュールの変更および オプションの変更に示すカスタムスケジュ
ールまたはオプションを使用しない限り、プロファイルで指定されている設定が引き続き使用されます.
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オフライン作業中に、Desktop Agent の設定およびバックアップ選択項目を変更することができます.設定は、オン
ラインに復帰するまで保存され、復帰後自動的に転送されます.また、管理者によって行われた変更が、Desktop
Agent で行われた変更と競合する場合は、管理者によって行われた変更が使用されます.

注意： 1 つの Desktop Agent で設定を変更すると、同じ認証を使用している他の Desktop Agent でも設定がロ
ードされ、実行中のジョブがキャンセルされて再開されます.

バックアップジョブのスケジュールの変更
DLO 管理者が、Desktop Agent 全体を表示して設定を変更できるようにユーザープロファイルを設定している場合
には、バックアップジョブのスケジュールを変更することができます.
バックアップスケジュールを変更する方法
1.

タスクバーのツールメニューの下にある［オプション］をクリックします.

2.

［スケジュール］タブをクリックします.

3.

必要なオプションを選択し、［OK］をクリックします.

［オプション］ダイアログボックスの［スケジュール］タブ

項目
プロファイ
ルのスケジ
ュールを使
用

カスタムス
ケジュール

説明
プロファイルで指定されているバックアップのタイミングを使用するには、ドロップダウン
メニューで［プロファイルのスケジュールを使用］を選択します.
注意： このオプションを選択すると、［スケジュール］タブの詳細設定を変更するこ
とができなくなります.

プロファイルとは異なるバックアップのタイミングを指定するには、ドロップダウンメニュ
ーで［カスタムスケジュールを使用］を選択します.

を使用
ジョブの実
行
ファイルの
変更時

ファイルが変更されるたび自動的にバックアップが実行されるようにするには、［ファイル
の変更時］を選択します.
注意： ファイル変更時の自動バックアップは、NTFS ファイルシステムでのみ利用す
ることができます.FAT ファイルシステムの場合は、［変更ファイルのバックアップ間隔］
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フィールドで分単位または時間単位のバックアップ間隔を入力する必要があります.

スケジュー
ル

スケジュールに従ってファイルがバックアップされるようにするには、このオプションを選
択します.デフォルトでは、毎週、月曜日から金曜日の午後 11 時にバックアップが実行され
ます.
デフォルトを変更するには、［修正］をクリックします.

手動

Desktop Agent ユーザーがこのバックアップジョブを任意のタイミングで開始することを許
可する場合は、［手動］を選択します.

ログアウト/再起動/シャットダウンオプション
ジョブを実
行しない

バックアップが必要なファイルが存在する場合でもログアウト、再起動またはシャットダウ
ンを実行する場合は、ドロップダウンメニューから［ジョブを実行しない］を選択します.
注意： ジョブがすでに実行中の場合、ジョブの完了時にログアウト、再起動またはシ
ャットダウンを行うかどうかの確認が表示されます.

ジョブの実
行をユーザ
ーに確認

ログアウト、再起動またはシャットダウンを実行する前にバックアップを行うかどうかを確
認する場合は、ドロップダウンメニューから［ジョブの実行をユーザーに確認］を選択しま
す.
注意： ジョブがすでに実行中の場合、ログアウト、再起動またはシャットダウンを続
行するためにジョブをキャンセルするかどうかの確認が表示されます.

今すぐジョ
ブを実行

ログアウト、再起動またはシャットダウンを実行する前に、確認のメッセージを表示せずに
待機中のファイルをバックアップする場合は、ドロップダウンメニューから［今すぐジョブ
を実行］を選択します.
注意： ジョブがすでに実行中の場合、ログアウト、再起動またはシャットダウンを続
行するためにジョブをキャンセルするかどうかの確認が表示されます.

スケジュー
ルに従って
ジョブを実
行

ログアウト、再起動またはシャットダウンを実行し、スケジュールに従ってバックアップを
行う場合は、ドロップダウンメニューから［スケジュールに従ってジョブを実行］を選択し
ます.
注意： ジョブがすでに実行中の場合、ログアウト、再起動またはシャットダウンを続
行するためにジョブをキャンセルするかどうかの確認が表示されます.
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次のログオ
ン時にジョ
ブを実行

確認のメッセージを表示せずにログアウト、再起動またはシャットダウンを実行し、次回の
ログオン時にジョブを実行する場合は、ドロップダウンメニューから［次のログオン時にジ
ョブを実行］を選択します.
注意： ジョブがすでに実行中の場合、ログアウト、再起動またはシャットダウンを続
行するためにジョブをキャンセルするかどうかの確認が表示されます.

オプションの変更
DLO 管理者が、Desktop Agent 全体を表示して設定を変更できるようにユーザープロファイルを設定している場合
には、デスクトップユーザーデータフォルダに割り当てるディスク容量など、その他の Desktop Agent の設定を変
更することができます.
オプションを変更する方法
1.

タスクバーのツールメニューの下にある［オプション］をクリックします.

2.

［オプション］タブをクリックします.

3.

ドロップダウンメニューで［カスタムオプションを使用］を選択します.

4.

必要なオプションを選択し、［OK］をクリックします.

［オプション］ダイアログボックスの［オプション］タブ

項目
プロファイルのオプショ
ンを使用

説明
プロファイルで指定されているバックアップのタイミングを使用するには、ドロ
ップダウンメニューで［プロファイルのオプションを使用］を選択します.
注意： このオプションを選択すると、［スケジュール］タブの詳細設定を
変更することができなくなります.

カスタムオプションを使
用

プロファイルとは異なるバックアップのタイミングを指定するには、ドロップダ
ウンメニューで［カスタムオプションを使用］を選択します.
注意： ［オプション］タブの詳細設定へのアクセスを可能にするには、こ
のオプションを選択する必要があります.

コンピュータのディスク

バックアップファイルの格納に使用するコンピュータ上のディスク容量を制限す
る場合は、［コンピュータのディスクの使用量を次の値に制限］を選択します.
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の使用量を次の値に制限 %
バックアップファイルの格納に使用可能なディスク容量をパーセント値で指定す
るには、［%］を選択します.
MB
バックアップファイルの格納に使用可能なディスク容量の最大値を MB 単位で指
定するには、［MB］を選択します.
ログファイルの保守
最低でも次の日数ログフ ログファイルを保持する最小日数を指定します.ログファイルは、少なくとも指
ァイルを保持

定した日数が経過するまでは削除されません.
注意： ログのグルーミングはログが作成されるたびに行われます.最小日数
が経過して、かつすべてのログファイルを合計したサイズが指定するサイズに達
するまで、ログファイルは削除されません.

最低保持期間の経過後、 保持するすべてのログファイルの最大の合計サイズを入力します.この値を超え
全体のサイズが次のサイ ると最も古いログファイルが削除されます.
ズ (MB) を超えた場合ロ
グファイルを古い順に削
除

注意： ［最低でも次の日数ログファイルを保持］設定に指定した日数が経
過したログファイルが存在しない場合、この項目で指定する MB 数を超えるログ
ファイルが保存される可能性もあります.

ログオプション
グルーミングメッセージ グルーミング処理のログを作成するには、［グルーミングメッセージを記録］を
を記録

選択します.

バックアップの情報メッ すべてのバックアップ処理のログを作成するには、［バックアップの情報メッセ
セージを記録

ージを記録］を選択します.

警告メッセージを記録

警告が生成されたすべての処理のログを作成するには、［警告メッセージを記
録］を選択します.

Outlook PST ファイルの
メッセージレベルの増分
バックアップを有効にす
る

Microsoft Outlook の個人用フォルダ (PST) ファイルの増分バックアップを有効
にするには、［Outlook PST ファイルのメッセージレベルの増分バックアップを
有効にする］を選択します.PST ファイルを開いた状態でバックアップを行うに
は、増分バックアップが有効になっている必要があります.
このオプションが選択されていない場合、Outlook で設定されている PST ファ
イルは、保存されるたびに完全バックアップが行われます.完全バックアップ
は、通常、Outlook が閉じられたときに行われます.
詳しくは Outlook PST ファイルの増分バックアップを参照してください.
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Lotus Notes 電子メール
ファイルのメッセージレ
ベルの増分バックアップ
を有効にする

DLO で特定の Lotus Notes NSF ファイルの増分バックアップを行う設定を有効
にするには、［Lotus Notes 電子メールファイルのメッセージレベルの増分バッ
クアップを有効にする］にチェックマークを付けます.これらのファイルを確実
にバックアップするには、追加の手順が必要になる場合があります.詳しくは
Lotus Notes NSF ファイルの増分バックアップを参照してください.
このチェックボックスをオフにすると、Lotus Notes ファイルの増分バックアッ
プが無効になります.

デスクトップユーザーデータフォルダの移動
DLO 管理者が、Desktop Agent 全体を表示して設定を変更できるようにユーザープロファイルを設定している場合
には、デスクトップユーザーデータフォルダの場所を変更することができます.
デスクトップユーザーデータフォルダを移動する方法
1.

タスクバーのツールメニューの下にある［オプション］をクリックします.

2.

［バックアップフォルダ］タブをクリックします.

3.

［移動］をクリックします.

4.

［フォルダの参照］ダイアログボックスで、デスクトップユーザーデータフォルダの移動先となる場所を選
択します.

5.

［OK］をクリックします.

6.

続行するかどうか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.

7.

［OK］をクリックします.

接続ポリシーのカスタマイズ
Desktop Agent は、特定の接続の種類のバックアップを無効にしたり制限するように設定できます.たとえば、DLO
管理者によって必要な権限が付与されている場合は、ダイヤルアップでの接続時にバックアップを無効にすることを
選択したり、高速接続時にバックアップを継続することができます.
バックアップが接続ポリシーによって制限されている場合、ファイルはデスクトップユーザーデータフォルダにバッ
クアップされます.バックアップが接続ポリシーによって制限されなくなったときに、ファイルはネットワークユー
ザーデータフォルダに転送されます.デスクトップユーザーデータフォルダが無効になっている場合は、オフライン
では保護されません.
Active Directory の設定を使用して接続ポリシーを作成しポリシーを定義している場合や、複数のポリシーが特定の
ユーザーまたはコンピュータと一致している場合は、最も制限の厳しいポリシーが使用されます.
例:
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1 つ目の接続ポリシーは、特定のユーザーまたはコンピュータに一致し、500 KB 以上のすべてのファイルのネット
ワークユーザーデータフォルダへのバックアップを無効にしたとします.2 つ目の接続ポリシーは、ユーザーまたは
コンピュータに一致し、ネットワークユーザーデータフォルダへのすべてのバックアップを無効にしたとします.こ
の場合、大きなファイルのバックアップを無効にするより、すべてのバックアップを無効にする方がより制限的なた
め、2 つ目の接続ポリシーが使用されます.
接続ポリシーをカスタマイズする方法
1.

タスクバーのツールメニューの下にある［オプション］をクリックし、［接続ポリシー］タブをクリックし
ます.

2.

必要なオプションを設定し、［OK］をクリックします.

接続ポリシーの追加または編集
項目

説明

接続の種類
ダイヤルアップ接続

IP アドレス範囲

ダイヤルアップでの接続時にバックアップを制限したり無効にするには、ド
ロップダウンメニューから［ダイヤルアップ接続］を選択します.
特定の IP アドレス範囲でバックアップを制限したり無効にするには、ドロ
ップダウンメニューから［IP アドレス範囲］を選択します.
指定した IP アドレス範囲内にあるコンピュータと範囲外にあるコンピュー
タのどちらに接続ポリシーを適用するかを指定します.
IPv6 または IPv4 を選択して、接続ポリシーの IP アドレス範囲を入力しま
す.
注意： IPv6 アドレスは Windows XP 以上のオペレーティングシステ
ムでのみサポートされており、Windows 2000 で実行されている Desktop
Agent の場合は適用できません.Windows 2000 コンピュータの Desktop
Agent の場合は、IPv4 アドレスを使用する接続ポリシーを追加することを
お勧めします.

Active Directory

Active Directory の使用時にバックアップを制限したり無効にするには、ド
ロップダウンメニューから［Active Directory］を選択します.［設定］を選
択して、Active Directory の設定を構成します.Active Directory の接続ポリシ
ー設定の構成については、手順 3 を参照してください.

Desktop Agent の動作
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ネットワークバックア
ップを無効にする

次のサイズを超えるフ
ァイルのネットワーク
バックアップを無効に

ネットワークユーザーデータフォルダへのバックアップを無効にするには、
［ネットワークバックアップを無効にする］を選択します.バックアップは
デスクトップユーザーデータフォルダで行われます.
接続の種類に基づいて、指定したサイズを超えるファイルのバックアップを
無効にするには、［次のサイズを超えるファイルのネットワークバックアッ
プを無効にする］を選択します.ファイルサイズを KB 単位で入力します.

する
ネットワーク帯域幅の
使用量を次の値に制限
する
スケジュールされた時
間帯に従ってポリシー
を実施する

接続の種類に基づいて、指定したサイズを超えるファイルのバックアップを
無効にするには、［次のサイズを超えるファイルのネットワークバックアッ
プを無効にする］を選択します.ファイルサイズを KB 単位で入力します.
指定した期間のみ接続ポリシーを適用するには、［スケジュールされた時間
帯に従ってポリシーを実施する］にチェックマークを付けます.
ポリシーを有効にする期間を設定するには、［スケジュール］をクリックし
ます.スケジュールは、毎週または特定の日付範囲で実行するように設定で
きます.

3.

手順 2 で Active Directory を選択した場合は、Active Directory を次のように設定し、［OK］をクリックし
ます.

［Active Directory オブジェクト］ダイアログボックス

項目
オブジェクト

場所 (LDAP ディレクトリ)
このディレクトリのすべてのオ
ブジェクト
このディレクトリの次の条件に
一致するオブジェクトのみ
属性

説明
接続ポリシーの設定に使用する Active Directory オブジェクトを選択しま
す.［コンピュータ］または［ユーザー］のいずれかを選択できます.
LDAP ディレクトリの場所を入力するか、参照して選択します.
このディレクトリのすべてのオブジェクトに接続ポリシーを適用するに
は、このオプションを選択します.
指定した条件に一致するオブジェクトにのみ接続ポリシーを適用するに
は、このオプションを選択します.
属性を、ドロップダウンメニューから選択するか、カスタム属性を入力し
ます.
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条件

値

必要な条件を選択します.選択可能なオプションは、=、<、<> および > で
す.
一致の判定に使用される条件を満たす値を入力します.指定する値にワイ
ルドカードを使用できます.

4.

［OK］をクリックして、［接続ポリシーの追加/編集］ダイアログボックスを閉じます.

5.

［OK］をクリックして、［設定］ダイアログボックスを閉じます.

デスクトップユーザーデータの同期
バックアップデータは、Desktop Agent を実行している各デスクトップのローカルドライブのデスクトップユーザー
データフォルダと、ネットワークユーザーデータフォルダに格納されます.複数のデスクトップを使用している場合、
ネットワークユーザーデータフォルダには、各デスクトップのバックアップファイルのコピーが格納されま
す.Desktop Agent でフォルダを同期させると、フォルダおよびフォルダに含まれているサブフォルダやファイルの
コピーが 1 つだけネットワークユーザーデータフォルダに格納されます.デスクトップ上でファイルを変更すると、
ファイルは、そのコンピュータのデスクトップユーザーデータフォルダに格納され、次回の DLO ジョブの実行時に
ネットワークユーザーデータフォルダに格納されます.このファイルは、同期済みの別のデスクトップコンピュータ
が次回のジョブを実行するときに、そのコンピュータにダウンロードできるようになります.
フォルダを同期させると、デスクトップをネットワークに接続するたび、およびデスクトップでジョブを実行するた
びに、Desktop Agent によってネットワークユーザーデータフォルダがチェックされるようになります.同期フォル
ダのいずれかに新しいファイルバージョンが存在する場合は、その新しいバージョンがデスクトップ上のユーザーデ
ータフォルダにダウンロードされます.ファイルを同期させずに、現在ログオンしているデスクトップ上のファイル
を変更し、さらにバックアップ対象の他のコンピュータ上で同じファイルを変更すると、競合が発生し、使用するフ
ァイルのリビジョンの選択を求めるメッセージが表示されます.
バックアップ対象のデータを同期させることにより、作業中のファイルが最新のバージョンであることを確認しなが
ら、任意のデスクトップ上でファイルを編集することができます.
［同期選択項目］ビューには、同期可能な他のデスクトップにバックアップされているフォルダが表示されます.表
示されたフォルダから、現在ログオンしているデスクトップコンピュータ上のフォルダと同期させるフォルダを任意
の数だけ選択します.

注意： NTFS 権限、または圧縮や暗号化などのディレクトリ属性をカスタマイズする場合は、リストアまたは
同期後にこれらのカスタマイズ内容を設定しなおす必要があります.

同期の動作
DLO ジョブが実行されると、DLO は次のようにしてファイルをバックアップし、同期します.
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•

デスクトップで変更されたファイルをバックアップします.

•

同期対象のファイルを、デスクトップと同期される他のコンピュータでも利用できるようにします.

•

前回の DLO ジョブが実行されてから別のコンピュータで変更され、アップロードされた同期ファイルをダウン
ロードします.

•

競合しているバージョンのファイルをすべて保持します.その中から、使用するバージョンを選択できるように
なります.

ファイルをバックアップするときは、さまざまなフィルタを設定できます.たとえば、バックアップ対象にインクル
ードまたはエクスクルードするファイルの種類、あるいは圧縮や暗号化を行うファイルの種類についてフィルタを設
定できます.コンピュータ間でファイルを同期するときには、フィルタがすべて組み合わされます.たとえば、同期さ
れるファイルの 1 つが圧縮および暗号化されている場合、同期されるすべてのファイルが自動的に圧縮され、暗号
化されます.元のバックアップ選択項目で .jpg ファイルのみがバックアップされていた場合、同期ファイルセットに
は .jpg ファイルのみがインクルードされます.
フォルダを同期した後に同期フォルダの設定を変更し、後でそのフォルダの同期を解除した場合、フォルダは元のバ
ックアップ選択項目の設定に戻されます.たとえば、元のバックアップ選択項目で .jpg ファイルのみがバックアップ
されていた場合、そのフォルダを同期してすべてのファイルをバックアップするように設定しても、後でフォルダの
同期を解除すると、前と同じように .jpg ファイルのみがバックアップされます.
各コンピュータでバックアップされたファイルの数が異なる場合には、最大数のファイルが同期されます.たとえば、
コンピュータ A で 3 つのファイルをバックアップし、コンピュータ B で 5 つのファイルをバックアップした場合は、
5 つのファイルが同期されます.
同期選択項目は、バックアップ選択項目と同様に、グローバルエクスクルードによる制限が適用されます.詳しくは
グローバルエクスクルードフィルタの設定を参照してください.
次のオプションを使用して、同期を管理します.

•

標準表示: 新しい同期セットを作成することができます.

•

詳細表示: 同期セットごとの設定を変更することができます.

注意： 同期機能を使用するには、すべての同期コンピュータで同じバージョンの Desktop Agent が実行さ
れ、ユーザーのすべてのコンピュータのシステムクロックを同期させる必要があります.

複数のデスクトップ間でフォルダを同期させる方法
1.

タスクバーの表示メニューの下にある［同期選択項目］をクリックします.

2.

［標準表示］をクリックします.
同期が可能なデスクトップが［リモートコンピュータ］ペインに表示されます.
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注意： ［同期選択項目］ビューには、所有者が同じであり、Desktop Agent によってバックアップさ
れるデスクトップが表示されます.同期が可能なのはバックアップ対象のフォルダのみです.

3.

同期させるフォルダを選択します.

4.

［ローカルフォルダの選択］ダイアログボックスが表示されたら、同期ファイルを格納する場所を入力する
か、または参照して選択します.

5.

［OK］をクリックします.

6.

選択を保存する場合は［変更を保存］を、前回保存した設定に戻す場合は［変更を元に戻す］をクリックし
ます.

同期フォルダを表示または変更する方法
1.

タスクバーの表示メニューの下にある［同期選択項目］をクリックします.

2.

［詳細表示］ラジオボタンを選択します.

3.

表示または修正するフォルダをクリックします.

4.

［修正］をクリックします.
［同期フォルダ］ダイアログボックスの［一般］タブでは、この選択による同期ファイルが格納される場所
が識別され、選択したフォルダと同期する他のコンピュータのリストが表示されます.

5.

手順 5 以降に示すバックアップ選択項目の設定に関する説明に従って、同期フォルダのオプションを設定
します.

6.

［OK］をクリックします.

同期フォルダを削除する方法

注意： 同期選択項目を削除すると、ソースファイルを削除したときと同じように、バックアップファイルが削
除されます.バックアップファイルは、バックアップ選択項目で指定されている日数が経過するとグルーミングされ
ます.

1.

タスクバーの表示メニューの下にある［同期選択項目］をクリックします.

2.

［詳細表示］ラジオボタンをクリックします.

3.

削除する同期選択項目をクリックします.

4.

［削除］をクリックします.

5.

バックアップ選択項目を削除するかどうかを確認するメッセージが表示されたら、削除する場合は［はい］
を、キャンセルする場合は［いいえ］をクリックします.
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同期ファイルの競合の解決
Desktop Agent を使用せずに同期ファイルを複数のコンピュータ上で修正すると、競合が発生し、保持するファイル
バージョンの決定を求めるメッセージが表示されます.たとえば、デスクトップコンピュータとラップトップの両方
で同じファイルに修正を加え、かつそのラップトップがネットワークに接続していない場合などに競合が発生します.
ラップトップをネットワークに接続すると、競合が検出されます.
同期ファイルの競合を解決する方法
1.

タスクバーの表示メニューの下にある［状態］をクリックします.
競合が検出されると、［状態］ビュー内に［競合の解決］ボタンが表示されます.

2.

［X 個の競合が見つかりました.］というリンクをクリックすると、競合の解決ウィザードが起動します.

3.

同期における競合についての情報を確認して、［次へ］をクリックします.

4.

競合を解決するファイルを選択します.

5.

［フォルダを開く］ボタンをクリックします.

6.

必要に応じてリビジョンを管理します.
たとえば、古いリビジョンを保持する場合は、新しいリビジョンを削除し、競合が発生しているリビジョン
を元の名前に戻します.

7.

［完了］をクリックします.

Desktop Agent の状態の表示
Desktop Agent の［状態］ビューには、次に示す Desktop Agent 操作の概略が表示されます.

Desktop Agent 操作
項目
状態

詳細

説明
Desktop Agent のジョブの現在の状態、バックアップが実行される日時および最後のバックアップ結
果の概略が表示されます.
このリンクは、FAT ドライブに対するバックアップ選択項目を選択する場合に、状態の概略のすぐ
下に表示されます.クリックすると、現在の Desktop Agent の設定に基づいたバックアップのタイミ
ングについての詳細が表示されます.

保留中のファ
イルを表示/非

保留中のファイルを表示または非表示にします.このリンクをクリックすると、［保留中のファイル
を非表示］および［保留中のファイルを表示］を切り替えることができます.

表示
使用量の概略
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ネットワーク

ローカル

このコンピュータのネットワークユーザーデータフォルダに格納されているデータの合計量が表示
されます.
このコンピュータのデスクトップユーザーデータフォルダに格納されているデータの合計量が表示
されます.
このリンクは、状態の概略のすぐ下に表示されます.クリックすると、ユーザーデータのフォルダの

詳細

使用状況に関する詳細情報が表示されます.詳しくは 使用状況の詳細の表示を参照してください.

［状態］ビューでの保留中のジョブの開始
［状態］ビューから保留中のジョブを開始する方法
1.

タスクバーの表示メニューの下にある［状態］をクリックします.

2.

タスクバーのタスクメニューの下にある［ジョブを実行］をクリックします.
バックアップ、同期、リストアなど、保留中のすべてのジョブが実行されます.

ジョブの一時停止またはキャンセル
DLO 管理者が、ジョブを一時停止またはキャンセルできるようにユーザープロファイルを設定している場合は、
［一時停止］ボタンを押してこれを実行できます.利用可能なオプションは、一時停止されているジョブの種類によ
って異なります.［一時停止］をクリックすると、利用可能なオプションを指定するためのダイアログボックスが開
きます.

注意： DLO 管理者は、一時停止されているジョブが再開するまでの最長時間を設定します.

ジョブの一時停止オプション

実行中のジョブの種類

オプション

ファイルの変更時

•

指定した分数に達するまでジョブを一時停止して、再開します.

手動

•

指定した分数に達するまでジョブを一時停止して、再開します.

•

ジョブが手動で再開されるまで、ジョブをキャンセルします.

•

指定した分数に達するまでジョブを一時停止して、再開します.

•

次に実行するようにスケジュールされるまで、ジョブをキャンセルします.

スケジュール済み
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使用状況の詳細の表示
Desktop Agent の［状態］ビューには、データの格納に必要なローカルおよびネットワークの両方のディスク容量に
関する情報の概略が表示されます.より詳細な使用状況およびグルーミング機能については、［使用量の詳細］ダイ
アログボックスで参照できます.

•

現在バックアップデータの格納に使用されているネットワークおよびデスクトップコンピュータのディスク容量
の合計.

•

クォータ、またはネットワークおよびデスクトップコンピュータでデータの格納に使用できる最大のストレージ
スペース.

•

データの格納に利用できるネットワークおよびデスクトップコンピュータのディスク容量.

•

古いリビジョンおよび削除したファイルをただちに削除するオプション.

•

追加情報およびヘルプへのリンク.

注意： 使用状況の詳細へのリンクは、Desktop Agent がアイドル状態のときのみ利用できます.ジョブが実
行中の場合は表示されません.

使用状況の詳細およびファイルのグルーミングを表示する方法
1.

タスクバーの表示メニューの下にある［状態］をクリックします.

2.

［状態］ペインの［使用量の概略］の下にある［詳細］をクリックして、［使用量の詳細］ダイアログボッ
クスを開きます.

3.

使用状況に関する情報を参照して、次に示す適切な処理を行います.

使用量の詳細

項目

説明

使用状況
ローカル

データの格納に使用するデスクトップコンピュータのディスクの使用状況についての概略
が表示されます.次の情報が表示されます.
使用中: バックアップデータを格納するためにデスクトップコンピュータで現在使用されて
いるディスク容量の合計.
クォータ: デスクトップコンピュータでバックアップデータの格納に利用可能な最大ディス
ク容量.クォータの制限値は管理者によってプロファイルで設定されますが、設定を変更す
る権限が付与されている場合は、Desktop Agent の［設定］ビューで変更できます.詳しく
は Desktop Agent の設定の変更を参照してください.
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利用可能な空き領域: デスクトップコンピュータでクォータを超過せずにデータを格納でき
る利用可能な空き領域の合計.クォータが設定されていない場合、バックアップデータによ
ってドライブの空き領域が完全になくならないように、Desktop Agent によって少量のデ
ィスク領域が予約されます.
ネットワーク

データの格納に使用するネットワークのディスクの使用状況についての概略が表示されま
す.次の情報が表示されます.
使用中: バックアップデータを格納するためにネットワークで現在使用されているディスク
容量の合計.
クォータ: ネットワークでバックアップデータの格納に利用可能な最大ディスク容量.
利用可能な空き領域: ネットワークでクォータを超過せずにデータを格納できる利用可能な
空き領域の合計.

同期ファイル

同期データの格納に使用するディスクの使用状況についての概略が表示されます.次の情報
が表示されます.
使用中: 同期データを格納するためにネットワークで現在使用されているディスク容量の合
計.

削除済みファ
イルを完全に
削除

ネットワークおよびデスクトップユーザーデータフォルダ内で削除されたものとしてマー
クされているすべてのファイルをただちに、かつ永久に削除するには、このオプションを
選択します.このオプションを選択しない場合、これらのファイルは割り当てられたプロフ
ァイルで指定されている時間を経過した後、定期保守サイクルによって削除されます.
このボタンをクリックすると、［削除済みファイルを完全に削除］ダイアログボックスが
開きます.次のオプションから、必要なものを選択します.

•

バックアップ選択項目の選択ファイル条件を満たす削除済みファイルのみを削除

•

すべての削除済みファイルを削除

ネットワークユーザーデータフォルダから削除されたファイルのグルーミングも行う場合
は、［ファイルをネットワークユーザーデータフォルダから削除］チェックボックスを選
択します。.
追加情報
ここをクリッ
クすると最新

ログファイルビューアを開くには、このオプションをクリックします.ログファイルビュー
アについて詳しくは Desktop Agent でのジョブ履歴の監視を参照してください.

のジョブログ
が表示されま
す
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Desktop Agent によるファイルのリストア
DLO 管理者がプロファイルの設定でファイルのリストアも含めている場合は、Desktop Agent を使用して、ファイ
ルを元のディレクトリまたは別のディレクトリにリストアすることができます.Desktop Agent ユーザーが DLO を実
行しているデスクトップを複数台使用している場合は、そのユーザーの各デスクトップ上にバックアップされている
すべてのファイルから、リストアするファイルを選択することができます.ただし、ファイルは現在ログオンしてい
るデスクトップコンピュータ上にリストアされます.
Microsoft Outlook PST ファイルのバックアップおよびリストアについては、Outlook PST ファイルの増分バックア
ップおよび Microsoft Outlook の個人用フォルダファイルのリストアを参照してください.
ファイルまたはフォルダに対する NTFS 権限、または圧縮や暗号化などのディレクトリ属性をカスタマイズする場
合は、リストア後にこれらのカスタマイズ内容を設定しなおす必要があります.
Desktop Agent の実行中にネットワークの接続を切断すると、［リストア］ビューを参照する際の応答時間が長くな
る可能性があります.この問題を解決するには、タスクメニューから［最新の情報に更新］を選択します.

注意：

DLO では、コンピュータの再起動時にリストアされるようにファイルをステージングすることにより、

使用中のファイルを上書きできます.この機能を使用するには、Desktop Agent コンピュータに対する管理者権限が
必要です.また、ファイルを使用しているアプリケーションを事前に終了してファイルをリストアしたり、代替の場
所にファイルをリストアすることもできます.

データをリストアする方法
1.

タスクバーの表示メニューの下にある［リストア］をクリックします.

2.

［表示］で、次に示すリビジョン表示オプションのいずれかを選択します.

リストアファイルバージョンの表示オプション
項目
すべてのリビジョン

最新のリビジョン

指定した日時または
それ以降に修正され
たリビジョン
3.

説明
すべてのファイルのリビジョンが表示され、リストア対象として
選択できます.
最新のファイルのリビジョンのみが表示され、リストア対象とし
て選択できます.
このオプションを選択した場合は、いつ以降のリビジョンを表示
およびリストア対象として選択できるようにするかを指定する日
時を入力し、［OK］をクリックします.

リストアする項目を選択します.
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［リストアするファイルの検索］ビューに同じファイルのエントリが重複して表示されることがあります.
そのような場合、リストア対象としてどちらのファイルを選択しても結果は同じになります.

注意： 元のファイルを削除しても、バックアップファイルは、ファイルグルーミングプロセスによっ
て削除されない限り残ります.［リストア］ビューでは、元のファイルが削除されてもバックアップファイ
ルが利用可能なファイルに、赤色の x マークが付きます.このマークは元のファイルが削除されたことを示
します.詳しくは ファイルのグルーミングを参照してください.

4.

［リストア］をクリックします.

5.

必要なオプションを設定し、［OK］をクリックします.
［リストア］ダイアログボックスのオプション
項目
このコンピュー
タの元のフォル

説明
ファイルまたはフォルダを元の場所にリストアするには、このオプションを選択
します.

ダにリストア
リストア先をこ
のコンピュータ

ファイルまたはフォルダを同じコンピュータの代替フォルダにリストアするに
は、このオプションを選択します.

の代替フォルダ
に変更
フォルダ構造を
保持

元のディレクトリ構造を保持してデータをリストアするには、このオプションを
選択します.このオプションをオフにした場合は、サブディレクトリ内のデータを
含むすべてのデータが、指定したパスにリストアされます.

オプション
すでに存在する
ファイルのリス
トア方法

削除したファイ
ルをリストア
リストアしたフ
ァイルのセキュ

次のオプションのいずれかを選択します.

•

上書きしない

•

確認

•

上書き

ソースファイルが削除されているファイルをリストアするには、このオプション
を選択します.
リストアされるファイルのセキュリティ情報を保持するには、［リストアしたフ
ァイルのセキュリティ属性を保持］を選択します.
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リティ属性を保

ソースファイルのセキュリティと宛先のセキュリティが競合する場合、ファイル

持

を正常にリストアするには、このチェックボックスをオフにする必要がある場合
があります.このオプションのチェックマークを外すと、リストアされるファイル
からセキュリティ情報が削除されます.

リストアするデスクトップファイルの検索
リストアするデスクトップファイルおよびフォルダを検索する方法
1.

タスクバーの表示メニューの下にある［リストア］をクリックします.

2.

タスクバーのタスクメニューの下にある［リストアするファイルを検索］をクリックし、［検索］ダイアロ
グボックスを開きます.

3.

必要なオプションを設定し、［OK］をクリックします.

［検索］ダイアログボックスのオプション

項目
ファイル名に次の文字列が

説明
検索するフォルダ名またはファイル名のすべてまたは一部を入力します.

含まれるファイルを検索
変更日時

今日
過去 1 週間以内

次の期間内
種類

サイズ

特定の時間帯に修正されたファイルを検索するには、このオプションを選択
します.このオプションの選択後、時間帯を指定してください.
今日修正されたファイルを検索するには、このオプションを選択します.
過去 1 週間以内に修正されたファイルを検索するには、このオプションを選
択します.
日付の範囲を指定して検索するには、このオプションを選択します.
リストに特定のファイルの種類のみを表示するには、このチェックボックス
をオンにします.
このチェックボックスをオンにして、次の情報を入力します.

•

最初のドロップダウンメニューから、［一致］、［最小］または［最
大］を選択します.

•

ファイルサイズを入力します.

•

［KB］、［MB］または［GB］を選択します.
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Microsoft Outlook の個人用フォルダファイルのリストア
Microsoft Outlook の個人用フォルダ (PST) ファイルをリストアすると、リストアした PST と元の PST との間に次
の相違点が生じます.

•

ファイルサイズが一致しません.

•

PST ファイル内のフォルダをポイントするルールが正常に機能しなくなります.正しいフォルダをポイントする
ようにルールを編集する必要があります.

•

元のファイルに［受信トレイ］、［送信トレイ］および［送信済みアイテム］フォルダが含まれていない場合で
も、リストアした PST ファイルにはそれらのフォルダが含まれています.

•

PST ファイルに対してパスワードを使用する場合は、PST ファイルのリストア後にパスワードを設定しなおす
必要があります.

関連トピック:
Outlook PST ファイルの増分バックアップ

削除した電子メールメッセージのリストア
電子メールのアーカイブからメッセージを削除した場合のデフォルトの動作は、電子メールアプリケーションによっ
て異なります.Lotus Notes の場合、［ごみ箱］という特定のフォルダに一定期間 (デフォルトでは 48 時間) メッセー
ジを保存する［一時的削除］という機能があります.一定期間が経過したら、メッセージは完全に削除されま
す.Outlook にも同様の機能があります.削除したメッセージは、［削除済みアイテム］フォルダに移動されますが、
この処理に関連付けられた時間制限はありません.Outlook では、ユーザーが［削除済みアイテム］フォルダを空に
しない限り、メッセージは完全に削除されません.
どちらの場合にも、Desktop Agent では、次のバックアップ操作時に、削除したデータが複製されます.ユーザーが
誤って電子メールのアーカイブからメッセージを削除した際に、ファイルがメールアプリケーションによって完全に
削除されていないと想定される場合は、そのファイルを適切なフォルダからリカバリすることが必要になります.電
子メールのアーカイブで保持されるバージョンがない場合は、時間制限を超えた後またはユーザーが手動でフォルダ
を空にした後に、完全に削除されたメッセージが利用できなくなります.

代替ストリームのデータを持つファイルのリストア
DLO では、セキュリティストリームを含む、ファイルのすべての代替ストリームが保護されます.新しいバージョン
のファイルに代替ストリームのデータに対する修正のみが含まれる場合、リビジョン数は変更されずに、古いバージ
ョンは新しいファイルに置き換えられます.実際にデータが変更されたリビジョンのみが、新しいリビジョンとして
扱われます.
FAT パーティションでは代替データストリームは使用されません.NTFS パーティションから FAT パーティションに
ファイルをリストアした場合、リストアされたファイルには代替ストリームのデータは含まれません.
ファイルをリストアする場合、リストアされるファイルのセキュリティ属性を保持するオプションを選択できます.
このオプションのチェックマークを外すと、リストアされるファイルからセキュリティ属性が削除されます.このオ
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プションは、［リストア］ダイアログボックスで設定します.詳しくは ［リストア］ダイアログボックスのオプショ
ンを参照してください.

Desktop Agent でのジョブ履歴の監視
バックアップ、リストアまたは同期が実行されると、そのジョブの詳細がログファイルに保存されます.ログファイ
ルは、表示および検索することができます.また、テキストファイルに保存することもできます.［履歴］ビューには、
次の情報の概略が表示され、すべてのログにアクセスすることができます.
［履歴］ウィンドウの下で対応するタブを選択すると、バックアップ履歴またはリストア履歴を表示することができ
ます.

ジョブ履歴の表示情報
項目
開始
終了
状態
転送されたファイル数 (ロー
カル)
転送されたサイズ (ローカル)

転送されたファイル数 (ネッ
トワーク)

説明
ジョブが開始された日時.
ジョブが終了した日時.
［実行中］、［完了］、［キャンセル］、［失敗］など、ジョブの状態.
表示されているジョブの実行中にデスクトップユーザーデータフォルダに転送され
たファイルの合計数.
表示されているジョブの実行中にデスクトップユーザーデータフォルダに転送され
たデータの合計バイト数.
表示されているジョブの実行中にネットワークユーザーデータフォルダに転送され
たファイルの合計数.
この情報は、バックアップ履歴のみで利用できます.リストア履歴では利用できませ
ん.

転送されたサイズ (ネットワ
ーク)

表示されているジョブの実行中にネットワークユーザーデータフォルダに転送され
たデータの合計バイト数.
この情報は、バックアップ履歴のみで利用できます.リストア履歴では利用できませ
ん.

エラー

コピーに失敗し、エラーが生じたファイルの数.
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ログファイルの表示
履歴ログを表示する方法
1.

タスクバーの表示メニューの下にある［履歴］をクリックします.

2.

バックアップログを表示する場合は［バックアップ］タブを、リストアログを表示する場合は［リストア］
タブを選択します.

3.

［表示］ドロップダウンメニューから、必要な［履歴］ビューのフィルタを選択します.

［履歴］ビューのフィルタオプション

項目
すべてのログ
エラーがある

説明
すべての履歴ログが表示されます.
エラーが発生したすべてのジョブの履歴ログが表示されます.

すべてのログ
日付によって
フィルタされ
たログ

指定の日時以降に生成されたすべてのログが表示されます.［日付によ
るフィルタ］ダイアログボックスに表示するログの日時を入力し、
［OK］をクリックします.

4.

履歴ログを表示するジョブをクリックします.

5.

［ログを表示］をクリックして、ログファイルビューアを開きます.

6.

必要に応じて、［名前を付けて保存］をクリックしてログファイルをテキストファイルに保存します.

7.

ログファイルビューアを終了するには、［閉じる］をクリックします.

ログファイルの検索
ログファイルビューアの強力な検索機能を使用すると、表示対象のログファイルの場所を特定することができます.
ログファイルを検索する方法
1.

タスクバーの表示メニューの下にある［履歴］をクリックします.

2.

［履歴］ペインの下に表示されている［検索］リンクをクリックし、ログファイルビューアを開きます.

3.

次のフィルタオプションを指定します.
ログファイルビューアのフィルタオプション
項目

説明
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ログエントリの検索
すべてのログ
ファイル
現在のログフ

ログファイルビューアにログエントリをすべて表示するには、このオプションを選択しま
す.
現在のログファイルのログエントリのみを検索するには、このオプションを選択します.

ァイル
タイムスタン
プ

指定期間のログエントリのみを検索するには、［タイムスタンプ］チェックボックスを選
択します.次のオプションがあります.
今日: 今日作成されたログファイルのみを表示します.
先週: 先週作成されたすべてのログファイルを表示します.
日付: 指定した期間に作成されたすべてのログファイルを表示します.

種類

ファイル名に
含まれる文字
列

指定した種類のログのみを表示するには、［形式］チェックボックスをオンにします.次の
いずれかの種類のチェックボックスを選択します.

•

バックアップ

•

リストア

•

ユーザーの移動

•

保守

•

エラー

•

警告

ファイル名またはファイル名の種類によってログを表示するには、［ファイル名］チェッ
クボックスを選択し、ファイル名またはファイル名の種類を入力します.ワイルドカードを
使用することができます.
例: *gold.doc
注意： ワイルドカードを使用する場合は、［*］を使用してください.たとえば、*.tmp
を指定すると .tmp という拡張子を持つファイルがすべて表示されますが、.tmp を指定する
と .tmp という名前のファイルのみが表示されます.

検索範囲
情報エントリ

情報エントリのみを表示するには、［情報エントリのみ］を選択します.

のみ
エラーエント
リと警告エン

エラーエントリと警告エントリの両方を表示するには、［エラーエントリと警告エントリ
のみ］を選択します.

トリのみ
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エラーエント

エラーエントリのみを表示するには、［エラーエントリのみ］を選択します.

リのみ
警告が発生し
たエントリの

警告が発生したエントリのみを表示するには、［警告が発生したエントリのみ］を選択し
ます.

み

4.

［検索］をクリックします.

5.

ログファイルエントリの詳細情報を表示するには、［+］印のチェックボックスをクリックして対象となる
エントリのツリービューを展開します.

6.

必要に応じて、［名前を付けて保存］をクリックしてログファイルをテキストファイルに保存します.

7.

終了するには、［閉じる］をクリックします.

ログファイルのグルーミング
ログのグルーミングはログが作成されるたびに行われます.ログファイルは、最小日数の設定値を経過して、かつす
べてのログファイルを合計したサイズが、設定されている最大値に達するまで削除されません.必要な権限が管理者
によってプロファイルに付与されている場合、Desktop Agent の［設定］の［オプション］タブでこれらの設定を変
更することができます.詳しくは オプションの変更を参照してください.

トラブルシューティング
ここでは、DLO 管理コンソールまたは Desktop Agent の実行時に発生する可能性がある問題や質問をとりあげ、そ
れらの解決方法を紹介します.
トラブルシューティングの内容は、次のように分類されています.

•

他の製品での DLO の使用

•

DLO 管理コンソールに関するトラブルシューティング

•

Desktop Agent に関するトラブルシューティング

他の製品での DLO の使用
次に、互換性に関する既知の問題について説明します.
Symantec Storage Exec
Symantec Storage Exec は、Microsoft Windows 環境でファイルおよびアプリケーションのディスク使用率を管理す
るストレージリソースマネージャに基づいたポリシーです.DLO と Storage Exec は互換性がありますが、DLO のバ
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ックアップ選択項目と Storage Exec のポリシー間で競合が発生しないように注意する必要があります.DLO で特定
のファイルの種類をバックアップするように設定され、Storage Exec でこのファイルの種類がサーバーにコピーさ
れないように設定されている場合、競合が発生します.DLO はファイルのバックアップを試行しますが、操作は失敗
します.DLO の履歴ログには、ファイルがネットワークユーザーデータフォルダへのコピーに失敗したことが示され
ます.
この競合を避けるには、DLO のバックアップ選択項目と Storage Exec のポリシーが競合する可能性について確認す
る必要があります.競合が検出された場合は、ポリシーを手動で変更して競合を排除する必要があります.
WinCVS
DLO を WinCVS と同時に実行している場合、ソースのチェック時に、権限がないというエラーが生成される場合が
あります.グローバルエクスクルードまたはバックアップ選択項目のエクスクルードを使用して、cvs という名前の
ディレクトリを除外すると、この問題を回避できます.
Windows XP Service Pack 2
Windows XP Service Pack 2 を使用している場合、DLO 管理コンソールの［リストア］ビューの［参照］ボタンを
使用するには、ファイル共有を有効にする必要があります
PGP Desktop 8.1
PGP Personal Desktop 8.1 を使用して DLO を実行している場合、DLO のバックアップ選択項目でマウントドライ
ブを作成したり、ドライブをマウント解除するには、DLO をシャットダウンする必要があります.

DLO 管理コンソールに関するトラブルシューティング
自動ユーザー割り当てに変更を加えましたが、変更内容が既存の Desktop Agent ユーザーに反映されません.
自動ユーザー割り当ては、新規の Desktop Agent ユーザーにプロファイルおよびデータ格納場所を割り当てるため
に 1 回だけ使用されます.プロファイルおよびデータ格納場所の設定を変更するために自動ユーザー割り当てを変更
することはできますが、変更内容は新規ユーザーにのみ適用されます.自動ユーザー割り当てに追加の変更を加えて
も、すでに設定が完了しているユーザーに影響を与えることはありません.
これは、別のデスクトップ上に Desktop Agent をインストールする既存のユーザーについても同様です.新規インス
トールでは、既存のユーザー設定が使用され、ユーザーのユーザーデータフォルダにデータが格納されます.新しい
コンピュータに Desktop Agent をインストールする場合でも、自動ユーザー割り当てに対する変更内容が既存のユ
ーザーに影響することはありません.
既存のデスクトップユーザーの設定を変更するには、ユーザーが割り当てられているプロファイルを修正するか、新
しいプロファイルまたはデータ格納場所にユーザーを再割り当てします.
関連トピック:
Desktop Agent ユーザーのプロパティの変更
Desktop Agent ユーザーの管理
自動ユーザー割り当てについて
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DLO プロファイルについて
新しいネットワークユーザーデータフォルダへの Desktop Agent ユーザーの移動
デスクトップユーザーが Desktop Agent を実行すると、［Desktop Agent を設定することができません.現在のユー
ザーのための設定が見つからないか、自動ユーザー割り当てが一致しません.］というメッセージが表示されます.こ
れはなぜでしょうか ?
このメッセージは、ユーザー、またはユーザーのドメインおよびグループに対応する自動ユーザー割り当てを DLO
が検出できなかったことを意味しています.
ユーザーを DLO に追加するには、次のいずれかの方法を使用します.
1.

ユーザーのドメインおよびグループに対応する自動ユーザー割り当てによって、プロファイルおよびデータ
格納場所を Desktop Agent に割り当て、ユーザーを DLO に追加します.Desktop Agent を実行するユーザー
が属しているドメインおよびグループに対応する自動ユーザー割り当ての作成が完了していることを確認し
ます.
また、すべてのドメインおよびすべてのグループを対象とする自動ユーザー割り当てを作成し、ドメインや
グループよりも詳細なレベルの自動ユーザー割り当てに該当しないユーザーにも、自動ユーザー割り当てが
適用されるようにすることもできます.通常、そのような「包括的な」種類の自動ユーザー割り当てには、
最も低い優先度を設定します.

2.

DLO にユーザーを手動で追加します.この処理では、プロファイルとデータ格納場所またはユーザーデータ
フォルダのどちらかを新規ユーザーに割り当てる必要があります.

Desktop Agent を実行する前に、ユーザーに対応する自動ユーザー割り当てが存在すること、またはユーザーが手動
で追加されていることを確認してください.
関連トピック:
自動ユーザー割り当てについて
ネットワークユーザーデータフォルダおよびデータ格納場所が必要になるのはどのような場合でしょうか ?
すべての Desktop Agent ユーザーにはネットワークユーザーデータフォルダが割り当てられ、そこにバックアップ
データが格納されます.データ格納場所は、ネットワークユーザーデータフォルダの作成および保守が自動的に行わ
れるネットワーク上の場所です.既存のネットワーク共有を使用してユーザーデータを格納する場合には必要ありま
せん.
DLO によってネットワークユーザーデータフォルダが自動的に作成されるようにするには、データ格納場所を使用
します.データ格納場所に新規ユーザーを追加すると、新規ユーザー用のネットワークユーザーデータフォルダがデ
ータ格納場所内に自動的に作成されます.
一方、既存のネットワーク共有フォルダをネットワークユーザーデータフォルダとして使用する場合や、ネットワー
クユーザーデータフォルダを手動で作成する場合には、データ格納場所を使用しません.
関連トピック:
DLO の設定
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データ格納場所をリモートファイルサーバー上に作成しようとすると、Desktop and Laptop Option 用の MSDE デ
ータベースインスタンスにリモートファイルサーバーへのアクセス権が必要である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 ?
リモートファイルサーバー上にデータ格納場所を作成するには、そのリモートファイルサーバーに対する管理者権限
が与えられているアカウントを使用する必要があります.データ格納場所の作成に使用するアカウントクレデンシャ
ルを変更するには、DLO サービスクレデンシャルの変更を参照してください.
新規ユーザーを手動で追加し、そのユーザーに既存のデータ格納場所を割り当てました.データ格納場所内に新規ユ
ーザーの新しいユーザーデータフォルダが見当たりませんが、ユーザーデータフォルダは作成されていないのでし
ょうか ?
ユーザーデータフォルダは、Desktop Agent がデスクトップにインストールされ、新規ユーザーによって実行された
ときに初めて作成されます.
ユーザーがデータをバックアップできないようにするにはどのようにすればよいのでしょうか ?
1.

ナビゲーションバーの［セットアップ］をクリックします.［設定］ペインで、［ユーザー］をクリックし
ます.

2.

バックアップを実行できないようにするユーザーを選択します.

3.

タスクペインの［一般タスク］の下にある［プロパティ］をクリックします.

4.

［このユーザーを有効にする］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.
ユーザーの状態表示が［無効］に変わります.

バックアップ選択項目でユーザーデータの暗号化または圧縮を選択しましたが、バックアップ済みのデータが暗号
化または圧縮されません.これはなぜでしょうか ?
DLO では、バックアップ済みのユーザーデータに対して、暗号化および圧縮設定への変更がさかのぼって適用され
ることはありません.これらの設定が変更されてからバックアップされたデータについては、新しい設定が使用され
ます.
特定の種類のファイルがバックアップされないようにしたいと考えています.*.mp3 や *.gho などのファイルが常に
バックアップから除外されるようにするには、どのように DLO を設定すればよいでしょうか ?
ツールメニューの［グローバルエクスクルード］をクリックします.表示されたダイアログボックスで、すべてのプ
ロファイルのバックアップ選択項目から除外するファイルの種類を個別に選択することができます.
すべてのユーザーに対してバックアップが実行されていないようです.または、特定のファイルがバックアップされ
ません.
あるグループのユーザーに対してバックアップジョブが実行されていない場合には、それらのユーザーのプロファイ
ルを調べ、バックアップがスケジュールされていることを確認します.
特定のファイルがバックアップされていない場合には、そのファイルがバックアップ対象としてプロファイルのバッ
クアップ選択項目で選択されていることを確認します.
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ファイルをリストアしようとしましたが、リストア選択項目として表示されません.
既存のファイルを元の場所へリストアする場合には、ファイルが置き換えられるように、［リストア］ダイアログボ
ックスで［確認］または［上書き］が選択されていることを確認してください.［上書きしない］が選択されている
場合、ファイルはリストアされません.
プロファイルで、ファイルが暗号化されるようにバックアップ選択項目を設定しました.ユーザーのファイルをリカ
バリする必要があるのですが、データをリストアするためには暗号化キーが必要ですか ?
DLO 管理コンソールを実行する管理者であれば、暗号化されたユーザーデータのリストア先を代替コンピュータま
たは代替の場所に変更することができます.そうすれば、リストア時にデータが解読されます.
データをユーザーのコンピュータにリストアしたいのですが、ユーザーが外出中です.ユーザーが戻ってくるまで待
たなければならないのでしょうか ?
DLO では、デスクトップへのリストアジョブをキューに入れることができます.ユーザーが現時点でオフラインであ
る場合には、DLO 管理コンソールの［リストア］ビューで、リストアジョブをキューに入れることができます.
もう 1 つの方法としては、管理用のコンピュータやネットワークドライブなどの代替の場所にデータをリストアす
る方法があります.
オープンファイルを保護するにはどのようにすればよいのでしょうか ?
DLO では、開いた状態のファイルは保護されず、開かれていないファイルまたは保存されているファイルに対して
行われます.ファイルが開いた状態であるためにバックアップできない場合 (たとえば、編集中の Word 文書など)、
そのファイルは、Desktop Agent の保留リストに残され、次回のバックアップ時にバックアップが行われます.オペ
レーティングシステムによって開かれているファイルもあります.それらのファイルはオペレーティングシステムが
実行されている限り開いた状態であるため、バックアップすることができません.
ただし、開いた状態の PST ファイルは例外です.Desktop Agent は、開いた状態の PST ファイルがプロファイルま
たはユーザーのバックアップ選択項目で選択されている場合には、それらを保護するように設計されています.
開いた状態の PST ファイルのバックアップを実行するには、増分バックアップを有効にしておく必要があります.
関連トピック:
常に開いた状態のファイルの除外

DLO 管理コンソールの［履歴］ビューに、すべてのユーザーの最新のバックアップが表示されません.
DLO 管理コンソールはジョブが実行されると自動的に最新の状態に更新されますが、その回数は 1 時間に 1 回に制
限されています.

Desktop Agent に関するトラブルシューティング
ここでは、Desktop Agent の実行時に発生する可能性がある潜在的な問題や質問をとりあげ、それらの解決方法を紹
介します.
保護するすべてのデスクトップに Symantec をインストールする必要がありますか ?
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いいえ.保護するすべてのデスクトップにインストールする必要があるのは Desktop Agent です.Symantec をインス
トールする必要はありません.

Desktop and Laptop Option
をインストールしましたが、ユーザーのコンピュータに Desktop Agent をインストールする方法がわかりません.
Desktop Agent は、DLO をインストールした共有フォルダ (後述) のインストールプログラムを実行するとインスト
ールされます.
Desktop Agent のインストールプログラムは、DLO をインストールした共有フォルダにあります.共有フォルダには、

¥¥<Server>¥DLOAgent という形式で名前が付けられます.
Desktop Agent によって保護するデスクトップから Windows エクスプローラを使用して、共有フォルダの内容を表
示します.この共有フォルダから Setup.exe を実行します.Desktop Agent ソフトウェアをインストールするには、
対象のデスクトップに対する管理者権限が与えられている必要があります.
Desktop Agent に慣れるためにも、DLO 管理者が設定ウィザードを実行することをお勧めしています.
また“プッシュインストールデスクトップエージェント”オプションを使ってもデスクトップエージェントをインスト
ールすることができます。詳しくは 26 ページのデスクエージェントプッシュインストールと DLO メンテナンスサ
ーバープッシュインストールの項を参照ください。

Windows サーバーまたは DLO 管理サーバーに Desktop Agent をインストールすることはできますか ?
Desktop Agent は、重要なサーバーデータの保護ではなくユーザーデータの保護を目的としているため、Windows
サーバーまたは DLO 管理サーバーにインストールすることはできません.

Desktop Agent を介した DLO 管理サーバー認証時に［データベースの初期化に失敗しまし
た.0x800A0E7D］というエラーメッセージが表示されます.
DLO 管理サーバーと同じドメインまたは信頼されるドメインに属さないアカウントを使用して DLO 管理サーバーに
接続しようとしたものと思われます.DLO が正しく動作するためには、DLO 管理サーバーが Windows ドメインに属
している必要があります.

Desktop Agent を使用してデスクトップコンピュータおよびラップトップコンピュータを保護していますが、
ラップトップコンピュータを新しいデータ格納場所に移動できません.なぜでしょうか ?
Desktop Agent を実行する複数のコンピュータをユーザーが使用している場合、すべてのバックアップデータは同一
のネットワークユーザーデータフォルダ内に格納されます.データを新しいデータ格納場所に移動する場合には、す
べてのコンピュータのネットワークユーザーデータフォルダ全体を新しい場所に移動する必要があります.
使用しているデスクトップコンピュータとラップトップコンピュータ間でファイルを同期させようとしましたが、
Desktop Agent の［同期選択項目］ビューに他のコンピュータが表示されません.
2 台のコンピュータ間でデータを同期させるには、各コンピュータ上で Desktop Agent を実行するときに同一のユー
ザーアカウントを使用する必要があります.たとえば、Domain¥MyUser というユーザーがコンピュータ A とコン
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ピュータ B という 2 台のコンピュータ間で同期を実行するためには、それぞれのコンピュータ上に
Domain¥MyUser のバックアップデータが保存されている必要があります.
両方のコンピュータで同一のユーザーアカウントを使用して Desktop Agent を実行しており、それぞれにバックア
ップデータが存在していることが確認できている場合には、Desktop Agent の［同期選択項目］ビューで［最新の情
報に更新］をクリックすると、同期選択項目が表示されるようになります.問題が解決しない場合には、ファイルメ
ニューの［終了］を選択してから、Desktop Agent を再起動します.
コンピュータ間で同期させることができるのは、どのようなファイルやフォルダですか ?
バックアップ選択項目に基づいてバックアップされた任意のデータを同期させることができます.このバックアップ
選択項目は、DLO 管理者が、Desktop Agent を使用して作成したプロファイルまたはバックアップ選択項目に定義
されています.
同期データを同僚と共有したいのですが、どのようにすればよいのでしょうか ?
Desktop and Laptop Option は、ユーザー間でファイルを共有するための機能を備えていません.DLO における同期
化は、シングルユーザーのコンピュータ間でファイルを共有するためのものです.

リモート DLO Agent とメンテナンスサーバーのプッシュインストール
「リモートインストールエラー：

機器の認証が見つかりません」というメッセージが出たのですが.

“Windows Management Instrumentation（WMI）”と”Remote Registry”サービスがリモートマシンで起動してるか確
認し、”Windows Management Instrumentation” サービスのパーミッションを与えられているか確認して下さい.
DLO Agent とメンテナンスサーバーのリモートインストールに失敗しました.
「インストールのステータス」画面で、インストールに失敗したリモートコンピュータ上で右クリックし、ポップア
ップメニューから”Push Log または”Install Log を見る“オプションを選択し、Push Log または Install Log を見てエラ
ーを探して下さい.
リモート DB でコンソールを開始した後に、「Administration Services がダウンしました」のエラーが表示されまし
た.
リモートデータベース上で、”Symantec DLO SQL サービス"と"SQL ブラウザサービス”が開始されているか確認して
下さい.それでもエラー状態が継続するなら”Symantec DLO administration services”をスタートして下さい.

DLO のアクセシビリティ
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
すべてのグラフィカルユーザーインターフェース (GUI) 操作およびメニュー項目は、キーボードショートカットを利
用してアクセスすることができます.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.
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次のトピックで、DLO のアクセシビリティに関する機能および準拠性について説明します.

•

DLO のキーボードナビゲーションおよびショートカット

•

GUI における一般的なキーボードナビゲーション

•

ダイアログボックス内のキーボードナビゲーション

•

キーボードショートカット

•

アクセシビリティ設定のサポート

DLO のキーボードナビゲーションおよびショートカット
プログラムのすべての機能およびメニュー項目は、キーボード操作のみでアクセスすることができます.DLO 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およびキーボードショートカットを使用しています.独自
の機能については、固有のキーボードショートカットを使用しています.固有のキーボードショートカットについて
は、キーボードショートカットで説明されています.
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.
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
GUI における一般的なキーボードナビゲーション
DLO は、キーボード操作のみで使用することができます.GUI 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.
シマンテック社のすべての GUI 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、この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 キーまたは Space 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、Space 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.
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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.

•

ニーモニック (下線付きの文字) が表示されているコントロールは、フォーカスの有無に関係なく、Alt キーを押
しながら下線付きの文字のキーを押すことによって選択することができます.

•

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.

•

［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.

タブ付きダイアログボックス
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.

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
キーボード入力

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.
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← 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.

リストボックス
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.

キーボードショートカット
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、GUI の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 GUI コンポーネントに対応する文字で、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.GUI では、ニーモニ
ックの文字は下線付きで表示されます.
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、DLO 固有のキーボードショートカット
を使用します.
次の表は、Symantec Desktop and Laptop Option 管理コンソールのショートカットキーのリストです.

Symantec Desktop and Laptop Option 管理コンソールに固有のキーボードショートカット
アクセ
ラレー
タ
Alt

Alt

ニーモ
ニック

F

結果

ファイルメニューを表示します.ファイルメニューでは、新しいプロファイルやデータ格納場所
の作成、ユーザーの追加を行うことができます.

E

編集メニューを表示します.編集メニューでは、ファイルのリストア、リストアするファイルの
検索、アラートの管理、および項目の削除を行うことができます.
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Alt
Alt

V

表示メニューを表示します.表示メニューは、画面に表示される情報を変更する際に使用します.

N

ネットワークメニューを表示します.ネットワークメニューを使用して、管理者アカウントに関
する操作、ネットワーク上の DLO 管理サーバーへの接続またはローカルの DLO 管理サーバー
への再接続を行います.

Alt

Alt

Alt

T

ツールメニューを表示します.ツールメニューでは、グローバルエクスクルードの設定、すべて
の DLO ウィザードへのアクセス、およびサービスクレデンシャルの管理を行います.

W

ウィンドウメニューを表示します.ウィンドウメニューは、別のウィンドウまたはビューに移動
するときに使用します.

H

ヘルプメニューを表示します.ヘルプメニューを使用して、マニュアルやさまざまなシマンテッ
ク社の Web サイトにアクセスします.

次の表は、Symantec Desktop and Laptop Option Desktop Agent のショートカットキーのリストです.

Desktop and Laptop Option Desktop Agent に固有のキーボードショートカット
アクセラレ

ニーモニ

ータ

ック

Alt

F

結果

ファイルメニューを表示します.ファイルメニューでは、Desktop Agent の最小化または
終了を行うことができます.

Alt

V

表示メニューを表示します.表示メニューは、画面に表示される情報を変更する際に使用
します.

Alt

K

タスクメニューを表示します.タスクメニューは、ジョブの実行または表示の更新に使用
します.

Alt

O

ツールメニューを表示します.ツールメニューでは、ダイアログボックスやアカウントの
再設定を行います.

Alt

H

ヘルプメニューを表示します.ヘルプメニューは、Desktop Agent のオンラインヘルプに
アクセスするために使用します.

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 ↓ キーを使用して対象の項目を強調表
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.

アクセシビリティ設定のサポート
シマンテックソフトウェアは、オペレーティングシステムのアクセシビリティ設定に従って動作します.
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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 2000 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.

注意： 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.

アクセシビリティに関するオプションを設定する方法
1.

［スタート］をクリックして［設定］をポイントし、［コントロール パネル］をクリックします.

2.

［ユーザー補助のオプション］をダブルクリックします.

注意： ［ユーザー補助の設定ウィザード］を使用してアクセシビリティに関するオプションを設定す
ることもできます.［スタート］をクリックして［プログラム］をポイントし、［アクセサリ］をポイント
します.次に、［ユーザー補助］をポイントして、［ユーザー補助の設定ウィザード］をクリックします.

注意： シマンテック社のマニュアルに記載されているすべてのグラフィックは、スクリーンリーダー
を使用して内容を読み上げることができますが、グラフィックを無視するようにスクリーンリーダーを設定
することで、パフォーマンスを向上させることができます.

DLO 用語集
Desktop Agent
デスクトップコンピュータおよびラップトップコンピュータ上で実行される DLO ソフトウェア.
Desktop Agent インストール共有 (Desktop Agent install share)
Desktop Agent インストールファイルを配置するネットワーク共有.このフォルダは、DLO のインストール時に DLO
管理サーバー上に設定されます.このフォルダを使用することにより、デスクトップでの Desktop Agent のインスト
ールが容易になります.
Desktop Agent コンソール (Desktop Agent console)
Desktop Agent ソフトウェアのユーザーインターフェース.
DLO 管理コンソール (DLO Administration Console)
Desktop and Laptop Option を操作するための管理者用インターフェース.
DLO データベース (DLO database)
ポリシー設定および状態情報が格納されている場所.
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DLO バックアップ選択項目 (DLO backup selection)
DLO 管理者またはデスクトップユーザーがバックアップ対象として選択したデスクトップ上またはラップトップ上
のファイルやフォルダ.
DLO ファイルサーバー (DLO file server)
DLO データ格納場所のホストコンピュータ.
圧縮 (Compression)
送信時間の短縮やストレージボリュームの縮小を目的とするデータの削減方法.
暗号化 (Encryption)
ディスク上のファイルやフォルダ、およびデータ送信時におけるデータセキュリティを確保するために使用するプロ
セス.
オープンファイル処理 (Open file handling)
現在使用中のファイルをバックアップするためのプロセス.
管理者 (Administrator)
Symantec の DLO 管理コンソールを使用して DLO を設定するユーザー.このユーザーがコンソールを操作するため
には、管理者権限が必要です.
最適化 (Optimization)
圧縮などの技術によってネットワークトラフィックやファイルストレージを減らすプロセス.
差分ファイルの転送 (Delta File Transfer)
完全な元のファイルがバックアップされた後に、ファイルの変更部分のみを転送する圧縮プロセス.また、差分ファ
イルの転送によって、帯域幅の使用に関する必要条件やディスクストレージの必要条件が削減されます.
自動ユーザー割り当て (Automated User Assignments)
特定のデスクトップユーザーのグループにプロファイルおよびデータ格納場所を割り当てるためのルール.設定は、
Desktop Agent の初回実行時に適用されます.
タスク (Task)
アクセス可能なプログラム機能.実行可能なタスクは、DLO 管理コンソールまたは Desktop Agent コンソールで選択
するビューによって異なります.
データ格納場所 (Storage Location)
ネットワークユーザーデータフォルダおよびバックアップファイルが保存されるネットワーク上の共有の場所.
同期 (Synchronization)
同一ユーザーが複数のデスクトップで所有するファイルおよびフォルダの最新バージョンを管理するプロセス.同期
は、DLO によってバックアップされるファイルおよびフォルダに有効です.
認証 (Authentication)
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ユーザークレデンシャルの有効性を確認するプロセス.
ビュー (View)
DLO 管理コンソールの主要なナビゲーションインターフェース.
プロファイル (Profile)
管理者によって設定され、ユーザーまたはユーザーのグループに適用される DLO の設定.
ユーザー (User)
Desktop Agent を実行するデスクトップまたはラップトップコンピュータを操作する人.
ユーザーデータフォルダ (User data folder)
ユーザーのバックアップデータを保存するフォルダ.ユーザーデータフォルダには、Desktop Agent によって保護さ
れる各デスクトップ上のユーザーデータフォルダと、Desktop Agent ユーザーごとのネットワーク上のユーザーデー
タフォルダがあります.
ユーザー名 (User name)
Windows の認証に必要なユーザー名.
リビジョン (Revision)
特定の時点でのファイルのバージョン.
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