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章

Symantec Desktop and
Laptop Option
Symantec Desktop and Laptop Option のバージョン情報
Symantec Desktop and Laptop Option (DLO) には、デスクトップとノートパソコン
（この 2 つをまとめてデスクトップと呼びます）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。
このバージョンの Symantec DLO では、重複排除機能が導入されます。Dedupe で
は、複数のユーザーとコンピュータによって共有される添付のコピーが PST ファイ
ルに保持されます。このプロセスによって、データの重複が排除され、バックアップ
とストレージをより効率的に行えます。
メモ Symantec DLO 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。
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DLO コンポーネント
DLO には次のコンポーネントがあります。
■

DLO 管理サーバー

■

DLO Dedupe サーバー

■

DLO 管理コンソール

■

DLO データベース

■

DLO メンテナンスサーバー

■

DLO Agent（Desktop Agent）

DLO 管理サーバー
DLO 管理サーバーは、バックグラウンドで実行されるサービスの 1 つです。DLO メ
ンテナンスサーバー、ストレージロケーション（ファイルサーバー）および DLO 管
理コンソールは、管理サーバー上に置くことができます。
DLO Dedupe サーバー
DLO Dedupe サーバーは、Tomcat Web サーバーでホストされる Web サービスです。
これは、グローバルハッシュテーブルを保持します。また、重複排除ストレージロ
ケーションにすでに存在するデータをエージェントが識別しやすくします。
Dedupe サーバーは、他の DLO コンポーネントがインストールされた同一サーバー
にもインストールできます。
DLO 管理コンソール
DLO 管理コンソールは、グラフィカルユーザーインターフェースです。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のプロファイルを作成する。プロファイ
ルを使用すると、ユーザーの Desktop Agent との対話レベルを制御したり、バッ
クアップ可能なファイルの種類を定義したり、バックアップのスケジュールを設
定したり、Desktop Agent のその他の設定を行ったりすることができます。

■

ネットワークユーザーデータフォルダを作成する。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を作成する。自動ユーザー割り当てにより、ユーザーが
Desktop Agent をインストールするときに、ユーザーに割り当てられる DLO ス
トレージロケーションとプロファイルが決まります。

メモ ユーザーを手動で DLO に追加する場合、自動ユーザー割り当ては使用され
ません。
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■

ユーザーを DLO に手動で追加する。自動ユーザー割り当てを使用する代わりに、
ユーザーを手動で DLO に追加して、プロファイルと DLO ストレージロケーショ
ンをユーザーに割り当てることができます。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、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復元を行う。

■

Dedupe サーバーを設定および管理する。

DLO データベース
DLO データベースには、設定データベースと Dedupe データベースの 2 つのコンポー
ネントがあります。
■

DLO 設定データベース : DLO 設定データベースには、DLO コンポーネントの配
備に関わる詳細が含まれます。たとえば、データベースがインストールされた場
所（リモートマシン上、またはホスト上）や、メンテナンスサーバーが存在する
場所などです。

■

Dedupe データベース : Dedupe データベースは、Dedupe 関連の設定とグローバ
ルハッシュテーブルを保持するために、Dedupe サーバーによって使用される
データストアです。
Dedupe データベースは、DLO 設定データベースのサポートされているすべての
設定で、常に DLO 設定データベースと同じサーバー上にインストールされます。

DLO メンテナンスサーバー
メンテナンスサーバーは DLO をインストールしたときにデフォルトでインストール
されます。
必要なメンテナンスサーバーは 1 つのみです。ただし、大規模なインストール環境で
は、各ストレージロケーション（ファイルサーバー）にメンテナンスサーバーを 1 つ
ずつインストールする方が効率がよい場合があります。
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Desktop Agent
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存在していま
す。デスクトップユーザーの Desktop Agent との対話レベルは、管理者がユーザー
に割り当てられたプロファイルをどのように設定したかで決まります。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 インターフェースに完全なアクセス権を持っているデスクトッ
プユーザーは、次の作業を行えます。
■

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

■

ファイルの復元

■

異なるコンピュータ間でのファイルバージョンの同期

■

バックアップ状態の表示

関連トピック
72 ページの「DLO の設定」
85 ページの「DLO プロファイルについて」
104 ページの「バックアップ選択項目について」
125 ページの「DLO ストレージロケーションについて」
134 ページの「自動ユーザー割り当てについて」
73 ページの「Dedupe サーバーの設定」
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図 1-1
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DLO の新機能
Symantec DLO 7.5 は、ソース側の重複排除機能を搭載した統合バックアップソ
リューションです。
ここでは、このリリースに搭載されている新機能について簡単に紹介します。

グローバルなソース側での重複排除
DLO 7.5 では、重複排除されたバックアップをサポートします。
サポートされる重複排除方式は次のとおりです。
■

■

ファイルのインテリジェント重複排除
■

最初の段階でファイル全体の重複を排除します。つまり、ファイルの最初の
バックアップリビジョンにおいて重複排除を実行します。

■

ファイルが変更されると、そのファイルのバックアップモードは「Dedupe
モード」から「差分モード」に自動的に変わります。つまり、特定のコン
ピュータ上にあるバックアップファイルの 2 回目のリビジョンから差分が適
用されます。

内容を認識した PST の重複排除
添付ファイルのグローバルシングルインスタンス（SIS）は、内容を認識した
PST の重複排除を使用して行われます。

この機能は、ネットワーク使用率の改善に役立ち、記憶域の所要量を最適化します。

Windows 8 Desktop および Windows Server 2012 のサポート
■

DLO Agent では Windows 8 までサポートを拡張

■

DLO Administration Server では Windows Server 2012 までサポートを拡張

保留中のユーザーを削除するコマンドラインオプション
DLO には、保留中のユーザーを DLO データベースから削除するコマンドラインオプ
ションが追加されました。

DLO アップグレードのサポート
DLO では、次に挙げる以前のバージョンからのアップグレードがサポートされます。
■

Symantec DLO 7.0

■

BackupExec-DLO 2010 R3

■

NetBackup DLO 6.1 MP7
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DLO（NetBackup DLO または BackupExec DLO）の上記以外の以前のリリースを使
用しているユーザーについては、段階的なアップグレードがサポートされます。つま
り、DLO の既存のバージョンをまず Symantec DLO 7.0 にアップグレードし、それを
さらに Symantec DLO 7.5 にアップグレードする必要があります。詳しくは、50 ペー
ジの「Symantec DLO 7.5 へのアップグレード」を参照してください。

IPv6 のサポート
DLO では、一般に IPv4 および IPv6 と呼ばれる、バージョン 4 および 6 のインター
ネットプロトコル（IP）をサポートします。バックアップネットワークおよび復元
ネットワークで IPv4 および IPv6 を使用することができます。IPv6 のサポートは、
オペレーティングシステムのプロトコルサポートおよびネットワークが適切に設定さ
れているかによります。

Lotus Notes
DLO は、Lotus Notes バージョン 8.5.3 をサポートしています。

DLO Log Gather ユーティリティ
DLO Log Gather ツールを使用すると、さまざまな製品インストールパス、ログパス、
レジストリエクスポート、オペレーティングシステム、およびインストールされてい
るアプリケーションからログを収集できます。詳しくは、256 ページの「Symantec
DLO Log Gather ツール」を参照してください。

BitLocker のサポート
DLO は、Windows BitLocker Drive Encryption を実行するボリュームをサポートし
ています。
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インストール前の準備
DLO をインストールする前に、表 1-1 に説明されている次の事項を考慮してください。
表 1-1

インストール前の考慮事項
項目

説明

ドメインおよび Active DLO 管理サーバー、DLO Dedupe サーバー、および DLO ストレー
Directory
ジロケーションは、Windows ドメインまたは Active Directory 内
に配置する必要があります。Desktop Agent を実行するコンピュー
タは、Windows ドメインまたは Active Directory 外部に配置でき
ますが、DLO 管理サーバーまたはストレージロケーションにアク
セスするには、ドメインまたはディレクトリの認証を受ける必要
があります。
DLO コンポーネントのインストールに必要なユーザー権限
ドメイン / ユーザーク ローカルの管理者権限があるユーザーが Symantec DLO コンポー
レデンシャル
ネントをインストールできます。
ユーザーアカウントにローカルの管理者権限がない場合は、管理
者がそのユーザーにこの権限を認可してください。
メモ DLO データベースのインストール中、「リモート DB インス
トール」オプションが選択されている場合、ユーザーアカウント
は、SQL サーバーがインストールされているリモートコンピュー
タ上のローカル管理者権限を持つ必要があります。

Symantec Desktop and Laptop Option 19
インストール前の準備

表 1-1

インストール前の考慮事項（続き）
項目

説明

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つユーザーなら誰でも管理でき
ます。ユーザーのアカウントはドメインアカウントである必要が
あり、ストレージロケーションまたはネットワークユーザーデー
タフォルダに使用されるリモートサーバー上でネットワーク共有
を作成し、これらのサーバーのネットワーク共有とディレクトリ
の権限を管理するための権限を持つ必要があります。通常、これ
らのタスクは、ドメイン管理者アカウントを使用するか、DLO リ
ソースをホストするサーバーへ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行できます。詳しくは、
36 ページの「管理者アカウントの管理」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。
重複排除ストレージロケーションのアクセスクレデンシャル
重複排除ストレージロケーションのアクセスクレデンシャルは、
重複排除ストレージロケーションとして設定されたネットワーク
上のストレージロケーションに対するフルコントロールを持つド
メインユーザーアカウントです。Dedupe ストレージロケーション
へのアクセス専用として、低権限レベルのドメインユーザーアカ
ウントを作成することを推奨します。管理者権限を持つユーザー
を、重複排除ストレージロケーションへのアクセスクレデンシャ
ルアカウントとして設定することはできません。詳しくは、
132 ページの「重複排除ストレージロケーションについて」を参
照してください。

データベースの選択

DLO では、デフォルトで独自の SQL Server 2008 R2 Express SP1
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 2008、SQL Server 2005、または SQL Server 2008 R2
を使用するように設定することもできます。
メモ 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 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。
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表 1-1

インストール前の考慮事項（続き）
項目

説明

時間の同期

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、
http://www.microsoft.com/ja-jp/default.aspx 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機能するには、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の共有が表示
されている必要があります。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 管理サーバーのシステム必要条件
このバージョンの DLO 管理サーバーの実行に必要なシステム必要条件は、次のとお
りです。
項目

説明

オペレーティングシ
ステム

■

Microsoft Windows 2003 Server SP2（32 ビット、64 ビット、
および R2）

■
■

Microsoft Windows 2008 Server SP2（32 ビット、64 ビット）
Microsoft Windows 2008 Server R2 SP1

■

Microsoft Windows Server 2012

メモ DLO 管理サーバーをインストールできるように、オペレー
ティングシステムが最新のサービスパックで更新されていることを
確認します。
Desktop Agent は、Windows Server クラスのいずれのオペレー
ティングシステムでもサポートされていません。
CPU

2 x 1.5 GHz 32/64 ビット

プロセッサ

Xeon 互換

メモリ

必要な最小容量 : 4 GB 以上の RAM
推奨 : より快適なパフォーマンスのためには、8 GB 以上が必要

ディスクの空き領域

Microsoft Windows のインストール後、500 MB のハードディスク
容量が必要です。
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DLO Dedupe サーバーのシステム必要条件
Dedupe サーバーの実行に必要な最小システム必要条件は次のとおりです。
項目

説明

オペレーティングシ
ステム

■

Microsoft Windows 2003 Server SP2（32 ビット、64 ビット、
および R2）

■
■

Microsoft Windows 2008 Server SP2（32 ビット、64 ビット）
Microsoft Windows 2008 Server R2 SP1

■

Microsoft Windows Server 2012

推奨 : Windows 2008 Server R2 (64 ビット )
メモ Dedupe サーバーをインストールできるように、オペレーティ
ングシステムが最新のサービスパックで更新されていることを確認
します。
CPU

クアッドコア（64 ビット）

プロセッサ

Xeon 互換

メモリ

必要な最小容量 : 4 GB 以上の RAM
推奨 : より快適なパフォーマンスのためには、8 GB 以上が必要

ディスクの空き領域

Microsoft Windows のインストール後、500 MB のハードディスク
容量が必要です。

DLO メンテナンスサーバーのシステムの必要条件
このバージョンの DLO メンテナンスサーバーの実行に必要なシステム必要条件は、
次のとおりです。
表 1-2

システムの最小必要条件
項目

説明

オペレーティングシステム

■

■

Microsoft Windows 2003 Server SP2（32 ビット、
64 ビット、および R2）
Microsoft Windows 2008 Server SP2（32 ビット、
64 ビット）
Microsoft Windows 2008 Server R2 SP1

■

Microsoft Windows Server 2012

■

メモ メンテナンスサーバーをインストールするには、オ
ペレーティングシステムを最新のサービスパックで更新
する必要があります。
CPU

2 x 1.5 GHz 32/64 ビット
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表 1-2

システムの最小必要条件（続き）
項目

説明

プロセッサ

Xeon 互換

メモリ

必須 : 4 GB RAM
推奨 : より快適なパフォーマンスのためには、8 GB 以上
が必要

ディスクの空き領域

Microsoft Windows のインストール後、200 MB のハー
ドディスク容量が必要です。

DLO データベースのシステムの必要条件
DLO データベースの実行に必要な最小システム必要条件は次のとおりです。
表 1-3

システムの最小必要条件
項目

説明

オペレーティングシステム

■

Microsoft Windows 2003 Server SP2（32 ビット、
64 ビット、および R2）

■
■

Microsoft Windows 2008 Server SP2（32 ビット、
64 ビット）
Microsoft Windows 2008 Server R2 SP1

■

Microsoft Windows Server 2012

メモ DLO データベースをインストールするには、オペ
レーティングシステムを最新のサービスパックで更新す
る必要があります。
CPU

クアッドコア（64 ビット）

プロセッサ

Xeon 互換

メモリ

必須 : 4 GB RAM
推奨 : より快適なパフォーマンスのためには、8 GB 以上
が必要

ディスクの空き領域

10 GB のハードディスク容量
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DLO のインストールオプション
組織のインフラストラクチャに基づいて、次のいずれかのインストールオプションを
選択できます。
■

オプション 1: 各コンポーネントを別のコンピュータにインストールする。

■

オプション 2: すべてのコンポーネントを 1 台のコンピュータにインストールする。

■

オプション 3: DLO 管理サーバーと Dedupe サーバーを 2 台の異なるコンピュー
タにインストールし、残りのコンポーネントを別のコンピュータにインストール
する。

Symantec Desktop and Laptop Option のインストール
DLO をインストールする前に考慮する必要のある情報を記載した 18 ページの「イン
ストール前の準備」のトピックを参照してください。
メモ DLO 管理サーバーはドメイン内に配置する必要があります。
Symantec 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起動します。

2 ［次へ］をクリックします。
3

使用許諾契約書を読んで、条件を許諾する場合は、［使用許諾契約書に同意しま
す］を選択します。

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 管理コンソール : DLO 管理コンソールのみをインストールします。この
選択肢は通常、別のコンピュータにコンソールを追加でインストールする場
合に使用します。

■

DLO 管理サービス : DLO 管理サーバーをシステムにインストールします。

■

DLO メンテナンスサービス : DLO メンテナンスサーバーのみをインストール
します。メンテナンスサーバーは、差分ファイルの転送と保存をサポートし
ます。詳しくは、118 ページの「差分ファイルの転送について」を参照して
ください。

■

DLO データベースサービス : DLO の設定データベースと Dedupe データベー
スをシステムにインストールします。

■

Dedupe サーバーサービス : Dedupe サーバーをシステムにインストールし
ます。
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6

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

7 ［次へ］をクリックします。
8

DLO ライセンスキーを入力します。

9 ［次へ］をクリックします。
10 DLO データベースの次のオプションのいずれかを選択します。
SQL Server 2008 R2
Express SP1

32 ビットのコンピュータでは、新しいローカル SQL Server 2008
R2 インスタンスは、DLO データベースの場合、C:¥Program
Files (x32)¥Microsoft SQL Server¥ MSSQL10_50.DLO
に、Dedupe データベースの場合、C:¥Program Files (x32)¥
Microsoft SQL Server¥MSSQL10_50.DEDUPE にあります。
64 ビットのコンピュータでは、新しいローカル SQL Server 2008
R2 インスタンスは、DLO データベースの場合、C:¥Program
Files (X86)¥Microsoft SQL Server¥ MSSQL10_50.DLO
に、Dedupe データベースの場合、C:¥Program Files (X86)¥
Microsoft SQL Server¥ MSSQL10_50.DEDUPE にあります。
メモ 各 SQL インスタンスには、最小 2 GB のハードディスク容量
が必要です。

既存の SQL Server
インスタンス

DLO データベースおよび Dedupe データベースは、このコン
ピュータ上の既存の SQL Server 2005、SQL Server 2008、SQL
Server 2008 R2 Express インスタンスに格納されます。表示され
ているリストからインスタンスを選択します。
メモ 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。DLO が自身の SQL イン
スタンスをインストールする場合、名前付きパイプは自動的に有
効になります。
このオプションを選択する場合は、SQL サービスがドメイン管理
者のクレデンシャル下で実行されていることを確認し、SQL サー
バーをインストールするために使用されたものと同じユーザーア
カウントのクレデンシャルを提供します。そうしない場合、デー
タベースの接続に失敗します。

Symantec Desktop and Laptop Option 25
Symantec Desktop and Laptop Option のインストール

リモート DB インス
トール

Symantec DLO コンソールおよび SQL サーバーが 2 台の異なるコ
ンピュータにインストールされます。DLO をインストールする
際、SQL がインストールされているコンピュータの IP アドレス
またはホスト名を指定します。DLO データベースはリモートコン
ピュータにインストールされます。

注意 : 名前付きパイプは、SQL サーバーがインストールされてい
るコンピュータ上で有効にする必要があります。
名前付きパイプを有効にしたら、SQL サーバーと SQL サーバーブ
ラウザサービスを再起動します。これらのサービスは、ドメイン
管理者のクレデンシャルで実行する必要があります。また、コン
ピュータブラウザサービスも実行する必要があります。
SQL サーバーをインストールするために使用したものと同じユー
ザーアカウントのクレデンシャルを指定します。指定しない場
合、DLO 管理コンソールの起動に失敗します。

11 ［次へ］をクリックします。
12 アカウントクレデンシャルを入力します。これは、DLO ストレージロケーショ
ンとネットワークユーザーデータフォルダを作成するために使用されます。この
アカウントは、バックアップデータを格納する必要のあるコンピュータへのロー
カル管理者権限を持つドメインアカウントである必要があります。18 ページの
「ドメイン / ユーザークレデンシャル」を参照してください。
13 ［次へ］をクリックします。
14 インストールを開始するには、［インストール］をクリックします。
15 インストールが完了したら、［完了］をクリックします。
メモ DLO コンポーネントをインストールしたら、Dedupe サーバーの状態を確認
するため、次の URL をブラウザに入力します。
http://<dedupeserver_ip_or_hostname>:8080
https://<dedupeserver_ip_or_hostname>:8443
Dedupe サーバーがアクティブの場合は、次のメッセージが表示されます。
Dedupe サーバーの状態 : (20159) アクティブ
Dedupe サーバーから応答がない場合、Dedupe サーバーが初期化されていないこ
とが示されますが、この理由の 1 つとして、データベース接続がダウンしている
可能性があります。
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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
ディレクトリの共有に置かれ、UNC（Uniform Naming Convention）パスを介して
使用できます。
次のいずれかの方式を選択すると、Desktop Agent インストール共有から Desktop
Agent をデスクトップコンピュータに配備できます。
表 1-4

Desktop Agent の配備方式

配備方式

説明

電子メール

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。

Web ページ

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。

ログオンスクリプト

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 Server
(SMS)

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。

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 管理サーバーに適切に関連付
けられます。
詳しくは、30 ページの「Desktop Agent のプッシュインストールと
DLO 管理サーバーのプッシュインストール」を参照してください。

関連トピック
261 ページの「Desktop Agent のインストール」
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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。このカスタマイズやその他のカ
スタマイズは、DLO Agent セットアップディレクトリ内の SETUP.INI ファイルを修
正することで実行できます。
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 で始まる値を修正します。利用可能なオプションは次のとおり
です。

Desktop Agent のインス
トールインターフェース

Desktop Agent のインストール中、Desktop Agent ユーザー
に表示されるインターフェースを変更するには、/qf という
語を修正します。
/qf
完全なユーザーインターフェースが表示され、キャンセ
ルボタンが提供されます。
/qb
簡易的な進行状況を示すダイアログが表示され、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
セルボタンはありません。
/qn
インストールはサイレントインストールで実行されます。
メモ 完全なサイレントインストールの場合、SETUP.INI
ファイルの修正後に "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

DEFAULTMEDIASERVER は、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。

Desktop Agent の起動

LAUNCHCLIENT オプションは、インストール直後に 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" と設定します。
すぐに起動しない場合は、LAUNCHCLIENT="0" と設定し
ます。
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再ブートの抑止

再起動が必要でも再起動を抑止する場合は、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。
メモ その他の Windows Installer ログオプションについて詳
しくは、http://support.microsoft.com/kb/314852/ja 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の場合は、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"
変更後 :
CmdLine=/qn DEFAULTMEDIASERVER="Desktop3" LAUNCHCLIENT="1"
/l*v "%TEMP%¥DLOAgentInstall.log"
インストールをキャンセルするオプションがない、簡易インターフェースでのインス
トールの場合は、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"
変更後 :
CmdLine=/qb! DEFAULTMEDIASERVER="Desktop3" LAUNCHCLIENT="1"
/l*v "%TEMP%¥DLOAgentInstall.log"
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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行う前に、次の手順を実行してください。
1

2

¥¥< サーバー名 >¥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="<From setup.INI File>"
DLODBINSTANCENAME="<FromSetup.INI File>" LAUNCHCLIENT="1"
TRANSFORMS="1033.mst" /l*v "%TEMP%¥DLOAgentInstall.log"
以下はデフォルト値です。
DEFAULTMEDIASERVER

DLO 管理サーバー名。この値は、DLO のインストール時に割
り当てられ、管理サーバーがインストールされるコンピュー
タの名前になります。

DLODBINSTANCENAME

SQL インスタンス名を指定します。この値を変更しないこと
を推奨します。

LAUNCHCLIENT

"1"

TRANSFORMS

"1033.mst"

3

サイレントインストールの場合、/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

デスクトップユーザーが使用する言語に応じて、TRANSFORMS にいずれかの
.mst ファイルを設定する必要があります。
1031.mst = ドイツ語
1033.mst = 英語
1034.mst = スペイン語
1036.mst = フランス語
1040.mst = イタリア語
1041.mst = 日本語
1042.mst = 韓国語
2052.mst = 中国語（PRC）（簡体字）
1028.mst = 中国語（PRC）（繁体字）
1046.mst = ブラジルポルトガル語
1049.mst = ロシア語（ロシア）

30 Symantec Desktop and Laptop Option
Symantec Desktop and Laptop Option のインストール

5

TRANSFORMS プロパティの指定が必要です。このプロパティは、インストーラ
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反映されま
す。DLO Agent のインストールは、選択した Transform に関係なく、11 言語す
べてでサポートされます。
配備先システムには MSI 4.5 が必要です。MSI 4.5（KB942288-v4）インストー
ラは、次のファイルに格納されています。
¥¥<servername>¥DLOAgent¥WindowsInstaller.exe

Desktop Agent のプッシュインストールと DLO 管理サーバーのプッ
シュインストール
プッシュインストール機能を使うと、Desktop Agent またはメンテナンスサーバーの
いずれかをリモートコンピュータにインストールできます。

前提条件
Symantec Endpoint Protection（SEP）のバージョン 11.0 以上を実行するコンピュー
タに DLO Desktop Agent をプッシュインストールするには、ファイルとプリンタを
共有するように SEP を設定する必要があります。ファイルとプリンタ共有機能はデ
フォルトではオフになります。
DLO 管理コンソールから、次のオプションをリモートコンピュータにインストール
できます。
■

DLO Desktop Agent

■

DLO メンテナンスサーバー

メモ 複数の Desktop Agent またはメンテナンスサーバーを一度にプッシュインス
トールできますが、両方のオプションを組み合わせることはできません。

Desktop Agent と DLO メンテナンスサーバーをプッシュインス
トールするための手順
メモ Desktop Agent を Windows 8 Agent コンピュータにプッシュインストール
するには、リモートレジストリサービスを有効にして、そのコンピュータ上で
起動してください。
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Desktop Agent と DLO メンテナンスサーバーをリモートコンピュータでプッシュ
インストールする方法
1

DLO 管理コンソールを起動します。

2 ［ツール］で［リモートコンピュータにエージェントとメンテナンスサービスを
インストールする］を選択し、［次へ］をクリックします。
3 ［リモートコンピュータに DLO Agent/DLO メンテナンスサーバーをインストー
ルする］>［コンポーネントの選択］で、次のいずれかのコンポーネントを選択
します。
■

Agent - Desktop Agent を管理サーバーからリモートコンピュータにプッ
シュインストールする場合

■

Maintenance - DLO メンテナンスサーバーを管理サーバーからリモートコ
ンピュータにプッシュインストールする場合

4 ［追加］をクリックします。
5 ［リモートコンピュータ名の手動入力］で次を入力します。
■

名前または IP アドレス : リモートコンピュータのコンピュータ名または IP
アドレスを入力します。

■

ドメイン名 : リモートコンピュータのドメイン名を入力します。

参照 :［参照］をクリックします。［コンピュータの選択］で、必要なリモー
トコンピュータを選択して［OK］をクリックします。
［名前または IP アドレス］および［ドメイン名］が更新されます。また、
［リ
モートコンピュータのログオンクレデンシャル］が、選択したコンピュータの名
前およびドメイン名とともに表示されます。
■

6 ［OK］をクリックします。
7 ［リモートコンピュータのログオンクレデンシャル］で、次を入力します。

8

■

ユーザー名 : リモートコンピュータの管理者権限が付与されているアカウン
トのユーザー名を入力します。

■

パスワード : リモートコンピュータの管理者権限が付与されているアカウン
トのパスワードを入力します。

■

ドメイン名 : ドメイン名は、
［リモートコンピュータ名の手動入力］で入力し
たドメイン名に基づいて表示されます。

■

インストール中に追加のコンピュータに接続しようとする場合はこのユー
ザー名とパスワードを使ってください : 次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する場合はこのオプションを選択します。デフォ
ルトでは、このオプションは選択されていません。

オプションをプッシュインストールする各リモートコンピュータに対して、手順
4 から 6 を繰り返します。
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9

リモートコンピュータの IP アドレスの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、次の手順を実行します。
■

［リモートコンピュータに DLO Agent/DLO メンテナンスサーバーをインス
トールする］>［リモートコンピュータの選択］ウィンドウで、［コン
ピュータのインポート］をクリックします。

■

［リモートコンピュータのインポート］ウィンドウで、［インポートリスト］
をクリックします。

■

リモートコンピュータの全 IP アドレスを含んだ特定の .txt ファイルを選
択します。

メモ Desktop Agent コンピュータのリストを含んだ .txt ファイルを生成す
るには、DLOCommandu.exe -ListMachines コマンドを実行します。詳し
くは、249 ページの「-ListMachines コマンド」を参照してください。
■
■

リモートコンピュータを選択するには、［参照］をクリックします。
［リストの追加］をクリックします。IP アドレスまたはコンピュータ名が
［コンピュータ］パネルに表示されます。
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■

■

コンピュータ名または IP アドレスをクリックし、次のフィールドに詳細を
入力します。
■

ユーザー名 : リモートコンピュータの管理者権限が付与されているアカ
ウントのユーザー名を入力します。

■

パスワード : リモートコンピュータの管理者権限が付与されているアカ
ウントのパスワードを入力します。

■

ドメイン名 :［リモートコンピュータ名の手動入力］で入力した同じド
メイン名を入力します。

［OK］をクリックします。

10 ［インストール］をクリックします。
選択したコンポーネント（Desktop Agent またはメンテナンスサーバー）に基づ
いて、リモート Desktop Agent またはメンテナンスサーバーが追加されます。
11 ウィザードを終了するには、［完了］をクリックします。
リモート Desktop Agent またはメンテナンスサーバーをリストから削除する方法
1

リモート Desktop Agent またはメンテナンスサーバーを選択します。

2 ［削除］をクリックします。
確認ウィンドウが次のメッセージとともに表示されます。< コンポーネント > を
削除しますか ?
メモ <［コンポーネント］> は、削除するコンポーネントに応じて、リモート
Desktop Agent またはメンテナンスサーバーのいずれかになります。
3 ［はい］をクリックします。
コンポーネントがリストから削除されます。
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インストール後のタスク
ここでは、インストール後、すぐに完了する必要のあるタスクについて説明します。

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 の動作を可能にするリカバリパスワードをこのウィザードを使って設定す
る必要があります。以前のリビジョンからアップグレードし、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求められません。その場
合、DLO では既存のパスワードが使われます。
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。
設定後、リカバリパスワードを変更するには、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
34 ページの「データ整合性の確認」
235 ページの「-SetRecoveryPwd コマンド」
235 ページの「-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、暗号キーの問題で復元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。すべてのデータが最新のユーザーキー
を使って暗号化されているかどうかを検証でき、すべてのデータに緊急復元用の正し
いリカバリキーがあることを確認できます。この検証は、DLO ストレージロケー
ションのユーザー固有のデータのみに適用され、重複排除ストレージロケーションの
共有データには適用されません。
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。DLO 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。そのような Desktop Agent が検出された場合、1 台
または複数のコンピュータがデータ整合性スキャナによって検証されていないことを
伝え、スキャンを実行するかどうかを確認するダイアログが表示されます。
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］を選択して、次に、［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。
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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。適切
なオプションを選択し、［OK］をクリックします。

以前に隔離されたデータを永久に 以前隔離されたすべてのデータを削除する場合は、
このチェックボックスを選択します。
削除
使用期限の切れたキーで暗号化さ キーの有効期限が切れたすべてのファイルを隔離する
場合は、このチェックボックスを選択します。このオ
れたデータを隔離
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。

すでに確認済みのコンピュータを すでに検証されている場合でも、すべてのデータを再ス
キャンするには、このチェックボックスを選択します。
含める
詳細データを出力

スキャンの詳細を受信する場合は、このチェックボッ
クスを選択します。

4 ［開始］をクリックします。
5

スキャン結果を確認します。
有効期限の切れたキーで暗号化されましたが、隔離されていないデータがスキャ
ンで見つかった場合、このデータを隔離する詳細オプションを設定してからス
キャンを再実行できます。

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
34 ページの「リカバリパスワードの設定」
235 ページの「-SetRecoveryPwd コマンド」
235 ページの「-EmergencyRestore コマンド」
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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 管理サービス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、ストレージロケーションと
ネットワークユーザーデータフォルダを作成するために使います。バックアップデー
タが格納されるすべてのコンピュータに共有を作成する権限が必要です。ドメイン管
理者のアカウントを使用することを推奨します。ストレージロケーションを別のドメ
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。
DLO サービスクレデンシャルを変更する方法
1

ツールメニューで、［サービスクレデンシャルの管理］を選択します。

2 ［DLO サービスアカウント情報の変更］を選択します。
3

次のアカウントクレデンシャルを入力します。
DLO サービスアカウント情報の
変更

DLO サービスアカウントの情報を変更する場合
に選択します。

ユーザー名

使用するアカウントのユーザー名を入力します。

ドメイン名

このアカウントのドメインを入力します。

パスワード

このアカウントのパスワードを入力します。

パスワードの確認

パスワードを再び入力して確認します。

管理者アカウントの管理
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つユーザーなら
誰でも管理できます。ユーザーのアカウントはドメイン管理者アカウントである必要
があり、DLO ストレージロケーション、重複排除ストレージロケーション、または
ネットワークユーザーデータフォルダに使用されるリモートサーバー上でネットワー
ク共有を作成し、これらのサーバーのネットワーク共有とディレクトリの権限を管理
するための権限を持つ必要があります。
復元するファイルを検索する場合、または履歴ログを表示する場合、DLO 管理コン
ソールは現在ログイ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。このユーザーに、リソースにアクセスす
るための適切な権限がない場合、この問題を説明するメッセージが表示されます。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しようとしたときに、この
フォルダにアクセスするための権限を持つアカウントでログインしていない場合は、
クレデンシャルの入力が求められます。管理者がクレデンシャルを入力すると、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、保存はされません。
DLO 管理者は、Dedupe サーバーの設定、重複排除ストレージプール、重複排除スト
レージロケーションの作成、Garbage Collector ユーティリティの実行など、Dedupe
機能も管理します。
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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
DLO を設定する場合、DLO 管理サーバーの管理者は DLO 管理者アカウントの管理ダ
イアログを使用して、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、管理サーバーの管理者グループにユーザーを追加しなく
ても、そのユーザーによる DLO コンソールの使用が可能になります。
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。
■

個々のユーザーに DLO への管理者アクセス権を付与
これは、DLO アカウント管理用のデフォルト設定です。DLO の管理権限をユー
ザーグループに付与することができます。ユーザーグループを使用する場合、完
全な復元権限を付与するユーザーと制限付き復元権限を付与するユーザーを指定
できます。
個別の DLO 管理者リストを使用するように DLO を設定する手順は、38 ページ
の「DLO 権限を管理するための個別のアカウントの作成および設定」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 管理者を指定するドメイングループを指定ができます。ドメイングループ
を指定する場合は、1 つのグループに完全な復元権限を付与し、2 番目のグリー
プに制限付き復元権限を付与できます。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 グループと DLOLimitedAdmin グループを使用することを推奨
します。完全な管理者グループを使用すると、ユーザーデータへの読み取り権限
を管理者に付与できますが、制限付き管理者グループの場合、付与できるのはリ
ストへのアクセス権限だけなので、ユーザーのデータが不正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って、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。
詳しくは、39 ページの「DLO 権限を管理するためのドメイングループの作成お
よび設定」を参照してください。
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制限付き復元
復元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
データの復元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復元すること
はできません。DLO 管理者に完全復元権限が付与されている場合は、データを代替
の場所に復元することができます。DLO 管理者に制限付き復元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。

DLO 権限を管理するための個別のアカウントの作成および設定
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。36 ページの「管理者アカウントの管理」で説明されているよ
うに、アカウントは、個別に設定して完全な復元権限または制限付き復元権限を指定
できます。
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、39 ページの「DLO 権限を管理するためのドメイングループの作成
および設定」を参照してください。
個別の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 ナビゲーションバーでネットワークメニューを選択し、［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］チェックボックスが選択されていないことを確認します。
4 ［OK］をクリックします。
5

次のいずれかを実行します。
■

新しい DLO 管理者アカウントを追加するには、［追加］をクリックします。
手順 6 に進みます。

■

既存の DLO 管理者アカウントを変更するには、［編集］をクリックします。
手順 6 に進みます。

■

既存の DLO 管理者アカウントを削除するには、［削除］をクリックします。
手順 7 に進みます。
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6

次の管理者アカウントを定義します。
ユーザー名

管理者権限を割り当てる必要のあるユーザーの名前を入力
します。DomainName¥UserName の形式を使用します。

説明

この管理者アカウントの説明を入力します。

説明

管理者アカウントに関する注意事項を入力します。

管理者に完全復元権限を
付与

デスクトップユーザーデータを別の場所に復元する機能を
含む完全な復元権限をこの DLO 管理者に許可する場合は、
このチェックボックスを選択します。
メモ デスクトップユーザー以外のデータ所有者にファイル
の代替の場所への復元権限を付与すると、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。

DLO 権限を管理するためのドメイングループの作成および設定
DLO 管理サーバーの管理者は、DLO 管理者アカウントの管理ダイアログを使用して、
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 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、完全復元権限が付与されます。36 ページの「管理者アカ
ウントの管理」で説明されているように、2 番目のグループには、制限付き復元権限
が付与されます。
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、38 ページの「DLO 権限を管理するための個別のアカウントの作
成および設定」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 ナビゲーションバーでネットワークメニューを選択し、［管理者アカウン
ト］を選択します。
［管理者アカウントの管理］ウィンドウが表示されます。

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選択します。
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メモ ［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］オプションを選択すると、［管理者アカウントの管
理］ダイアログにドメイングループが表示されます。このオプションを選択
しない場合、個々のユーザーアカウントが再び表示されます。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 管理者のリストがある場合に、代わり
にドメイングループを使用するよう設定を変更すると、個別のアカウントの
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］オプションの選択を外したとき
に、再び使用されます。
4 ［参照］をクリックして、適切なオプションを選択します。
完全復元権限を持つ DLO
デスクトップユーザーのファイルを別の場所に復元する機能
管理者用に次のドメイング を含めた完全な復元権限を指定のドメイングループ内の
ループを使用する
DLO 管理者に付与する場合は、完全修飾ドメイングループ
を入力するか参照します。
例 : Enterprise¥DLOFullAdmins
制限付き復元権限を持つ
デスクトップユーザーのファイルを別の場所に復元する機能
DLO 管理者用に次のドメイ を含まない制限付き復元権限を指定のドメイングループ内の
ングループを使用する
DLO 管理者に付与する場合は、完全修飾ドメイングループ
を入力するか参照します。
例 : Enterprise¥DLOLimitedAdmins

5 ［OK］を 2 回クリックします。

DLO のデフォルト設定
DLO の初回起動時には、インストール中、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設定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。つまり、デフォルト設定のみを使用することで、DLO を実行してデスクトッ
プコンピュータとノートパソコンをバックアップおよび復元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。
メモ 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。
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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ように変更できます。
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［新しい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

86 ページの「一般プロファイルのプロパティ」で説明したように、オプション
を設定します。

5 ［プロパティ］ペインの［新しい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

93 ページの「プロファイルユーザー設定のオプション」で説明したように、
ユーザープロファイル設定オプションを設定します。

7 ［プロパティ］ペインの［新しい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。
8

93 ページの「プロファイルユーザー設定のオプション」で説明したように、
プロファイルスケジュールオプションを設定します。

9 ［プロパティ］ペインの［新しい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 99 ページの「［追加プロファイル］タブのオプション」で説明したように、
プロファイルオプションを設定します。

デフォルトのバックアップ選択項目設定の変更
DLO のデフォルトのバックアップ選択項目設定は次のように変更できます。
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で、［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］をクリックして、バックアップ選択項目リビジョンオプション
を 112 ページの「バックアップ選択項目のリビジョン管理タブのオプション」
の説明のとおりに設定します。
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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

114 ページの「バックアップ選択項目のオプション」で説明したように、オプ
ションを設定します。

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ように変更できます。
メモ これらの設定は、すべての Desktop Agent にすぐに適用されます。
デフォルトのグローバル設定を変更する方法
1

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［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
表 1-5

グローバルオプションを設定します。オプションは、表 1-5 で説明されています。

グローバル設定オプション
項目

説明

無効にする
すべての Desktop Agent

どの Desktop Agent もバックアップを実行しな
いようにするには、このチェックボックスを選
択します。

Outlook PST ファイルの増分バック
アップ

どのユーザーの Microsoft Outlook PST ファイル
に対しても増分バックアップが実行されないよ
うにする場合は、このチェックボックスを選択
します。
詳しくは、281 ページの「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増分 どのユーザーの Lotus Notes ファイルに対しても
バックアップ
増分バックアップが実行されないようにする場
合は、このチェックボックスを選択します。
詳しくは、283 ページの「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。
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表 1-5

グローバル設定オプション（続き）
項目

説明

レポート
PDF 形式のレポートを生成

PDF でレポートを表示する場合は、このオプ
ションを選択します（Adobe Acrobat Reader が
インストールされている場合）。Adobe Acrobat
Reader がインストールされていない場合、レ
ポートは HTML 形式で表示されます。

HTML 形式のレポートを生成

レポートを HTML 形式で表示する場合は、この
オプションを選択します。

XML 形式のレポートを生成

レポートを XML 形式で表示する場合は、このオ
プションを選択します。

XLS 形式のレポートを生成

レポートを XLS 形式で表示する場合は、このオ
プションを選択します。

その他
管理コンソールの自動更新間隔

時間を分単位で入力します。指定の時間が過ぎ
ると、管理コンソールは自動的に更新されます。
デフォルト値は 1 分です。

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

このチェックボックスを選択して、ユーザーが
ログオンしてから Desktop Agent が起動するま
での遅延秒数を入力します。このチェックボッ
クスを選択した場合にのみ、Desktop Agent の
起動に遅延が生じ、Desktop Agent はスタート
メニューから起動されます。
デフォルト値は 30 秒です。

ストレージのしきい値
Desktop Agent の最小エラーしきい値

値を入力します。利用可能なディスク領域がこ
のレベルを下回ると、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、エラーメッセージが表示されます。
デフォルト値は 3 % です。

Desktop Agent の低ディスク警告しき
い値

値を入力します。Desktop Agent の利用可能な
ディスク領域がこの値を下回ると警告が表示さ
れます。
デフォルト値は 5 % です。
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表 1-5

グローバル設定オプション（続き）
項目

説明

ネットワークストレージの低ディスク
警告しきい値

値を入力します。ネットワークストレージの利
用可能なディスク領域がこの値を下回ると警告
が表示されます。
デフォルト値は 5 % です。

Desktop Agent の低クォータ警告しき
い値

値を入力します。Desktop Agent 上の利用可能
なディスククォータがこの値を下回ると、警告
が表示されます。
デフォルト値は 10 % です。
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、低クォータ警告しきい
値が 10 % に設定されている場合、Desktop
Agent 上の利用可能な容量が 3 MB を下回ると、
警告が表示されます。

ネットワークストレージの低クォータ
警告しきい値

値を入力します。ネットワークストレージの利
用可能なディスククォータがこの値を下回ると
警告が表示されます。
デフォルト値は 10 % です。
たとえば、ネットワークユーザーデータフォル
ダが 100 MB に制限され、低クォータ警告しき
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 10 MB を下回ると、クォータ警
告が生成されます。

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。
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6

Desktop Agent 間隔のデフォルト値を設定します。表 1-6 では、オプションにつ
いて説明しています。

表 1-6

Desktop Agent の間隔オプション

オプション

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待機
時間

以前ビジー状態だ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、Desktop Agent コン
ピュータはより多くの CPU 時間とディスク
I/O を費やして、以前バックアップに失敗し
たファイルをバックアップしようとします。
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。
保持期間を増やすと、ファイルはバック
アップ選択項目から削除されてから、より
長い期間サーバーに残ります。短い保持期
間を設定すると、バックアップフォルダの
領域をより多く確保できますが、バック
アップ選択項目から削除されたファイルを
ユーザーが復元できる期間が短くなります。
推奨するデフォルト値は 30 日です。
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表 1-6

Desktop Agent の間隔オプション（続き）

オプション

説明

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
開始の最小間隔

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。

メンテナンスサイクルの最小間隔

メンテナンスサイクルの間隔を分単位で入
力します。
メンテナンスサイクルの間隔を短縮すると、
メンテナンス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。メ
ンテナンスサイクルでは、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

Lotus Notes ファイルへの変更のチェック間
隔を、分単位で入力します。
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。
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表 1-6

Desktop Agent の間隔オプション（続き）

オプション

説明

再起動の要求に Desktop Agent がラン 再起動の要求に Desktop Agent がランダム
ダムに返答する時間
に応答する時間を、分単位で入力します。
多くの 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を移
動する場合など）、Desktop Agent は指定し
た時間内にランダムに再起動されます。こ
の処理で多くの Desktop Agent を同時に起
動することにより、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。
ユーザー操作の制限を有効に
する

ユーザーがデスクトップコンピュータを操作しているとき
に、DLO によるタスクの実行方法を決定するには、［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。

ネットワーク帯域幅の使用量
を次の値に制限する

ユーザーがデスクトップコンピュータを操作しているとき
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。

次の間ユーザー操作がない
場合は制限を解除する

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 によるジョブの制限がなくなります。

1 秒間にスキャンする最大項
目数

1 秒間にスキャンする項目数により、ファイルシステムの
スキャン中に処理される秒当たりの項目数が制限されま
す。ファイルシステムスキャンは、デスクトップコン
ピュータの初回バックアップ時、異常システムシャットダ
ウン後、または変更ジャーナルが切り捨てられた場合に発
生します。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。
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10 ［LiveUpdate］のデフォルト値を設定します。
Desktop Agent の定時自動 スケジュール済みの自動更新をオンにする場合は、
［Desktop
更新を有効にする
Agent の定時自動更新を有効にする］を選択します。
更新をチェックするタイ
ミング

実行頻度

間隔

次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（これらの更新はダウンロードまたはイン
ストールされません）

更新を確認する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

更新を確認する時間を選択します。利用可能なオプションは、
選択した頻度によって異なります。

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 で使われている場合、
同じポートを使って 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
あるかもしれません。
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 管理コンソールを稼働す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 を稼働す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 と手順 3 で変更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。

Symantec Desktop and Laptop Option 49
インストール後のタスク

特定のポートでデータベースにアクセスする場合の Dedupe の設定
特定のポートを使用してデータベースにアクセスするように Dedupe サーバーを設定
できます。このような設定が必要となる状況として、SQL Server で固定ポートが使
用され、SQL Server Browser サービスが無効である場合などがあります。
特定のポートを使用してデータベースにアクセスするための Dedupe サーバー設
定方法
次のパスにある context.xml ファイルに特定のポート番号を追加します。
C:¥Program Files¥Symantec¥Symantec DLO¥Dedupe
Server¥Tomcat¥webapps¥DedupeServer¥META-INF¥context.xml
ポート番号が指定されたサンプルの context.xml:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Context path="/DedupeServer" docBase="DedupeServer" debug="5"
reloadable="true" crossContext="true">
<Resource name="jdbc/dedupedb" auth="Container"
type="javax.sql.DataSource"
maxActive="100" maxIdle="30" maxWait="10000"
factory="com.middleware.db.DBConnectionPoolFactory"
driverClassName="com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDrive
r" removeAbandoned="true"
removeAbandonedTimeout="300" logAbandoned="true"
validationQuery="select 1"
autoReconnect="true"
url="jdbc:sqlserver://;serverName=172.22.68.180;instanceName
=DLO;portNumber=1445;DatabaseName=dedupedb;integratedSecurit
y=true" />
</Context>
メモ context.xml ファイルの値を変更したら、Dedupe Server を再起動する必
要があります。
SQL サーバーを名前付きインスタンスとして稼働していて、特定の TCP/IP ポー
ト番号を接続文字列で使用していない場合、SQL サーバーブラウザサービスを有
効にしてリモート接続を行えるようにする必要があります。
特定の TCP ポートをリスニングするように SQL サーバーを設定するには、
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms177440(v=sql.105).aspx の手順を参
照してください。
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Symantec DLO 7.5 へのアップグレード
以前のバージョンの DLO を Symantec DLO 7.5 にアップグレードする場合は、次の
手順に従います。
1

setup.exe を実行して、インストールウィザードを起動します。

2 ［次へ］をクリックします。
3

使用許諾契約書を読んで、条件を許諾する場合は、［使用許諾契約書に同意し
ます］を選択します。

4 ［次へ］をクリックします。
5

DLO 7.5 には Dedupe 機能が搭載されているので、次の画面が表示されます。

6

チェックボックスを選択して、［次へ］をクリックします。
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7

アップグレード中、場合によっては次の画面が表示されます。

8 ［アプリケーションを閉じない］チェックボックスを選択して、［OK］をクリッ
クします。
メモ アップグレード後の再起動は必要ありません。
9

インストール手順を進めます。

10 インストールが完了したら、［完了］をクリックします。
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Symantec DLO の更新
Symantec では、DLO への更新プログラムを Web サイトのダウンロードまたは CD
で定期的に提供しています。Desktop Agent インストールセットの更新は含まれてい
ますが、Desktop Agent の更新は自動的にインストールされません。DLO 管理サー
バーと Desktop Agent に対する指定のセキュリティパッチを提供するために
Symantec LiveUpdate が使われます。

LiveUpdate で Symantec DLO を更新
Symantec DLO の更新、アップグレードおよび新しいバージョンの提供を行う
Symantec LiveUpdate は手動でインストールします。LiveUpdate は、Symantec
DLO のいくつかの場所からアクセスできます。ただし、Windows のスタートメ
ニューからアクセスすることはできません。
Symantec DLO をインストールすると、最新バージョンの LiveUpdate がインストー
ルされます。コンピュータで以前のバージョンの Symantec DLO が検出された場合
はアップグレードされます。メディアサーバーにインストールされている Hotfix ま
たは Service Pack を表示できます。LiveUpdate は、Symantec DLO メディアサー
バーに更新をインストールするとき、Remote DLO Agent for Windows Systems を動
作するコンピュータに最新の更新があるかどうかも判断します。それらの更新を
Symantec DLO Remote Agents にプッシュインストールしたり、手動でインストール
できます。Symantec Live Update では、Dedupe サーバーの更新も実行されます。
LiveUpdate では LiveUpdate 管理ユーティリティを使用できます。LiveUpdate 管理
ユーティリティを使用することで、ネットワークユーザーがインターネットを介して
Symantec LiveUpdate サーバーにアクセスするのではなく、内部サーバーからプロ
グラムおよびウイルス定義の更新をダウンロードできるように LiveUpdate を変更で
きます。
ftp://ftp.symantec.com/public/english_us_canada/products/symantec_scan_engine/
5.1/manuals/LuAdmin.pdf にアクセスしてください。

LiveUpdate の手動実行
LiveUpdate を手動で実行していつでも更新を確認できます。LiveUpdate は、対話
モードまたは高速モードのいずれかで実行するように設定できます。対話モードで
は、インストールする更新を柔軟に選択できます。高速モードでは、Symantec DLO
の更新すべてが自動的にインストールされます。LiveUpdate のモードの変更につい
て詳しくは LiveUpdate のマニュアルを参照してください。
メモ デフォルトでは、LiveUpdate は対話モードに設定されます。高速モードに
変更した場合は、変更を有効にするために、LiveUpdate セッションをいったん
中止して再起動する必要があります。
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LiveUpdate を手動で実行する方法
1

DLO コンソールで［ツール］にアクセスして、
［LiveUpdate］をクリックします。

2 ［LiveUpdate］で次の手順を実行します。
■

更新、アップグレード、および新しいバージョンの Symantec DLO を適用
するには、［開始］をクリックします。

■

更新、アップグレード、および新しいバージョンの Symantec DLO をキャ
ンセルするには、［キャンセル］をクリックします。

DLO 管理コンソールの更新
Symantec DLO バージョン 7.0 以降のデフォルトのインストールディレクトリは次の
とおりです。
C:¥Program Files¥Symantec¥Symantec DLO
NetBackup（NBU）DLO または BackupExec（BE）DLO からアップグレードする場
合、インストールパスは C:¥Program Files¥Symantec¥Symantec DLO です。
以前のバージョンの DLO では次のインストールディレクトリが使われていました。
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
1
2

3

23 ページの「Symantec Desktop and Laptop Option のインストール」に従って、
DLO 管理コンソールをインストールします。
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 の初回起動時に自動的
に開始します。リカバリパスワードウィザードについて詳しくは、34 ページの
「リカバリパスワードの設定」を参照してください。
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実行して、使
用されなくなった DLO バックアップファイルを検出し、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ことを確認し、すべてのデータに緊急復元用
の適切なリカバリキーがあることを確認します。詳しくは、34 ページの「デー
タ整合性の確認」を参照してください。
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Desktop Agent の更新
DLO 管理サーバーを更新したらすぐに、完全インストールまたは Maintenance Pack
リリースのいずれかを使用して、Desktop Agent を次のいずれかの方法で更新してく
ださい。
1

Desktop Agent コンピュータからの Desktop Agent の更新

2

DLO 管理コンソールで［リモートコンピュータにエージェントとメンテナンス
サービスをインストールする］オプションを使用して、Desktop Agent を更新す
る。詳しくは、30 ページの「Desktop Agent と DLO メンテナンスサーバーを
プッシュインストールするための手順」を参照してください。

3

Desktop Agent をコマンドラインインターフェースから更新する。

メモ Windows Vista 以上では、コマンドラインオプションは動作しません。この
ような場合は、1 または 2 のいずれかの方法で更新を行います。

Desktop Agent コンピュータからの Desktop Agent の更新
Desktop Agent コンピュータから Desktop Agent を手動で更新するには、次を実行し
ます。
¥¥<DLO Administration Server>¥DLOAgent¥setup.exe

コマンドラインインターフェースからの Desktop Agent の更新
DLO コマンドラインインターフェースツールは発行コマンドを使用して、Desktop
Agent を自動的に更新できます。
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 をアップグレードする方法
1

更新マニュアルの説明に従って、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
例

3

C:¥Program Files¥Symantec¥Symantec DLO

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_7.5¥DLOAgentUpdate_NBU.ini"
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メモ 設定ファイルが移動されたり名前が変更されたりした場合は、上記のコ
マンドに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=7.5 Update
Updates Symantec DLO Desktop Agent to 7.5
Version=7.5
PromptUser=Yes
ExitAfterLaunch=No
Build=7.50.25a
srcPath=¥¥a2symms14907¥DLOAgent¥update_7.5
cmdName=AutomatedAgentUpgrade.exe
cmdArgs=
cmdPath=%DOWNLOADDIR%
4

DLOCommandu.exe に publish 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 は、add コマンドが手順 3 で実行されたときに返される ID 番号を示しま
す。UserName または ProfileName の代わりにアスタリスク（*）を使用
すると、すべてのユーザーに更新が発行されます。
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。
メモ -update コマンドおよび他のコマンドオプションについて詳しくは、
232 ページの「-Update コマンド」を参照してください。

関連トピック
221 ページの「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
グレード中、アップグレードのダウンロードや開始を指示するメッセージは表示され
ませんが、アップグレードを本当に実行してもいいのかを確認するメッセージが表示
されます。
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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

54 ページの「Desktop Agent の更新」で説明された方式のいずれかを使用して、
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。これらの 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、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 タスクバーにアッ
プグレードすると同時に NBUP を削除するための命令と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、
インストールされている NBUP を削除せずに残すための命令と実行ファイルが
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
ここでは、ライセンスキーの変更方法について説明します。
ライセンスキーを変更する方法
オプション 1:
1

メインメニューで［ヘルプ］>［Symantec Desktop and Laptop Option のバー
ジョン情報］を選択します。

2 ［ライセンスキーの変更］をクリックします。
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3

DLO ライセンスキーを入力します。

4 ［変更］をクリックします。
オプション 2:
1

メインメニューで［ヘルプ］>［ライセンスキーの変更］を選択します。

2

DLO ライセンスキーを入力します。

3 ［変更］をクリックします。
オプション 3:
コマンドラインユーティリティを使用してライセンスキーを追加または変更します。
1

コマンドプロンプトを開きます。

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
例

3

C:¥Program Files¥Symantec¥Symantec DLO

次のコマンドを実行します。
DLOLicenseCLI.exe. <-list>|<-add> <license key
number>|<-delete>|

オプション

説明

-list

インストールされたライセンス
キーをリストします。

-add

ライセンスキーを追加します。

-delete

ライセンスキーを削除します。

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
レードを入手します。必要なのは DLOAgent_LeaveNBP.vpk と
DLOAgent_RemoveNBP.vpk の 2 ファイルです。

2

NBUP サーバー、または NBUP コンソールがインストールされたコンピュータ
から、DLOAgent_LeaveNBP.vpk または DLOAgent_RemoveNBP.vpk のうち
該当するファイルを起動します。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。NBUP を残すオプションと削除するオ
プションの両方を各種プロファイルで選択できるようにするには、もう一方の
vpk ファイルで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
NetBackup 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。
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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き、［アップグレード］タブを選択します。［この
アップグレードを有効にする］チェックボックスを選択することで、該当する
アップグレード（NetBackup Professional を残すか、または削除するか）を選び
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手順 6 各 NBUP プロファイルに対して、この手順を
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、『NetBackup
Professional Administrator’s Guide』を参照してください。
Desktop Agent のインストールに成功すると、NBUP 管理コンソールの NBUP リ
ビジョン番号は、NetBackup Professional がまだインストールされているコン
ピュータでは 9.1.0.0 に変わり、NetBackup Professional が削除されたコン
ピュータでは 0.0.0.1 に変わります。

リモート SQL サーバーの DLO データベースのアップグレード
既存のインストールが NetBackup 6.1 MP7 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、この手順に従って DLO データベースを
アップグレードします。
1

データベースコンピュータ上で古いバージョンの 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、適切なバージョンの新しいユーティリティ
DLODBRegcreateU.exe（x86/x64 版で利用可能）が実行されていることを確認
してください。DLODBRegcreateU.exe はレジストリキー値（文字列）
HKLM¥Software¥Symantec¥Symantec DLO¥DB¥OldDLODBPath を作成します。
メモ DLODBRegcreateU.exe ユーティリティを実行するには、管理者権限
が必要です。

2

次に、既存の DLO 管理サーバーと DLO データベースコンポーネントをアンイン
ストールします。

3

インストール中、［リモート DLO データベースのインストール］オプションを使
用して、Symantec DLO にアップグレードします。

メモ Symantec DLO 7.0 をリモートデータベースセットアップとともにインス
トールしている場合は、Symantec DLO 7.5 にアップグレードするときに、［リ
モート DLO データベースのインストール］オプションを選択します。
BE-DLO 2010 R3 とリモートデータベースセットアップの場合も同様に、
［リモー
ト DLO データベースのインストール］を選択して、Symantec DLO 7.5 に移行し
ます。
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BackupExec (BE)-DLO の移行
Symantec DLO 7.5 は、BackupExec (BE)-DLO および NetBackup (NBU)-DLO の独立し
た統合バージョンです。BE (BE 2012) の最新バージョンには、オプションのプラグイ
ンとして DLO が含まれていないため、BE-DLO ユーザーは Symantec DLO 7.5 をシス
テムにインストールする必要があります。
ここでは、BE-DLO から Symantec DLO 7.5 への移行手順について説明します。
前提条件
BackupExec (BE) を使うお客様は、BE-DLO をインストールし、BE DLO オプション
を有効にする必要があります。

スタンドアロン BE-DLO から Symantec DLO への移行
ここでは、すべてのコンポーネントが同じコンピュータ上で稼働している場合の移行
手順について説明します。
メモ 移行を行う間、SQL サービスがドメイン管理者のクレデンシャル下で実行さ
れていることを確認します。実行されていない場合、データベースの接続に失敗
します。
移行を行う間、BE SQL データベースインスタンス（“XYZ”）またはローカル SQL
データベースインスタンス、あるいは Symantec DLO に付属のローカルデータ
ベースインスタンス、その他の既存の SQL データベースインスタンスを選択でき
ます。移行後、BE コンソールから DLO を起動できなくなります。
データの損失を避けるため、［リモート DLO データベース］オプションを選択し
ないことを推奨します。
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BE-DLO から Symantec DLO に移行する方法
1

BE-DLO がインストールされたコンピュータで DLO 7.5 setup.exe を実行して、
インストールウィザードを起動します。

図 1-2
2

移行が完了したら、BE-DLO のクリーンアップが開始されます。
［OK］をクリッ
クします。

図 1-3
3

インストールウィザード

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

進行中のクリーンアップ
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4

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 管理サーバーの移行が完了したら、移行前に作成されたデータが移行
後も保持されているかどうか確認してください。

BE-DLO Agent の Symantec DLO への移行
次のいずれかの方式を使用して、BE-DLO Agent を Symantec DLO に移行できます。
オプション 1:
［ツール］で［リモートコンピュータにエージェントとメンテナンスサービスをイン
ストールする］を選択するか、DLO 管理サーバーがインストールされているリモー
トコンピュータにアクセスして、setup.exe を実行します。詳しくは、30 ページの
「Desktop Agent と DLO メンテナンスサーバーをプッシュインストールするための手
順」を参照してください。

図 1-5

［リモートコンピュータにエージェントとメンテナンスサービスをイン
ストールする］オプション
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オプション 2:
リモートデスクトップ接続を使用して、DLO Agent がインストールされているリ
モートコンピュータにアクセスします。DLO Agent フォルダ内の setup.exe を実行
します。
C:¥Program Files¥Symantec¥Symantec DLO¥DLO Agent¥setup.exe
メモ BE-DLO Agent が Symantec DLO バージョンの Agent にまだ移行されていな
い場合に、ロファイルの変更に応答しないときには、BE-DLO Agent を Symantec
DLO Agent に更新します。
DLOcommandu.exe CLI オプションを使用して、BE-DLO Agent を Symantec
DLO Agent に移行するには、次のコマンドを同じ順序で実行します。
DLOcommandu.exe -ChangeDB を実行します。226 ページの「-ChangeDB コ
マンド」を参照してください。
DLOcommandu.exe -Update -add を実行します。232 ページの「-Update コ
マンド」を参照してください。
DLOcommandu.ext -Update -publish を実行します。232 ページの
「-Update コマンド」を参照してください。

分散構成の BE-DLO の Symantec DLO への移行
分散構成の BE-DLO を Symantec DLO に移行する方法
1

BE-DLO がインストールされたコンピュータで DLO 7.5 setup.exe を実行して、
インストールウィザードを起動します。

2

データベースを選択するようにメッセージが表示されたら、［リモート DLO デー
タベースのインストール］オプションを選択します。
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3

BE-DLO データベースがインストールされたコンピュータの IP アドレスまたは
ホスト名を入力します。

図 1-6

［リモート DLO データベースのインストール］オプション

メモ BE のインストール中でも、このコンピュータはリモートデータベース
（DB）として選択している必要があります。そうしないと、この移行プロセ
スが失敗します。
4

移行が完了すると、BE-DLO のクリーンアップが開始されます。

5

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 管理サーバーの移行が完了したら、移行前に作成されたデータが移行
後も保持されているかどうか確認してください。

クラスタ環境の BE-DLO の Symantec DLO への移行
クラスタ環境の BE-DLO を Symantec DLO 7.5 に移行する方法
1

Clusconfig.exe を実行して、BE-DLO クラスタ構成を解除します。
このユーティリティはインストール先ディレクトリにあります。C:¥Program
Files¥Symantec¥Symantec DLO¥Clusconfig.exe
メモ このプロセスは必ず完了してください。完了しない場合、Symantec DLO
のインストールに失敗し、次のエラーメッセージが表示されます。Symantec
DLO は、Backup Exec DLO コンソールがクラスタ化されているマシンと同じマ
シンにはインストールできません。
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2

クラスタ構成を解除している間、データベースが元のインストールパス（デフォ
ルト - C:¥Program Files¥Symantec¥Backup Exec¥Data）に格納された
データを、共有ディスクの場所 (DLO データベースファイルがホストされている
場所）のデータで上書きすることを選択します。
メモ また、ウィザードを使用した BE-DLO クラスタ解除では、2 つのポップ
アップダイアログが表示され、確認を求められます。
共有ディスクからのデータを削除するかどうか。
データをローカルノードで利用可能にするかどうか。
いずれの場合も、［はい］をクリックします。
この操作により、データげーすファイルは元のインストールパスにコピーさ
れます。

3

データベースを選択しない場合は、共有ディスクフォルダの BE_DLO.mdf ファ
イルと BE_DLO.ldf ファイルを、Symantec DLO がインストールされている新
しい場所に手動でコピーします。C:¥Program Files¥Symantec¥Symantec
DLO¥Data

4

Symantec DLO のインストールを続行します。

5

インストールが完了したら、BE に付属の Clusconfig.exe を実行して、BE 環
境を再設定します。

6

Symantec DLO に付属の DLOClusconfig.exe を実行して、Symantec DLO ク
ラスタ環境を設定します。実行ファイルは C:¥Program Files¥Symantec¥
Symantec DLO¥DLOClusconfig.exe に格納されています。
詳しくは、216 ページの「Microsoft Cluster Server での DLO の設定」を参照し
てください。

クラスタ環境の BE-DLO Agent の Symantec DLO への移行
［ツール］で［リモートコンピュータにエージェントとメンテナンスサービスをインス
トールする］を選択するか、仮想ホスト名に基づいてネットワーク共有にアクセスし
て、setup.exe を実行します。詳しくは、30 ページの「Desktop Agent と DLO メン
テナンスサーバーをプッシュインストールするための手順」を参照してください。

第

Desktop and Laptop Option
の設定
このセクションの内容は次のとおりです。
■

66 ページの「DLO 管理コンソールの使用」

■

71 ページの「異なる DLO 管理サーバー上の DLO への接続」

■

72 ページの「DLO の設定」

■

85 ページの「DLO プロファイルについて」

■

104 ページの「バックアップ選択項目について」

■

118 ページの「差分ファイルの転送について」

■

125 ページの「DLO ストレージロケーションについて」

■

132 ページの「重複排除ストレージロケーションについて」

■

134 ページの「自動ユーザー割り当てについて」

■

139 ページの「グローバルエクスクルードフィルタの設定」

■

73 ページの「Dedupe サーバーの設定」

2

章

66 Desktop and Laptop Option の設定
DLO 管理コンソールの使用

DLO 管理コンソールの使用
DLO の起動時に、DLO 管理コンソールが表示されます。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と復元操作を管理できます。
図 2-1

Symantec DLO 管理コンソール

メインメニューバー

タスクペイン

選択項目ペイン

ナビゲーションバー

結果ペイン

プレビューペイン

状態バー
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タスクペインの表示
［ユーザータスク］ペイン（以降、タスクペインと呼びます）が DLO 管理コンソール
の左側に表示されます。操作はタスクペインから実行します。実行できる操作は選択
したビューによって異なります。
タスクペインを表示する方法
表示メニューで、タスクペインが選択されていることを確認するか、タスクペインを
選択します。

DLO 概要ビューの使用
DLO 概要ビューでは、［はじめに］ビューと［システムの概要］ビューの 2 つのオプ
ションが提供されます。

［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。
■

Dedupe サーバーの追加

■

Desktop Agent の配備

■

プロファイルの作成

■

ユーザー設定とデフォルトの設定

■

ストレージロケーションの作成

■

アラートと通知の管理

■

自動ユーザー割り当ての作成

■

レポートの実行

■

ユーザーの追加

［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。
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図 2-2

シマンテックの［はじめに］ビュー
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［システムの概要］ビュー
［システムの概要］概要には DLO 管理者にデスクトップバックアップの現在の状態、
サーバーの状態、アラートについての概略が表示されます。
図 2-3

DLO 概要の［システムの概要］ビュー

DLO システムの概要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 ［システムの概要］タブをクリックします。
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表 2-1 は［システムの概要］ビューで確認できる情報を示しています。
表 2-1

DLO の［システムの概要］オプション

項目

説明

デスクトップコンピュータの状態の概要
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
ジョブが完了したコンピュータ、エラーが発生したコン
ピュータ、警告が発生したコンピュータ、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それぞれの総
数が表示されます。
■

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。

■

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。

メモ 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］になります。

保留中のジョブ

DLO 管理者が要求した復元ジョブで、未実行のジョブを
一覧表示します。

アラートの概要
アクティブアラート

DLO 管理者によってクリアされておらず、アラートグ
ルーミングプロセスによって削除されていないアラート
を一覧表示します。

サーバー概要
サーバーの状態

各 DLO サーバーの状態を一覧表示します。
サーバーの状態は実行中または停止済みになります。

サーバーの稼動状況

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。
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異なる DLO 管理サーバー上の DLO への接続
別の管理サーバーで 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。
別の DLO 管理サーバーでの DLO への接続方法
1
2

DLO 管理コンソールのメインメニューで、［ネットワーク］をクリックし、
［DLO 管理サーバーに接続］を選択します。
適切なオプションを選択してください。
サーバー

接続する DLO 管理サーバーの名前を入力するか、ドロップダウン
メニューからサーバーを選択します。

ユーザー名

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。

パスワード

このアカウントのパスワードを入力します。

ドメイン

このアカウントのドメインを入力します。

3 ［OK］をクリックします。

関連トピック
36 ページの「管理者アカウントの管理」

VMware ESXi での DLO 管理サーバーの使用
DLO は、VMware ESXi サーバ 4.x と 5.0 上で管理サーバーと DLO データベースをサ
ポートします。シマンテック社は、物理システム上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 上にメンテナンスサーバーをインストールすることにより、パフォーマンス
問題につながる場合があります。
最適なパフォーマンスを得るために、次のいずれかの場所にメンテナンスサーバーを
配置することを推奨します。
■

ファイルサーバーと同じコンピュータ上

■

ファイルサーバーと同じネットワーク上

シマンテック社は、DLO ストレージロケーションと重複排除ストレージロケーショ
ンが VMware 環境ではなく物理システム上に配置されている状態を推奨します。
DLO と重複排除ストレージロケーションを VMware に配置することにより、パ
フォーマンス問題につながる場合があります。データ移行やレポートなどの集中的な
I/O アクティビティは、想定よりも時間がかかる場合があります。
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ご使用の仮想環境が、VMware が指定するハードウェア要件と推奨事項をすべて満た
していることを確認します。VMware がサポートしないハードウェアにより不明の問
題が生じる可能性があります。
たとえば、ご使用の仮想マシンハードウェアが VMware をサポートしていない場合、
DLO は正しく機能しないことがあります。サポートされる設定について詳しくは、
VMware のマニュアルを参照してください。

DLO の設定
ユーザーデータをバックアップするための DLO については、オプションを次の順に
セットアップする必要があります。
1

Dedupe サーバーを追加し、重複排除ストレージプールと重複排除ストレージロ
ケーションを設定します。詳しくは、73 ページの「Dedupe サーバーの追加」を
参照してください。

2

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、デスクトップユー
ザーが Desktop Agent と対話するレベルを決定するプロファイルを作成します。
詳しくは、85 ページの「DLO プロファイルについて」を参照してください。

3

ユーザーデータがネットワーク上で保管される場所となるストレージロケーショ
ンを作成します。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。ストレージロケーション
が使われると、新規 Desktop Agent ユーザーそれぞれに対して自動的にネット
ワークユーザーデータのフォルダが作成されます。各ユーザーに対してネット
ワークデータ格納フォルダがすでに存在している場合、それらは DLO に個別に
追加したり、リストを使って一度に多数のユーザーをインポートすることができ
ます。詳しくは、125 ページの「DLO ストレージロケーションについて」と
155 ページの「Desktop Agent ユーザーの管理」を参照してください。

4

自動ユーザー割り当てを作成して DLO ストレージロケーションとプロファイル
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、134 ページの「自動ユーザー割り当てについて」を参照してくだ
さい。

設定ウィザードでの DLO の設定
DLO を設定するには、設定ウィザードを使うか、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。
［起動時に常にこのウィザードを表示する］ボックスが選択されていない限り、DLO
管理コンソールが開いたときに、設定ウィザードが表示されます。
設定ウィザードには次のようにアクセスすることも可能です。
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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で、［セットアップ］をクリックします。

2 ［はじめに］の［タスク］ペインで、［ウィザードでの DLO 設定］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場合は、［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選択します。

関連トピック
125 ページの「DLO ストレージロケーションについて」
134 ページの「自動ユーザー割り当てについて」
155 ページの「Desktop Agent ユーザーの管理」

Dedupe サーバーの設定
次の順に Dedupe サーバーを設定します。
1

DLO 管理コンソールを使って Dedupe サーバーを DLO 管理サーバーに追加しま
す。詳しくは、73 ページの「Dedupe サーバーの追加」を参照してください。

2

重複排除ストレージプールを作成します。詳しくは、75 ページの「重複排除ス
トレージプールの追加」を参照してください。

3

重複排除ストレージロケーションを作成します。詳しくは、76 ページの「重複
排除ストレージロケーションの追加」を参照してください。

4

重複排除ストレージロケーションを既存の、または新規作成した DLO ストレー
ジロケーションに割り当てます。詳しくは、127 ページの「DLO ストレージロ
ケーションの作成」を参照してください。

5

Dedupe 対応プロファイルを作成します。詳しくは、85 ページの「新しいプロ
ファイルの作成」を参照してください。

6

Dedupe 対応プロファイルと DLO ストレージロケーションをユーザーに割り当
てます。

Dedupe サーバーの追加
Dedupe サーバーの追加方法
1

Symantec DLO 管理コンソールを起動します。

2

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 ［設定］ペインで、［Dedupe サーバー］を右クリックし、［新規 Dedupe サー
バー］または［新規 Dedupe サーバー ( ウィザード使用 )］を選択します。
または
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［タスク］ペインの［タスクの設定］で、
［新規 Dedupe サーバー］または［新規
Dedupe サーバー ( ウィザード使用 )］をクリックします。
［Dedupe サーバーの追加］ウィンドウが表示されます。

4

次の詳細を入力します。
フィールド

説明

名前

Dedupe サーバーの名前を入力します。これは単に識別の
目的で使われます。

説明

Dedupe サーバーを識別するための説明を入力します。

サーバーホスト名 /IP

Dedupe サーバーがインストールされているホスト名また
は IP アドレスを入力します。

HTTP ポート

Dedupe サーバーホストの HTTP ポート番号を入力しま
す。このポートは Dedupe サーバーに接続するために
DLO コンポーネントによって使われます。デフォル値は
8080 です。

HTTPS ポート

Dedupe サーバーホストの HTTPS ポート番号を入力しま
す。このポートは Dedupe サーバーに接続するために
DLO コンポーネントによって使われます。デフォル値は
8443 です。

5 ［OK］をクリックします。
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メモ Dedupe サーバーの追加後、Dedupe サーバーの状態を検証できます。ブラ
ウザに次の URL を入力します。
http://<dedupeserver_ip_or_hostname>:8080
https://<dedupeserver_ip_or_hostname>:8443
Dedupe サーバーがアクティブの場合は、次のメッセージが表示されます。
Dedupe サーバーの状態 : (20159) アクティブ
Dedupe サーバーから応答がない場合、Dedupe サーバーが初期化されていないこ
とが示されますが、この理由の 1 つとして、データベース接続がダウンしている
可能性があります。

重複排除ストレージプールの追加
重複排除ストレージプールは、重複排除が実行される重複排除ストレージロケーショ
ンのグループになります。
重複排除ストレージプールを追加する方法
1

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 ［設定］ペインで、［Dedupe サーバー］をダブルクリックします。
Dedupe サーバーの名前が表示されます。
3

Dedupe サーバーの名前を右クリックして、［管理］を選択します。

4 ［重複排除ストレージプール］タブで、［追加］をクリックします。
5 ［重複排除ストレージプールの追加］ウィンドウで、重複排除ストレージプール
に対する［名前］と［説明］を入力します。
メモ 重複排除ストレージプールの名前は重複排除ストレージロケーションの
グループを識別するために使われる単なる論理名です。

6 ［追加］をクリックします。
重複排除ストレージプールが作成され、確認メッセージが表示されます。
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重複排除ストレージロケーションの追加
管理者は重複排除ストレージロケーションを識別するための ID を定義します。複数
の 重複排除ストレージロケーションが同じ DLO ストレージロケーションを参照する
ことはできません。複数のユーザーグループが同じ 重複排除ストレージロケーショ
ンを使うことができます。詳しくは、132 ページの「重複排除ストレージロケーショ
ンについて」を参照してください。
メモ 重複排除ストレージロケーションの作成と追加を行う前に少なくとも 1 つ
の重複排除ストレージプールを最初に作成する必要があります。
重複排除ストレージロケーションを追加する前に、DLO 管理者は DLO 管理コン
ソールがインストールされているシステム上に共有フォルダを作成し、特定の
ユーザーにアクセス権を付与するようにします。

重複排除ストレージロケーションを追加する方法
1

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 ［設定］ペインで、［Dedupe サーバー］をダブルクリックします。
Dedupe サーバーの名前が表示されます。
3

Dedupe サーバーの名前を右クリックして、［管理］を選択します。

4

デフォルトでは、［重複排除ストレージプール］タブが選択されています。

5 ［重複排除ストレージロケーション］タブを選択します。
6 ［追加］をクリックします。
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7 ［重複排除ストレージロケーションの追加］ダイアログで、次の詳細情報を入力
します。

フィールド

説明

名前

重複排除ストレージロケーションの名前を入力しま
す。名前に空白スペースなどの特殊文字がまったく含
まれていないことを確認します。

説明

重複排除ストレージロケーションを識別するための説
明を入力します。

暗号化の種類

ドロップダウンリストから暗号化の種類を選択しま
す。AES_256 が推奨されます。この暗号化アルゴリズ
ムは重複排除ストレージロケーションのデータを暗号
化するために使われます。

圧縮の有効化

デフォルトでは、このオプションが選択されていま
す。圧縮を無効にするには、チェックボックスをオフ
にします。有効になっている場合、重複排除ストレー
ジロケーションのデータは圧縮形式で保管されます。

78 Desktop and Laptop Option の設定
Dedupe サーバーの設定

フィールド

説明

パス

既存の共有フォルダのパスを入力または［参照］をク
リックして必要なフォルダを特定します。重複排除ス
トレージロケーションを作成しているユーザーが、こ
の共有フォルダのフォルダまたはサブフォルダに対し
てフルコントロールの権限を持っていることを確認し
てください。
権限の設定方法
1
2

共有フォルダを右クリックして［プロパティ］を
選択します。
［共有］タブと［セキュリティ］タブを選択し、
権限を提供します。

共有フォルダの作成を次のように行うことも可能です。
■

+ アイコンをクリックします。

■

マシン名とフォルダのパスを入力するか、
［参照］
をクリックしてマシンとフォルダを特定します。

■

［作成］をクリックします。

フォルダパスがこのフィールドに表示されます。
注意 : このパスは DLO ストレージロケーションの
NUDF フォルダパスと同じにしないでください。詳し
くは、132 ページの「重複排除ストレージロケーショ
ンについて」を参照してください。
ユーザー名

共有フォルダに対する読み取り書き込み（RW）アク
セス権を持っているドメインユーザーの名前を入力し
ます。このユーザー名は、管理者以外のアカウントで
ある必要があります。

パスワード

パスワードを入力します。

8 ［追加］をクリックします。
重複排除ストレージロケーションが正常に作成されたことを示す、確認メッセー
ジが表示されます。
メモ Dedupe サーバーを設定して、重複排除ストレージプールと重複排除ストレージ
ロケーションを作成した後に、新規の DLO ストレージロケーションを作成して重複
排除ストレージロケーションを割り当てることができます。既存の DLO ストレージ
ロケーションについては、最初に特定の重複排除ストレージロケーションを割り当て
て、それからプロファイルに対して Dedupe を有効にしてください。詳しくは、
127 ページの「DLO ストレージロケーションの作成」を参照してください。
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Dedupe サーバーの変更
Dedupe サーバーのポート番号を変更したり、Dedupe サーバーが動作していないと
きに別の Dedupe サーバーをセットアップする必要がある、ということがあります。
これらの場合には、Dedupe サーバーの設定の詳細を修正します。
Dedupe サーバーの修正方法
1

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 ［設定］ペインで、［Dedupe サーバー］をダブルクリックします。
Dedupe サーバーの名前が表示されます。
3

Dedupe サーバーの名前を右クリックして、［編集］を選択します。

4

必要に応じて詳細を変更します。

5 ［OK］をクリックします。

重複排除ストレージプールの変更
Dedupe サーバーがメンテナンスモードのときのみに、重複排除ストレージプールの
プロパティを修正できます。メンテナンス期間中は、ジョブのバックアップと復元は
停止します。
重複排除ストレージプールの変更方法
1

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 ［設定］ペインで、［Dedupe サーバー］をダブルクリックします。
Dedupe サーバーの名前が表示されます。
3

Dedupe サーバーの名前を右クリックして、［管理］を選択します。

4 ［システム］タブを選択します。
5

メンテナンススケジュールを設定するには、［タイムアウト］フィールドに時間
を入力します。

6 ［開始］をクリックします。
7 ［重複排除ストレージプール］タブで、リストから特定の行を選択して、［修正］
をクリックします。
8

必要に応じてプロパティを変更します。

9 ［修正］をクリックします。
重複排除ストレージプールのプロパティが更新されます。
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重複排除ストレージプールの統計情報の表示
重複排除されたデータサイズが 100 MB を超えるとき、または Desktop Agent が閉じ
て再び開始したときに重複排除ストレージプールの統計は更新されます。
重複排除ストレージプールの統計を表示する方法
1

セクション 79 ページの「重複排除ストレージプールの変更」に記載されている
とおり、手順 1 から 3 までを行います。

2 ［重複排除ストレージプール］タブで、必要な行を選択します。
3 ［統計］をクリックします。
合計データサイズ、ディスク上で使われているストレージ容量、重複排除による
節減量が表示されます。

重複排除ストレージロケーションの変更
Dedupe サーバーがメンテナンスモードのときのみに、重複排除ストレージロケー
ションのプロパティを修正できます。メンテナンス期間中は、ジョブのバックアップ
と復元は停止します。
メモ 重複排除ストレージロケーションのストレージパスを変更できます。パス
の変更後、以前のパスのすべてのデータを新しいストレージパスに移動してく
ださい。

重複排除ストレージロケーションを変更する方法
1

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 ［設定］ペインで、［Dedupe サーバー］をダブルクリックします。
Dedupe サーバーの名前が表示されます。
3

Dedupe サーバーの名前を右クリックして、［管理］を選択します。

4 ［システム］タブを選択します。
5

メンテナンススケジュールを設定するには、［タイムアウト］フィールドに時間
を入力します。

6 ［開始］をクリックします。
7 ［重複排除ストレージロケーション］タブで、リストから特定の行を選択します。
8 ［修正］をクリックします。
9 ［重複排除ストレージロケーションの変更］ダイアログで、必要な値を変更します。
10 ［修正］をクリックします。
重複排除ストレージロケーションのプロパティが更新されます。
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クレデンシャルの変更
重複排除ストレージロケーションを作成するために使われたパスワードが変更されて
いるとき、またはユーザーアカウントが期限切れのときは、クレデンシャルを変更し
てください。
ユーザーのクレデンシャルを変更する方法
1

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 ［設定］ペインで、［Dedupe サーバー］をダブルクリックします。
Dedupe サーバーの名前が表示されます。
3

Dedupe サーバーの名前を右クリックして、［管理］を選択します。

4 ［システム］タブを選択します。
5

メンテナンススケジュールを設定するには、［タイムアウト］フィールドに時間
を入力します。

6 ［開始］をクリックします。
7 ［重複排除ストレージロケーション］タブで、［クレデンシャルの変更］をクリッ
クします。
8

ユーザー名とパスワードを変更します。
［OK］をクリックします。

重複排除ストレージロケーションの削除
Dedupe サーバーがメンテナンスモードのときのみに、重複排除ストレージロケー
ションを削除できます。メンテナンス期間中は、ジョブのバックアップと復元は停止
します。
メモ 重複排除ストレージロケーションは、DLO ストレージロケーションのいずれ
かによって使われている場合には、削除できません。

重複排除ストレージロケーションを削除する方法
1

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 ［設定］ペインで、［Dedupe サーバー］をダブルクリックします。
Dedupe サーバーの名前が表示されます。
3

Dedupe サーバーの名前を右クリックして、［管理］を選択します。

4 ［システム］タブを選択します。
5

メンテナンススケジュールを設定するには、［タイムアウト］フィールドに時間
を入力します。
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6 ［開始］をクリックします。
7 ［重複排除ストレージロケーション］タブで、リストから特定の行を選択します。
8 ［削除］をクリックします。
9

確認を求めるダイアログで、［はい］をクリックします。
重複排除ストレージロケーションは削除されました。

Dedupe サーバーの削除
Dedupe サーバーを削除しているときに、重複排除ストレージロケーションがどの
DLO ストレージロケーションとも関連付けられていないことを確認してください。
1

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 ［設定］ペインで、［Dedupe サーバー］をダブルクリックします。
Dedupe サーバーの名前が表示されます。
3

Dedupe サーバーの名前を右クリックして、［削除］を選択します。

4

削除操作を承認するか確認を求めるプロンプトが表示されます。

5 ［はい］をクリックします。
Dedupe サーバーが DLO 設定から削除されます。

Dedupe サーバーのメンテナンス
Dedupe サーバーがメンテナンスモードのときのみに、管理者は Dedupe コンポーネ
ントのプロパティを修正できます。管理者は設定の変更、メンテナンスの操作、新規
管理ユーザーの追加を行うことができます。
メモ バックアップまたは復元の操作はメンテナンスモード中は実行できません。

メンテナンススケジュールを設定する方法
1

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 ［設定］ペインで、［Dedupe サーバー］をダブルクリックします。
Dedupe サーバーの名前が表示されます。
3

Dedupe サーバーの名前を右クリックして、［管理］を選択します。
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4 ［システム］タブを選択します。

5

メンテナンススケジュールを設定するには、［タイムアウト］フィールドに時間
を入力します。

6 ［開始］をクリックします。
7

設定を変更するには、必要な暗号化の種類を［ハッシュアルゴリズム］フィール
ドから選択します。

8

高速なバックアップのために、サーバーとの HTTP 通信を有効にする : 必要に応
じてこのチェックボックスを選択します。

9

管理ユーザーを追加するには、［追加］をクリックします。

10 管理ユーザーの追加ウィンドウで、次の形式でユーザー名を入力します。ドメイ
ン名 ¥ ユーザー名
11 ［追加］をクリックします。
操作が正常に完了したことを示す、確認メッセージが表示されます。

スケジュールメンテナンスウィンドウへのコマンドラインオプション
DdAdminCU.exe コマンドがスケジュール設定、停止、またはメンテナンスウィンド
ウの状態をチェックするために使われます。
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構文
スケジュールメンテナンスウィンドウ
DdAdminCU.exe -ScheduleMaintenance |-SCM <DedupeServerName>
<HTTPS PortNumber> <Maintenance Timeout Value> [-i]
メンテナンスウィンドウの停止
DdAdminCU.exe -StopMaintenance |-STM <DedupeServerName> <HTTPS
PortNumber> [-i]
メンテナンスウィンドウの状態のチェック
DdAdminCU.exe -IsMaintenanceActive |-IMA <DedupeServerName>
|<HTTPS PortNumber> [-i]

コマンドオプション
オプション

説明

-ScheduleMaintenance
|-SCM

メンテナンスウィンドウのスケジュール設定

<Dedupe サーバー名 >

Dedupe サーバーの名前
デフォルト : localhost

<HTTPS ポート番号 >

Dedupe サーバーのポート番号
デフォルト : 8443

< メンテナンスの
タイムアウト値 >

スケジュールの期間

-StopMaintenance|-STM

メンテナンスウィンドウを停止します

-IsMaintenanceActive|-IMA

メンテナンスウィンドウの状態をチェックします

-i

コマンドは対話式モードで実行されます

デフォルト : 9999 分

デフォルト : サイレントモード
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DLO プロファイルについて
プロファイルを使って、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、非常に専門的なユーザーのグループはバックアップ選択項目とスケ
ジュールを修正するオプションを必要とすることがあります。一方、経験が少ない
ユーザーは完全自動化されたバックアップサービスを必要とすることがあります。
プロファイルでは、次の項目を設定できます。
■

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

■

バックアップと復元の操作用のネットワーク帯域幅の使用率オプション

■

バックアップの重複排除

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。
新規プロファイルの作成方法
1

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 ［設定］ペインで［プロファイル］をクリックします。
3 ［タスクの設定］の下にあるタスクペインで、［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］タブで、適切なオプション
を選択します。表 2-2 はフィールドについて説明しています。
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表 2-2

一般プロファイルのプロパティ
項目

説明

プロファイル名

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 ¥"@#$%^&*()=+|/{}[]’の文字は使えません。

説明

プロファイルの説明を入力します。

プロファイルの
有効化

デフォルトでは、プロファイルは有効になっています。プロファイ
ルを無効にするには、チェックボックスをはずします。

Dedupe を有効に
する

デフォルトでは、このオプションが選択されています。
メモ Dedupe が有効になると、すべての重複排除されたバックアッ
プが Dedupe エンジンによて処理され、データは重複排除ストレー
ジロケーションに保管されます。すでにプロファイルを作成済みの
場合、プロファイルを修正することを選択したときに Dedupe を有
効化することができます。
メモ Dedupe が有効化されると、
このプロファイルに対して DLO ベー
スの暗号化または圧縮オプションを設定できなくなります。ただし、
Dedupe ベースの暗号化と圧縮はデータに対して適用可能です。
メモ プロファイルに対して Dedupe バックアップを有効化するには、
Dedupe サーバーのインストールと DLO 設定への追加が必要になり
ます。そうしない場合、
［プロファイルのプロパティ］ウィンドウで
［Dedupe を有効にする］オプションは無効になります。詳しくは、
73 ページの「Dedupe サーバーの設定」を参照してください。

ストレージの制限
ネットワークユー
ザーデータフォル
ダを次に制限する
(MB)

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。
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表 2-2

一般プロファイルのプロパティ（続き）
項目

説明

デスクトップユー 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。
ザーデータフォル ［デスクトップユーザーデータフォルダを有効にする］が選択される
ダの有効化
と、ファイルはまずデスクトップユーザーデータフォルダにコピー
され、それからネットワークユーザーデータフォルダにデスクトッ
プユーザーデータフォルダからコピーされます。これらの処理は、
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行われます。
［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
ている場合、またはこのフォルダ内で保持される数が 0 に設定
されている場合、DLO はデスクトップユーザーデータフォルダ
に空のプレースホルダを作成します。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。
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表 2-2

一般プロファイルのプロパティ（続き）
項目

説明

デスクトップユー
ザーデータフォル
ダの制限

DLO のバックアップファイルを保存するのに利用可能なディスク領
域を制限します。

全ディスク容量に対する割合 (%)
デスクトップユーザーフォルダ内でバックアップファイルの保管に
使われるディスク領域の量をローカルドライブの割合で制限するに
は、このオプションを設定し、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サイズに制限す
るには、このオプションを選択し、MB 単位のサイズを入力します。
メモ デスクトップユーザーデータフォルダの利用可能なディスク領
域を制限することで、デスクトップのハードディスクドライブの
オーバーロードを防ぐことが可能になります。デスクトップユー
ザーデータフォルダの容量制限に到達すると、バックアップが失敗
することがあります。

マイデフォルトデ デフォルトのデスクトップユーザーデータフォルダパスは、ユー
ザーのローカルアプリケーションデータパスです。この場所を新た
スクトップユー
ザーデータフォル に配備された Agent のために変更するには、［デフォルトのデスク
トップユーザーデータフォルダのパスを上書きする］チェックボッ
ダパス
クスを選択し、新規パスを入力します。

5 ［バックアップのスロットル］タブで、［基本スロットル］タブを選択します。
メモ 登録されている Agent に DLO バージョンが 6.1 MP3 より前のものがな
い場合、これらのオプションは無効になります。
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表 2-3 に記載されているように、適切なオプションを選択します。
表 2-3
項目

基本スロットルプロファイルのプロパティ
説明

帯域幅の使用を次の DLO によるデータ転送用の帯域幅を制限して、バック
値に制限（KB/ 秒） アップ速度と、ローカルコンピュータ、ネットワークと
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。ただし、バック
アップについては、ネットワーク速度、接続の種類、
バックアップされたデータの量、DLO に対するバック
アップを行うコンピュータの合計数といった、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。ただし、バックアップにかかる時間は長くなります。
［帯域幅の使用を次の値に制限（KB/ 秒）］チェックボッ
クスを選択し、特定の最大帯域幅の設定を入力して、
ネットワークユーザーデータフォルダへのデータ送信
レートをコントロールします。
データの転送速度を制限できるのは、データがネット
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
れるときはデータの転送速度は制限されません。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。
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表 2-3

基本スロットルプロファイルのプロパティ（続き）

項目

説明

他のプログラムに帯 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
データを転送する際に、ネットワーク上での DLO によ
域幅を優先させる
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
るときは、DLO は接続の未使用部分のみを使うように抑
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。
メモ 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は
データの転送速度は制限されません。

6 ［バックアップのスロットル］タブで、［拡張スロットル］タブを選択します。
7

次の 3 つのネットワーク帯域幅の各カテゴリについて、適切なオプションを選
択します。低帯域幅の設定、中帯域幅の設定、高帯域幅の設定。
表 2-4 では各オプションについて説明します。

表 2-4

バックアップ時の帯域幅用の拡張スロットルのプロパティ

項目

説明

帯域幅の範囲

このカテゴリに対する帯域幅の範囲を、KB/ 秒の単位で入力し
ます。

ネットワークスロッ このカテゴリについてすべてのネットワークスロットルを無効
にします。
トルなし
ネットワーク帯域幅 このオプションを選択し、使用可能なネットワーク帯域幅の特
の使用量を次の値に 定のパーセントを選択して、ネットワークユーザーデータフォ
ルダへのデータ送信レートをコントロールします。
制限する
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表 2-4

バックアップ時の帯域幅用の拡張スロットルのプロパティ（続き）

項目

説明

ネットワーク帯域幅を静的に制限する
使用量を次に制限

このオプションを選択し、特定の最大帯域幅の設定（KB/ 秒単
位）を入力して、ネットワークユーザーデータフォルダへの
データ送信レートをコントロールします。
データの転送速度を制限できるのは、データがネットワーク
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はデータの
転送速度は制限されません。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 このオプションによって、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する際に、ネットワーク上で
域幅を優先させる
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わなくなると、DLO に
よるデータ転送率は通常に戻ります。

ネットワークバック バックアップにネットワークを使わない場合にこのオプション
アップを無効にする を選択します。
このオプションは通常、低帯域幅ネットワークのカテゴリで使
われます。ネットワークバックアップが無効になると、ファイ
ルはネットワークのユーザーデータフォルダにバックアップさ
れます。ただし、依然としてローカルユーザーデータフォルダ
へのバックアップも発生します。

8 ［復元のスロットル］タブで、次の 3 つのネットワーク帯域幅の各カテゴリにつ
いて、適切なオプションを選択します。低帯域幅の設定、中帯域幅の設定、高帯
域幅の設定。
表 2-5

復元のスロットルプロパティ

項目

説明

帯域幅の範囲

このカテゴリに対する帯域幅の範囲を、KB/ 秒の単位で入力し
ます。

ネットワークス
ロットルなし

このカテゴリについてすべてのネットワークスロットルを無効
にします。

ネットワーク帯域
幅の使用量を次の
値に制限する

このオプションを選択し、使用可能なネットワーク帯域幅の特
定のパーセントを選択して、ネットワークユーザーデータフォ
ルダへのデータ送信レートをコントロールします。
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表 2-5

復元のスロットルプロパティ

項目

説明

ネットワーク帯域幅を静的に制限する
使用量を次に制限

このオプションを選択し、特定の最大帯域幅の設定（KB/ 秒単
位）を入力して、ネットワークユーザーデータフォルダへの
データ送信レートをコントロールします。
データの転送速度を制限できるのは、データがネットワーク
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はデータの
転送速度は制限されません。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

このオプションによって、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する際に、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わなくなると、DLO による
データ転送率は通常に戻ります。

9 ［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選択します。
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
使っ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っ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、104 ページの「バックアップ選択項目に
ついて」を参照してください。
10 ［ユーザー設定］タブで、適切なオプションを選択します。
メモ 次の設定のいずれかを変更するオプションがユーザーに与えられている
場合、新しい設定はそのユーザーのみに適用され、同じプロファイルが割り
当てられている他のユーザーには適用されません。
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表 2-6 では各オプションについて説明します。
表 2-6

プロファイルユーザー設定のオプション

項目

説明

Desktop Agent の表示
設定

次のオプションのいずれか 1 つを選択してデスクトップ
ユーザーが Desktop Agent と通信するレベルを指定します。
■

すべてのインターフェースを表示 このオプションを
選択すると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可能になります。

■

状態のみ表示 このオプションを選択するとデスク
トップユーザーがバックアップジョブの状態を表示で
きるようになります。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 このオプションを
選択すると、画面右下のシステムトレーの Desktop
Agent のアイコンが表示されます。
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 このオプションを選択するとバック
グラウンドで Desktop Agent を実行します。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

下記のオプションを選択すると、デスクトップユーザーが
Desktop Agent の次の機能を設定できるようになります。
これらのオプションは、上記の［すべてのインターフェー
スを表示］が選択された場合にのみ使用可能です。

データの復元

選択すると、このプロファイルのユーザーは、バックアッ
プファイルを復元することができます。
詳しくは、306 ページの「Desktop Agent を使用したファ
イルの復元」を参照してください。
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表 2-6

プロファイルユーザー設定のオプション（続き）

項目

説明

ユーザー定義のバック
アップ選択の追加

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
作成したり修正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。
メモ 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、このオプションを選択解除し
ます。
詳しくは、104 ページの「バックアップ選択項目につい
て」、272 ページの「標準表示でのバックアップ選択項目
の修正」または 280 ページの「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
アップ選択の変更

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、104 ページの「バックアップ選択項目に
ついて」または 280 ページの「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
のリビジョンポリシー
の設定をカスタマイズ

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
定を修正できるようにします。このオプションが選択され
ていない場合、ユーザーは設定を変更できません。詳しく
は、277 ページの「バックアップ選択項目のリビジョン管
理ダイアログボックス」を参照してください。

バックアップ選択項目
の暗号化設定の変更

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
暗号化のオンとオフを切り替えられるようにします。詳し
くは、114 ページの「バックアップ選択項目のオプション」
を参照してください。

バックアップ選択項目
の圧縮設定の変更

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
圧縮のオンとオフを切り替えられるようにします。詳しく
は、114 ページの「バックアップ選択項目のオプション」
を参照してください。

プロファイルのログ設
定のカスタマイズ

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
をカスタマイズできるようにします。
詳しくは、288 ページの「カスタムオプションの設定」を
参照してください。
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表 2-6

プロファイルユーザー設定のオプション（続き）

項目

説明

プロファイルの電子
メール設定のカスタマ
イズ

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
定をカスタマイズできるようにします。詳しくは、
288 ページの「カスタムオプションの設定」を参照してく
ださい。

ローカルユーザーデー
タフォルダの移動

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
フォルダを新しい場所に移動できるようにします。詳しく
は、290 ページの「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
の設定の変更

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
タマイズできるようにします。
詳しくは、288 ページの「カスタムオプションの設定」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、295 ページの「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
クォータのカスタマ
イズ

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
デスクトップユーザーデータフォルダに保存するために使
えるディスク容量を制限できるようにします。
詳しくは、288 ページの「カスタムオプションの設定」を
参照してください。

バックアップスケ
ジュールの変更

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
するタイミングを修正できるようにします。
詳しくは、286 ページの「バックアップジョブスケジュー
ルオプションの変更」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、292 ページの「接続ポリシーのカスタマイズ」
を参照してください。

スケジュールされた
ジョブまたは手動ジョ
ブのキャンセル

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、302 ページの「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。
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表 2-6

プロファイルユーザー設定のオプション（続き）

項目

説明

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、302 ページ
の「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 の無効化 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。
無効化されている Desktop Agent を再度有効にする機能も
あります。
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、
266 ページの「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
パスワードの保存

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
ストレージロケーションに自動的に認証されるようにしま
す。認証の失敗は、たとえば、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
使ってログオンした場合などに発生することがあります。
このオプションの選択を解除したままの状態にすると、
DLO リソースへの認証を行うためにドメインクレデンシャ
ルを必要とするアカウントを使っていることで、DLO が
DLO リソースに対して認証を行うたびに、ユーザーはパス
ワードを入力するよう求められます。

エラーと警告の抑止

ユーザーが Desktop Agent と通信していない場合にエラー
や警告のメッセージが表示されないようにします。

ユーザーがオフライン
になった場合、次の時
間後に自動的にオンラ
インに戻す

ユーザーがオフライン状態で手動で Desktop Agent を配置
した後、ユーザーが自動的にオンラインに戻るまでの時間
を入力します。

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
動的にジョブを再開す
る、または Agent を有
効にする

ユーザーがジョブを中断したか、または Desktop Agent を
無効にした後、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。
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11 ［スケジュール］タブで、必要なオプションを設定します。表 2-7 では各オプ
ションについて説明します。
表 2-7

プロファイルスケジュールオプション

項目

説明

バックアップの実行
ファイルの変更時

このオプションを選択すると変更するたびにファイルをバックアップ
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ップ間隔を入力する必要があり
ます。

スケジュール

このオプションを選択するとカスタマイズされたスケジュールに従っ
てファイルをバックアップします。
［スケジュールを編集］をクリックするとバックアップスケジュールを
設定できます。バックアップスケジュールは 手順 12 で設定されます。

手動

このオプションを選択すると、デスクトップユーザーがファイルを
バックアップするタイミングを指定できます。

項目

説明

［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あるときにもログアウ
ト、再起動、またはシャットダウンを続行できるように
する場合は、このオプションを選択します。
メモ ジョブがすでに実行されている場合、ジョブが完了
したときにログアウト、再起動、またはシャットダウン
するかどうかを確認するメッセージが表示されます。

ジョブの実行をユーザーに
確認

このオプションを選択すると、ユーザーがログアウト、
再起動、またはシャットダウンを続行する前にバック
アップを実行するよう求めるプロンプトを表示します。
メモ ジョブがすでに実行されている場合、ジョブをキャ
ンセルしてログアウト、再起動、またはシャットダウン
するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。
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項目

説明

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続行する
前に確認のメッセージを表示することなく待機中のファ
イルをバックアップする場合は、このオプションを選択
します。
メモ ジョブがすでに実行されている場合、ジョブをキャ
ンセルしてログアウト、再起動、またはシャットダウン
するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。

次のログオン時にジョブを
実行

このオプションを選択すると、ユーザーが次回ログイン
するときにバックアップジョブを実行できます。
メモ ジョブがすでに実行されている場合は、ジョブを
キャンセルしてログアウト、再起動、またはシャットダ
ウンするかどうか確認するメッセージが表示されます。

スケジュール通りに実行

このオプションを選択するとユーザーのログアウト時に
スケジュールに従ってバックアップジョブを実行します。
メモ ジョブがすでに実行されている場合は、ジョブを
キャンセルしてログアウト、再起動、またはシャットダ
ウンするかどうか確認するメッセージが表示されます。

12 前の手順で［スケジュールを編集］を選択していた場合、適切なオプションを選
択し、［OK］をクリックします。表 2-8 では各オプションについて説明します。
表 2-8

［バックアップのスケジュール］タブのオプション
項目

説明

実行する曜日

ファイルをバックアップする曜日を選択します。

次の頻度で 1 回実行

このオプションを選択すると、選択した日の指定した
時間に単一のバックアップを実行します。

実行間隔

このオプションを選択すると、選択した日に指定した
時間間隔でバックアップジョブを実行します。

差出人

［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。

終了日時

［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。
メモ このフィールドはバックアップを開始できる時間
間隔の終了時刻を指定します。その時点でバックアッ
プが進行中の場合は、完了するまで実行し続けます。
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表 2-8

［バックアップのスケジュール］タブのオプション（続き）
項目

説明

次の期間にわたってバックアップ
ジョブを開始

このオプションを選択するとバックアップジョブの開
始時刻が調整されます。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。

13 ［オプション］タブをクリックして適切なオプションを選択します。
メモ ファイルコピー、ファイルのグルーミング、エラー、警告などのイベン
トについては DLO によってログが記録され、186 ページの「DLO 管理コン
ソールでのアラートの監視」に記載されているように表示できます。
表 2-9 では各オプションについて説明します。
表 2-9

［追加プロファイル］タブのオプション

項目

説明

ログファイルのメンテナンス
最低でも次の日数にログファ ログファイルを保持する最小日数を指定します。ログ
イルを保持
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。
メモ 下記で説明するように、合計サイズがすべてのロ
グファイルの合計サイズの設定を超えるまで、ログ
ファイルは削除されません。
最低保持期間の経過後、全体 保持するすべてのログファイルの最大の合計サイズを
のサイズが次のサイズ (MB) 入力します。この値を超えると最も古いログファイル
を超えた場合ログファイルを が削除されます。
古い順に削除
メモ ［最低でも次の日数に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

このチェックボックスを選択すると、グルーミング操
作のログを作成します。

バックアップの情報メッセー このチェックボックスを選択すると、すべてのバック
ジを記録
アップ操作のログを作成します。
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表 2-9

［追加プロファイル］タブのオプション（続き）

項目

説明

警告メッセージを記録

このチェックボックスを選択すると、警告を生成する
すべての操作のログを作成します。

メールオプション
Outlook PST ファイルの増分 このチェックボックスを選択すると、Microsoft
バックアップを有効にする
Outlook の個人用フォルダ (PST) ファイルの増分バッ
クアップが有効になります。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。
このオプションを選択しない場合、Outlook で設定さ
れた PST のファイルは、（Outlook を修了するときに
通常行われる）PST ファイルの保存時に毎回完全に
バックアップされます。
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。
メモ 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。
メモ 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、281 ページの「Outlook PST ファイルの増
分バックアップ」を参照してください。
30 分経過するごとに
このチェックボックスを選択すると、Microsoft
Outlook PTS ファイルの VSS Outlook の個人用フォルダ (PST) ファイルの VSS バッ
バックアップを有効にする
クアップが有効になります。
メモ この機能はバージョン 6.1 MP5 以降の DLO Agent
に対して適用可能です。
Lotus Notes 電子メールファ このチェックボックスを選択すると、Lotus Notes 電
イルの増分バックアップを有 子メールファイルの増分バックアップが有効になりま
効にする
す。追加の設定が必要となる場合があります。詳しく
は、283 ページの「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。
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14 ［接続ポリシー］タブをクリックして、特定の接続の種類に対してバックアップ
を無効にしたり制限することができます。［追加］をクリックして新しい接続ポ
リシーを作成します。
表 2-10 ではポリシーを設定するのに必要なオプションについて説明しています。
表 2-10

［接続ポリシー］タブの［追加］ボタンのオプション

項目

説明

接続の種類
ダイヤルアップ接続

このオプションを選択すると、ダイヤルアップ接続の使
用時にバックアップを制限したり無効化することができ
ます。

IP アドレス範囲

特定の IP アドレスの範囲について、バックアップを制
限または無効化する場合は、このオプションを選択し
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。
メモ IPv6 アドレスは、Windows XP およびそれ以降のオ
ペレーティングシステムでのみサポートされ、Windows
2000 上で動作する Desktop Agent ではサポートされま
せん。Windows 2000 コンピュータの Desktop Agent 用
に、IPv4 アドレスを使用する追加の接続ポリシーを作成
することをお勧めします。

Active Directory

Active Directory を使用したバックアップを制限または
無効化する場合は、このオプションを選択します。［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について詳しくは、
292 ページの「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

ユーザーがネットワークユーザーデータフォルダにバッ
クアップできないようにする場合は、このオプションを
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。
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表 2-10

［接続ポリシー］タブの［追加］ボタンのオプション

項目

説明

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

ユーザーが接続の種類に基づいて指定のサイズより大き
いファイルをバックアップできないようにする場合は、
このオプションを選択します。ファイルサイズを KB 単
位で入力します。

ネットワーク帯域幅の使用量
を次の値に制限する

指定した値でネットワーク帯域幅の使用量を制限するよ
う値を KB/ 秒の単位で入力します。

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

このオプションを選択すると、接続ポリシーが指定の一
定期間の間にのみ適用されます。
［スケジュール］をクリックして、ポリシーを適用する
時間を設定します。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。

15 ［OK］をクリックします。

関連トピック
104 ページの「バックアップ選択項目について」
186 ページの「DLO 管理コンソールでのアラートの監視」
285 ページの「Desktop Agent 設定の変更」

プロファイルのコピー
新規プロファイルを作成するとき、新規プロファイルに必要な設定に類似の設定を持
つ既存のプロファイルのコピーから始めることを推奨します。コピーしたプロファイ
ルは必要に応じて新しいデスクトップユーザーグループに適合するよう修正できます。
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で、［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。
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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。
メモ 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しなければならないことがあります。

プロファイルを修正する方法
1

DLO ナビゲーションバーで、［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

Dedupe を有効にするには、［一般］タブで、［Dedupe を有効にする］チェック
ボックスを選択します。
メモ このプロファイルに関連付けられているユーザーの誰かが重複排除スト
レージロケーションなしで DLO ストレージロケーションを使っている場合、
これらのユーザーに対しては Dedupe オプションは有効になりません。

6

必要に応じてプロファイルプロパティを修正します。

7 ［OK］をクリックします。

プロファイルの Dedupe の無効化
プロファイルの Dedupe オプションを無効にすると、DLO はバックアップと復元の
操作を、暗号化、圧縮、差分ファイルのオプションンを使って標準的に管理します。
前回バックアップされた重複排除されたデータは復元可能です。
数日後に再び Dedupe を有効化する場合は、この更新されたプロファイルに関連付け
られたユーザーのリストが選択されます。いずれかのユーザーがストレージロケー
ションを、重複排除ストレージロケーションがない状態で持っている場合、その特定
のユーザー用に重複排除ストレージロケーションを定義するよう求めるメッセージが
表示されます。
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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って、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。プロファイル内で DLO 管理者によって作成されたバックアップ選
択項目は、プロファイルのバックアップ選択項目と呼ばれます。Desktop のユーザー
は、DLO 管理者から十分な権限を付与されている場合、バックアップ選択項目を作
成したりプロファイルのバックアップ選択項目を修正することもできます。
バックアップ選択は簡単にカスタマイズでき、多様な要求に対応できます。それぞれ
のバックアップ選択項目では、次のことができます。
■

バックアップ対象のパスの指定

■

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
スクルードの選択

■

バックアップ選択項目の各ファイルについて保持されるリビジョン数、リビジョ
ンの保存頻度、バックアップファイルの保持期間の設定

■

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の設定

■

送信時や格納時にファイルを圧縮または暗号化

■

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の指定

注意 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ください。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
105 ページの「デフォルトのバックアップ選択項目」
106 ページの「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」
106 ページの「バックアップ選択項目の追加」
107 ページの「バックアップ選択項目の一般的なプロパティの定義」
108 ページの「バックアップ選択項目へ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」
110 ページの「リビジョン管理」
113 ページの「バックアップ選択項目のためのオプションの設定」
115 ページの「バックアップ選択項目での DLO マクロの使用」
117 ページの「バックアップ選択項目の変更」
120 ページの「バックアップ選択項目の削除」
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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。次の項目がデフォルトで
バックアップされます。
表 2-11 ではデフォルトのバックアップ選択項目について説明しています。
表 2-11

デフォルトのバックアップ選択項目
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

マイミュージック内のすべてのファイル

マイピクチャ

マイピクチャ内のすべてのファイル

マイビデオ

マイビデオ内のすべてのファイル

Outlook 2010 PST ファイル

デフォルトの場所の Outlook 2010 PST ファイル

Notes （バージョン 8 以降）ファイル
（シングルユーザー）

Notes （バージョン 8 以降）データ（シングルユー
ザーインストール用）

Notes （バージョン 8 以降）アーカイ
ブ（シングルユーザー）

Notes （バージョン 8 以降）アーカイブ（シングル
ユーザーインストール用）

メモ バックアップ選択項目は、アプリケーションがデフォルトのパスを使ってい
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った場合、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 117 ページの「バック
アップ選択項目の変更」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で、［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

使わ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で、［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で［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。
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、それらの設定がバック
アップされない、ということがダイアログで説明されます。そのため、これらの
カスタマイズ内容は、ファイルの復元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う場合は、PST ファ
イルの復元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。
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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
プロパティを設定する場合は、107 ページの「バックアップ選択項目の一般
的なプロパティの定義」を参照してください。

■

バックアップ選択項目で特定のファイルを含めたり除外したりする場合は、
108 ページの「バックアップ選択項目へ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」を参照してください。

■

このバックアップ選択に対してリビジョン管理を設定する場合は、111 ペー
ジの「バックアップ選択項目のリビジョン管理の設定」を参照してください。

■

このバックアップ選択項目の差分ファイルの転送、暗号化、圧縮オプション
を設定する場合は、113 ページの「バックアップ選択項目のためのオプショ
ンの設定」を参照してください。

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、バックアップパスは、バックアップ選択項目の作成時に必要に応じて修正でき
ます。
1

次の手順の 1 つに記載されているように［バックアップ選択項目］ダイアログ
ボックスを開きます。
■

106 ページの「バックアップ選択項目の追加」

■

117 ページの「バックアップ選択項目の変更」

2 ［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、適切なオプ
ションを選択します。表 2-12 ではオプションについて説明しています。
表 2-12

バックアップ選択項目の［一般］タブ

項目

説明

名前

バックアップ選択項目のわかりやすい名前を入力し
ます。

説明

バックアップ選択項目の明確な説明を入力します。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。
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表 2-12

バックアップ選択項目の［一般］タブ （続き）

項目

説明

バックアップするフォ
ルダ
フォルダ名の入力

バックアップ選択項目にフォルダを追加する場合は、
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 というフォルダを追加するには、
C:¥MyData と入力します。
メモ バックアップ選択項目でバックアップされたフォ
ルダの定義にマクロを使う方法については、115 ペー
ジの「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。

定義済みのフォルダを選択

表示されたリストから定義済みのフォルダを選択する
場合は、このオプションを選択します。
メモ 事前定義フォルダの定義に使うマクロについて
は、115 ページの「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。

サブフォルダを含む

このオプションを選択すると指定したディレクトリ内
のすべてのサブフォルダをバックアップできます。デ
フォルトでは、このオプションが選択されています。

3 ［OK］をクリックします。

バックアップ選択項目へ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。
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関連トピック
40 ページの「DLO のデフォルト設定」
139 ページの「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

次の手順の 1 つに記載されているように［バックアップ選択項目］ダイアログ
ボックスを開きます。
■

106 ページの「バックアップ選択項目の追加」

■

117 ページの「バックアップ選択項目の変更」

2 ［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、適切なオプションを選択します。
■

すべてのファイルの種類をインクルード : 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。

■

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 : 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。

3 ［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］を選択してお
り、［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。［はい］をクリックして操作を続行するか、［いいえ］で
キャンセルします。
5

適切なオプションを選択してください。
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表 2-13 では各オプションについて説明します。
表 2-13

［インクルードフィルタの追加］または［エクスクルードフィルタ
の追加］ダイアログボックスのオプション

項目

説明

フィルタ

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
うことができます。
たとえば、*.mp3 と入力するとファイル拡張子 .mp3
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。unimportant.txt と入力すると、
この特定のファイル名を持つ、バックアップ選択項目
内の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。
特定のファイル拡張子を持つファイルをすべてインク
ルードまたはエクスクルードする定義済みのフィルタ
を選択するには、［拡張子］をクリックします。

説明

適用対象

このインクルードフィルタまたはエクスクルードフィ
ルタの説明を入力します。
次のいずれかを選択します。
■

［ファイル］（このフィルタをファイルに適用する
場合）

■

［フォルダ］（このフィルタをフォルダに適用する
場合）

■

［ファイルおよびフォルダ］（このフィルタをファ
イルとフォルダの両方に適用する場合）

6 ［OK］をクリックします。

リビジョン管理
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。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が保存され管理され
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。
そのリビジョン数を超えると、DLO では最も古いリビジョンが削除され、Desktop
とネットワークのユーザーデータフォルダで指定された数のリビジョンのみを保持し
ます。
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一定期間保持されるリビジョン数を制限することが可能です。ドキュメントの編集中
に頻繁にバックアップを行うと、間隔がわずか数分しか空いていないリビジョンが保
持される可能性があります。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記憶域の容量も考慮す
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ていて、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、上述の例では、
最大ディスク使用量を約 15 MB に削減できます。

ファイルグルーミング
Desktop Agent では、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。また、新しいリビジョンが作成されるとグルーミングを行います。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 112 ページの手順 2 を参照してく
ださい。
メンテナンスグルーミングとは、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。メンテナンスグルーミングは、最大で 24 時間に 1 回行われます。メンテ
ナンスグルーミングは、最後のメンテナンスグルーミングから 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とネットワークユーザーデータフォルダに保持
されるリビジョンの数が、各バックアップ選択項目について指定されるとともに、特
定のユーザーの要件に適合するようカスタマイズできます。加えて、リビジョン間の
時間を指定できます。
バックアップ選択項目に対してリビジョン管理を設定する方法
1

次の手順の 1 つに記載されているように［バックアップ選択項目］ダイアログ
ボックスを開きます。
■

106 ページの「バックアップ選択項目の追加」

■

117 ページの「バックアップ選択項目の変更」
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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、
Desktop ユーザーとネットワークユーザーの両方の出たフォルダに適しているオ
プションを選択します。
表 2-14 では各オプションについて説明します。
表 2-14

バックアップ選択項目のリビジョン管理タブのオプション

項目

説明

リビジョンの数
デスクトップユーザーデータ バックアップ選択項目内の各ファイルについて、デス
フォルダ
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。
メモ 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

特定の期間にわたって保持するリビジョンの数を制限
する場合は、このオプションを選択し、次の値を指定
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 : X バージョンを保持する期間を選
択します。
次の間隔以上 : x 分 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。

■

メモ 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 バックアップ選択項目内の各ファイルについて、ネッ
フォルダ
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。
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表 2-14

バックアップ選択項目のリビジョン管理タブのオプション（続き）

項目

説明

保持数

特定の期間にわたって保持するリビジョンの数を制限
する場合は、このオプションを選択し、次の値を指定
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 : X バージョンを保持する期間を選
択します。

■

次の間隔以上 : x 分 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。

メモ 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 デスクトップユーザーデータフォルダ内のすべてのリ
フォルダ内にある、次の日数 ビジョンを削除するまでの日数を入力します。
より古いすべてのリビジョン
メモ 最新のリビジョンは破棄されません。
を破棄
ネットワークユーザーデータ ネットワークユーザーデータフォルダ内のすべてのリ
フォルダ内にある、次の日数 ビジョンを削除するまでの日数を入力します。
より古いすべてのリビジョン
メモ 最新のリビジョンは破棄されません。
を破棄

バックアップ選択項目のため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、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

次の手順の 1 つに記載されているように［バックアップ選択項目］ダイアログ
ボックスを開きます。
■

106 ページの「バックアップ選択項目の追加」

■

117 ページの「バックアップ選択項目の変更」

2 ［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、適切な
オプションを選択します。表 2-15 ではオプションについて説明しています。
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メモ Dedupe 対応プロファイルの場合、差分ファイルの転送オプションはデフォ
ルトで選択されていて、非 PST ファイルに対してのみ適用されます。PST ファイ
ルに対しては、このオプションが選択されている、いないに関係なく差分ファイ
ルの転送パラメータが強制的に適用されます。
表 2-15

バックアップ選択項目のオプション

項目

説明

差分ファイルの転送

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われます。このオプ
ションを有効にするには、メンテナンスサーバーを
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、121 ページの「新しいメンテナンスサー
バーの追加」を参照してください。

圧縮

ネットワーク上のデータ転送とデスクトップおよび
ネットワークユーザーデータフォルダのストレージ
のために、ファイルがバックアップされるたびにこ
のバックアップ選択項目のファイルを圧縮できるよ
うにします。
この機能をアクティブ化した後に作成されたファイ
ルが圧縮されます。以前から格納されていたファイ
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場合は、
このオプションを選択します。
この機能をアクティブ化した後に転送および保存さ
れたファイルが暗号化されます。以前から格納され
ていたファイルは暗号化されません。
Advanced Encryption Standard (AES) および 256
ビットの鍵長が使われます。有効化されると、バー
ジョンはデスクトップユーザーのデータフォルダに
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。
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表 2-15

バックアップ選択項目のオプション （続き）

項目

説明

ソースファイルが削除されると、バックアップ済みファイルを次から削除し
ます。
次の日数が経過したデスクトップ
ユーザーデータフォルダ

ソースファイルがデスクトップから削除された後に
DLO がデスクトップユーザーデータフォルダからす
べてのファイルバージョンを削除するまでの日数を
指定します。

次の日数が経過したネットワーク
ユーザーデータフォルダ

ソースファイルがデスクトップから削除された後に
DLO がネットワークユーザーデータフォルダからす
べてのファイルバージョンを削除するまでの日数を
指定します。

3 ［OK］をクリックして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］フィールドの設定について詳しくは、107 ページの「バックアップ選択項目
の［一般］タブ」を参照してください。
次の表で、サポートされているマクロについて説明します。
表 2-16

バックアップ選択項目で使うフォルダのマクロ

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

%LOCALFIXEDDRIVES%

ローカルのすべての固定ドライブ。
メモ 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¥UsersMachineName 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 : 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¥%current username% は
'C:¥documents¥Administrator' を表します。
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表 2-16

バックアップ選択項目で使うフォルダのマクロ（続き）

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

%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と
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¥<user_name>¥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。
表 2-17

［バックアップ選択項目］ダイアログ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］。
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表 2-17

［バックアップ選択項目］ダイアログの定義済みのフォルダのマクロ（続き）
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

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
ドライブ

%LOCALFIXEDDRIVES%

ローカルのすべての固定ドラ
イブ。

メモ 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。このプロパティは、x:¥Documents に
解決されます。

バックアップ選択項目の変更
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で、［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、［変更］をクリックします。
メモ ［一般］タブの［フォルダ名の入力］フィールドがこのビューでグレー
表示になります。このフィールド内のパスが表示領域よりも長い場合は、パ
スの上にカーソルを置き続けることでパス全体が表示されます。
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7

このバックアップ選択項目の修正によって、その選択項目を使っているすべての
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。

8

次の各トピックで説明されているようにバックアップ選択項目を変更します。
107 ページの「バックアップ選択項目の一般的なプロパティの定義」
108 ページの「バックアップ選択項目へ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」
111 ページの「バックアップ選択項目のリビジョン管理の設定」
113 ページの「バックアップ選択項目のためのオプションの設定」

9 ［OK］を 2 回クリックします。

差分ファイルの転送について
差分ファイルの転送機能を使って、増分バックアップデータを転送して格納できま
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。
メモ Dedupe 対応プロファイルの場合、差分ファイルの転送オプションは非 PST
ファイルに対してのみ適用されます。PST ファイルに対しては、このオプション
が選択されている、いないに関係なく差分ファイルの転送パラメータが強制的に
適用されます。

差分ファイルの転送からのファイルの除外
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も可能です。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。これらの種類のファイルは通常すでに高圧縮された状態になっています。
詳しくは、139 ページの「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。

オフラインでの作業中
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
ルを転送して格納する場合にのみ使われます。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、差分ファイルは使われません。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。ユーザーが再びオンライン
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。
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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 メンテナンスサーバーを使う必要があります。メン
テナンスサーバーによって、ストレージロケーション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。メンテナンスサーバーは、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。必要となるメンテナンスサーバーは 1 つのみですが、
大規模なインストール環境では、各ストレージロケーションのホスト ( ファイルサー
バー ) に 1 つのメンテナンス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。
メンテナンスサーバーは DLO をインストールしたときに DLO 管理サーバーにデフォ
ルトでインストールされます。管理サーバーがストレージロケーションのホストでも
ある場合、メンテナンス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。

メンテナンスサーバーの技術情報とヒント
Desktop Agent では、メンテナンス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。メンテナンスサーバーが正しく動作するためには、
DLO クライアントとメンテナンスサーバー間で、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ロールオフ処理には、非常に大きい帯域幅が必要な場合
があります。このため、メンテナンスサーバーは、ストレージロケーションをホスト
しているコンピュータにインストールするようにします。
ただし、ストレージロケーションのサーバーと同じコンピュータにメンテナンスサー
バーをインストールできない場合もあります。たとえば、メンテナンスサーバーは、
NAS デバイスにはインストールできません。この場合は、メンテナンスサーバーを、
十分な帯域幅でストレージロケーション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。
メンテナンスサーバーでは、1 つ以上のストレージロケーションを管理できます。メ
ンテナンスサーバーでは、同じコンピュータ上のストレージロケーションが常に管理
されます。DLO 管理コンソールから、メンテナンスサーバーで追加のストレージロ
ケーションのホストすなわちファイルサーバーが管理されるように設定できます。メ
ンテナンスサーバーでは、ストレージロケーション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 121 ページの「メンテナンス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。118 ページの「差分
ファイルの転送について」記載されているように［バックアップ選択項目のオプショ
ン］タブで［差分］を選択することによって、指定のバックアップ選択項目について
転送を有効化できます。
また、他のターゲット上のファイルサーバーをメンテナンスサーバーで管理する場合
は、121 ページの「メンテナンスサーバーの委任の設定」に記載されているようにメ
ンテナンスサーバーで委任の設定を行う必要があります。
圧縮についてのアプリケーションのデフォルト設定を変更して、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
がデフォルトで使われます。詳しくは 40 ページの「DLO のデフォルト設定」を参照
してください。

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
イルでも使わ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で、［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
114 ページの「バックアップ選択項目のオプション」
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メンテナンスサーバーについて
新しいメンテナンスサーバーの追加
新しいメンテナンスサーバーをインストールしたら、そのメンテナンスサーバーを
DLO に追加する必要があります。メンテナンスサーバーを DLO に追加すると、
124 ページの「ファイルサーバーの再割り当て」に記載されているように、そのメン
テナンス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。
新しいメンテナンスサーバーを追加する方法
1

新しいメンテナンスサーバーをインストール済みであることを確認します。
メモ デフォルトのメンテナンスサーバーは DLO とともにインストールされ
ます。スタンドアロンのメンテナンスサーバーは、23 ページの「Symantec
Desktop and Laptop Option のインストール」に記載されているように［メ
ンテナンスサーバー］をインストールの種類として選択してインストールす
ることが可能です。

2

DLO コンソールから、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［メンテナンスサーバー］をクリックし
ます。

4 ［追加］をクリックします。
5

メンテナンス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

そのコンピュータを選択します。

7 ［OK］をクリックします。

メンテナンスサーバーの委任の設定
メンテナンスサーバーを、異なるコンピュータによってホストされるストレージロ
ケーションを管理するように設定するとき、Desktop Agent を実行しているデスク
トップユーザーのためにそれらの場所にアクセスするように設定されている必要があ
ります。この設定は、Active Directory を使って管理します。
メモ 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://technet.microsoft.com/en-us/library/cc773318(v=ws.10).aspx
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メンテナンスサーバーの委任の設定方法
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。(NT 4 ドメインはサポートされていない )

■

Desktop Agent ユーザーアカウントとメンテナンスサービスのアカウントの
両方が同じドメイン内に存在している必要があります。

■

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

■

デスクトップと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

2

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。
122 ページの「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。
（123 ページの「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
との確認」を参照してください。）

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
の確認
このプロセスでは Desktop Agent のユーザーアカウントが委任可能であるか検証し
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ってドメインコントローラにログオンします。

2 ［タスク］バーで、［スタート］>［プログラム］>［管理ツール］>［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］リストで、［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こ
との確認
このプロセスでは、メンテナンスサーバーのプロセスを実行するために使われたアカ
ウントでクライアントアカウントを委任できるかを検証します。
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 Server 2003 マシンの場合
1

ドメイン管理者アカウントを使ってドメインコントローラにログオンします。

2 ［タスク］バーで、［スタート］>［プログラム］>［管理ツール］>［Active
Directory ユーザーとコンピュータ］をクリックします。
3 ［コンピュータ］フォルダを右クリックして、［プロパティ］をクリックします。
4

メンテナンスサーバーが実行されてい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］タブで、［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。

デフォルトのメンテナンスサーバーの変更
DLO をインストールすると、メンテナンスサーバーがインストールされ、デフォル
トのメンテナンスサーバーとして設定されます。新しいストレージロケーションを作
成すると、そのストレージロケーションはデフォルトのメンテナンスサーバーに自動
的に割り当てられます。新しいストレージロケーションをデフォルトで別のメンテナ
ンス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。
デフォルトのメンテナンスサーバーを変更する方法
1

DLO コンソールから、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［メンテナンスサーバー］をクリックし
ます。

3 ［メンテナンスサーバー］リストで、デフォルトに設定するメンテナンスサー
バーのチェックボックスを選択します。
4 ［OK］をクリックします。

124 Desktop and Laptop Option の設定
メンテナンスサーバーについて

メンテナンスサーバーの削除
メンテナンスサーバーをアンインストールする場合、管理コンソール上にはメンテナ
ンスサーバーのエントリはそのまま残ります。
メンテナンスサーバーのエントリは管理コンソールから手動で削除する必要があり
ます。
メンテナンスサーバーのエントリを削除する方法
1 ［ツール］>［メンテナンスサーバーの管理］を選択します。
2

削除するメンテナンスサーバーのチェックボックスを選択します。

3 ［削除］をクリックします。
メモ デフォルトのメンテナンスサーバーのエントリは管理コンソールから削除で
きません。
同様に、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、メンテナンスプロ
セスを開始するためにメンテナンスサーバーのソフトウェアをコンピュータにインス
トールする必要があります。

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メンテナンスサーバーに再
割り当てすることができます。たとえば、新しいストレージロケーションを作成する
と、そのストレージロケーションはデフォルトのメンテナンスサーバーに自動的に割
り当てられます。このストレージロケーションを別のメンテナンスサーバーに再割り
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

新しいメンテナンス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［メンテナンスサーバー］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メンテナンス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メンテナンスサーバーを選択します。

9 ［OK］を 3 回クリックします。
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DLO ストレージロケーションについて
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。DLO は各ユーザーのデータを 2 つの場所
に保管します。まず、データはユーザーのコンピュータ上のデスクトップユーザー
フォルダに保管され、コンピュータがネットワークから切断されているときでも保護
機能と復元機能が有効になります。次に、ネットワーク上に配置されているネット
ワークユーザデータフォルダにデータが追加されます。これにより、保護レベルが強
化され、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っ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 DLO ストレー
ジロケーションに作成されます。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、ストレージロケー
ションは使用されません。
DLO では、NTFS ボリューム上のストレージロケーションまたは 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$」)
を使うことができます。ただし、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。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、126 ページの「非表示の共有をストレージロケーションとして使う」を参照
してください。

ストレージロケーションの設定のサポート
次の表に、DLO ストレージロケーションの各設定がサポートされているかどうかを
示します。
表 2-18

ストレージロケーションの設定のサポート
説明

サポート

すべての DLO 管理サーバープラットフォーム

X

Windows 2000 の NAS デバイスまたは SAK NAS デバイス

X

ストレージに直接接続しているローカル DLO 管理サー
バー

X

SAN

X

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 )

X

非サポート
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表 2-18

ストレージロケーションの設定のサポート（続き）
説明

サポート

ストレージロケーションとして FAT、FAT32、NTFS パー
ティションがサポートされていますが、FAT と FAT32 は
推奨されていません。NTFS は、ストレージロケーション
のファイルシステムに適しています。

X

非サポート

NetWare 3.1x、4.x または E-Directory ストレージロケー
ション

X

UNIX ファイルシステムまたは UNIX システム上の
SAMBA 共有

X

非表示の共有をストレージロケーションとして使う
DLO では、NTFS ボリューム上のストレージロケーションまたは 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$」)
を使うことができます。ただし、非表示の共有は手動で作成し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 ベースのストレージロケーションに使用することはできません。
次の表に非表示の共有の権限設定に関する情報を示します。
表 2-19

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
管理者

フルコントロール、変更、読み取りを許可

全員

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
管理者

フルコントロール

全員

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
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表 2-19

非表示の共有に対する権限の設定（続き）
ドライブの
種類

ユーザーまたはグ
ループ

権限

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
管理者

フルコントロールを許可

全員

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
管理者

フルコントロール、変更、読み取りを許可

所有者

フルコントロール、変更、読み取りを許可

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 ストレージロケーションの作成
DLO ストレージロケーションは 1 つの DLO 管理サーバーのみによって使われるよう
にしてください。複数の管理サーバーが同じ DLO ストレージロケーションを使うよ
うセットアップしている場合に、1 つの管理サーバーから DLO ストレージロケー
ションが削除されると、他の管理サーバーもそのストレージロケーションにアクセス
できなくなってしまいます。
ストレージロケーションは、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 外部に配置できますが、DLO 管理サーバーまたはストレージ
ロケーションにアクセスするには、ドメインまたはディレクトリの認証を受ける必要
があります。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。
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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、［復元］および［検索の復元］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、復元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。
いったん作成されると、ストレージロケーションは変更できません。ただし、その場
所に割り当てられているユーザーまたは自動ユーザー割り当てがない場合には、削除
することが可能です。ユーザーは新しいストレージロケーションに移動できます。詳
しくは、161 ページの「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。
メモ ストレージロケーションの作成時にエラーが発生した場合には、ストレージ
ロケーションのディレクトリの作成や変更を行う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います。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 ストレージロケーションを作成する方法
メモ ストレージロケーションを作成した後は、それを変更することができま
せん。
1

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

次のオプションの 1 つを選択して、新規の DLO ストレージロケーションを作成
します。
■

■

選択項目ペインで、［ストレージロケーション］を右クリックし、［新規スト
レージロケーション］または［新規ストレージロケーション ( ウィザード使
用 )］を選択します。
［タスクの設定］の下にあるタスクペインで、［新規ストレージロケーショ
ン］をクリックします。
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3

次の表に記載されているように、適切なオプションを選択します。
表 2-20

［新規ストレージロケーション］ダイアログボックス

項目

説明

コンピュータ名

ストレージロケーションを作成するコンピュータ名を
入力またはコンピュータを参照します。

パス

ストレージロケーションを作成するコンピュータ上の
場所を参照または入力します。
メモ ストレージロケーションは、DLO 管理サーバーと
同じドメイン内または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ようにします。

ストレージロケーションの
名前

新しいストレージロケーションの名前を入力します。
名前には次の文字は使えません : ¥"@#$%^&*()=+|/{}[]’

重複排除ストレージロケー
ション

ドロップダウンリストから 重複排除ストレージロケー
ションを選択します。重複排除ストレージロケーショ
ンについて詳しくは、76 ページの「重複排除ストレー
ジロケーションの追加」を参照してください。
メモ いったん DLO ストレージロケーションの重複排
除ストレージロケーションを選択すると、その重複排
除ストレージロケーションは後で変更することができ
ません。

概要

このフィールドはこのストレージロケーションに割り
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を自動的
に表示します。ネットワークユーザーデータフォルダ
は、ストレージロケーションに自動的に作成されます。
DLO は %USERDOMAIN% および %USERNAME% 変
数を使って、DLO ストレージロケーションに割り当て
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。DLO ストレージロ
ケーション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。

4 ［OK］をクリックします。
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リモートの Windows 共有または NAS デバイスでの DLO ストレージロ
ケーションの設定
DLO ストレージロケーションを、リモートの 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。

ケース 1
DLO 管理サービスがリモートシステム上でフル管理者であるときに、ストレー
ジロケーションを作成する方法、
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 サービスに使われるアカウントクレデンシャルに、リモートのストレージ
ロケーションまたは 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

リモートのストレージロケーションまたは 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。
メモ 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

127 ページの「DLO ストレージロケーションの作成」に記載されているように
新規の DLO ストレージロケーションを作成します。参照機能を使って、DLO ス
トレージロケーションを作成することになるコンピュータ上の場所を選択しま
す。この手順によって、パスと DLO サービスアカウントが有効になります。

ケース 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ない場合
に、DLO 管理グループに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ってストレージロケーションを設定する方法
1

36 ページの「管理者アカウントの管理」に記載されているように既存のドメイ
ングループを使っ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。［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
者のグループや制限付きの 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［管理者に完全復元
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 に完全復元権限を付与します。
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3

管理者または同等の権限のあるユーザーを使用して、リモートのストレージロ
ケーション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。「全員」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
フォルダの変更を許可します。

6

DLO コンソールを使って、新しい DLO ストレージロケーションを作成します。
作成したフォルダのコンピュータ名、ドライブとパス、共有名を指定します。
メモ DLO ストレージロケーションの作成中、参照ボタンを使うと処理が失
敗しますので、参照ボタンをクリックしないようにしてください。

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 ストレージロケーションをホストするサー
バーに対して完全な管理者権限を持っていない場合に作成されたストレージロ
ケーションは、DLO 管理コンソールから削除することができません。削除しよ
うとするとエラーが起こります。

9

DLO ストレージロケーションを手動で削除する方法 :
a

DLO ストレージロケーションのすべてのユーザーを移動または削除します。

b

DLO ストレージロケーションの共有や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 DLO ストレージロケーションを削除します。

DLO ストレージロケーションの削除
DLO ストレージロケーションを削除するには、そのストレージロケーションを使う
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 DLO ストレージロケー
ションは、［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。
メモ DLO ストレージロケーションをリモートコンピュータの既存の共有を使っ
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、DLO
管理コンソールからこのストレージロケーションを削除することはできません。
DLO ストレージロケーションを削除するには、まず DLO ストレージロケーショ
ンの共有を削除し、それから DLO 管理コンソールでこの DLO ストレージロケー
ションを削除します。
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DLO ストレージロケーションを削除する方法
1

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

選択項目ペインで、［ファイルサーバー］の横の［+］アイコンをクリックして
ファイルサーバーリストを展開します。

3

選択項目ペインで、DLO ストレージロケーション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、DLO ストレージロケーションの名前を右クリックし、［削除］を
クリックします。
または
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
155 ページの「Desktop Agent ユーザーの管理」
138 ページの「自動ユーザー割り当ての変更」
139 ページの「自動ユーザー割り当ての削除」

重複排除ストレージロケーションについて
重複排除ストレージロケーションは、データが重複排除プロセスの一部として保管さ
れる Common Internet File System（CIFS）のネットワーク共有場所になります。重
複排除が実行される重複排除ストレージロケーションの論理グループは、重複排除ス
トレージプールと呼ばれます。
重複排除ストレージロケーションは、システム内のすべてまたは一部のユーザーにわ
たり共通で、かつ共有されている共有データを保持しています。このため（ストレー
ジロケーションのマッピングを通して）同一の重複排除ストレージプール内の 重複
排除ストレージロケーションを指定しているユーザーは、ストレージプール内のすべ
ての重複排除ストレージロケーションに対して書き込み / 読み取りアクセス権を持っ
ている必要があります。
しかしながら、セキュリティ上の理由により、重複排除ストレージロケーションから
データの読み取りや書き込みを行う必要があるユーザー全員に対して、重複排除スト
レージロケーションに対する読み取り / 書き込みアクセス権は付与されません。代わ
りに、重複排除ストレージロケーションの作成時に、管理者が「重複排除ストレージ
ロケーションのアクセスクレデンシャル」と呼ばれる新しいユーザーアカウントを設
定しています。これは、Desktop Agent によって重複排除ストレージロケーションに
アクセスするために使われるものです。
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したがって、管理者は重複排除ストレージロケーションへのアクセスとセキュリティ
上の理由のために、「重複排除ストレージロケーションのアクセスクレデンシャル」
という特別に低い権限レベルのドメインユーザーアカウントを作成することを推奨し
ます。
さらに、管理者はこのユーザーアカウントのパスワードが頻繁に期限切れにならない
ようにしてください。パスワードの有効期限が切れると、管理者はそのドメインユー
ザーのパスワードをリセットすることになります。
DLO ストレージロケーションによってサポートされる CIFS ネットワーク共有のすべ
ての種類は、重複排除ストレージロケーションによってもサポートされます。
重複排除ストレージロケーションについて、次のような重要な事実がいくつかあり
ます。
■

重複排除ストレージロケーションの名前は、グループにわたって一意である必要
があります。

■

同一のネットワーク共有を複数の 重複排除ストレージロケーションに割り当て
ないでください。

■

重複排除ストレージプール内で 重複排除ストレージロケーションに対して割り
当てられているすべてのネットワーク共有が、同じ「重複排除ストレージロケー
ションのアクセスクレデンシャル」を持つようにします。

■

「重複排除ストレージロケーションのアクセスクレデンシャル」アカウントを持
つ管理者とユーザーのみが 重複排除ストレージロケーションとして使われてい
るネットワーク共有場所へのアクセスが可能になります。

■

「重複排除ストレージロケーションのアクセスクレデンシャル」アカウントは管
理者権限を持てません。

■

重複排除ストレージロケーションのパスは NUDF フォルダパスと同じではいけ
ません。

■

重複排除ストレージロケーションが DLO ストレージロケーションに関連付けら
れ、重複排除されたバックアップが実行された後、重複排除ストレージロケー
ションを移動する必要がある場合は、必ず -MigrateSL コマンドを使うように
してください。

■

重複排除ストレージロケーションのユーザーは、ドメインコントローラーグルー
プのポリシーオブジェクト内で設定された「ローカルログオンを許可」ポリシー
を持つようになります。このポリシーを設定するには、次を行います。
■

ドメイン管理者アカウントによってローカルでログオンした後に、
gpmc.msc （グループポリシー管理）を実行します。

■

ドメイン名をダブルクリックします。

■

< グループポリシーオブジェクト > を展開し、< デフォルトのドメインコント
ローラポリシー > を右クリックします。

■

［編集］をクリックします。
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■

< コンピュータの構成 > < ポリシー> <Windows の設定 > < セキュリティ設
定 > < ローカルポリシー > < ユーザー権限の割り当て > を展開します。

■

< ローカルログオンを許可 > を右クリックし、プロパティをクリックします。
必要に応じて変更します。

■

gpupdate を実行し、次の確認メッセージを待ちます。「ユーザーポリシー
の更新は正常に完了しました」( スイッチなしのデフォルトの gpupdate だ
けが変更を適用されます )。

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。
メモ DLO にユーザーを手動で追加する場合は、DLO 管理者によってストレージ
ロケーションとプロファイルが選択されます。自動ユーザー割り当ては使われま
せん。詳しくは、155 ページの「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 の初回起動時に、Desktop Agent のユー
ザーのドメインとグループクレデンシャルが自動ユーザー割り当てと、最も優先度が
高いものから順に照合されます。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修正することによって、すでに設定されているユーザーには
影響は及びません。変更後の自動ユーザー割り当てを使って設定される新しいユー
ザーのみが、新しい設定を使います。
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図 2-4

自動ユーザー割り当ての表示

リストされた自動ユーザー割り当て
優先度の順に

自動ユーザー割り当ての優先度の変更について詳しくは、138 ページの「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、ドメインと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ストレージロケーション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で、［セットアップ］をクリックします。

2 ［タスクの設定］ペインで［新規ユーザー割り当て］をクリックします。
3

または、設定ペインで［自動ユーザー割り当て］を右クリックし、［新規ユー
ザー割り当て］を選択します。
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［新規ユーザー割り当て］ウィンドウが表示されます。
4
表 2-21

次の表に記載されているように、適切なオプションを選択します。

［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
ユーザー割り当て名

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
名前には、¥"@#$%^&*()=+|/{}[]’の文字は使えません。

ドメインとグループで
の割り当て

このオプションを選択するとドメインとグループに基づいて
Desktop Agent ユーザーに自動ユーザー割り当てを適用します。

ドメイン

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。

グループ

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。

Active Directory での
割り当て

このオプションを選択すると 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します。

設定

［設定］ボタンをクリックして、Active Directory を使ってユー
ザー割り当てを設定できます。Active Directory 設定について詳し
くは、下記の手順 5 を参照してください。

ストレージロケーション / プロファイル
ストレージロケー
ション

選択したドメインとグループ内のユーザーに割り当てるストレー
ジロケーションを選択します。

プロファイル

選択したドメインと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。
メモ Dedupe 対応のプロファイルを選択する場合は、そのプロファ
イルに関連付けられているストレージロケーションに、定義済み
の重複排除ストレージロケーションが存在していることを確認し
てください。定義されていない場合は、自動ユーザー割り当てを
作成できません。
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5
表 2-22

手順 4 で、Active Directory を使っ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 を次のとおりに設定します。

［Active Directory オブジェクト］ダイアログ
項目

説明

オブジェクト

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。

場所 (LDAP ディレクトリ )

LDAP ディレクトリを入力するか、または参照して
選択します。
メモ 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。

このディレクトリのすべてのオブ
ジェクト

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。

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

入力した条件に一致する、指定のディレクトリのオ
ブジェクトのみ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。

属性

ドロップダウンメニューから属性を選択するか、カ
スタム属性を入力します。

条件

適切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。

値

値を入力して、一致を判断するための基準を完成させ
ます。指定する値にワイルドカードを使用できます。

6 ［OK］をクリックします。
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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］ビューを使います。詳しくは、159 ページの「Desktop Agent ユー
ザープロパティの修正」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で、［セットアップ］をクリックします。

2

選択項目ペインで、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］を選択します。

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
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、ユー
ザーが複数のドメインとグループのメンバーのときに、どの自動ユーザー割り当てが
使われ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で、［セットアップ］をクリックします。

2

選択項目ペインで、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 ［タスクの設定］の下にあるタスクペインで、［優先度を上げる］または［優先度
を下げる］をクリックします。

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で、［セットアップ］をクリックします。

2

選択項目ペインで、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］を選択します。
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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で、［セットアップ］をクリックします。

2

選択項目ペインで、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
161 ページの「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」
159 ページの「Desktop Agent ユーザープロパティの修正」

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によって、すべてのバックアップから除
外するファイルや、差分ファイルの転送で圧縮、暗号化、またはバックアップを行わ
ないファイルの属性を指定可能になります。バックアップから電子メールへの添付
ファイルまたは特定の電子メールのフォルダを除外することもできます。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 での詳細表示の［インクルード / エクスクルー
ド］タブと、DLO 管理コンソールでのプロファイルのバックアップ選択項目の［イ
ンクルード / エクスクルード］タブにリスト表示されます。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。
注意 グローバルエクスクルードを追加すると、グローバルエクスクルードに一
致する過去のバックアップがすべて削除されることになります。
グローバルエクスクルードを設定するには、次の手順を参照してください。
140 ページの「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の指定」
141 ページの「すべてのバックアップから除外する電子メールの指定」
143 ページの「圧縮から除外するファイルとフォルダの指定」
144 ページの「暗号化から除外するファイルとフォルダの指定」
146 ページの「差分ファイルの転送から除外するファイルとフォルダの指定」
148 ページの「DLO マクロを使用したグローバルエクスクルードの定義」
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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の指定
ファイルとフォルダのグローバルエクスクルードは、すべてのユーザーに対するすべ
てのバックアップからどのファイルとフォルダ ( またはファイルとフォルダの種類 )
が除外されるかを指定するために使われます。
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。デフォルトのファイル / フォルダの
グローバルエクスクルードがリスト表示されます。
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。

4

指定した日付より前に変更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

新規ファイル / 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表に記載されている通りに設定を行います。
表 2-23

［グローバルエクスクルードフィルタを追加］ダイアログ

項目

説明

フィルタ

グローバルエクスクルードでどのファイルまたはフォル
ダがバックアップから除外されるかを決めるフィルタで
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%
メモ 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］のどれにする
かを示します。
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6 ［OK］をクリックします。
7
8

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
手順 5 の説明のとおりに設定します。
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。
［はい］をクリックしてフィルタを削除するか、［いいえ］でキャンセルします。

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
電子メールのグローバルエクスクルードを使うと、すべてのユーザーのすべてのバッ
クアップから除外する電子メールの種類を指定できます。
メモ 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。

メモ 電子メールのグローバルエクスクルードは VSS ベースの PST バックアップ
には適用されません。

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バックアップの添付ファイルから除外するに
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
ボックスを選択して、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変更されたすべてのバックアップメッセージから除外する
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。
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5

新規の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
リックして次のとおりに設定します。
表 2-24

［電子メールのグローバルエクスクルードフィルタを追加］ダイア
ログ

項目

説明

添付ファイルの種類

グローバルエクスクルードでどの添付ファイルの種類が
バックアップから除外されるかを決めるフィルタです。
メモ 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
メモ 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。

メールフォルダの名前

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。

説明

グローバルエクスクルードの説明を入力します。

6 ［OK］をクリックします。
7

電子メールのグローバルフィルタを編集するには、変更するフィルタをクリック
します。［編集］をクリックして表 2-24 「［電子メールのグローバルエクスク
ルードフィルタを追加］ダイアログ」に記載されているように設定します。

8

グローバル電子メール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。
［はい］をクリックしてフィルタを削除するか、［いいえ］でキャンセルします。

9 ［OK］をクリックします。
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圧縮から除外するファイルとフォルダの指定
圧縮ファイルのグローバルエクスクルードを使うと、すべてのユーザーの圧縮から除
外するファイルまたはフォルダの種類を指定できます。
圧縮から除外するファイルと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

圧縮からファイルまたはフォルダを除外するには、［圧縮ファイル］タブを選択
します。デフォルトの圧縮ファイルのグローバルエクスクルードがリスト表示さ
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

新規の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
リックして次のとおりに設定します。
表 2-25

［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

項目

説明

フィルタ

グローバルエクスクルードでどのファイルまたはフォル
ダが圧縮から除外されるかを決めるフィルタです。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%
メモ 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］のどれにする
かを示します。
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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、変更するフィルタをクリッ
クします。［編集］をクリックして上記の表 「［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」の記載どおりに設定します。

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。
［はい］をクリックしてフィルタを削除するか、［いいえ］でキャンセルします。

8 ［OK］をクリックします。

暗号化から除外するファイルとフォルダの指定
暗号化されたファイルのグローバルエクスクルードは、すべてのユーザーに対し、暗
号化からどのファイルとフォルダ ( またはファイルとフォルダの種類 ) が除外される
かを指定するために使われます。
暗号化された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

暗号化からファイルまたはフォルダを除外するには、［暗号化ファイル］タブを
選択します。デフォルトの暗号化ファイルのグローバルエクスクルードがリスト
表示されます。

3

暗号化から指定サイズを超える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。
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4

新規の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
クリックして次のとおりに設定します。
表 2-26

［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

項目

説明

フィルタ

グローバルエクスクルードでどのファイルまたはフォル
ダが暗号化から除外されるかを決めるフィルタです。
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%
メモ 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］のどれにする
かを示します。

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、変更するフィルタ
をクリックします。［編集］をクリックして表 2-26 「［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」に記載されているように設定します。

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。
［はい］をクリックしてフィルタを削除するか、［いいえ］でキャンセルします。

8 ［OK］をクリックします。
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差分ファイルの転送から除外するファイルとフォルダの指定
差分ファイルの転送のグローバルエクスクルードは、すべてのユーザーに対し、暗号
化からどのファイルとフォルダ（またはファイルとフォルダの種類）が除外されるか
を指定するために使われます。
差分ファイルの転送から除外するファイルと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

差分ファイルの転送からファイルまたはフォルダを除外するには、［差分ファイ
ルの転送］タブを選択します。デフォルトの差分ファイルの転送のグローバルエ
クスクルードがリスト表示されます。差分ファイルの転送からデフォルトで除外
されているファイルの種類は、一般的にこのテクノロジからメリットが得られな
いファイルの種類になります。
メモ 差分ファイルの転送を使ってバックアップされたファイルとフォルダ
は、標準圧縮を使って圧縮されます。ファイルが差分ファイルの転送を利用
するバックアップ選択項目に含まれているのに、グローバルエクスクルード
フィルタで差分ファイルの転送から除外されている場合、そのファイルは別
のグローバルエクスクルードフィルタで標準圧縮からも除外されない限り、
標準圧縮で圧縮された状態になります。

3

4

指定したサイズを超える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。
指定したサイズより小さい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。
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5

新規の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とおりに設定します。
表 2-27

［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の追加］
ダイアログ

項目

説明

フィルタ

グローバルエクスクルードでどのファイルまたはフォル
ダが差分ファイルの転送から除外されるかを決めるフィ
ルタです。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%
メモ 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］のどれにする
かを示します。

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
するフィルタをクリックします。［編集］をクリックして表 2-27 「［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の追加］ダイアログ」に記載され
ているように設定します。

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。
［はい］をクリックしてフィルタを削除するか、［いいえ］でキャンセルします。

9 ［OK］をクリックします。
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常に開いた状態のファイルの除外
Windows XP/2000 を実行しているデスクトップコンピュータでは、次のフォルダと
ファイルの種類は通常開いている状態で、これらを 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ことによって、Desktop Agent の保留
中のファイルリストに常に含まれないようにすることができます。
■

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
104 ページの「バックアップ選択項目について」
139 ページの「グローバルエクスクルードフィルタの設定」

DLO マクロを使用した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。
表 2-28

グローバルエクスクルードのマクロ

マクロ

フォルダ

%TEMP%

現在ログオンしているユーザーの Temp ディレクトリ

%WINDIR%

Windows ディレクトリ
例 : C:¥Windows または C:¥Winnt

%WEBTEMP%

現在ログオンしているユーザーの Web キャッシュです。

%RECYCLED%

ごみ箱

%SYSTEM%

Windows システムディレクトリ
例 : C:¥Windows¥system または C:¥Winnt¥system
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Symantec DLO ファイアウォールのポート
ファイアウォールを使う場合、Symantec DLO には特別なポートの必要条件があるこ
とがあります。ファイアウォールは、場合によってはファイアウォール環境の外にあ
る管理サーバーとリモートシステム間のシステム通信に影響を及ぼします。
Symantec DLO は次のポートを使います。
表 2-29

Symantec DLO ポート

サービスまたはプロセス

ポート

ポートの種類

サーバーメッセージブロック (SMB)
通信

135-139

TCP または UDP

NetBIOS を使用しないサーバーメッ
セージブロック (SMB) 通信

445

TCP または UDP

Microsoft SQL Server

1434

TCP または UDP

SymantecDLOAdminSvcu.exe

3999 ( 応答準備モード )

TCP または UDP

135

TCP

（DLO Administration Service）
追加ポート

1037
441
1125
3527
6101
6103
6106
デフォルトまたは他の任意のポー
ト番号がインストール時に指定さ
れます

8443

HTTPS

デフォルトまたは他の任意のポー
ト番号がインストール時に指定さ
れます

8080

HTTP

Dedupe サーバーがインストールさ
れていないマシンに SQL Server が
インストールされている場合の SQL
Server のポート番号です。

TCP
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サービスまたはプロセス

ポート

ポートの種類

Dedupe サーバーがインストールさ
れていないマシンに SQL Server が
インストールされている場合の SQL
Server Browser サービスのポート番
号です。

1434

UDP

メモ リモート DB セットアップで、データベースが Windows 2008 R2 サーバー
上または Windows Server 2012 マシン上にインストールされている場合、ポート
1434 UDP や 1433 TCP を追加しているときに、プロファイルに対して［ドメイ
ン］チェックボックスを選択します。
次に対するファイアウォールの例外を追加します。
■

ファイルとプリンタの共有

■

リモートサービスの管理

■

Windows Management Instrumentation

Windows XP と Windows 2003 サーバーのマシンの場合、Windows Management
Instrumentation はファイアウォール設定のリストに表示されていないため、ファイ
アウォールの例外を有効にするにはこの手順を行います。
1

gpedit.msc を実行します。
［ローカルグループポリシーエディタ］ウィンドウが開きます。

2

左側のペインで［コンピュータの構成］をクリックします。

3

右側のペインで、［管理用テンプレート］>［ネットワーク］>［ネットワーク接
続］>［Windows ファイアウォール］をダブルクリックします。

4

コンピュータがドメイン内にある場合は、［ドメインプロファイル］をダブルク
リック、それ以外の場合は［標準プロファイル］をダブルクリックします。

5 ［Windows ファイアウォール : リモート管理の例外を許可する］をクリックし
ます。
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6 ［操作］メニューで、［プロパティ］を選択します。
7 ［有効］をクリックし、［OK］をクリックします。
SQL Server Database Engine のデフォルトのインスタンスは、TCP ポート 1433 で応
答準備をしています。データベースエンジンの名前付きインスタンスは動的ポート向
けに設定されています。つまり、SQL Server のサービスが開始するときに、利用可
能なポートが選択されます。ファイアウォールを介して名前付きインスタンスに接続
しているときに、Database Engine が特定のポートで応答準備をするよう設定して、
適切なポートをファイアウォールで開けるようにします。
SQL Server を特定の TCP ポートで応答準備するよう設定する方法
SQL Server を設定する場合は、次のサイトで提供されているインストラクションを
参照してください。
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms177440(v=sql.105).aspx
SQL Server の特定の名前付きインスタンスのポート番号を見つける方法
1

スタートメニューで［プログラム］>［Microsoft SQL Server］>［構成ツール］>
［SQL Server 構成マネージャ］の順にクリックします。

2 ［SQL Server ネットワーク構成］を展開し、< インスタンス名 > の［プロトコル］
を選択します。
3 ［TCP/IP］を右クリックし、［プロパティ］を選択します。
4 ［TCP/IP のプロパティ］ウィンドウで、［IP アドレス］タブを選択します。
SQL Server インスタンスによって使われるポートは、動的ポートの場合は
［TCP 動的ポート］に、静的ポートの場合は［TCP ポート］に見つかります。
5

次のレジストリのエントリを使ってポート番号を見つけることも可能です。
HKLM¥Software¥Microsoft¥Microsoft SQL Server¥<name of the
instance>¥MSSQLServer¥SuperSocketNetLib¥TCP
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リモートコンピュータへの Symantec DLO のインス
トールに関する特別な考慮事項
Symantec DLO をリモートコンピュータにインストールする前に、考慮する必要があ
る事項を次に示します。
表 2-30

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

項目
Windows XP/Windows
Server 2003

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

1037

■

441 (RPC)

Windows ファイアウォールの例外リストについて詳しく
は Microsoft Windows のマニュアルを参照してください。
インストール中に、シマンテック社によって、リモートか
らの起動とリモートアクセスに関するセキュリティアクセ
ス許可が管理者グループに対して設定されます。
プッシュインストール先のコンピュータの［リモート管
理の例外を許可する］グループポリシーを有効にしてく
ださい。
Windows Vista/Windows 7/
Windows Server 2012

Windows Server 2008 が実行されているコンピュータに
プッシュインストールするには、インストール先のコン
ピュータの Windows ファイアウォールの例外リストで特
定の項目を有効にする必要があります。有効にする必要が
ある項目は次のとおりです。
■
ファイルとプリンタの共有
■
Windows Management Instrumentation (WMI)
■
リモートサービスの管理
詳しくは Microsoft Windows のマニュアルを参照してくだ
さい。

Symantec Endpoint
Protection (SEP) 11.0 以降

Symantec Endpoint Protection (SEP) のバージョン 11.0 ま
たはそれ以降を実行するコンピュータにプッシュインス
トールするには、ファイルとプリンタを共有するように
SEP を設定する必要があります。ファイルとプリンタ共有
機能はデフォルトではオフになります。
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IPv6 のサポート
IPv6 ネットワーク上に Dedupe サーバーを配備
Dedupe サーバーを IPv6 ネットワーク上に配備するには、server.xml ファイルで異
なるコネクタ要素のプロトコルの属性値を修正する必要があります。
server.xml ファイルは次のパスに格納されています。
C:¥Program Files¥Symantec¥Symantec DLO¥Dedupe Server¥Tomcat¥
conf¥server.xml
ファイル内の次の行を修正します。
次の行のプロトコルの属性値を変更します。
1

プロトコルの既存の属性値 :
<Connector connectionTimeout="20000" port="8080"
protocol="HTTP/1.1" redirectPort="8443" server=" "/>
次に変更 :
<Connector connectionTimeout="20000" port="8080"
protocol="org.apache.coyote.http11.Http11Protocol"
redirectPort="8443" server=" "/>

2

プロトコルの既存の属性値 :
<Connector SSLEnabled="true" SSLProtocol="TLS"
clientAuth="false" keystoreFile="dedupeserver.jks"
keystorePass="dedupeserver" maxThreads="200" port="8443"
protocol="org.apache.coyote.http11.Http11NioProtocol"
scheme="https" secure="true" server=" "/>
次に変更 :
<Connector SSLEnabled="true" SSLProtocol="TLS"
clientAuth="false" keystoreFile="dedupeserver.jks"
keystorePass="dedupeserver" maxThreads="200" port="8443"
protocol="org.apache.coyote.http11.Http11Protocol"
scheme="https" secure="true" server=" "/>

3

プロトコルの既存の属性値 :
<Connector port="8009" protocol="AJP/1.3"
redirectPort="8443"/>
次に変更 :
<Connector port="8009"
protocol="org.apache.coyote.ajp.AjpProtocol"
redirectPort="8443"/>

server.xml ファイル内の値を修正したら、Dedupe サーバーを再起動します。
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章

DLO の管理と監視
このセクションの内容は次のとおりです。
■

155 ページの「Desktop Agent ユーザーの管理」

■

163 ページの「デスクトップコンピュータの管理」

■

170 ページの「DLO 管理コンソールからのファイルとフォルダの復元」

■

180 ページの「DLO ジョブ履歴の監視」

■

186 ページの「DLO 管理コンソールでのアラートの監視」

■

193 ページの「アラート通知の設定」

■

197 ページの「通知の受信者の設定」

■

211 ページの「DLO のレポート」

■

174 ページの「DLO サーバーとユーザーデータのバックアップとリカバリ」

■

215 ページの「DLO とクラスタについて」

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
インターフェースから、ユーザーまたはユーザーグループを手動で DLO に追加した
り、有効または無効にしたり、新しいネットワーク共有に移動したり、別のプロファ
イルを割り当てたりすることができます。
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
134 ページの「自動ユーザー割り当てについて」
157 ページの「1 人のデスクトップユーザーの DLO への追加」
158 ページの「既存のネットワークストレージを持つ複数のユーザーのインポート」
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163 ページの「Desktop Agent ユーザーリストの表示」
159 ページの「Desktop Agent ユーザープロパティの修正」
159 ページの「Desktop Agent ユーザーの DLO へのアクセスの有効化または無効化」
160 ページの「DLO からのユーザーの削除」
161 ページの「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作成
デスクトップユーザーバックアップ用のネットワーク共有がにすでに存在する場合に
はネットワークユーザーデータフォルダとして DLO に追加できます。または、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
トワークユーザーのデータのフォルダとして作成または使用する場合は、フォルダに
適切なセキュリティ属性を指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上のネットワーク共有を作成また
は検索します。

2

手順 1 で作成した共有を右クリックして［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 ［権限］をクリックします。
6 「全員」ユーザーに次の権限のいずれかを選択します。フルコントロール、変更、
読み取り
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。
9 ［詳細］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］チェックボックスのチェックマーク
がはずれていることを確認します。
11 「管理者」と「全員」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、DLO ストレージロケーションを使う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。
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14 ［プロパティ］を選択します。
15 ［セキュリティ］を選択します。
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］チェックボックスのチェックマーク
がはずれていることを確認します。
17 「管理者」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 「管理者」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 ユーザーは、自動ユーザー割り当てを使わずに手動で設定することもできま
す（134 ページの「自動ユーザー割り当てについて」を参照）。そうすることで、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 に追加する場合にユーザーデータフォルダを手
動で追加すれば DLO ストレージロケーションは必要ありませんが、この場所にネッ
トワークユーザーデータフォルダを作成する必要がある場合は DLO ストレージロ
ケーションを使うこともできます。
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追加する方法

表 3-1

1

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

選択項目ペインで［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

次の表に記載されているように、適切なオプションを選択します。

［新規ユーザー］のプロパティ
項目

説明

ユーザーを有効化

このオプションを選択すると、ユーザーは Desktop Agent を使えま
す。使え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

ユーザー名を参照するか、または DomainName¥UserName の形
式で入力します。

プロファイル

このユーザーに割り当てるプロファイルを選択します。

158 DLO の管理と監視
Desktop Agent ユーザーの管理

表 3-1

［新規ユーザー］のプロパティ（続き）
項目

説明

ユーザーデータフォルダ

次のいずれかを実行します。

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てパスを入力するか、またはこのデスク
トップユーザーのバックアップファイルを格納する既存のネット
ワークユーザーデータフォルダを参照します。既存のフォルダを
指定し、組織のニーズに応じ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。
メモ 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
ルダとして使う場合には、DLO ストレージロケーションは必要あ
りません。

ストレージロケーション

既存のストレージロケーションを選択するには、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
フォルダがこのストレージロケーションに作成されます。

既存のネットワークストレージを持つ複数のユーザーのインポート
データを格納するネットワーク上の既存の場所がすでに割り当てられている複数の新
しいデスクトップユーザーを設定するには、カンマ区切り (CSV) ファイルを使って
ユーザーのリストをインポートします。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

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で、［セットアップ］をクリックします。

2

選択項目ペインで［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

ウィザードに表示される指示に従います。
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Desktop Agent ユーザープロパティの修正

表 3-2

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

選択項目ペインで［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］を選択します。

5

次の表に記載されているように、適切なオプションを選択します。

ユーザープロパティ

項目

説明

ユーザーを有効化

このオプションを選択すると、ユーザーは Desktop Agent を使えます。
使え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

ユーザーの名前です。このフィールドは編集できません。

プロファイル

ユーザーに適用するプロファイルを選択します。

ネットワークユーザーデー
タフォルダ

ユーザーのバックアップファイルを格納する場所です。この場所は変更で
きません。別の場所にユーザーを移動する場合は、161 ページの「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 DLO へのアクセスの有効化または無効化
このオプションを使うと、ユーザーによる Desktop Agent の使用を許可または禁止
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で、［セットアップ］をクリックします。

2

選択項目ペインで［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］を選択します。

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、
［ユーザーを有効化］チェックボックスのチェックマークをはずします。

■

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、
［ユーザーを有効化］チェックボックスにチェックマークを付けます。
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DLO からのユーザーの削除
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。詳しくは、159 ページの「Desktop Agent ユー
ザーの DLO へのアクセスの有効化または無効化」を参照してください。
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で、［セットアップ］をクリックします。

3

選択項目ペインで［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］オプションを選択します。このオプ
ションを選択すると、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。
メモ ユーザーのデスクトップから最初に Desktop Agent をアンインストー
ルしないで DLO 管理コンソールからユーザーを削除すれば、そのユーザー
のコンピュータの Desktop Agent は自動的に閉じます。
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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 DLO ストレージロケーションまたはネット
ワーク上の他のディレクトリを使えます。
ネットワークユーザーのデータフォルダを既存の DLO ストレージロケーションでは
なく UNC の場所（¥¥myserver¥userdata¥username など）に移動する場合には、新
しい場所の権限を修正する必要がある場合もあります。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
よび変更のアクセス許可を持っている必要があります。また、「全員」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
使う方法について詳しくは、156 ページの「新しいネットワークユーザーデータフォ
ルダの手動作成」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
メモ 転送が完了した後、影響を受けた各 Desktop Agent は終了し、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で、［セットアップ］をクリックします。

2

選択項目ペインで［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。
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5
表 3-3

次の表に記載されているように、適切なオプションを選択します。

ユーザーを移動

項目

説明

ユーザー

選択したユーザーのドメインとユーザー名を指定します。

差出人

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。

宛先
ユーザーデータフォルダを
既存のストレージロケー
ションに移動する

ドロップダウンリストから既存のストレージロケーションを選択するに
は、このオプションを選択します。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新しいストレージロケーションに作
成されます。

ユーザーデータフォルダの
内容を別の場所に移動する

新しいストレージロケーションを指定するには、このオプションを選択
します。フィールド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ストレージロケーションに作
成されます。

6 ［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、復
元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復元されます。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、データの最終的な復元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

170 ページの「DLO 管理コンソールからのファイルとフォルダの復元」で説明
されているようにユーザーデータを復元します。

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。データは新しいコンピュータにステージングされ
ます。
ステージングされたデータの所有者が新しいコンピュータにログインすると、ス
テージングされたデータが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、データ移行処理が完了します。
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Desktop Agent ユーザーリストの表示
Desktop Agent ユーザーを一覧表示する方法
1

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

選択項目ペインで［ユーザー］をクリックして［結果］ペインにユーザーを一覧
表示します。

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できます。コン
ソールからコンピュータのプロパティを表示および変更したり、コンピュータを有効
化、無効化、または削除したりすることができます。また、選択した 1 台以上のコン
ピュータでバックアップを即座に実行できます。

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、デスクトップユーザーのプロファ
イルに十分な権限が割り当てられている場合、そのユーザーはコンピュータのプロパ
ティを変更できます。
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で、［セットアップ］をクリックします。

2

選択項目ペインで［コンピュータ］をクリックします。

3

プロパティを修正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修正するには、［スケジュール］タ
ブをクリックします。
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表 3-4

スケジュールの設定については次の表で説明します。

［プロファイルのスケジュール］ダイアログボックス

項目

説明

プロファイルのスケ
ジュールを使用

プロファイルに指定されたスケジュール設定オプションを使うには、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。
メモ このオプションを選択すると、［スケジュール］タブの詳細設定を修
正できなくなります。

カスタマイズしたスケ
ジュールの使用

プロファイルのスケジュールではなくカスタマイズしたスケジュールを指
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。

ジョブの実行
ファイルの変更時

このオプションを選択すると変更するたびにファイルをバックアップし
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ップ間隔を入力する必要があります。

スケジュール

このオプションを選択するとカスタマイズされたスケジュールに従って
ファイルをバックアップします。
［スケジュールを編集］をクリックするとバックアップスケジュールを設
定できます。バックアップスケジュールは手順 12 の 85 ページの「新し
いプロファイルの作成」で設定します。

手動

このオプションを選択すると、DLO 管理者やデスクトップユーザーの
バックアップを手動で開始する必要があります。

ログオン / オフのオプ
ション
ログオン時にジョブを
自動的に実行

このオプションを選択した場合は、デスクトップユーザーがコンピュータ
にログオンするとバックアップが開始されます。

ログオフ時にジョブを
自動的に実行

このオプションを選択した場合は、デスクトップユーザーがコンピュータ
からログオフするとバックアップが開始されます。
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表 3-5

コンピュータのオプションを修正するには［オプション］タブをクリックし、
次の表で説明するようにコンピュータのオプションを設定します。

プロファイルオプションの詳細設定

項目

説明

プロファイルのオプショ
ンを使用

プロファイルに指定された設定を使うには、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。
メモ このオプションを選択すると、［オプション］タブの詳細設定を修正
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
メニューでこのオプションを選択します。
メモ ［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
の使用量を次の値に制限

このチェックボックスにチェックマークを付けると、デスクトップコン
ピュータのディスク使用率が制限されます。
ディスクの空き容量の割合を指定して使用率を制限するには、［%］を選
択してディスク容量の最大使用率を入力します。
使用量を特定のサイズに制限するには、
［MB］を選択してローカルドライ
ブの最大使用 MB を入力します。

ログファイルのメンテナンス
最低でも次の日数にログ
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。
メモ 下記で説明するように、合計サイズがすべてのログファイルの合計
サイズの設定を超えるまで、ログファイルは削除されません。

最低保持期間の経過後、
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。
メモ ［最低でも次の日数に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には、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

このチェックボックスを選択すると、グルーミング操作のログを作成し
ます。

バックアップの情報メッ
セージを記録

このチェックボックスを選択すると、すべてのバックアップ操作のログを
作成します。

警告メッセージを記録

このチェックボックスを選択すると、警告を生成するすべての操作のログ
を作成します。
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表 3-5

プロファイルオプションの詳細設定（続き）

項目

説明

メールオプション
Outlook PST ファイルの
増分バックアップを有効
にする

このチェックボックスを選択すると、Microsoft Outlook の個人用フォル
ダ (PST) ファイルの増分バックアップが有効になります。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。
このオプションにチェックマークを付けなかった場合は、Outlook で設定
された PST のファイルは、PST ファイルが保存されるたびに完全にバッ
クアップされます。通常は Outlook を終了するときにバックアップされ
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。
メモ DLO では、通常使うメールアプリケーションに Outlook が設定され
ていないと Outlook PST ファイルの増分バックアップは実行できません。
Microsoft Outlook の PST ファイルを復元すると、310 ページの
「Microsoft Outlook の個人用フォルダファイルの復元」で説明されている
ように、復元した 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。
メモ 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。
詳細については、281 ページの「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
ファイルの増分バック
アップを有効にする

このチェックボックスを選択すると、Lotus Notes 電子メールファイルの
増分バックアップが有効になります。追加の設定が必要となる場合があり
ます。283 ページの「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。
106 ページの「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。117 ページの「バックアップ選択
項目の変更」で説明されているようにプロファイルでのみ直接修正できます。
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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。295 ページの「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、同期選択項目は
Desktop Agent で設定します。

10 接続ポリシーを表示、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。292 ページの「接続ポリシーのカスタマイズ」を参照してください。

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、ファイルの復元お
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で、［セットアップ］をクリックします。

2

選択項目ペインで［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、［有効にする］をクリックして選択した
コンピュータで Desktop Agent を実行できるようにするか、または［無効にす
る］をクリックして選択したコンピュータで実行できないようにします。

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で、［セットアップ］をクリックします。

2

選択項目ペインで［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と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。

168 DLO の管理と監視
管理コンソールからのデスクトップのバックアップ

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。即時バックアップを実行することで、管理
者は、手動モードまたはスケジュールモードで稼働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で、［セットアップ］をクリックします。

2

選択項目ペインで［コンピュータ］をクリックします。

3 ［結果］ペインで、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、または特定のメンテナンスサーバーによっ
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
できます。それには、ブラックアウトウィンドウを設定します。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で、［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

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。
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表 3-6

スケジュールの設定については次の表で説明します。

ブラックアウトウィンドウのスケジュール

項目

説明

スケジュールを有効
にする

このスケジュールをアクティブ化するには、このチェックボックスにチェック
マークを付けます。

発生

実行頻度を選択します。［指定した日付に］と［毎週］の選択項目があります。

開始時間

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。

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で、［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とフォルダの復元
管理者は、ファイルとフォルダを DLO 管理コンソールからデスクトップコンピュー
タに復元できます。
メモ DLO では、デスクトップコンピュータを再起動するときに復元するファイル
をステージングすると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に、デスク
トップコンピュータの管理権限がある必要があります。また、ファイルを使用し
ているアプリケーションを閉じることによってファイルを復元したり、代替の場
所にファイルを復元したりすることもできます。

DLO 管理コンソールからファイルとフォルダを復元する方法
メモ DLO 管理コンソールが存在し、緊急復元を行うコンピュータに Outlook を
インストールしてください。
1

DLO ナビゲーションバーの［復元］をクリックします。

2 ［コンピュータ］ペインで、復元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、復元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

フォルダ全体を復元するには、［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

特定のファイルを復元するには、［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、復元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。
メモ 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、ファイルのグルーミングプロセスによって削除されるまで保持され
ます。［復元］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、272 ページの「ファイ
ルグルーミング」を参照してください。

7 ［タスク］ペインの［復元タスク］の下にある［ファイルの復元］をクリックし
て、［復元］ダイアログを開きます。
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表 3-7

次の表から適切なオプションを選択します。

［復元］ダイアログボックス

項目

説明

復元先
元のコンピュータに復元

このオプションを選択すると、選択したファイルまたはフォルダ
がバックアップ元のコンピュータに復元されます。
メモ 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
復元する場合には、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ときに実行されま
す。デスクトップコンピュータが現在ネットワーク上にある場合
は、ジョブは即座に実行される可能性があります。または、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、
ジョブはしばらく保留になる可能性があります。

元のフォルダに復元

元の場所にファイルまたはフォルダを復元するには、このオプ
ションを選択します。

復元先を代替フォルダに
変更

このオプションを選択すると、元のデスクトップの異なる場所に
ファイルまたはフォルダが復元されます。
［参照］をクリックすると、ファイルを復元したいフォルダを参照
できます。

代替コンピュータに復元

このオプションを選択すると、選択した項目がバックアップ元で
はなくネットワークやコンピュータ上のローカルドライブに復元
されます。
メモ ファイルやフォルダが代替コンピュータに復元されると、
DLO はネットワークユーザーデータフォルダからすぐに復元ジョ
ブを処理します。このジョブは、Desktop Agent のキューには追
加されません。

復元先を代替コンピュータ
のフォルダに変更

このオプションを選択すると、代替コンピュータの選択したフォ
ルダにデータが復元されます。

このユーザーデータを、新 このオプションを選択すると、新しいコンピュータにユーザー
規 DLO インストール用の代 データが移行されます。詳しくは、162 ページの「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。
替コンピュータに移動
フォルダ構造を保持

このチェックボックスにチェックマークを付けると、元のディレ
クトリ構造のままデータを復元します。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 つのフォルダに復元されます。
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表 3-7

［復元］ダイアログボックス（続き）

項目

説明

復元オプション
ファイルがすでに存在する
場合 :

［上書きしない］を選択すると、復元先フォルダにすでにあるファ
イルの復元がキャンセルされます。
［確認］を選択すると、復元先フォルダがすでに存在する場合は
ファイルを上書きする前にメッセージが表示されます。
［上書き］を選択すると、復元先フォルダがすでに存在する場合は
メッセージを表示せずにファイルが上書きされます。

削除したファイルを復元

元のファイルが削除されていてもファイルを復元したい場合はこ
のオプションを選択します。

復元したファイルのセキュリ
ティ属性を保持

［復元したファイルのセキュリティ属性を保持］を選択すると、復
元したファイルのセキュリティ情報が保持されます。
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、ファイルを正常に復元するには、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、復元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。
メモ 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、復元後にこれらのカスタマイズ内
容を設定し直す必要があります。PST ファイルに対してパスワードを使用する場
合は、PST ファイルの復元後にパスワードを設定しなおす必要があります。
10 ［復元の概要］ダイアログボックスで、選択した復元設定を見直し、次のいずれ
かを実行します。
■

［印刷］をクリックして復元の概略を印刷します。

■

［復元］をクリックして復元を続行します。

11 復元ジョブが完了したら［OK］をクリックします。
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復元するファイルとフォルダの検索
復元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［復元］をクリックします。

2 ［コンピュータ］ペインで、復元ファイルを検索するデスクトップをクリックし
ます。
3 ［タスク］ペインの［復元タスク］の下にある［復元するファイルを検索］をク
リックします。
4
表 3-8

次の表に記載されているように、適切なオプションを選択します。

［検索］ダイアログボックスのオプション

項目

説明

ファイル名に次の文字列が含まれ
るファイルを検索

検索するファイルまたはフォルダの名前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。

修正日

このオプションを選択すると、期間を選択して特定の期間に修
正されたファイルを検索できます。

今日

今日修正されたファイルを検索する場合は、このオプションを
選択します。

過去 1 週間以内

過去 1 週間に修正されたファイルを検索する場合は、このオプ
ションを選択します。

次の期間内

このオプションを選択すると、指定する期間内に修正された
ファイルを検索できます。

種類

リストからファイルの種類を選択する場合は、このチェック
ボックスにチェックマークを付けます。

サイズ

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］
、［最
大］のいずれかを選択します。
ファイルサイズを入力します。
［KB］、
［MB］
、［GB］のいずれかを選択します。

5 ［検索］をクリックします。
6 ［結果］ペインで、復元する項目にチェックマークを付けます。
［検索の復元］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、復元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 ［復元］をクリックします。
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8

170 ページの「DLO 管理コンソールからのファイルとフォルダの復元」で説明
されているように、適切なオプションを選択します。

9 ［OK］をクリックします。

DLO サーバーとユーザーデータのバックアップとリ
カバリ
DLO では主に次の 2 カ所に情報を格納します。DLO 管理サーバーとファイルサー
バーに格納します。DLO 管理サーバーは設定データベースを、ファイルサーバーは
ユーザーデータを格納します。次のリカバリのシナリオについて説明します。
■

176 ページの「緊急復元機能を使った 1 人のユーザーのデータのリカバリ」

■

176 ページの「DLO 緊急復元機能を使わない 1 人のユーザーのデータのリカ
バリ」

■

177 ページの「破損した DLO 管理サーバーのリカバリ」

■

177 ページの「損傷または破損したファイルサーバーのリカバリ」

このトピックでは、DLO 管理サーバーとファイルサーバーの両方を別のディスク、
テープ、その他のメディアに定期的にバックアップすることを前提にしています。多
くの DLO インストールでは、管理サーバーとファイルサーバーは同じコンピュータ
上にあります。

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ってユーザーデー
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。次のセクションで説明するように、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。

DLO の緊急復元とリカバリパスワードについて
DLO の緊急復元機能を使用すると、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
ソールを使って削除したユーザーのデータを簡単に復元できます。緊急復元機能を使
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復元する場合、
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して、
データをリカバリする必要があります。
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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。緊急復元機能の使用時に、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、緊急復元機能を使用して暗号化されたユーザーデータを復元する
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には、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。
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
ユーザーデータを復元することはできません。実質的に状況が複雑化することがあり
ます。リカバリパスワードを変更すると、同時に使用されている複数のリカバリパス
ワードも変更されることがあります。
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」が使われます。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っ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
使われます。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われることになります。緊急復元機能の使用時
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 コンソールを使ったユーザーの削除
DLO コンソールを使っ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。これには、DLO 管理サーバーに格納された設定
データおよびファイルサーバーに格納されたユーザーデータが含まれます。削除され
たユーザーのデータを復元する方法は、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。
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緊急復元機能を使った 1 人のユーザーのデータのリカバリ
ユーザーデータをファイルサーバーのバックアップから復元できる場合や、バック
アップを作成する前にリカバリパスワードが設定されている場合は、緊急復元機能を
使って削除したユーザーのデータを復元できます。リカバリパスワードについて詳し
くは、174 ページの「DLO の緊急復元とリカバリパスワードについて」のセクショ
ンを参照してください。
緊急復元を使って 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復
元します。

2

-emergencyrestore コマンドを実行して、データを DLO に復元します。
dlocommandu -emergencyrestore <usersharepath> -w
<RecoveryPassword> -ap <destination-path>
メモ 管理者権限のないユーザーアカウントを使ってデータを復元する場合
は、［管理者として実行］オプションを選択してコマンドプロンプトを開き、
コマンドを実行します。この手順を使用しない場合、ファイルは復元されま
せん。

DLO 緊急復元機能を使わない 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に、削除したユー
ザーのデータを復元するには、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復元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

両方のサーバー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
タをリカバリしたら、このバックアップを使用して DLO を現在の状態に復元し
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復元します。可能な場合は、復元対象の
ユーザーのデータのみを復元します。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復元できます。ただし、手順 2 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復元します。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 コンソールを使ってユーザーデータを復元します。［代替コンピュータに復
元］を選択してデータを一時格納場所に復元します。

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復元します。
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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例を次に 2 つ挙げます。

ケース 1
管理サーバーのシステムディスク以外のディスクにエラーがあるか、または破損した
場合。
ケース 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復元します。

3

コンピュータを再起動します。

ケース 2
管理サーバーのシステムハードディスクドライブが故障しているか、またはサーバー
の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。
ケース 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ってコンピュータをセットアップし
ます。障害の発生した DLO 管理コンピュータと同じコンピュータ名を使用して
ください。

2

新しい管理サーバーに DLO をインストールします。エラーが発生したサーバー
にインストールされていた DLO と同じバージョンの DLO を使います。

3

DLO データベースファイルを復元し、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。

4

コンピュータを再起動します。

損傷または破損したファイルサーバーのリカバリ
ファイルサーバーのシステムディスク以外のディスクにエラーがあるか、または破損
した場合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復元します。

3

コンピュータを再起動します。
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ファイルサーバーのシステムハードディスクドライブが故障しているか、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っ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 メンテナンス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 メンテナンス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 ファイルデータを復元します。

DLO ファイルサーバーとデータベースのバックアップと復元
メモ この処理は、DLO コンポーネントがインストール、構成されるセットアッ
プにのみ適用されます。
Symantec DLO を使って DLO ストレージロケーション、ネットワークユーザーデー
タフォルダ、DLO データベースをバックアップできます。
Desktop Agent ユーザーの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、バックアップ選択項目に DLO ストレージロケーションまたはネットワーク
ユーザーデータフォルダを加えます。Desktop Agent ユーザーのデータを DLO から
復元するには、DLO のデータを DLO ストレージロケーションまたはネットワーク
ユーザーデータフォルダに復元し、DLO 管理コンソールを使ってデスクトップユー
ザーデータフォルダにデータを復元します。
DLO データベースをバックアップするには、251 ページの「DLO データベースのメ
ンテナンス」で説明されているように -backup コマンドを使ってデータベースの複
製を作成してから DLO にバックアップジョブを作成し、このデータベースの複製を
バックアップします。-restore コマンドを使って特定のバックアップファイルから
データベースを復元します。
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DLO の Dedupe セットアップのデータのバックアップとリカバリ
メモ このリカバリ処理は、DLO と Dedupe サーバーのコンポーネントが一緒に
インストール、設定されセットアップに適用されます。
DLO 管理サーバーが Dedupe サーバーで構成されている場合は、次のコンポーネン
トが、ある時点での単一の論理エンティティを形成します。
■

DLO 設定データベース

■

Dedupe サーバーのデータベースファイル

■

ファイルサーバーの DLO ファイルデータ

■

重複排除ストレージロケーションのデータ

したがって、これらのコンポーネントのバックアップおよび復元は、ある論理ポイン
トインタイム（PIT）で一緒に実行する必要があります。
すべてのコンポーネント間の PIT では、すべてのコンポーネント上でデータの書き
込みを停止する必要があります。データの書き込みは、ネットワークから個々のコン
ポーネントの接続を切断することによって停止できます。また、Dedupe サーバー
は、DLO 管理コンソールからメンテナンスウィンドウをスケジュールすることに
よってメンテナンスモードに切り替えることができます。

バックアップ
■

すべてのコンポーネントをバックアップするのに十分なタイムアウト時間を確保
して、メンテナンスウィンドウをスケジュールします。バックアップ時間を事前
に見積もることができない場合は、タイムアウト時間を 9999 分に指定できます。

■

すべてのコンポーネントをバックアップします。また、すべてのコンポーネント
が同じポイントインタイムで識別しやすくなるように、それらを一緒にタグ付け
します。

■

DLO 管理コンソールからメンテナンスウィンドウを停止します。
DLO 管理コンソールを使ったスケジュール設定やメンテナンスウィンドウのを
停止する方法について詳しくは、82 ページの「Dedupe サーバーのメンテナン
ス」を参照してください。
メンテナンスウィンドウでのスケジュール設定には、コマンドラインオプション
も使えます。詳しくは、83 ページの「スケジュールメンテナンスウィンドウへ
のコマンドラインオプション」を参照してください。

復元
障害が発生した場合は、すべてのコンポーネントのデータを適切な論理 PIT バック
アップに復元する必要があります。
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データを復元するには、次の手順を実行します。
1

Dedupe サーバーが動作中の場合は、シャットダウンします。

2

すべてのコンポーネントを同じ論理ポイントインタイムに復元します。

3

次のコマンドを実行します。
DDAdminCU.exe -ConfirmDR <HTTPS Port Number>

4

Dedupe サーバーを起動します。

データの消失や、データ整合性に関する問題を回避するために、バックアップおよび
復元はこの手順に従うことをお勧めします。

DLO ジョブ履歴の監視
DLO 管理コンソールの［履歴］ビューを使って、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、復元、同期、および
ユーザージョブの移動があります。履歴ジョブは、Desktop Agent を実行する各デス
クトップごとに生成され、DLO 管理コンソールまたは Desktop Agent コンソールの
いずれかに表示されます。履歴ログをフィルタ処理することで、古いログや重要度の
低いログが表示されないようにしたり、バックアップジョブまたは復元ジョブのログ
のみが表示されるようにしたりすることができます。

DLO 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
◆

表 3-9

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 でバックアップされるすべての
デスクトップが表示され、次の表で説明する情報の概略が示されます。

［コンピュータ履歴］ペイン

項目

説明

ユーザー

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名。

コンピュータ

このメッセージを生成したデスクトップの名前。

最後のバックアップの 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。
結果
予想されるバックアップ結果については、70 ページの「DLO の［システムの概
要］オプション」を参照してください。
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表 3-9

［コンピュータ履歴］ペイン（続き）

項目

説明

プロファイル

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ァイ
ルの名前。
プロファイルについて詳しくは、85 ページの「DLO プロファイルについて」を
参照してください。

バックアップモード

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次
の項目が含まれています。
■

継続 : 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。

■

スケジュール済み : 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。

デスクトップデータ
フォルダのサイズ

デスクトップユーザーデータフォルダの現在のサイズ。

ネットワークデータ
フォルダのサイズ

ネットワークユーザーデータフォルダの現在のサイズ。

ネットワークデータ
フォルダのパス

ネットワークユーザーデータフォルダの場所。

［ジョブ履歴］ペインには次の表で説明する情報が表示されます。
表 3-10

［ジョブ履歴］ペイン

項目

説明

開始時刻

ジョブが開始された日時。

終了時刻

ジョブが終了した日時。

操作

バックアップや復元など、このジョブで実行された操作。

状態

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
ブの現在の状態。

保護されたファイル
( デスクトップ )

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。

保護されたサイズ
( デスクトップ )

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。

保護されたファイル
( ネットワーク )

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。
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表 3-10

［ジョブ履歴］ペイン（続き）

項目

説明

保護されたサイズ
( ネットワーク )

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。

エラー

ジョブの実行中に生成されたエラー数 ( 発生した場合 )。

ジョブ履歴表示フィルタの設定
ジョブの［履歴］ビューでは、参照したい種類のジョブのみを表示するようにフィル
タ処理できます。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。
ジョブ履歴の表示に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］の下にある次のオプションの
いずれかを選択します。
表 3-11

［履歴］ビューに表示されるジョブの種類
項目

説明

すべてのジョブを表示

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
を一覧表示します。これらのジョブには、バックアップ、同
期、復元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のみ
を表示

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。

復元ジョブのみを表示

選択したデスクトップで実行された復元ジョブのみの履歴ロ
グを一覧表示します。

4
表 3-12

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処理するには、次のオ
プションを 1 つ以上選択します。

受信したアラートに基づくジョブ履歴のフィルタの選択項目
項目

説明

成功ジョブを表示

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
一覧表示します。

警告が発生したジョブを
表示

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。
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表 3-12

受信したアラートに基づくジョブ履歴のフィルタの選択項目（続き）
項目

説明

エラーが発生したジョブ
を表示

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。

キャンセルされたジョブ
を表示

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。

5
表 3-13

表示する時間枠をフィルタに設定するには、次のオプションのいずれかを選択し
ます。

表示するジョブ履歴の時間枠
項目

説明

過去 24 時間を表示

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 日間を表示

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。

すべて表示

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。

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。これら
の履歴ログは、DLO 管理コンソールの［履歴］ビューで表示されます。
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。
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ログファイルビューア

5
表 3-14

結果をフィルタ処理する場合は、次の表で説明するオプションから適切なオプ
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先
すべてのログファイル

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

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。

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、このチェック
ボックスにチェックマークを付けます。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。

■

過去 1 週間以内 : 先週作成されたすべてのログファイル
を表示します。

■

次の期間内 : 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。
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表 3-14

ログファイルビューアのフィルタオプション（続き）
項目

説明

種類

指定した種類のログのみを表示する場合は、このチェック
ボックスにチェックマークを付けます。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。

ファイル名に次の文字列
を含む

■

バックアップ

■

復元

■

ユーザーを移動

■

メンテナンス

ファイル名やファイルの種類を入力する場合は、このチェッ
クボックスにチェックマークを付けます。ワイルドカードを
使用することができます。
例 : *gold.doc
メモ ワイルドカードには、「*」を使う必要があります。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

このオプションにチェックマークを付けると、表示されるロ
グファイルが次のいずれかの種類のログエントリに制限され
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。
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履歴ログの検索
ログファイルビューアでは、履歴ログファイルを簡単に検索できます。そのため、
ジョブのリストを目的のジョブだけに絞り込むことができます。
DLO 管理コンソールを使っ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。
3

184 ページの手順 5 で説明されているようにフィルタオプションを設定します。

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。問題が原因でアラートが生成された場合には、そのアラート
に問題についての情報が含まれます。問題の解決方法が提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、画面の下の状態バーには、アラートアイコンが表示されます。状態バーに表示
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
はない場合、状態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処理し
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。
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メモ ［バックアップの完了］や［復元の完了］アラートはフィルタ処理できませ
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復元ジョブが完
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。消去されてから指定の日数が経過した履歴内のアラートは削除されます。
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、193 ページの「アラート通知の設定」を参照してください。
アラートの種類を次の表に示します。
表 3-15

アラートカテゴリ
アラートの種類

説明

情報

バックアップまたは復元ジョブの成功など、予定どおりの操作
が発生したことを通知します。

警告

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。

エラー

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。

予想されるアラートを次の表に示します。
表 3-16

DLO のアラート
種類

名前

説明

バックアップジョブが完
了しました ( エラーの発
生あり )。

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。

復元ジョブが完了しまし
た ( エラーの発生あり )。

復元ジョブは完了しましたが、エラーが発生しました。

エラー

ファイルサーバーでエ
ラーが発生しました。
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表 3-16

DLO のアラート（続き）
種類

名前

説明

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
ません。

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。

デスクトップユーザー
データフォルダの格納
制限に到達しました。

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。

ファイル名、ディレク
トリ名、ボリュームラ
ベルの構文が正しくあ
りません。

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、または 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、139 ページの「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
データフォルダのディ
スクの空き領域があり
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。

ネットワークユーザー
データフォルダの格納制
限に到達しました。

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。

Desktop Agent を設定で
きません。

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。

バックアップを中止し、
スロットル失敗を管理者
に伝えてください。

スロットルの失敗により、バックアップジョブが中断さ
れました。

バックアップ中のスロッ
トルに失敗しました。

バックアップ中にジョブのスロットルに失敗しました。

バックアップジョブが完
了しました ( 警告の発生
あり )。

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。

復元ジョブが完了しまし
た ( 警告の発生あり )。

復元ジョブは完了しましたが、警告が発生しました。

警告
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表 3-16

DLO のアラート（続き）
種類

名前

説明

過去 1 時間に復元ジョブ
が行われていません。

復元ジョブがサブミットされましたが、1 時間が経過し
ても復元ジョブは完了していません。

過去 12 時間に復元ジョブ 復元ジョブがサブミットされましたが、12 時間が経過し
ても復元ジョブは完了していません。
が行われていません。
過去 24 時間に復元ジョブ 復元ジョブがサブミットされましたが、24 時間が経過し
ても復元ジョブは完了していません。
が行われていません。
デスクトップユーザー
データフォルダが格納制
限に近づいています。

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。

デスクトップユーザー
データフォルダのディス
クの空き領域が少なく
なっています。

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。

評価期間を毎日通知。

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。

評価期間が終了しました。 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。

ネットワークユーザー
データフォルダが格納制
限に近づいています。

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。

ネットワークユーザー
データフォルダのディス
クスペースが少なくなっ
ています。

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。

14 日間バックアップが行
われていません。

デスクトップコンピュータで、14 日間バックアップが行
われていません。

28 日間バックアップが行
われていません。

デスクトップコンピュータで、28 日間バックアップが行
われていません。

7 日間バックアップが行わ デスクトップコンピュータで、7 日間バックアップが行
われていません。
れていません。
基準と一致する自動ユー
ザー割り当ては存在しま
せん。

接続した新しいユーザーに一致する自動ユーザー割り当
てが見つかりませんでした。
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表 3-16

DLO のアラート（続き）
種類

名前

説明

バックアップジョブが完
了しました。

バックアップジョブが正常に完了しました。

復元ジョブがキューに追
加されました。

復元ジョブが DLO 管理サーバーで開始されました。

復元ジョブが完了しま
した。

復元ジョブが正常に完了しました。

PST ファイルは Outlook
で設定されていないため
スキップされました。

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。

ユーザーが設定されま
した。

新しいユーザーが接続され、正常に設定されました。

情報

Dedupe 同期化が開始され Dedupe の同期タスクが開始しました。
ました。
Dedupe 同期化が中止され Dedupe 同期タスクが完了しました。
ました。

アラートの設定
アラートの設定方法
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［アラートを設定］をクリックし
ます。
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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の
チェックマークははずします。

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。
メモ 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、193 ページの「アラート通知の設定」と 197 ページの「通知の受信
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。

■

［選択したアラートの通知を受信者に送信する］チェックボックスにチェッ
クマークを付けます。

■

［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。

5 ［OK］をクリックします。
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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、履歴ログへのアラートの移動ができます。
DLO アラートの表示方法
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表示するには［アクティブアラート］を選択し、クリアし
たアラートを表示するには［アラート履歴］を選択します。
メモ 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

アラートを種類別にフィルタ処理するには、次の表で説明するタスクペインの
［アクティブアラートの表示フィルタ］や［アラート履歴の表示フィルタ］のオ
プションを選択します（複数選択可）。
表 3-17

アクティブアラートの表示フィルタ

項目

説明

エラーを表示

選択した表示のエラーアラートを一覧表示します。

警告を表示

選択した表示の警告アラートを一覧表示します。

情報を表示

選択した表示について情報アラートを一覧表示します。

4

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。

DLO アラートのクリア
アラートは、デフォルトで、指定した期間が経過するとアラート履歴に移動されます
が、頻繁に表示されて［アクティブアラート］ペインを埋め尽くすアラートもありま
す。このようなアラートは、自動的に移動される前に、手動で消去して［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、192 ページの「DLO アラートの表示方法」で説明されているよ
うに［アラート］ビューをフィルタ処理します。
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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
たはグループです。受信者には 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。

アラート通知方式の設定
DLO では、指定した個々のアラートを次の方法で通知するように設定できます。
■

SMTP 電子メール通知。193 ページの「SMTP 電子メール通知の設定」を参照

■

MAPI 電子メール通知。195 ページの「MAPI 電子メール通知の設定」を参照

■

VIM (Lotus Notes) 電子メール通知。196 ページの「VIM 電子メール通知の設定」
を参照

■

ページャ通知。196 ページの「ページャのアラート通知の設定」を参照

SMTP 電子メール通知の設定
SMTP 通知方式を使っ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。
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SMTP 電子メール通知方式の設定方法
1 ［ツール］メニューで、［電子メールおよびページャ通知］をクリックします。
2 ［SMTP の構成］タブをクリックします。
3

次の表に記載されているように、適切なオプションを選択します。
表 3-18

［SMTP の構成］ダイアログボックス

項目

説明

有効にする

通知方式をアクティブ化するには、このチェック
ボックスにチェックマークを付けます。

SMTP メールサーバー

有効なユーザーアカウントを持つ SMTP メールサー
バーの名前を入力します。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。

SMTP ポート

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。

送信者名

通知メッセージの送信元ユーザーの名前を入力し
ます。

差出人アドレス

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 認証の有効化

SMTP 認証を有効にするには、このチェックボック
スを選択します。

SMTP サーバーログイン

SMTP サーバーログインクレデンシャルを入力し
ます。

送信元のパスワード

ログインパスワードを入力します。

パスワードの確認

確認のために再度パスワードを入力します。

4 ［OK］をクリックします。
関連トピック
197 ページの「通知の受信者の設定」
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MAPI 電子メール通知の設定
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。
メモ 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 管
理サービス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 電子メール通知が働くようにするためです。

MAPI アラート通知を設定する方法
1 ［ツール］メニューで、［電子メールおよびページャ通知］をクリックします。
2 ［MAPI の構成］タブをクリックします。
3

次の表に記載されているように、適切なオプションを選択します。
表 3-19

［MAPI の構成］ダイアログボックス

項目

説明

有効にする

通知方式をアクティブ化するには、このチェックボッ
クスにチェックマークを付けます。

メールサーバー名

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。

差出人メールボックス名

John Smith など、通知メッセージの送信元メールボッ
クスを入力します。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。
メモ MAPI 設定を保存するには、MAPI 通知で使われ
る Exchange メールボックスへの権限を持つドメイン
のアカウントで DLO サービスを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
197 ページの「通知の受信者の設定」
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VIM 電子メール通知の設定
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 アラート通知を設定する方法
1 ［ツール］メニューで、［電子メールおよびページャ通知］をクリックします。
2 ［VIM の構成］タブをクリックします。
3

次の表に記載されているように、適切なオプションを選択します。
表 3-20

［VIM の構成］ダイアログボックス

項目

説明

有効にする

通知方式をアクティブ化するには、このチェック
ボックスにチェックマークを付けます。

Notes クライアントディ
レクトリ

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。

メールパスワード

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。

メールパスワードの確認

Notes クライアントとの接続に必要なパスワードを再
度入力します。

4 ［OK］をクリックします。
関連トピック
197 ページの「通知の受信者の設定」

ページャのアラート通知の設定
DLO を設定してアラート通知メッセージを受信できます。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］メニューで、［電子メールおよびページャ通知］をクリックします。
2 ［ページャの構成］タブをクリックします。
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3

次の表に記載されているように、適切なオプションを選択します。

表 3-21

ページャの構成オプション

項目

説明

有効にする

この通知方式をアクティブ化するには、
［有
効にする］にチェックマークを付けます。

ページャ通知の送信に
使用するモデムを選択
してください

リストからモデムを選択します。Windows
が認識したモデムのみが、リストに表示さ
れます。

4 ［OK］をクリックします。

通知の受信者の設定
受信者は、個人、Net Send、プリンタ、グループのいずれかです。
■

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、Backup
Exec 側で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
193 ページの「アラート通知の設定」
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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
個人を設定できます。
SMTP メールの個人受信者を設定する方法
1 ［ツール］メニューで［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

次の表に記載されているように、適切なオプションを選択します。
表 3-22

［SMTP メール］ダイアログボックス

項目

説明

有効にする

受信者のこの通知方式をアクティブ化するには、このチェッ
クボックスにチェックマークを付けます。

アドレス

通知メッセージの送信先ユーザー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。

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

オプションをアクティブ化するには、このチェックボックス
にチェックマークを付けます。

最大 x 回通知す
る (y 分以内 )

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。設定可能な最大時間は 1440 分 (1 日 ) です。

通知制限をリ
セットするま
で x 分待機する

通知制限をリセットするまでの待機時間を分単位で入力する
には、このチェックボックスにチェックマークを付けます。
指定した時間が経過すると、送信した通知の数が 0 にリセッ
トされます。

DLO の管理と監視 199
通知の受信者の設定

表 3-22

［SMTP メール］ダイアログボックス（続き）

項目

説明

通知送信時間帯の制限
有効にする

受信者が通知を受信する時間帯を設定するには、このチェッ
クボックスにチェックマークを付けてオプションをアクティ
ブ化します。

スケジュール

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、208 ページの「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。

8 ［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］メニューで［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

次の表で説明するように適切なオプションを選択します。
表 3-23

［MAPI メール］ダイアログボックス

項目

説明

有効にする

受信者のこの通知方式をアクティブ化するには、こ
のチェックボックスにチェックマークを付けます。

メールボックス

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。

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。
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表 3-23

［MAPI メール］ダイアログボックス（続き）

項目

説明

通知送信数の制限
有効にする

オプションをアクティブ化するには、このチェック
ボックスにチェックマークを付けます。

最大 x 回通知する
(y 分以内 )

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。

通知制限をリセットする
まで x 分待機する

通知制限をリセットするまでの待機時間を分単位で
入力するには、このチェックボックスにチェック
マークを付けます。指定した時間が経過すると、
送信した通知の数が 0 にリセットされます。

通知送信時間帯の制限
有効にする

受信者が通知を受信する時間帯を設定するには、こ
のチェックボックスにチェックマークを付けてオプ
ションをアクティブ化します。

スケジュール

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、208 ページの「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。

8 ［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］メニューで［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。
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7

次の表に記載されているように、適切なオプションを選択します。
表 3-24

［VIM メール］ダイアログボックス

項目

説明

有効にする

受信者のこの通知方式をアクティブ化するには、この
チェックボックスにチェックマークを付けます。

アドレス

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。

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

オプションをアクティブ化するには、このチェックボック
スにチェックマークを付けます。

最大 x 回通知する
(y 分以内 )

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。

通知制限をリセッ
トするまで x 分待
機する

通知制限をリセットするまでの待機時間を分単位で入力す
るには、このチェックボックスにチェックマークを付けま
す。指定した時間が経過すると、送信した通知の数が 0 にリ
セットされます。

通知送信時間帯の制限
有効にする

受信者が通知を受信する時間帯を設定するには、この
チェックボックスにチェックマークを付けてオプションを
アクティブ化します。

スケジュール

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、208 ページの「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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ページャの個人受信者の設定
ページャ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］メニューで［受信者］をクリックします。
2 ［新規］、［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

次の表に記載されているように、適切なオプションを選択します。
表 3-25

［ページャ］ダイアログボックス

項目

説明

有効にする

受信者のこの通知方式をアクティブ化するには、このチェック
ボックスにチェックマークを付けます。

キャリア電話

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
動でメッセ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
コード

ページャが所在する国 / 地域名と国コードを入力します。

ページャ PIN

ページングサービスプロバイダから提供されたページャの ID 番
号を入力します。TAP サービスを使う場合は PIN を利用します。
ほとんどの場合はページャの電話番号の下 7 桁の番号です。

詳細なページャ設定オプション
詳細表示

ページャについて詳細設定を行うことができます。オプション
について詳しくは、203 ページの「
［詳細なページャ情報］ダイ
アログボックス」を参照してください。

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

オプションをアクティブ化するには、このチェックボックスに
チェックマークを付けます。
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表 3-25

［ページャ］ダイアログボックス（続き）

項目

説明

最大 x 回通知する
(y 分以内 )

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。

通知制限をリセッ
トするまで x 分待
機する

通知制限をリセットするまでの待機時間を分単位で入力するに
は、このチェックボックスにチェックマークを付けます。指定
した時間が経過すると、送信した通知の数が 0 にリセットされ
ます。

通知送信時間帯の制限
有効にする

受信者が通知を受信する時間帯を設定するには、このチェック
ボックスにチェックマークを付けてオプションをアクティブ化
します。

スケジュール

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、208 ページの「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。

7

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、次の表で説明す
るように適切なオプションを選択します。
表 3-26

［詳細なページャ情報］ダイアログボックス

項目

説明

ページャの構成
パスワード

必要に応じて、ページャのパスワードを入力します。

メッセージの長さ メッセージの最大文字数を入力します。文字数はページング
サービスプロバイダによって決められています。

再試行

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。文字数はページングサービスプロバイダに
よって決められています。

ページャの種類
数字

数字のみを入力できるページャの場合はこのオプションを選
択します。

英数字

数字と文字を入力できるページャの場合はこのオプションを
選択します。
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表 3-26

［詳細なページャ情報］ダイアログボックス（続き）

項目

説明

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、
ページング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。

データビット、
パリティ、ス
トップビット

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。

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構成を保存します。

SNMP トラップの受信者の設定
SNMP トラップを受信者として設定する方法
1 ［ツール］メニューで［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

次の表に記載されているように、適切なオプションを選択します。
表 3-27

［SMTP メール］ダイアログボックス

項目

説明

名前

SNMP トラップ受信者の名前を入力します。

ホスト

SNMP ホストコンピュータの名前を入力します。

ポート

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

オプションをアクティブ化するには、このチェック
ボックスにチェックマークを付けます。
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表 3-27

［SMTP メール］ダイアログボックス（続き）

項目

説明

最大 x 回通知する
(y 分以内 )

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。

通知制限をリセットする
まで x 分待機する

通知制限をリセットするまでの待機時間を分単位で入
力するには、このチェックボックスにチェックマーク
を付けます。指定した時間が経過すると、送信した通
知の数が 0 にリセットされます。

通知送信時間帯の制限
有効にする

このチェックボックスにチェックマークを付けてオプ
ションをアクティブ化し、受信者が通知を受信する時
間帯を設定します。

スケジュール

受信者に通知を送信する曜日と時間帯を選択します。
詳しくは、208 ページの「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。

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。
メモ 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 受信者を設定する方法
1 ［ツール］メニューで［受信者］をクリックします。
2 ［新規］、［Net Send］の順にクリックします。
3 ［OK］をクリックします。
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4

次の表に記載されているように、適切なオプションを選択します。
表 3-28

［Net Send 受信者のプロパティ］ダイアログボックス

項目

説明

名前

通知を設定している受信者の名前を入力します。

ターゲットコンピュータ
またはユーザー名

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。ユーザーがネットワークからログオフすると Net
Send メッセージがエラーになるため、ユーザーよりもコン
ピュータの名前を入力してください。
メモ 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

［すべてのコンピュータ］を選択すると、ネットワークのす
べてのコンピュータに通知が送信されます。
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
有効にする

オプションをアクティブ化するには、このチェックボックス
にチェックマークを付けます。

最大 x 回通知する
(y 分以内 )

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。

通知制限をリセットする
まで x 分待機する

通知制限をリセットするまでの待機時間を分単位で入力する
には、このチェックボックスにチェックマークを付けます。
指定した時間が経過すると、送信した通知の数が 0 にリセッ
トされます。

通知送信時間帯の制限
有効にする

受信者が通知を受信する時間帯を設定するには、このチェッ
クボックスにチェックマークを付けてオプションをアクティ
ブ化します。

スケジュール

受信者に通知を送信する曜日と時間帯を選択します。詳しく
は、208 ページの「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。

5 ［OK］をクリックします。
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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できます。ただし、
DLO では、FAX 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う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］メニューで［受信者］をクリックします。
2 ［新規］、［プリンタ］の順にクリックします。
3 ［OK］をクリックします。
4

次の表に記載されているように、適切なオプションを選択します。
表 3-29

［プリンタ通知受信者のプロパティ］ダイアログボックス

項目

説明

名前

通知を設定している受信者の名前を入力します。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。

ターゲットプリンタ

通知メッセージの送信先プリンタの名前を選択します。

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

オプションをアクティブ化するには、このチェックボックス
にチェックマークを付けます。

最大 x 回通知する
(y 分以内 )

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。

通知制限をリセットする
まで x 分待機する

通知制限をリセットするまでの待機時間を分単位で入力する
には、このチェックボックスにチェックマークを付けます。
指定した時間が経過すると、送信した通知の数が 0 にリセッ
トされます。

通知送信時間帯の制限
有効にする

受信者が通知を受信する時間帯を設定するには、このチェッ
クボックスにチェックマークを付けてオプションをアクティ
ブ化します。

スケジュール

受信者に通知を送信する曜日と時間帯を選択します。詳しく
は、208 ページの「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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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］メニューで［受信者］をクリックします。
2 ［新規］
、［グループ］の順にクリックします。
3 ［OK］をクリックします。
4 ［グループ名］フィールドに、通知を設定するグループの名前を入力します。
5

次の表で説明に従って設定します。

表 3-30

グループ受信者の設定

項目

説明

グループにメンバーを
追加する方法

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。

グループからメンバーを
削除する方法

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。

6 ［OK］をクリックします。
新しいグループが別のグループに追加されます。

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］オプションを使って、通知メッセージ
を送信する曜日と時間帯を設定できます。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。
受信者の設定プロセスについて詳しくは、197 ページの「通知の受信者の設定」を参
照してください。
受信者への通知をスケジュール設定する方法
1

このオプションをアクティブ化するには、［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。
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メモ ［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、または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

次の表で説明するように、いずれかを設定します。
表 3-31

通知スケジュール

項目

説明

平日の昼を含める

月曜日から金曜日までの午前 8 時から午後 6 時を除外
するには、［平日の昼を含める］チェックボックスの
チェックマークをはずします。

平日の夜を含める

月曜日から金曜日までの午後 6 時から午前 8 時を除外
するには、［平日の夜を含める］チェックボックスの
チェックマークをはずします。

週末を含める

土曜日と日曜日の終日を除外するには、［週末を含め
る］チェックボックスのチェックマークをはずします。

メモ ［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］メニューで［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。
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受信者の通知方式の編集
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］メニューで［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 の構成 : 194 ページの「［SMTP の構成］ダイアログボックス」を参照

■

MAPI の構成 : 195 ページの「［MAPI の構成］ダイアログボックス」を参照

■

VIM の構成 : 196 ページの「［VIM の構成］ダイアログボックス」を参照

■

ページャの構成 :［有効にする］をクリックして、この通知方式を使うかど
うかを指定し、［モデム設定］のリストから使うモデムを選択します。

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たい
が通知は送信したくない場合には、［受信者プロパティ］の［有効にする］チェック
ボックスのチェックマークをはずします。
受信者を削除する方法
1 ［ツール］メニューで［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、他のオプションを選択することもで
きます。

DLO の管理と監視 211
DLO のレポート

DLO のレポート
DLO には、DLO 操作の詳細情報を表示するさまざまなレポートが用意されています。
レポートは DLO コンソールから表示することも、レポートコマンド（238 ページの
「-Report コマンド」）を使って新しいレポートを生成、保存することもできます。
レポートの生成時に、フィルタとそのパラメータを指定し、レポートに含めるデータ
を絞り込めます。有効なフィルタはレポートによって異なります。
DLO グローバル設定を使ってデフォルトのレポート形式を設定できます。デフォル
トの形式は、コンソールから表示したレポートにのみ適用されます。詳しくは、
42 ページの「デフォルトのグローバル設定の変更」を参照してください。
デフォルトのレポート形式が PDF に設定され、Adobe Acrobat がインストールされ
ている場合にはレポートは PDF (Adobe Portable Document Format) 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。
どんな形式のレポートでも保存、印刷できます。
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。

表 3-32

DLO のレポート

レポート名

説明

アクティブアラート

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。

コンピュータごとのアク
ティブアラート

現在アクティブなすべてのアラートがコンピュータ名
別にソートされて一覧表示されます。

ユーザーごとのアクティブ
アラート

すべてのコンピュータの現在アクティブなアラートす
べてが Desktop Agent ユーザー名別にアルファベット
順で一覧表示されます。

アラート履歴

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。

アラート履歴 ( 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
アラートがコンピュータ名別にソートされて一覧表示
されます。

アラート履歴 ( ユーザー別 ) 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 Desktop Agent ユーザー名別にソートされ
て一覧表示されます。

失敗したバックアップ

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。
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表 3-32

DLO のレポート（続き）

レポート名

説明

失敗したバックアップ
( コンピュータ別 )

最後のバックアップが失敗したコンピュータがコン
ピュータ名別にソートされて一覧表示されます。
メモ DLO データベースには最後のバックアップ結果の
みが保存されているので各デスクトップコンピュータ
の最後のバックアップ結果のみをレポートできます
が、失敗ジョブの完全な履歴はレポートできません。

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 ユーザー名別にソートされて一覧表示
されます。
メモ DLO データベースには最後のバックアップ結果の
みが保存されているので各デスクトップコンピュータ
の最後のバックアップ結果のみをレポートできます
が、失敗ジョブの完全な履歴はレポートできません。

最後のバックアップ状態

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。

最後のバックアップ状態
( コンピュータ別 )

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別にソートされて一覧表
示されます。

最後のバックアップ状態
( ユーザー別 )

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 ユーザー名別にソートさ
れて一覧表示されます。

ストレージ消費
( ユーザー別 )

このレポートには、ネットワークユーザーデータフォ
ルダのユーザーごとのストレージ消費（MB）が表示
されます。

最後のバックアップ状態
( プロファイル別 )

このレポートには、コンピュータで失敗したバック
アップ、成功したバックアップ、警告が発生したバッ
クアップがプロファイル名別にまとめられて表示され
ます。

バックアップなし

このレポートには過去 X 日間にバックアップされな
かったコンピュータが表示されます。
日数の値は日数のフィルタで指定します。前回完了し
たバックアップが X 日より前のコンピュータのみが表
示されます。
日数のフィルタを指定しないと、キャンセルされた
バックアップジョブと失敗したバックアップジョブの
すべてが表示されます。
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表 3-32

DLO のレポート（続き）

レポート名

説明

バックアップ状態ダッシュ
ボード

このレポートにはストレージロケーションに関連付け
られたすべてのクライアントの状態が表示されます。
また、関連付けられたクライアントのバックアップの
成功数、警告数、キャンセル数、エラー数の合計も表
示されます。

関連トピック
42 ページの「デフォルトのグローバル設定の変更」
214 ページの「レポートのプロパティの表示」
213 ページの「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め
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に適したフィルタを次の利用可能なフィルタから選択
します。一部のフィルタは選択したレポートによっては使えない場合もあります。
表 3-33

レポートのフィルタ

項目

説明

コンピュータ

特定のコンピュータのレポートを作成するには、このフィルタ
を選択してデスクトップコンピュータの名前を入力します。

ユーザー

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
のフィルタを選択してユーザーの名前を入力します。

プロファイル

特定のプロファイルのレポートを作成するには、このフィル
タを選択してプロファイルの名前を入力します。

日

特定の期間のレポートを作成するには、このフィルタを選択
して日数を入力します。
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5 ［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終了します。

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
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。
表 3-34

レポートのプロパティ

項目

説明

タイトル

レポートの名前です。

説明

このレポートに含まれているデータの種類です。

カテゴリ

レポートの分類項目です。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

作成者

レポートの作成者です。

件名

レポートの作成対象の製品のバージョンです。

キーワード

レポートの分類に使う主な情報です。

ファイル名

レポートテンプレートのファイル名です。レポートのテ
ンプレートはレポート定義言語 (RDL) に用意されてお
り、レポート定義を指定する XML スキーマで構築され
ています。

ファイルサイズ

レポートテンプレートのサイズです。

作成日

レポートがシステムにインストールされた日付です。

4 ［OK］をクリックします。
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DLO とクラスタについて
サーバークラスタでは、Symantec DLO によってローカルディスクと共有ディスクの
データが保護されます。サーバークラスタを使用すると、アプリケーションとデータ
の可用性を高めることができます。クラスタサーバーでは、複数のサーバー ( ノード )
がネットワークでリンクされます。Microsoft Cluster Service (MSCS) では、すべて
のノードがアクティブになる場合にのみすべてのノードから共有ディスクにアクセス
できます。ノードが利用不可の場合は、クラスタリソースは利用可能なノードに移行
します ( これをフェールオーバーと呼びます )。これにより、共有ディスクおよび仮
想サーバーを、そのまま継続して利用することができます。フェールオーバーが発生
しても、サービスがごく短時間中断するだけで、ユーザーはそのまま作業を続行でき
ます。
クラスタ環境では、DLO 管理サービス、DLO データベースサービス、Dedupe サー
バーサービス、Dedupe データベースサービスがサポートされます。

Microsoft Cluster Server に DLO をインストールするための必要条件
Microsoft クラスタに DLO 管理サーバーをインストールする場合の前提条件は次のと
おりです。
■

Microsoft Windows Server 2003、2008、2008 R2、2012 の DLO では、2 ノード
クラスタがサポートされています。

■

DLO クラスタは、Microsoft Windows Server 2003、2008、2008 R2、2012 のマ
ジョリティノードセットのクラスタ構成で設定できます。ただし、DLO でデータ
ベースファイルをノード間で共有するには、構成内に共有ディスクが必要です。

■

クラスタ内に管理 DLO サーバーをインストールするには、ホストノードと指定
したフェールオーバーノードの両方がオンラインになっている必要があります。

■

MSCS クラスタで DLO サービスを設定するには、固有の IP アドレスと固有の
ネットワーク名が必要になります。

■

MSCS クラスタで DLO サービスを設定する場合、アクティブノードから DLO ク
ラスタ構成ユーティリティを実行するユーザーが共有ディスクとアクティブノー
ドの所有者である必要があります。

■

クラスタのすべてのノードで DLO サービスのドメイン管理アカウントを使って
ください。DLO を使う 1 つのクラスタの複数のノードで異なるアカウントが使わ
れている場合は、ドメイン管理アカウントを使うようにサービスを変更します。
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Microsoft Cluster Server での DLO の設定
Microsoft Cluster Server で DLO を設定するには、次の操作をします。
1
2

すべてのノードに DLO をインストールします。
スタートメニューから >［プログラム］>［Symantec］>［Symantec DLO］>
［DLO クラスタ構成ユーティリティ］の順に移動します。

3 ［クラスタ設定ウィザード］で、［次へ］をクリックします。
4 ［クラスタグループ情報］で、次のように入力します。
a ［Symantec DLO クラスタグループの一意の名前を入力するか、デフォルト
を使う］- 名前を入力するか、または Symantec DLO ( デフォルトの名前 ) を
使います。
b ［このノードのネットワークアダプタカードを選択するか、デフォルトを使
う］- 公開オプションを選択します。
メモ 非公開オプションは、クラスタを内部で使う場合に選択します。
c

ドライブを選択するには、［変更］をクリックします。
メモ 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場所の変更］で Symantec DLO のアプリケー
ションデータの新しい場所を選択して［次へ］をクリックします。
メモ 必ず、共有ディスクドライブのみを選択します。
変更後の場所が［クラスタグループ情報］ウィンドウに表示されます。
5 ［次へ］をクリックします。
6 ［仮想サーバー情報］で、次のように入力します。
a ［Symantec DLO 仮想サーバーの名前を入力するか、デフォルトを使う］サーバー名を入力するか、または DLOVRS ( デフォルトの名前 ) を使います。
b ［Symantec DLO 仮想サーバーの IP アドレスの入力］- 仮想サーバーの仮想
IP アドレスを入力します。
c

［Symantec DLO 仮想サーバーのサブネットマスクの入力］- 仮想サーバー
のサブネットマスクを入力します。

d ［次へ］をクリックします。
7 ［ノードの追加または削除］で［追加］をクリックして Symantec DLO クラスタ
グループにノードを追加します。
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8 ［次へ］をクリックします。
9 ［クラスタ設定の準備完了］で、［設定］をクリックします。
クラスタが設定されます。
10 ［概要］に、クラスタ設定に加えられた変更の概略が表示されます。
11 ウィザードを終了するには、［完了］をクリックします。

DLO のクラスタ構成の解除
DLO のクラスタ構成を解除するための前提条件
DLO のクラスタ構成を解除するには、次のタスクを完了する必要があります。
1

ローカルディスクに新規の重複排除ストレージロケーションを作成します。

2

ローカルディスクに新規の DLO ストレージロケーションを作成し、ローカル
ディスクに作成された重複排除ストレージロケーションをこの DLO ストレージ
ロケーションに割り当てます。

3

ネットワークユーザーデータフォルダを仮想サーバーからローカルディスクに新
しく作成した DLO ストレージロケーションに移動します。

4

-ChangeDB コマンドを実行して、共有ディスクの既存のデータベースをローカ
ルディスクのデータベースに変更します。
DLOCommandu.exe -ChangeDB -DBServer <DB Server Name>
-DBInstance <DB Instance Name> -DBName <DLO Database Name>
-DBDataFile <DLO data file name> -DBLogFile <DLO log file>
コマンドについて詳しくは、226 ページの「-ChangeDB コマンド」を参照して
ください。

5

-ChangeServer コマンドを実行して、共有ディスクの既存のメディアサーバー
をローカルディスクのメディアサーバーに変更します。
DLOCommandu.exe -ChangeServer -M <Media server name> -A
コマンドについて詳しくは、227 ページの「-ChangeServer コマンド」を参
照してください。
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Symantec DLO のクラスタ化を解除するには、次の操作をします。
1

スタートメニューから >［プログラム］>［Symantec］>［Symantec DLO］>
［DLO クラスタ構成ユーティリティ］の順に移動します。

2 ［クラスタ設定ウィザード］で、［次へ］をクリックします。
3 ［ノードの追加または削除］で、クラスタから削除する必要があるノードを選択
して［削除］をクリックします。
選択したノードが Symantec DLO クラスタグループ以外のノードに移動します。
4 ［次へ］をクリックします。「すべてのノードを削除するように選択されていま
す。データを共有ドライブから削除しますか ?」という警告メッセージが表示さ
れます。
5 ［はい］をクリックします。「クラスタグループの削除後に、このローカルノード
で共有ドライブのデータを利用できるようにしますか ?」という警告メッセージ
が表示されます。
6 ［はい］をクリックします。
7 ［クラスタ設定の準備完了］で［設定］をクリックして設定をクラスタ構成に適
用します。
クラスタが正常に削除されると［概要］画面に、クラスタ構成に加えられた変更
の概略が表示されます。
8

ウィザードを終了するには、［完了］をクリックします。

メモ DLO のクラスタ構成を解除したら、Dedupe サーバーのホスト名をローカル
ホスト名に変更します。Dedupe サーバーの詳細の編集について詳しくは、
79 ページの「Dedupe サーバーの変更」を参照してください。
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Microsoft Cluster Server での DLO のアップグレード
このセクションでは、DLO 7.0 クラスタ環境から DLO 7.5 にアップグレードする手順
を説明します。
前提条件
DLO のクラスタ構成を解除するには、次のタスクを完了する必要があります。
1

DLO 7.5 インストーラパッケージの clusterpatch.zip ファイルからバイナリ
ファイル（DLOClusconfig.exe と DLOCluster.dll）を解凍します。

2

DLO のクラスタ構成を解除するコンピュータでのみ DLO 7.0 クラスタバイナリ
を抽出したバイナリに置き換えます。
バイナリファイルは次のパスにあります。
C:¥Program Files¥Symantec¥Symantec DLO¥DLOClusconfig.exe お
よび
C:¥Program Files¥Symantec¥Symantec DLO¥DLOCluster.dll

Microsoft Cluster Server での DLO のアップグレード方法
1

サーバー上の既存の DLO のクラスタ構成を解除するには、217 ページの「DLO
のクラスタ構成の解除」で説明されている手順に従います。
メモ DLO のクラスタ化が解除されていないと、アップグレード処理に失敗
します。

2
3

サーバーで DLO 7.5 にアップグレードします。
Microsoft Cluster Server 上で DLO 7.5 を再構成するには、216 ページの
「Microsoft Cluster Server での DLO の設定」で説明されている手順に従います。
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第

4

章

DLO コマンドラインイン
ターフェース管理ツール
DLO では、次のセクションで説明するように DLO サーバー操作を管理する次の強力
なコマンドラインシステムツールを多数用意しています。
■

221 ページの「DLO コマンド構文」

■

222 ページの「コマンドの詳細」

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、インストールディレクトリから
DLOCommandu コマンドを使って実行します。
メモ Symantec DLO バージョン 7.0 以降のデフォルトのインストールディレクト
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は、元のイン
ストールディレクトリのままです。以前のバージョンの DLO では次のインス
トールディレクトリが使われていました。
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を使うと、コマンドを実行するリモートサーバー名を指
定できます。また、必要に応じて、ユーザー名とパスワードを入力できます。
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リモートサーバーオプションについては次の表で説明します。
表 4-1

リモートサーバーオプション

オプション

説明

-C < コンピュータ >

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 < ユーザー >

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 < パスワード >

-N を指定した場合のユーザーパスワードです。

-DB < データベース名 >

リモートサーバー上のデータベースの名前を指定し
ます。

-DBInst < インスタンス >

リモートサーバー上のデータベースインスタンスの名
前を指定します。

-DBDataFile <db データファ
イル >

リモートサーバー上のデータベースデータファイルの
名前を指定します。デフォルト値は DLO.mdf です。

-DBLogFile <db ログファ
イル >

リモートサーバー上のデータベースログファイルの名
前を指定します。デフォルト値は DLO_log.mdf です。

コマンドの詳細
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。
■

223 ページの「-AssignSL コマンド」

■

225 ページの「-EnableUser コマンド」

■

226 ページの「-ChangeDB コマンド」

■

227 ページの「-ChangeServer コマンド」

■

228 ページの「-KeyTest コマンド」

■

229 ページの「-ListProfile コマンド」

■

230 ページの「-ListSL コマンド」

■

230 ページの「-ListUser コマンド」

■

231 ページの「-LogFile コマンド」

■

232 ページの「-Update コマンド」

■

235 ページの「-EmergencyRestore コマンド」

■

235 ページの「-SetRecoveryPwd コマンド」
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■

235 ページの「-NotifyClients コマンド」

■

236 ページの「-InactiveAccounts コマンド」

■

236 ページの「-RenameDomain コマンド」

■

236 ページの「-RenameMS コマンド」

■

237 ページの「-LimitAdminTo コマンド」

■

237 ページの「-IOProfile コマンド」

■

238 ページの「-Report コマンド」

■

239 ページの「-ListReport コマンド」

■

240 ページの「-MigrateDomain コマンド」

■

240 ページの「-ChangeProfile コマンド」

■

241 ページの「-MigrateUserSL コマンド」

■

244 ページの「-MigrateUser コマンド」

■

249 ページの「-ListMachines コマンド」

■

250 ページの「-DeletePendingUser コマンド」

-AssignSL コマンド
-AssignSL コマンドを実行すると、既存の DLO ストレージロケーションを利用
できなくなった場合に、既存のユーザーに新しいストレージロケーションを割り
当てることができます。新しい DLO ストレージロケーションは、同じ DLO 管理
サーバーで管理する必要があります。
注意 既存の DLO ストレージロケーションにアクセス可能な場合にユーザー
を新しいストレージロケーションに移動するには、-MoveUser コマンドを
使います。詳しくは、161 ページの「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、DLO ストレージロケーション、DLO ストレージロケーション ID、
ファイルサーバーに基づいて新しい DLO ストレージロケーションに割り当てら
れます。
移動する Desktop Agent は、移動の完了が管理サーバーに通知されるまでは無
効です。
メモ このコマンドではユーザーのデータは移動しません。新しい DLO スト
レージロケーションを既存のユーザーに割り当て、関連データを移動するに
は、240 ページの「-MigrateDomain コマンド」を使います。
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構文 :
DLOCommandu -AssignSL -NI [-A | -F | -P | -PI | -S | -SI |
-U]
メモ プロファイル名、ストレージロケーション名、ユーザー名には、ワイル
ドカード (*) を使えます。
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
表 4-2

-AssignSL のオプション

オプション

説明

-NI < 新規 SLID>

新しいストレージロケーションの名前を指定するに
は、-NI オプションを使います。

-A

新しいストレージロケーションをすべてのユーザーに
割り当てます。

-F < ファイルサーバー >

新しいストレージロケーションを、指定されたファイ
ルサーバー上のストレージロケーションを持つユー
ザーに割り当てます。

-P < プロファイル名 >

新しいストレージロケーションを、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。

-PI < プロファイル ID>

新しいストレージロケーションを、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。

-S <SL 名 >

新しいストレージロケーションを、指定されたスト
レージロケーションを持つユーザーに割り当てます。

-SI <SL ID>

新しいストレージロケーションを、指定されたスト
レージロケーション ID を持つユーザーに割り当て
ます。

-U < ユーザー >

新しいストレージロケーションを、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
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-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 ( すべてのスト
レージロケーション )、プロファイル名、プロファイル ID、ストレージロケー
ション名、ストレージロケーション ID、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 :
DLOCommandu -EnableUser [-E | -D] [-A | -F | -P | -PI | -S |
-SI | -U]
メモ プロファイル名、ストレージロケーション名、ユーザー名には、ワイル
ドカード (*) を使えます。
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
表 4-3

-EnableUser コマンドオプション

オプション

説明

-E

ユーザーアカウントを有効にします。デフォルトでは、
ユーザーを有効にします。

-D

ユーザーアカウントを無効にします。

-A

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。

-F < ファイルサーバー >

指定されたファイルサーバー上のストレージロケーショ
ンを持つユーザーを有効または無効にします。

-P < プロファイル名 >

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。

-PI < プロファイル ID>

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。

-S <SL 名 >

指定されたストレージロケーションを割り当てられた
ユーザーを有効または無効にします。
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表 4-3

-EnableUser コマンドオプション（続き）

オプション

説明

-SI <SL ID>

指定されたストレージロケーションのユーザーを有効ま
たは無効にします。

-U < ユーザー >

指定されたユーザー名を持つユーザーを有効または無効
にします。

例:
DLOCommandu -EnableUser -E -A
DLOCommandu -EnableUser -D -U mmouse

-ChangeDB コマンド
このコマンドは、既存のデータベースを別の DLO データベースに変更するときに使
います。

構文 :
DLOCommandu -ChangeDB -DBServer <DB server name> -RemoteDB
-DBInstance <DB instance name> -DBName <DLO database name>
-DBDataFile <DLO data file name> -DBLogFile <DLO log file>

コマンドオプション
オプション

説明

-DBServer

新しいデータベースサーバーの名前です。

-RemoteDB

リモートデータベースサーバーの名前です。DLO 管理
サーバーと DLO データベースサーバーが異なるコン
ピュータにインストールされている場合にこのオプショ
ンを使います。

-DBInstance

データベースインスタンスの名前です。
メモ データベースインスタンスを空白にする場合は
「""」を指定します。

-DBName

データベースの名前です。デフォルト値は DLO です。

-DBDataFile

データベースファイルの名前です。デフォルト値は
DLO.mdf です。

-DBLogFile

ログファイルの名前です。デフォルト値は DLO_log.ldf
です。
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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データを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、
プロファイルとストレージロケーション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。
管理サーバーに割り当てられた Desktop Agent ユーザーを別の管理サーバーに
再割り当てするときに、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
プファイルは移動しません。元のファイルサーバーに残ります。

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> ]

メモ プロファイル名、ストレージロケーション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
表 4-4

-ChangeServer コマンドオプション

オプション

説明

-A

すべてのユーザーを切り替えます ( デフォルト )。

-F < ファイルサーバー >

指定されたファイルサーバー上のストレージロケーショ
ンを持つユーザーを切り替えます。

-M <DLO Administration
Server>

新しい DLO 管理サーバーの名前です。

-P < プロファイル名 >

プロファイル名に基づいてユーザーを切り替えます。

-PI < プロファイル ID>

プロファイル ID に基づいてユーザーを切り替えます。

-S <SL 名 >

ストレージロケーション名に基づいてユーザーを切り替
えます。

-SI <SL ID>

ストレージロケーション ID に基づいてユーザーを切り
替えます。
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表 4-4

-ChangeServer コマンドオプション

オプション

説明

-SP <SL パス >

ストレージロケーションのパスに基づいてユーザーを切
り替えます。

-U < ユーザー >

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復元できない暗号化データを識別できます。

構文 :
DLOCommandu -KeyTest

コマンドオプション
次のオプションは単独または組み合わせて使うことができます。
表 4-5

-KeyTest コマンドオプション

オプション

説明

-f

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。

-quar

復元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
在の暗号化キーで復元できないデータは、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
ダに隔離されます。このオプションを指定しない場合にはデー
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。
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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、復元できないデータを確
認する。

DLOCommandu -keytest

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、復元できないデー
タを識別する。復元できないデータは隔
離する。

DLOCommandu -keytest -f -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
ルを一覧表示できます。

構文 :
DLOCommandu -ListProfile [-A | -P ]
メモ プロファイル名、ストレージロケーション名、ユーザー名には、ワイルド
カード (*) を使えます。
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
表 4-6

-ListProfile コマンドオプション

オプション

説明

-A

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 )。

-P < プロファイル名 >

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 のストレージロケーションを一覧表示で
きます。

構文 :
DLOCommandu -listsl [-A | -F | -S ]
メモ プロファイル名、ストレージロケーション名、ユーザー名には、ワイルド
カード (*) を使えます。
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
表 4-7

-ListSL コマンドオプション

オプション

説明

-A

すべてのストレージロケーションを一覧表示します
( デフォルト )。

-F < ファイルサーバー >

指定されたサーバーのストレージロケーションを一覧
表示します。

-S <SL 名 >

指定されたストレージロケーションのみを一覧表示し
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、DLO ストレージロケーション
名、DLO ストレージロケーション ID、ユーザー名に基づいて一覧表示できます。

構文 :
DLOCommandu -listuser [-A | -F | -P | -PI | -S | -SI | -U]
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メモ プロファイル名、ストレージロケーション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
表 4-8

-ListUser コマンドオプション

オプション

説明

-A

すべてのユーザーの設定を一覧表示します ( デフォ
ルト )。

-F < ファイルサーバー >

指定されたファイルサーバー上のストレージロケー
ションを持つユーザーの設定を一覧表示します。

-P < プロファイル名 >

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。

-PI < プロファイル ID>

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。

-S <SL 名 >

ストレージロケーション名に基づいてユーザーの設定
を一覧表示します。

-SI <SL ID>

ストレージロケーション ID に基づいてユーザーの設
定を一覧表示します。

-U < ユーザー >

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
DLOCommandu
DLOCommandu
DLOCommandu

-listuser
-listuser
-listuser
-listuser

-A
-P yourprofile
-U mmouse
-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
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は、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パスは
次のとおりです。
C:¥Program Files¥VERITAS¥NetBackup DLO¥Logs

構文 :
-LogFile <path¥file>
メモ プロファイル名、ストレージロケーション名、ユーザー名には、ワイルド
カード (*) を使えます。
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
表 4-9

-LogFile コマンドオプション

オプション

説明

< パス >

新しい LogFile のパスを指定します。

< ファイル >

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 の更新内容を一覧表示、追加、
削除、公開できます。Desktop Agent ソフトウェアの更新について詳しくは、
52 ページの「Symantec DLO の更新」を参照してください。

構文 :
DLOCommandu -update [-list | -add | -remove | -publish]

DLO コマンドラインインターフェース管理ツール 233
コマンドの詳細

サブコマンド :
次のサブコマンドを使うと、更新内容を一覧表示、追加、削除、公開できます。各コ
マンドで利用できるオプションの説明については、233 ページの「コマンドオプショ
ン」を参照してください。
表 4-10

-Update サブコマンド
サブコマンド

説明

-List [-A|-UI <update ID>]

以前に使用された更新の設定を一覧表示し
ます。

-Add -F < ファイル名 >

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。

-Remove [-UI <update ID>|-A]

ファイルを更新リストから削除します。

-Publish [-R] -UI <update ID> [-P
<profile name>|-PI <profile ID>|-U
<user>]

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

コマンドオプション
表 4-11

-Update コマンドとサブコマンドのオプション

オプション

説明

-A

すべてを更新します。

-F < ファイル名 >

更新レコードを含むテキストファイルを指定します。

-U < ユーザー名 >

完全修飾されたユーザー名を指定します ( 例 :
Enterprise¥JFord）。

-P < プロファイル名 >

プロファイル名を指定します。

-PI < プロファイル ID>

プロファイルレコード ID を指定します。

-R

公開しないことを指定します。

-UI < 更新 ID>

更新レコード ID を指定します。
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メモ プロファイル名、DLO ストレージロケーション名、ユーザー名にはワイル
ドカード (*) を使えます。
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には、次のコマンドを実行します。
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には、次のコマンドを実行します。
DLOCommandu -update -list -UI <updateID>

◆

更新リストにファイルを追加し、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
DLOCommandu -update -publish -R -UI 33
削除する方法
DLOCommandu -update -remove -UI 3
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-EmergencyRestore コマンド
-Emergency Restore コマンドを実行すると、DLO 管理者のリカバリパス
ワードを使って、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
データを復元できます。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復元されますが、暗号化さ
れなくなります。詳しくは、34 ページの「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
表 4-12

-EmergencyRestore コマンドオプション

オプション

説明

<usersharepath>

ユーザー共有ディレクトリへのフルパスを指定します。

-W <recovery password>

リカバリパスワードを指定します。

-AP <destination path>

復元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できま
す。リカバリパスワードを使うと、DLO データベースが破損した場合に失われ
た暗号化データを取得できます。-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。
設定後の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ツール
を使って一度だけ変更できます。
詳しくは、34 ページの「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>

-NotifyClients コマンド
-NotifyClients コマンドは、Desktop Agent 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
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-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、削除できます。

非アクティブ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

特定の非アクティブ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 と -M が名前によりユーザーとコンピュータを削除するのに対し、-UI と
-MI は ID によりユーザーとコンピュータを削除します。

指定した日数の間非アクティブだったすべてのアカウントを削除する方法
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い
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。

構文 :
DLOCommandu -RenameDomain <OldDomainName> <NewDomainName>

-RenameMS コマンド
-RenameMS コマンドは、管理サーバーの名前が変更された場合に使います。
-RenameMS コマンドを実行すると、インストール共有、DLO ストレージロケーショ
ンのパス、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。
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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
ユーザーに制限できます。

構文 :
DLOCommandu -LimitAdminTo -NAU <domain¥NewAdminName>
DLOCommandu -LimitAdminTo -NAU <domain¥NewAdminGroup>

コマンドオプション
表 4-13

-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、別の管理サーバーにインポートできます。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。
メモ 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には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。
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◆

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。

◆

プロファイルに加えて DLO 管理者アカウント管理のコンソール設定をインポー
トするには、次のように IPRGCS オプションを使います。
DLOCommandu -C < server name> -IOProfile -DBF <export file
name> -IPRGCS

◆

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には、次のように
IPRGS オプションを使います。
DLOCommandu -C < server name> -IOProfile -DBF <export file
name> -IPRGS

-Report コマンド
このコマンドを実行すると、事前に定義された DLO レポートのいずれかが生成、保
存されます。レポートを生成するには、レポートに関連づけられた .rdl ファイルの名
前を指定する必要があります。
利用可能なレポートとその関連 .rdl ファイル名のリストを表示するには、239 ページ
の「-ListReport コマンド」を使うか、または DLO コンソール UI から［レポー
ト］> 「レポート名」>［プロパティ］を選択して利用できるファイル名を使います。
ファイル条件とレポートの保存場所の出力パスは省略可能です。
レポートの形式も省略可能です。デフォルトでは、レポートは PDF 形式で生成、保
存されます。DLO グローバル設定のデフォルトのレポート形式は、次のコマンドで
は使えません。

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
表 4-14

-Report コマンドオプション

オプション

説明

-RDL <RDL ファイル名 >

必須レポートに関連づけられた .rdl ファイルの名前で
す。レポートのテンプレートは、レポート定義言語
(RDL) に用意されています。
RDL ファイル名が必要です。

-O < 出力パス >

生成したレポートの保存先パスです。
パスの指定を省略した場合には、レポートは現在のディ
レクトリに保存されます。

-FC < コンピュータ名 >

コンピュータ名を指定するフィルタを設定します。

-FU < ユーザー名 >

ユーザー名を指定するフィルタを設定します。

-FD < 日数 >

日数を指定するフィルタを設定します。

-T <PDF、HTML、XML ま
たは XLS>

レポートの形式です。
レポート形式の指定を省略した場合は、PDF が使われ
ます。

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を実行すると、過去 3 日間の MyDesktop というコン
ピュータのアクティブアラートのレポートが生成され、C:¥DLOReports フォ
ルダに保存されます。
一意のレポート識別のため、生成されたレポートには、タイムスタンプが付加さ
れた .rdl ファイル名が指定されます。タイムスタンプには、年、月、日、時、
分が含まれます。
この例で、コマンドを 2012 年 5 月 25 日の午前 10 時 28 分に実行すると、
DLOactiveevents_en_201225051028.pdf という名前のレポートファイル
が C:¥DLOReports フォルダに生成されます。

-ListReport コマンド
このコマンドを実行すると、DLO で利用可能なすべてのレポートと、対応する
RDL ファイルの名前が一覧表示されます。このコマンドには、オプションはあ
りません。
このコマンドを使って、238 ページの「-Report コマンド」に入力する RDL
ファイル名を決定します。
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構文 :
DLOCommandu -ListReport

-MigrateDomain コマンド
このコマンドを使って古いドメインから信頼できる新しいドメインにユーザーを移行
します。

構文 :
DLOCommandu -MigrateDomain -OD <OldDomainName> -ND <NewDomainName> -U
<UserName>

コマンドオプション
表 4-15

-MigrateDomain コマンドオプション

オプション

説明

-OD

古いドメインの名前です。

-ND

新しいドメインの名前です。

-U

ユーザーの名前（ワイルドカードの有無は問わない）
です。

-ChangeProfile コマンド
このコマンドは、ユーザーに割り当てられたプロファイルを変更するときに使いま
す。複数のユーザーに同じプロファイルが割り当てられている可能性があります。

構文 :
DLOCommandu -ChangeProfile -NP|-NPI [-A|-F|-P|-PI|-S |-SI|-U]|-UF

メモ プロファイル名、ストレージロケーション名、ユーザー名にはワイルドカード
(*) を使えます。
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
表 4-16

Change Profile コマンドオプション

オプション

説明

-NI < 新規 SL ID>

新しいストレージロケーション ID

-NPI < 新規 SL
パス >

新しいネットワークユーザーデータフォルダへの完全修飾 UNC
パス

-A

すべてのユーザーを移行

-F < ファイルサー
バー >

指定されたファイルサーバー上のストレージロケーションを持つ
ユーザーを移行

-P < プロファイ
ル名 >

指定されたプロファイルを持つユーザーを移行

-PI < プロファイ
ル ID>

指定されたプロファイル ID を持つユーザーを移行

-S <SL 名 >

指定されたストレージロケーションを持つユーザーを移行

-SI <SL ID>

指定されたストレージロケーション ID を持つユーザーを移行

-U < ユーザー >

指定されたユーザーを移行

-UF < テキストファ
イル名 >

指定されたテキストファイルに一覧表示されたユーザーを移行
メモ このコマンドを実行する場合は、テキストファイルを
C:¥Program Files¥Symantec¥Symantec DLO に保存してく
ださい。

例:
DLOCommandu -ChangeProfile -NP newprof -A

-MigrateUserSL コマンド
このコマンドを実行すると、ストレージロケーションにある既存の DLO ユーザーの
NUDF が別の場所に移行されます。ユーザーはデータとともに新しいストレージロ
ケーションに移動します。ストレージロケーションは、CIFS ベースのネットワーク
ユーザーデータフォルダにしてください。CIFS ベースのネットワークユーザーデー
タフォルダは、Windows サーバーや CIFS をサポートする認定済み NAS デバイスに
作成できます。
移行中のユーザーは、移行が完了したことがクライアントコンピュータに通知される
まで無効になります。移行に成功すると DLO クライアントは自動的に再起動し、
ユーザーは有効になりユーザーのプロファイルは新しいストレージロケーションを参
照するように更新されます。ユーザーのデータは古いストレージロケーションから削
除されません。データは手動で削除する必要があります。
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また、このコマンドを実行すると移行の進行状況が監視、レポートされます（移行状
態のレポート）。操作の更新や進行状況がログファイルに記録され、コマンドウィン
ドウにも進行状況が表示されます。
新しいストレージロケーションへのユーザーの NUDF の移行は、次のユーザー状態
で示されます。
データの移行が進行
中です

このメッセージは、新しいストレージロケーションにユーザーの
NUDF を移行しているときのユーザーの状態を示します。
移行プロセスが中断される場合にはユーザーの状態は進行中のデー
タ移行のままです。
243 ページの「移行処理が失敗したり中断した場合に発生する事
項」を参照してください。移行に成功すると、ユーザーは有効にな
りユーザーのプロファイルは新しいストレージロケーションを参照
するように更新されます。ユーザーのデータは古いストレージロ
ケーションから削除されません。データは手動で削除する必要があ
ります。

Desktop Agent ユーザーは、次のフィルタオプションに基づいて新しいネットワーク
ストレージロケーションに移行できます。
■

ユーザーアカウント名

■

プロファイル名

■

プロファイル ID

■

ストレージロケーション

■

ストレージロケーション ID

■

ファイルサーバー名

ユーザーに、新しいネットワークストレージロケーション（-NI オプションや -NP オ
プション）と 8 個のフィルタオプションのいずれかを指定する必要があります。

構文 :
DLOCommandu -MigrateUserSL [-NI <new SL id>|-NP <new SL path>] [-A|-F
<file server>|-P <profile name>|-PI <profile id>|-S <SL name>|-SI <SL
id>|-U <user>|-UF <text file path>]

メモ プロファイル名、ストレージロケーション名、ユーザー名にはワイルド
カード (*) を使えます。
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。
すべてのストレージロケーションが含まれるリストを取得するには、-ListSL コ
マンドを使います。
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コマンドオプション
表 4-17

Migrate USer SL コマンドオプション

オプション

説明

-NI < 新規 SL ID>

割り当てる新しいプロファイル

-NP < 新規 SL パス > 割り当てる新しいプロファイル（ID 別）
-A

すべてのユーザー

-F < ファイルサー
バー >

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を持つ
ユーザー

-P < プロファイ
ル名 >

指定されたプロファイルを持つユーザー

-PI < プロファ
イル ID>

指定されたプロファイル ID を持つユーザー

-S <SL 名 >

指定されたストレージロケーションを持つユーザー

-SI <SL ID>

指定されたストレージロケーションを持つユーザー

-U < ユーザー >

指定されたユーザーアカウントのみ

例:
次の例はコマンドオプションを使う方法を示しています。
DLOCommandu -MigrateUserSL -NI DLO_SL02 -A
DLOCommandu -MigrateUserSL -NI DLO_SL03 -U SUS¥mmouse

移行状態のレポートについて
移行操作それぞれに状態のレポートが生成されます。このレポートのデフォルトの場
所は C:¥Program Files¥Symantec¥Symantec DLO¥Logs です。レポートファイ
ルの名前は DLOSLMigrationReport.log です。
移行処理が失敗したり中断した場合に発生する事項
移行処理が失敗したり中断してもデータは失われません。元のストレージロケーショ
ンには、すべてのデータが残ります。
移行処理が失敗したり中断する場合に考えらえるシナリオを次に示します。
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ケース 1
移行元と移行先の管理サーバーのデータサイズが一致しないなどの問題が原因で
移行処理に失敗する。
ネットワークの切断などの問題が原因で移行処理に失敗した場合には、移行された一
部のファイルは新しいストレージロケーションから削除されます。新しいバックアッ
プは元のストレージロケーションに保存されます。すべてのデータを再度コピーする
必要があります。
NUDF を別のストレージロケーションに移行するには、再び移行手順に従う必要があ
ります。

ケース 2
移行処理が特別に中断された場合
強制終了のコマンドやシステムのシャットダウンで移行プロセスを中断した場合に
は、ユーザーの状態は進行中のデータ移行と表示されます。また、コンピュータの
ユーザーの状態は無効です。移行された一部のファイルは新しいストレージロケー
ションに残ります。
この場合は、ユーザーと各コンピュータを DLO 管理コンソールを使って有効にする
必要があります。また、移行された一部のファイルは新しいストレージロケーション
から削除してください。
NUDF を別のストレージロケーションに移行するには、再び移行手順に従う必要があ
ります。

-MigrateUser コマンド
このコマンドを実行すると、管理サーバーの 1 人または複数のユーザーが別の管理
サーバーに移行されます。ユーザーのデータは移行先管理サーバーからアクセスでき
るようになります。バックアップ選択やポリシーなど、ユーザー固有のすべての設定
がユーザーとともに移行されます。
このコマンドを実行すると移行の進行状況も監視、レポートされます（ユーザー移行
状態のレポート）。このコマンドを使うと、操作の更新と進行がログファイルに記録
されます。
移行したユーザーは、移行の完了がクライアントコンピュータに通知されるまで無効
のままです。移行が成功すると、DLO クライアントが自動的に再起動し、新しい管
理サーバーに接続されます。
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次に、ユーザー移行状態のメッセージを示します。
ユーザーが移行され
ました

ユーザーが正常に移行されると、移行元管理サーバーに示される
ユーザーの状態。

ユーザーの移行が進
行中です

ユーザーの移行中に、移行元管理サーバーに示されるユーザーの
状態。
移行処理が中断すると、ユーザーの状態はユーザーを移行中と表
示されます。

管理サーバー間でユーザーを移行する場合の前提条件
管理サーバー全体のユーザーを移行するには、次の前提条件を満たす必要があります。
ドメイン

移行元と移行先の管理サーバーが同じドメインまたは信頼できる
ドメインに存在する必要があります。

管理者権限

移行元管理サーバーの管理者は移行先管理サーバーの管理権限を
所有している必要があります。

DLO バージョン

移行元と移行先の管理サーバーの DLO バージョンとパッチレベ
ルが同じである必要があります。

共有クライアント

移行するユーザーは他のユーザーとクライアントコンピュータを
共有しないでください。

ストレージロケー
ション

移行先管理サーバーに、移行元管理サーバーにあるストレージロ
ケーションと同じストレージロケーションを設定します。
移行先管理サーバーのストレージロケーションの名前は移行元管
理サーバーのストレージロケーションの名前とまったく同じであ
る必要があります。

プロファイル

移行先管理サーバーに、移行元管理サーバーにあるプロファイル
と同じプロファイルを作成します。このプロファイルは、移行す
るユーザーに使われます。プロファイルは、移行先管理サーバー
に -IOProfile コマンドを使って移行できます。詳しくは、
237 ページの「-IOProfile コマンド」を参照してください。

Dedupe サーバー

移行元と移行先の Dedupe サーバーが同じドメインまたは信頼で
きるドメインに存在する必要があります。

重複排除ストレージ
プール

移行先管理サーバーに、移行元管理サーバーにある重複排除スト
レージプールと同じ重複排除ストレージプールを設定します。
移行先管理サーバーの重複排除ストレージプールの名前は移行元
管理サーバーの重複排除ストレージプールの名前とまったく同じ
である必要があります。
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ドメイン

移行元と移行先の管理サーバーが同じドメインまたは信頼できる
ドメインに存在する必要があります。

重複排除ストレージ
ロケーション

移行先管理サーバーに、移行元管理サーバーにある重複排除スト
レージロケーションと同じ重複排除ストレージロケーションを設
定します。
移行先管理サーバーの重複排除ストレージロケーションの名前は
移行元管理サーバーの重複排除ストレージロケーションの名前と
まったく同じである必要があります。

管理サーバー全体のユーザーの移行
移行処理を開始する前に、245 ページの「管理サーバー間でユーザーを移行する場合
の前提条件」を確認してください。
管理サーバー全体のユーザーを移行する方法
1

移行先管理サーバーに、移行元管理サーバーにあるストレージロケーションと同
じストレージロケーションを設定します。このストレージロケーションの名前
は、移行元管理サーバーのストレージロケーションの名前とまったく同じである
必要があります。たとえば、ソース管理サーバー上のストレージロケーション名
は、storage1 です。移行先サーバーにも storage1 という名前のストレージロ
ケーションを作成する必要があります。

2

移行先管理サーバーに、ユーザーの同一のプロファイルを作成します。プロファ
イルは、-IOProfile コマンドを使って移行先サーバーに移行できます。プロ
ファイルの名前は、移行元サーバーと移行先サーバーの両方でまったく同じであ
る必要があります。詳しくは、237 ページの「-IOProfile コマンド」を参照して
ください。

3

移行元管理サーバーで、次のコマンドを入力します。
DLOCommandu -MigrateUser [-A|-F <file server>|-P <profile
name>|-PI <profile id>|-S <SL name>|-SI <SL id>|-U <user>|-UF
<text file path>]
メモ プロファイル名、ストレージロケーション名、ユーザー名にはワイル
ドカード (*) を使えます。
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。
すべてのストレージロケーションが含まれるリストを取得するには、
-ListSL コマンドを使います。
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コマンドオプション
Migrate User コマンドオプション
オプション

説明

-M < メディアサー
バー >

新しいメディアサーバーの名前

-A

すべてのユーザーを移行

-F < ファイルサー
バー >

指定されたファイルサーバー上のストレージロケーションを持つ
ユーザーを移行

-P < プロファイ
ル名 >

指定されたプロファイルを持つユーザーを移行

-PI < プロファ
イル ID>

指定されたプロファイル ID を持つユーザーを移行

-S <SL 名 >

指定されたストレージロケーションを持つユーザーを移行

-SI <SL ID>

指定されたストレージロケーション ID を持つユーザーを移行

-U < ユーザー >

指定されたユーザーのみを移行

-UF < テキストファ
イルパス >

指定されたテキストファイルに一覧表示されたユーザーを移行

移行先データベースの任意のパラメータ
オプション

説明

-DB server <DB サー デフォルト : メディアサーバーと同様
バー >
-DBInstance <DB イ
ンスタンス >

デフォルト : DLO

-DBName <DB 名 >

デフォルト : DLO

-DBDataFile <DB
データファイル >

デフォルト : DLO.mdf

-DBLogFile <Db ログ デフォルト : DLO_log.mdf
ファイル >

メモ -DBInstance オプションに空白のインスタンスを指定する場合は「“”」を
指定します。
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次に、このコマンドを使った例を示します。
DLOCommandu -MigrateUser -M MARY.CAF.dlo.com -P Profile1
DLOCommandu -MigrateUser -M MARY.CAF.dlo.com -U CAF¥ummouse
移行に成功すると、移行元管理サーバーのユーザーの状態が移行済みユーザーに変更
されます。このユーザーを管理コンソールから削除します。

ユーザー移行状態のレポート
移行操作それぞれに状態のレポートが生成されます。このレポートのデフォルトの場
所は C:¥Program Files¥Symantec¥Symantec DLO¥Logs です。レポートファイ
ルの名前は DLOUserMigrationReport.log です。

移行処理中のトラブルシューティング
移行処理が中断した場合に発生する事項
さまざまな問題が原因で移行処理が失敗する場合があります。

ケース 1
ネットワークの切断などの問題が原因で移行処理に失敗する。
複数のユーザーの移行処理を行う場合は、一度に 1 人のユーザーのみを移行します。
次の問題が原因で移行処理に失敗する場合はロールバック処理が起きます。
■

ネットワークの切断

■

移行時に複数のユーザーがクライアントコンピュータを共有している

このような場合には次のことが発生します。
■

移行されたユーザーには影響しません。ユーザーは移行先管理サーバーに正常に
移行されます。これらのユーザーの状態は、移行元管理サーバーに移行済みユー
ザーと表示されます。

■

移行されていないユーザーは、移行元管理サーバーに残ります。これらのユー
ザーを新しい管理サーバーに移行するには、前のセクションの移行手順を参照し
てください。

■

移行処理の途中だったユーザーは影響を受けます。ロールバック操作を行って移
行元管理サーバーのこのユーザーを以前の状態にロールバックします（有効化 /
無効化）。ユーザープロファイルは移行元管理サーバーのみを参照します。

再び移行手順に従い、このユーザーを新しい管理サーバーに移行する必要があります。
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ケース 2
移行処理が次の理由で中断される。
複数のユーザーの移行処理を行う場合は、一度に 1 人のユーザーのみを移行します。
強制終了のコマンドやシステムのシャットダウンで移行プロセスを中断した場合に
は、次のことが発生します。
■

移行されたユーザーには影響しません。ユーザーは移行先管理サーバーに正常に
移行されます。

■

移行されなかったユーザーは、移行元管理サーバーに残ります。これらのユー
ザーを新しい管理サーバーに移行するには、移行手順を参照してください。

移行途中のユーザーは影響を受けます。このユーザーの状態は移行元管理サーバーに
ユーザーを移行中と表示されます。コンピュータとそのコンピュータのユーザーは無
効です。DLO 管理コンソールを使って、ユーザーとそのユーザーの各コンピュータ
を移行元管理サーバーで有効にする必要があります。次に、移行手順に従ってユー
ザーを移行します。

-ListMachines コマンド
このコマンドを実行すると、DLO 管理コンソールに接続されたすべての DLO Agent
コンピュータが一覧表示されます。
構文 :
DLOCommandu -ListMachines |-v | -v <product version>
パラメータを指定しないと、デフォルトでは現在の DLO 管理
コンソールに接続されたすべてのコンピュータがコマンドプロンプトに表示されます。
ファイルにリストを保存するには、コマンドを実行するときにファイル名を指定し
ます。
DLOCommandu -ListMachines <file path>
例

DLOCommandu -ListMachines > C:¥MachineList.txt

任意のパラメータ
オプション

説明

-V

すべてのコンピュータを製品バージョンとともに表示

-V <product
version>

指定した製品バージョンのコンピュータを表示
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-DeletePendingUser コマンド
-DeletePendingUser コマンドを実行すると、削除保留中状態のユーザーのみが削
除されます。このコマンドは、ユーザーの NUDF データは削除しません。
構文
DLOCommandu -DeletePendingUSer [-U]
メモ ユーザー名にワイルドカード「*」を使えます。ユーザー名に空白またはコ
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

DLOCommandu -DeletePendingUser -U user 1

任意のパラメータ
オプション

説明

-U

保留中状態のユーザーを削除

DLO コマンドラインインターフェースデータベース
とライセンスのツール
DLO では、設定とメンテナンス処理が可能なコマンドラインシステムツールを多数
用意しています。
DLO コマンドラインインターフェースデータベースとライセンスツールコマンドは、
インストールディレクトリから DLODBUtils コマンドで実行します。

コマンドラインオプション
コマンドラインオプションを使うと、コマンドラインツールでメンテナンスや管理機
能を実行するときに特定のパラメータを設定できます。

サーバー
-server <computername>
このコマンドを使って、DLO コマンドライン機能を実行するコンピュータを指定し
ます。リモートでこの機能を実行するには、指定したコンピュータの十分な権限を所
有している必要があります。
例

DLODBUtils -server server1 -backup
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Verbose
-verbose
このコマンドで詳細モードをオンにし、DLO コマンドライン操作を実行するときに
詳細を表示します。
例

DLODBUtils -verbose -backup

DLO データベースのメンテナンス
次のコマンドで、データベースメンテナンス機能を実行します。250 ページの「コマ
ンドラインオプション」で説明したオプションを次のコマンドとともに使います。

データベースの確認
-check
このコマンドを実行して、DLO データベースの一貫性をチェックします。一貫性に
エラーがある場合にはデータベースの修復コマンドを実行してください。252 ページ
の「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>
このコマンドを実行すると、指定したディレクトリに DLO データベースをバック
アップできます。
例

DLODBUtils -backup -dir "c:¥backups¥DLODatabase"

IDR
このコマンドを実行すると、DLO Intelligent Disaster Recovery (IDR) MSDE データ
ベースファイルがコピー、修復されます。
-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

-idr
保存されている MSDE データベースファイルを -setupidr コマンドで復元しま
す。変更を有効にするには、このコマンドを実行した後にコンピュータを再起動
する必要があります。
例

DLODBUtils -idr
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データベースの復元
-restore -databasefile
このコマンドを実行して、特定のバックアップファイルからデータベースを復元し
ます。
例

DLODBUtils -restore -databasefile
"c:¥backup¥DLO.bak"

メモ -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。

定期メンテナンス
次のコマンドを使って定期的にメンテナンスを実行します。250 ページの「コマンド
ラインオプション」で説明したオプションを次のコマンドとともに使います。

データベースの圧縮
-compact
データベースの未使用スペースを削除してデータベースを圧縮します。
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 データベースの修復
例

DLODBUtils -repair

アラートのグルーミング
-groomalerts days
指定した日数を経過したアラートを削除します。
例

DLODBUtils -groomalerts 5
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データベースの管理
データベースの添付
接続コマンドを使って、DLO データベースをデータベースエンジンで使えるように
します。
メモ -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。このコマンドを実行するには DLO Administration Service を停止
します。コマンドを実行したらサービスを再起動します。
-attach -datafile <database file name> -logfile <database log file name>
例

DLODBUtils -attach -datafile "c:¥backup¥DLO.mdf"
-logfile "c:¥backup¥DLO.ldf"

データベースの切断
メモ -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。このコマンドを実行するには DLO Administration Service を停止
します。コマンドを実行したらサービスを再起動します。
このコマンドを使ってデータベースを切断します。
例

DLODBUtils -detach

ライセンスの管理
このコマンドラインツールを使うと、コマンドラインからライセンスを管理できます。

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>

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>
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DLO ログ記録コマンドラインインターフェースツール
DLO では、さまざまなログ記録レベルですべての DLO バイナリをログ記録できるコ
マンドラインツールを利用できます。
この DLOLoggingu コマンドはインストールディレクトリから実行します。
C:¥Program Files¥Symantec¥Symantec DLO¥DLOLoggingu.exe

構文
DLOLoggingu -E <DLO component Executable name> [Options [-L |
-LS]]
メモ 分散 DLO 環境では、DLO ログ記録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コンピュータそれぞれに配備されます。

表 4-18

DLO ログ記録オプション

オプション

説明

-E

このオプションを使って DLO コンポーネントの実行可能ファイル名を指定
し、ログ記録を有効にします。
例 : DLO コンソールコンポーネントのログ記録を有効にするには、-E オプ
ションのパラメータに DLOConsoleu.exe と指定します。
DLOLoggingu -E "DLOConsoleu.exe"
DLO コンポーネントの実行可能ファイル名は必ず指定します。指定しない
と、コマンドの実行が開始されません。

-L

このオプションを使って、ログ記録を有効にするログ記録レベルを指定し
ます。-L オプションとともに次のパラメータのいずれかを指定します。
■

詳細 (V): このレベルでは、すべてのエラー、警告、追跡、関数の入口 /
出口の追跡が出力されます。

■

一般 (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
出力されます。

■

無効 (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出
力されます。コマンドラインでログ記録を指定しなければ、この値が
デフォルトで設定されます。

このオプションのパラメータの指定を省略した場合は、ログ記録レベルは
デフォルトで無効の「D」に設定されます。
例 : DLOLoggingu -E "DLOConsoleu.exe"
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オプション

説明

-LS

このオプションを選択すると、ログファイルのサイズを指定できます。
メモ このオプションで指定する値は、ログ記録を有効にするすべての DLO
コンポーネントで共通の値になります。この値は個々の DLO コンポーネン
トのログサイズを設定するわけではありません。
このユーティリティを初めて実行したときにログサイズが指定されていな
い場合には、ログサイズはデフォルトの 10 MB とみなされます。
例 : DLOLoggingu -E "DLOAdminsvcu.exe" -L "V"
ログサイズを設定すると、このオプションで再びログサイズを明示的に変
更しない限りこの値は変わりません。

メモ 変更を有効にするには、DLOloggingu コマンドを実行した後で再起動し、
ログ記録を有効にする DLO コンソール、DLO クライアント、DLO サービスを再
開します。

例
DLO Administration Service の詳細なログ記録を有効にするには、次のコマンドを実
行します。
DLOLoggingu -E "DLOAdminsvcu.exe" -L "V" -LS "20"
このコマンドを実行したら、変更を反映するために DLO 管理サービスを再起動して
ください。
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Symantec DLO Log Gather ツール
Symantec DLO Log Gather ツールを使って、さまざまな製品のインストールパス、
ログパス、レジストリエクスポート、オペレーティングシステムや、インストールし
たアプリケーションからログを収集できます。
メモ DLOGatherU.exe で、Symantec DLO 7.0 以降の製品ログを収集します。

メモ データベースのバックアップを収集する DLODBUtils.exe や、ユーザー、
プロファイル、コンピュータの情報を収集する DLOCommandu.exe も使います。
そのため、DLO がインストールされているコンピュータが 32 ビットまたは
64 ビットのどちらであるかを確認し、そのコンピュータに適切なバージョンの
ツールを実行してください。

ログを収集する方法
1

次のパスに移動します。
C:¥Program Files¥Symantec¥Symantec DLO

2

DLOGatherU.exe ツールをダブルクリックします。

3

必要なログの収集に適したチェックボックスにチェックマークを付けます。

4

■

DLO インストールログ

■

DLO アプリケーションログ

■

オペレーティングシステムログ

■

DLO データベース

■

Dedupe ログ

ディレクトリのパスを入力するか、または［参照］をクリックして収集したログ
を保存する出力ディレクトリを選択します。

5 ［収集する追加ファイル］フィールドにファイル名を入力するか、または［参照］
をクリックして収集するその他のファイルを選択します。
6 ［ファイルの追加］をクリックします。
7

選択したログの収集を開始するには、［収集］をクリックします。

処理が完了すると、選択した出力ディレクトリに次の形式でファイルが作成されま
す。IncidentNumber_MachineName_CurrentTime.cab

DLO コマンドラインインターフェース管理ツール 257
ガーベジコレクションユーティリティ

トラブルシューティング
Windows 2003 サーバーを使っている場合に installed_apps.txt ファイルに保存
されるインストール済みアプリケーションのオペレーティングシステムログが空にな
ります。
解決策
Windows 2003 サーバーに WMI Windows インストーラプロバイダをインストールす
る必要があります。
1

Windows の［コントロールパネル］で、［プログラムの追加と削除］を選択し
ます。

2 ［Windows コンポーネントの追加と削除］を選択します。
3 ［Windows コンポーネント］ウィザードで、
［管理とモニタツール］、
［詳細］の
順に選択します。
4 ［管理とモニタツール］ダイアログボックスで、［WMI Windows インストーラプ
ロバイダ］を選択します。
5 ［OK］をクリックします。
6 ［次へ］をクリックします。
7

ウィザードに表示される指示に従います。

ガーベジコレクションユーティリティ
ガーベジコレクション (GC) は、Dedupe サーバーコンピュータでスケジュール設定す
る必要がある管理ジョブです。GC では、参照されていないデータが使っている重複
排除ストレージロケーションのストレージ領域を再利用します。
これは、コマンドで指定された最大期間に実行する期限付き処理です。
メモ ガーベジコレクションを行っている間は、Dedupe サーバーは自動的にメン
テナンスモードに切り替わり、バックアップや復元の処理は行えません。
ガーベジコレクションツールは、指定された期間内にできるだけ多くのストレージ領
域を収集し、期限がくると終了します。指定した期間内にジョブが完了していない場
合には、前回実行を停止したところからジョブを続けます。
ガーベジコレクション処理が指定した期間より早く完了した場合にはすぐにツールは
終了し、Dedupe サーバーでバックアップや復元の処理が再開されます。
管理者は、Windows Task Scheduler を使ってガーベジコレクションの定時スケ
ジュールを設定できます。
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ガーベジコレクションユーティリティを実行する方法
1

コマンドプロンプトを開きます。

2

DLO インストールディレクトリに移動します。
C:¥Program Files¥Symantec¥Symantec DLO

3

DDGC.exe ユーティリティを実行します。
例:
DDGC.exe < サーバー名とポート番号 >|< メンテナンス時間 >
サーバー名とポート番号 : サーバー名とポート番号を次の形式で入力します。
<https://>< サーバー名 >:< ポート番号 >
メンテナンス時間: サーバーをメンテナンスモードにする最大期間を入力します。
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Desktop Agent の管理
このセクションの内容は次のとおりです。
■

259 ページの「Desktop Agent について」

■

260 ページの「Desktop Agent の機能とメリット」

■

260 ページの「Desktop Agent のシステムの必要条件」

■

261 ページの「Desktop Agent のインストール」

■

262 ページの「Desktop Agent の設定」

■

267 ページの「Desktop Agent コンソールについて」

■

270 ページの「Desktop Agent によるデータのバックアップの作成」

■

285 ページの「Desktop Agent 設定の変更」

■

295 ページの「デスクトップユーザーデータの同期」

■

306 ページの「Desktop Agent を使用したファイルの復元」

■

311 ページの「Desktop Agent でのジョブ履歴の監視」

Desktop Agent について
Desktop Agent は、Symantec DLO 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およびネットワーク上のストレージロケーションにバックアップ
することによって、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（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は、ファ
イルの復元、複数のデスクトップ間でのファイルの同期、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。
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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 : デスクトップ上の選択されたファイルがデスクトップのローカル
ドライブとネットワーク上のユーザーデータフォルダに自動的にコピーされま
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。

■

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を使用すること
によって、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
クセスできます。ファイルの 1 つ以上のリビジョンをデスクトップのユーザー
データフォルダに保存していると、デスクトップがオフラインであっても、以前
のファイルのリビジョンを復元することもできます。

■

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が同期するように設定できます。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にコピーされ、さらに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。
表 5-1

システムの最小必要条件

項目

説明

オペレーティング
システム

■

Microsoft Windows XP 32 ビット、サービスパック 3

■

Microsoft Windows XP 64 ビット、サービスパック 2

■

Microsoft Windows Vista（32 ビットおよび 64 ビット）
サービスパック 2
Microsoft Windows 7（32 ビットおよび 64 ビット）
Microsoft Windows 8 Desktop

■
■

CPU

1.5 GHz 32/64 ビット

プロセッサ

Pentium、Xeon、AMD、またはこれらと互換性のある種類

メモリ

必須 : 1 GB MB RAM
推奨 : 2 GB（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）

ディスクの空き領域

100 MB のハードディスク空き領域
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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は、ログオンアカウントに関連付けられている DLO バック
アップファイルにのみアクセスできます。
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、
http://www.microsoft.com/ja-jp/default.aspx を参照してください。
メモ Desktop Agent をインストールする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。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、同じ管理者ログインを再度使用して、インストールが正常に完了し
たことを確認する必要があります。

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

ライセンス契約に目を通し、同意する場合は［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上の場
所を変更するには、［変更］をクリックして別の場所を入力し、［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場合は、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。
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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
以下のトピックは、Desktop Agent を設定する際の参考情報として役立ちます。
■

262 ページの「DLO 管理サーバーへの接続」

■

263 ページの「デスクトップコンピュータのローカルアカウントの使用」

■

263 ページの「Desktop Agent の代替クレデンシャルの使用」

■

265 ページの「ダイアログボックスおよびアカウント情報のリセット」

■

266 ページの「接続状態の変更」

■

266 ページの「Desktop Agent の無効化」

■

267 ページの「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 を使用するときには、ドメインアカウントを
使用して管理サーバーに接続する必要があります。
メモ あるクレデンシャルを使用して管理サーバーに接続している場合に、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。この操作が実行される状況の例とし
て、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
場合があります。Desktop Agent と DLO 管理サーバーは、直接には相互に通信しま
せん。
注意 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。
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デスクトップコンピュータのローカルアカウントの使用
ローカルアカウントでデスクトップにログインできます。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でローカルアカウントを使用する場合は、次
の点に留意する必要があります。
■

1 つのローカルアカウントで 1 つのドメインクレデンシャルのみ使用できます。
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、264 ページの「代替クレデンシャルでのログオンまたはアカウントの無効
化の方法」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、「管理者」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。一方、「管理者」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が DLO を使用できますが、各
ユーザーがデスクトップコンピュータで一意のクレデンシャルを入力し、
Desktop Agent との接続には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。

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、
他のドメインに接続する場合などには、別のアカウントを指定することもできます。
Desktop Agent が認識し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、そのアカウント情報を
以降のセッション用に保存できます。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。このダイアログでは、このアカ
ウント情報を以降の接続で使用できるように保存できます。
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メモ 管理サーバーへのネットワーク接続がすでに確立されており、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、「1 人のユーザーが複数のユーザー名を使用してサーバーまたは共有
リソースに複数の接続を確立することはできません。サーバーまたは共有リソー
スへの以前の接続をすべて切断し、もう一度実行してください。」というエラー
メッセージが表示されます。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、他のドメインに接続する場合などには、別のア
カウントを指定することもできます。

代替クレデンシャルを使用したドメイン間の操作
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
内で一意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。
メモ Desktop Agent の操作に対して無効になっているアカウントの再設定につい
て詳しくは、265 ページの「ダイアログ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でのログオンまたはアカウントの無効化の方法
1

Desktop Agent が認識しないアカウントでデスクトップコンピュータにログオン
すると、［代替クレデンシャル］ダイアログボックスが表示されます。

2

次の表の説明に従って Desktop Agent ログオプションを指定します。
表 5-2

代替クレデンシャル

項目

説明

このアカウントを使用する

現在のログオンアカウントを使用して Desktop Agent を
実行できるようにする場合は、このオプションを選択し
ます。

ユーザー名

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。

パスワード

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。

ドメイン

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。
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表 5-2

代替クレデンシャル（続き）

項目

説明

パスワードを保存

DLO でこのパスワードを保存し、認証エラーの場合にメ
ディアサーバーまたはストレージロケーションへの認証
がこのパスワードで自動的に行われるようにする場合
は、このオプションを選択します。
メモ このオプションは、DLO 管理者によって有効にさ
れている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にする

現在のログオンアカウントを使用して Desktop Agent を
実行できないようにする場合は、このオプションを選択
します。

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
［今後、このメッセージを表示しない］チェックボックスにチェックマークを付ける
ことにより、ダイアログを非表示にできます。非表示にしたダイアログをリセット
し、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］を選択します。
2 ［今後、このメッセージを表示しない］チェックボックスによって非表示にされ
ていた情報ダイアログをリセットする場合は、［ダイアログのリセット］をク
リックします。
3
4
5

ダイアログのリセットの確認を求めるメッセージが表示されたら、［はい］をク
リックします。
Desktop Agent に保存されたパスワードとアカウント情報を削除する場合は、
［アカウントのリセット］をクリックします。
アカウントの削除の確認を求め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。

266 Desktop Agent の管理
Desktop Agent の設定

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。

メモ 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 のシステムトレーで、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、使用できません。
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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 のシステムトレーで、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、使用できません。

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。
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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。
表 5-3

Desktop Agent コンソールの機能

項目

説明

メニューバー

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

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］を選択します。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

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。

状態

ジョブの状態、保留中のジョブのリスト、および最近のバックアップ処理の概要
を表示します。詳しくは、300 ページの「Desktop Agent の状態の表示」を参照
してください。

バックアップ選
択項目

Desktop Agent による保護の対象とするデータを定義できます。詳しくは、
270 ページの「Desktop Agent によるデータのバックアップの作成」を参照して
ください。

同期選択項目

最近バックアップしたバージョンを常に使用できるようにユーザーが複数のコン
ピュータで選択したファイルとフォルダを保持するように Desktop Agent を設定
できます。詳しくは、295 ページの「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。

復元

ユーザーによるバックアップデータの復元とバックアップファイルの検索を可能
にします。詳しくは、306 ページの「Desktop Agent を使用したファイルの復元」
を参照してください。

履歴

Desktop Agent のエラーメッセージ、警告メッセージ、および情報メッセージを
表示します。

タスクメニュー

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。

ツールメニュー
オプション

次の操作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］チェックボックスによって非表示に
されていたダイアログ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、265 ページの「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。

メモ 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］を選択します。
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Desktop Agent によるデータのバックアップの作成
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 DLO によってバックアップされるため、保
護が強化されます。
注意 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と復元について詳しくは、281 ペー
ジの「Outlook PST ファイルの増分バックアップ」および 310 ページの「Microsoft
Outlook の個人用フォルダファイルの復元」を参照してください。
保護の対象とするファイルを［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、最初は管理者によって割り当てられますが、DLO 管理者によっ
てプロファイルが Desktop Agent 全体を表示して設定を変更できるように設定され
ている場合、そのユーザーは自分のバックアップ選択項目を選択できます。
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でき
ます。設定は、オンラインに戻るまで保存され、オンラインになった時点で自動的に
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。
バックアップ選択項目の表示および変更には、標準表示と詳細表示を使用できます。
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は以下の要素で構成されます。
■

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
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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。
そのリビジョン数を超えると、DLO では最も古いリビジョンが削除され、Desktop
とネットワークのユーザーデータフォルダで指定された数のリビジョンのみを保持し
ます。
DLO で一定期間保持されるリビジョン数は、制限できます。ドキュメントの編集中
に頻繁にバックアップを行うと、間隔がわずか数分しか空いていないリビジョンが保
持される可能性があります。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記憶域の容量も考慮す
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
272 ページの「標準表示でのバックアップ選択項目の修正」
274 ページの「詳細表示でのバックアップ選択項目の追加」
281 ページの「Outlook PST ファイルの増分バックアップ」
310 ページの「Microsoft Outlook の個人用フォルダファイルの復元」
311 ページの「代替ストリームのデータを持つファイルの復元」
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ファイルグルーミング
Desktop Agent では、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。また、新しいリビジョンが作成されるとグルーミングを行います。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。
メンテナンスグルーミングとは、削除されたファイルのバックアップを削除する処理
のことです。メンテナンスグルーミングは、最大で 24 時間に 1 回行われます。メン
テナンスグルーミングは、最後のメンテナンスグルーミングから 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
標準表示では、バックアップ選択項目として、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。
メモ 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に指定し
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
を変更することはできません。ユーザーが変更できるのは、Desktop Agent で自ら作
成したバックアップ選択項目だけです。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がグレー表示されます。管理者によって十分な権限が与え
られている場合は、詳細表示でプロファイルバックアップ選択項目を変更できます。
詳しくは、280 ページの「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。
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図 5-2

標準表示

Desktop Agent のバックアップ選択項目の標準表示では、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

Desktop Agent のタスクバーの［表示］で［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と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。

メモ ［変更を元に戻す］をクリックすることにより、いつでも前回保存した設定
に戻すことができます。
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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。
以前は選択しなかったフォルダを選択すると、デスクトップのバックアップ選択
項目に追加されます。

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

Desktop Agent のタスクバーの［表示］で［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、次のうち適切
なオプションを選択します。
表 5-4

バックアップ選択項目の［一般］ダイアログボックス

項目

説明

名前

バックアップ選択項目のわかりやすい名前を入力します。

説明

バックアップ選択項目の明確な説明を入力します。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。

バックアップするフォ
ルダ
フォルダ名の入力

バックアップ選択項目にフォルダを追加する場合は、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 というフォルダを追加するには、C:¥MyData と
入力します。
メモ バックアップ選択項目の作成後にフォルダを変更す
ることはできません。
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表 5-4

バックアップ選択項目の［一般］ダイアログボックス（続き）

項目

説明

定義済みのフォルダを
選択

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

サブフォルダを含む

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
クアップ対象とする場合は、このオプションを選択しま
す。デフォルトでは、このオプションが選択されています。

5 ［インクルード / エクスクルード］タブで、次の表に示す適切なオプションを選
択します。
表 5-5

［バックアップ選択項目］の［インクルード / エクスクルード］ダ
イアログボックス

項目

説明

すべてのファイルの種類
をインクルード

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。

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

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。

6 ［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］を選択したこ
とを確認し、［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。

276 Desktop Agent の管理
Desktop Agent によるデータのバックアップの作成

8

次の表に示す適切なオプションを選択します。
表 5-6

［インクルードフィルタの追加］または［エクスクルードフィルタ
の追加］ダイアログボックスのオプション

項目

説明

フィルタ

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またはワイル
ドカード記述を入力します。
たとえば、このバックアップ選択項目に拡張子が .mp3
であるファイルをすべてインクルードまたはエクスク
ルードする場合は *.mp3 と入力し、バックアップ選択
項目のうち名前が unimportant.txt であるファイルをす
べてインクルードまたはエクスクルードする場合は
unimportant.txt と入力します。
特定のファイル拡張子を持つファイルをすべてインク
ルードまたはエクスクルードする定義済みのフィルタを
選択するには、
［拡張子］をクリックします。

説明

このインクルードフィルタまたはエクスクルードフィル
タの説明を入力します。

適用対象

次のいずれかを選択します。
■

［ファイル］（このフィルタをファイルに適用する
場合）

■

［フォルダ］（このフィルタをフォルダに適用する
場合）

■

［ファイルおよびフォルダ］（このフィルタをファイ
ルとフォルダの両方に適用する場合）

9 ［OK］をクリックします。
10 ［リビジョン管理］タブで、次の表の説明に従い、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の適切なオプションを選択
します。
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各オプションについて表 5-7 で説明します。
表 5-7

バックアップ選択項目のリビジョン管理ダイアログボックス

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。
メモ 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

特定の期間にわたって保持するリビジョンの数を制
限する場合は、このオプションを選択し、次の値を
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: X バージョンを保持する期間を選
択します。

■

次の間隔以上 : x 分 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。

メモ 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

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。
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表 5-7

バックアップ選択項目のリビジョン管理ダイアログボックス（続き）

項目

説明

保持数

特定の期間にわたって保持するリビジョンの数を制
限する場合は、このオプションを選択し、次の値を
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: X バージョンを保持する期間を選
択します。

■

次の間隔以上 : x 分 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。

メモ 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

デスクトップユーザーデータフォルダ内のすべての
リビジョンを削除するまでの日数を入力します。

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のすべての
リビジョンを削除するまでの日数を入力します。

メモ 最新のリビジョンは破棄されません。

メモ 最新のリビジョンは破棄されません。

11 ［オプション］タブで、次の表に示す適切なオプションを選択します。
表 5-8
項目

バックアップ選択項目のオプション
説明

差分ファイルの転送 ［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われます。このオプション
を有効にするには、DLO 管理者がメンテナンスサーバーをイ
ンストールおよび設定している必要があります。
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表 5-8

バックアップ選択項目のオプション（続き）

項目

説明

圧縮

圧縮を選択すると、ファイルがバックアップされるたびに、
このバックアップ選択項目内のファイルがネットワーク上の
データ転送と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への保存のために圧縮
されます。
この機能をアクティブ化した後に作成されたファイルが圧
縮されます。以前から格納されていた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場合は、このオプションを選択し
ます。
この機能をアクティブ化した後に転送および保存されたファ
イルが暗号化されます。以前から格納されていたファイルは
暗号化されません。
AES（Advanced Encryption Standard）および 256 ビットの
鍵長が使用されます。このオプションを有効にすると、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
れずに保存され、ネットワークユーザーデータフォルダには
暗号化された状態で保存されます。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、次のバックアップファイルを削除 :
次の日数が経過した
デスクトップユー
ザーデータフォルダ

ソースファイルがデスクトップから削除された後に DLO が
デスクトップユーザーデータフォルダからすべてのファイル
バージョンを削除するまでの日数を指定します。デフォルト
設定は 60 日です。

次の日数が経過した
ネットワークユー
ザーデータフォルダ

ソースファイルがデスクトップから削除された後に DLO が
ネットワークユーザーデータフォルダからすべてのファイル
バージョンを削除するまでの日数を指定します。デフォルト
設定は 60 日です。

12 ［OK］をクリックして、変更内容を保存します。
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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

Desktop Agent のタスクバーの［表示］で［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。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、274 ページの手順 4 以降の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、
278 ページの「バックアップ選択項目のオプション」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

Desktop Agent のタスクバーの［表示］で［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。
メモ 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。
Outlook PST ファイルの増分バックアップを実行する場合は、次の制限事項に留意す
る必要があります。
■

DLO オプションの一部は、有効になっていても適用されません。このようなオプ
ションには、［差分ファイルの転送］、［圧縮］、および［暗号化］が含まれます。
DLO では、Microsoft のメッセージングアプリケーションプログラミングイン
ターフェース（MAPI）コードを利用して PST ファイルのバックアップを実行し
ます。MAPI では、増分バックアップにおいて、これらの DLO オプションを使
用できません。
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これは増分バックアップの実行における制限事項であり、Outlook *.pst ファイ
ルのバックアップにおいては正常な動作です。この制限事項は増分バックアップ
だけに関係し、増分バックアップ以外の PST ファイルのバックアップには影響
しません。
■

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 ファイルを復元すると、復元した 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。詳しくは、310 ページの「Microsoft
Outlook の個人用フォルダファイルの復元」を参照してください。

■

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
288 ページの「カスタムオプションの設定」

Outlook をデフォルト電子メールアプリケーションとして設定する
DLO では、Outlook がデフォルトの電子メールアプリケーションである場合を除き、
Outlook PST ファイルの増分バックアップを実行することはできません。
Outlook をインターネットオプションでデフォルトの電子メールアプリケーショ
ンに指定する方法
1

Internet Explorer を開きます。

2 ［ツール］メニューから［インターネットオプション］を選択します。
3 ［プログラム］タブをクリックします。
4 ［電子メール］リストで［Microsoft Office Outlook］を選択します。
メモ Outlook をデフォルトの電子メールアプリケーションとして使用しない場合
は、［表示］メニューの［設定］を選択し、［オプション］タブの［Outlook PST
ファイルの増分バックアップを有効にする］チェックボックスのチェックマーク
をはずすことにより、Desktop Agent で増分バックアップについての警告メッ
セージを無効にできます。
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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 ファイル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
プロセスを利用して PST ファイルにアクセスします。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 MAPI の
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 によって 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
310 ページの「Microsoft Outlook の個人用フォルダファイルの復元」

Lotus Notes NSF ファイルの増分バックアップ
次の種類の Lotus Notes NSF ファイルは増分バックアップできます。
表 5-9

増分バックアップできる NSF ファイル
ファイル名

場所

説明

BOOKMARK.NSF

Notes¥Data ディレク
トリ

保存されたブックマークと［ようこそ］ペー
ジの情報を含みます。

NAMES.NSF

Notes¥Data ディレク
トリ

このファイルは連絡先、接続、場所、個人ア
ドレス帳の情報を含んでいます。

A_<name>.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 による増分バックアップ
の対象となるためには、アーカイブされてい
る必要があります。電子メールのアーカイブ
について詳しくは、Lotus Notes のマニュアル
を参照してください。
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ファイルが増分バックアップされるとき、Desktop Agent の［状態］ビューには進行
状況インジケータは表示されません。1 つのリビジョンのみが保持されます。
メモ 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。
Lotus Notes は Desktop Agent がインストールされる前にすでにインストールされて
いなければなりません。Lotus Notes が Desktop Agent の後でインストールされた場
合、インストールを修復するために Desktop Agent インストーラを再び実行する必
要があります。さらに Lotus Notes が Desktop Agent のインストール時に動作してい
る場合、Lotus Notes は再起動されなければなりません。
Lotus Notes の電子メールファイルは、アーカイブされた場合にのみ DLO で増分バッ
クアップできます。電子メールがアーカイブされると、作成されたアーカイブファイ
ルを増分バックアップできます。電子メールのアーカイブについて詳しくは、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。

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、
270 ページの「Desktop Agent によるデータのバックアップの作成」を参照して
ください。

4

Desktop Agent のタスクバーの［ツール］で［オプション］をクリックします。

5 ［オプション］タブをクリックします。
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］にチェックマークを付けます。
7 ［OK］をクリックします。
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Lotus Notes 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。Lotus Notes で現在のユーザーを設定すると、そのユーザーにはログイン時にエ
ラーが発生しなくなります。

Lotus Notes 電子メールファイルの削除
DLO によるバックアップが実行される前に削除された 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 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は、［設定］ビューで次の設定を変更できます。
■

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

286 ページの「バックアップジョブスケジュールオプションの変更」および
288 ページの「カスタムオプションの設定」で説明したとおり、カスタマイズしたス
ケジュールまたはオプションを使用することを選択するまで、Desktop Agent ではプ
ロファイルに指定された設定が使用されます。
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でき
ます。設定は、オンラインに戻るまで保存され、オンラインになった時点で自動的に
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。
メモ 1 つの Desktop Agent で設定を変更すると、同じ認証を使う他の Desktop
Agent で設定がロードされます。これにより、実行中のジョブはキャンセルされ、
再実行されます。
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バックアップジョブスケジュールオプションの変更
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、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のオプションを変更する方法
1 ［Symantec DLO Desktop Agent］ウィンドウで、［ツール］の［オプション］を
選択します。
2 ［スケジュール］タブをクリックします。
3

次の表に示す適切なオプションを選択し、［OK］をクリックします。
表 5-10

ジョブスケジュールのオプション

項目

説明

プロファイルのスケ
ジュールを使用

プロファイルに指定されているスケジュールオプション
を使用する場合は、このオプションを選択します。
メモ このオプションを選択した場合、［スケジュール］
タブの詳細設定は変更できません。

カスタムスケジュールを
使用

プロファイルのスケジュールと異なるカスタマイズされ
たスケジュールを指定する場合は、このオプションを選
択します。

ジョブの実行
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自動的に実行
されるようにする場合は、このオプションを選択します。
メモ 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使用できます。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］
フィールドにバックアップ間の時間を分単位または時間
単位で入力します。

スケジュール

スケジュールに従ってファイルをバックアップする場合
は、このオプションを選択します。デフォルトでは月曜
日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日の午後 11 時に
バックアップが実行されます。
このデフォルトを変更するには、［変更］をクリックし
ます。

手動

ユーザーが開始したときのみバックアップを実行する場
合は、このオプションを選択します。
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表 5-10

ジョブスケジュールのオプション（続き）

項目

説明

［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あるときにもログアウ
ト、再起動、またはシャットダウンを続行できるように
する場合は、このオプションを選択します。
メモ ジョブがすでに実行されている場合、ジョブが完了
したときにログアウト、再起動、またはシャットダウン
するかどうかを確認するメッセージが表示されます。

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続行する
前にバックアップを実行するかどうかを確認するメッ
セージを表示する場合は、このオプションを選択します。
メモ ジョブがすでに実行されている場合、ジョブをキャ
ンセルしてログアウト、再起動、またはシャットダウン
するかどうかを確認するメッセージが表示されます。

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続行する
前に確認のメッセージを表示することなく待機中のファ
イルをバックアップする場合は、このオプションを選択
します。
メモ ジョブがすでに実行されている場合、ジョブをキャ
ンセルしてログアウト、再起動、またはシャットダウン
するかどうかを確認するメッセージが表示されます。

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続行し、
スケジュールに従ってファイルをバックアップする場合
は、このオプションを選択します。
メモ ジョブがすでに実行されている場合、ジョブをキャ
ンセルしてログアウト、再起動、またはシャットダウン
するかどうかを確認するメッセージが表示されます。

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することなくログアウト、再起
動、またはシャットダウンを続行し、ジョブを次のログ
インで実行する場合は、このオプションを選択します。
メモ ジョブがすでに実行されている場合、ジョブをキャ
ンセルしてログアウト、再起動、またはシャットダウン
するかどうかを確認するメッセージが表示されます。
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カスタムオプションの設定
DLO の管理者が、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は、デスクトップユーザーデータフォルダが使用す
るディスク領域などの追加の Desktop Agent 設定を変更できます。
オプションを変更する方法
1

タスクバーの［ツール］で［オプション］を選択します。

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から［カスタムオプションを使用］を選択します。

4

次の表に示す適切なオプションを選択し、［OK］をクリックします。
表 5-11

［オプション］ダイアログボックス

項目

説明

プロファイルのオプ
ションを使用

プロファイルに指定されているスケジュールオプション
を使用する場合は、このオプションを選択します。
メモ このオプションを選択した場合、［スケジュール］
タブの詳細設定は変更できません。

カスタムオプションを
使用

プロファイルのスケジュールと異なるカスタマイズされ
たスケジュールを指定する場合は、このオプションを選
択します。
メモ ［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
クの使用量を次の値に
制限

バックアップファイルの保存に使われるコンピュータの
容量を制限する場合は、このオプションを選択します。
%
バックアップファイルを保存するのに使うことができる
ハードディスク容量をパーセントで入力するには、［%］
を選択します。
MB
バックアップファイルを保存するのに使うことができる
最大ディスク容量を MB 単位で入力するには、［MB］を
選択します。
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表 5-11

［オプション］ダイアログボックス（続き）

項目

説明

ログファイルのメンテナンス
最低でも次の日数にログ
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。
メモ 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、最小日数が経過し、すべての
ログファイルの合計サイズが設定値に達するまで削除さ
れません。

最低保持期間の経過後、全 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
体のサイズが次のサイズ
力します。この値を超えると最も古いログファイルが削
（MB）を超えた場合ログ
除されます。
ファイルを古い順に削除
メモ ［最低でも次の日数に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 グルーミング操作のログを作成する場合は、このオプ
記録
ションを選択します。
バックアップの情報メッ
セージを記録

すべてのバックアップ操作のログを作成する場合は、
このオプションを選択します。

警告メッセージを記録

警告を生成するすべての操作のログを作成する場合は、
このオプションを選択します。

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場合は、このオプション
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。
このオプションを選択しなかった場合、Outlook で設定
された PST ファイルは、PST ファイルが保存されるたび
（通常は Outlook を閉じるとき）に完全にバックアップ
されます。
詳しくは、281 ページの「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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表 5-11

［オプション］ダイアログボックス（続き）

項目
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

説明
ある特定の Lotus Notes NSF ファイルの増分バックアッ
プのための DLO の設定を有効にする場合は、この
チェックボックス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、283 ページの
「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 ファイルの増分バックアップを実行しない
場合は、このチェックボックスにチェックマークをはず
します。

デスクトップユーザーデータフォルダの移動
DLO の管理者が、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は、デスクトップユーザーデータフォルダの場所を
変更できます。
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］で［設定］を選択します。

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。
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図 5-3

設定

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。
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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 管理者から十分な権限を与えられている場合は、
ダイヤルアップ接続によって接続するときにはバックアップを無効にし、高速接続を
使用するときにバックアップを続行することもできます。
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、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する場合は、最も制限の厳しいポリシーが使用さ
れます。
例:
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

Desktop Agent のタスクバーの［ツール］で［設定］を選択し、［接続ポリシー］
タブをクリックします。
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2

次の表に示す適切なオプションを選択し、［OK］をクリックします。
表 5-12

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

ダイヤルアップ接続を使用する場合にバージョンを制限
または無効化する場合は、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。

IP アドレス範囲

特定の IP アドレスの範囲について、バックアップを制
限または無効化する場合は、このオプションを選択し
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。
メモ IPv6 アドレスは、Windows XP およびそれ以降のオ
ペレーティングシステムでのみサポートされ、
Windows 2000 上で動作する Desktop Agent ではサポー
トされません。Windows 2000 コンピュータの Desktop
Agent 用に、IPv4 アドレスを使用する追加の接続ポリ
シーを作成することをお勧めします。

Active Directory

Active Directory を使用したバックアップを制限または
無効化する場合は、このオプションを選択します。［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を構成する方法に
ついては、294 ページの手順 3 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

ユーザーがネットワークユーザーデータフォルダにバッ
クアップできないようにする場合は、このオプションを
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。

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

ユーザーが接続の種類に基づいて指定のサイズより大き
いファイルをバックアップできないようにする場合は、
このオプションを選択します。ファイルサイズを KB 単
位で入力します。
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表 5-12

接続ポリシーの追加 / 編集（続き）

項目

説明

ネットワーク帯域幅の使
用量を次の値に制限する

ネットワーク帯域幅の使用率を制限する場合は、このオ
プションを選択し、KB/ 秒単位の値を入力します。

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

接続ポリシーが指定した期間のみ適用されるようにする
場合は、このチェックボックスにチェックマークを付け
ます。
［スケジュール］をクリックして、ポリシーを適用する
時間を設定します。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
表 5-13

上記の手順 2 で Active Directory を選択した場合は、次の表の説明に従って
Active Directory の設定を指定し、［OK］をクリックします。

［Active Directory オブジェクト］ダイアログ
項目

説明

オブジェクト

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］と［ユー
ザー］のいずれかを選択できます。

場所 (LDAP ディレクトリ )

LDAP ディレクトリを入力するか、または参照して
選択します。

このディレクトリのすべてのオブ このディレクトリ内のすべてのオブジェクトに接続
ポリシーを適用する場合は、このオプションを選択
ジェクト
します。

このディレクトリの次の条件に一 ディレクトリ内の指定した基準と一致するオブジェ
クトだけに接続ポリシーを適用する場合は、このオ
致するオブジェクトのみ
プションを選択します。

属性

ドロップダウンメニューから属性を選択するか、カ
スタム属性を入力します。

条件

適切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。

値

値を入力して、一致を判断するための基準を完成させ
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］ダイアログを閉じます。
5 ［OK］をクリックして［設定］ダイアログを閉じます。
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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 を実行す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 を使用してフォルダを同期させると、フォルダとその内容のコ
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、他のデスクトップにバックアップされている同期可能
な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。
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図 5-4

［同期選択項目］ビュー

メモ 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、復元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。
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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。
■

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、その後にフォ
ルを同期し、すべてのファイルをバックアップするように設定を変更した場合、その
フォルダの同期を解除すると、再び .jpg ファイルだけ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、139 ページの「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できます。

■

詳細表示 : 同期セットごとの設定を変更できます。

メモ 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。
以前のバージョンの Backup Exec をアップグレードした場合、以前に同期され
たバックアップは通常のバックアップとして表示されます。そのため、同期を再
度実行してください。
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複数のデスクトップ間でフォルダを同期させる方法
1

Desktop Agent のタスクバーの［表示］で［同期選択項目］を選択します。

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。
メモ ［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

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。

同期フォルダを変更または表示する方法
1

Desktop Agent のタスクバーの［表示］で［同期選択項目］を選択します。

2 ［詳細表示］ラジオボタンを選択します。
3

表示または変更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。
［同期化されたフォルダ］ダイアログボックスの［一般］タブには、この選択項
目の同期ファイルが保存される場所と、選択されたフォルダと同期される他のコ
ンピュータが表示されます。
5

275 ページの手順 5 以降のバックアップ選択項目の設定に関する説明に従って
同期フォルダの設定を構成します。

6 ［OK］をクリックします。
同期フォルダを削除する方法
メモ 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

Desktop Agent のタスクバーの［表示］で［同期選択項目］を選択します。

2 ［詳細表示］ラジオボタンを選択します。
3

削除する同期選択項目をクリックします。
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4 ［削除］をクリックします。
5

確認のメッセージが表示されたら、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。

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

Desktop Agent のタスクバーの［表示］で［状態］を選択します。
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

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。
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Desktop Agent の状態の表示
Desktop Agent の［状態］ビューには、次の表に示す項目を含む Desktop Agent 操作
の概略が表示されます。
Desktop Agent 操作
項目

説明

状態

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。

詳細

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 / 非表示

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］と［保留
中のファイルを表示］を切り替えることができます。

使用量の概要
ネットワーク

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。

ローカル

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。

詳細

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使用状況に関する詳
細情報が表示されます。詳しくは、303 ページの「使用状況
の詳細の表示」を参照してください。
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図 5-5

Desktop Agent の［状態］ビュー
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［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実行する方法
1

Desktop Agent のタスクバーの［表示］で［状態］を選択します。

2

Desktop Agent のタスクバーの［タスク］で［ジョブを実行］を選択します。
バックアップジョブ、同期ジョブ、復元ジョブなど、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、ジョブを一時停止および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には、［一時停止］ボタンをクリックすることによってジョ
ブを一時停止できます。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、ダイアログが開き、オプショ
ンが表示されます。
メモ 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。
表 5-14

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

継続

■

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。次のより詳細な使
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。

メモ 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

Desktop Agent のタスクバーの［表示］で［状態］を選択します。

2 ［状態］ペインの［使用量の概要］の下にある［詳細］をクリックして、［使用量
の詳細］ダイアログを開きます。
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3

使用状況に関する情報を参照し、次の表に示す説明に従って適切な処理を行い
ます。
表 5-15

使用量の詳細

項目

説明

使用量
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
制限は、管理者がプロファイルに設定しますが、設定変
更の権限を与えられているユーザーは、Desktop Agent
の［設定］ビューで変更できます。詳しくは、285 ペー
ジの「Desktop Agent 設定の変更」を参照してください。
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
ずにバックアップ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。
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表 5-15

使用量の詳細（続き）

項目

説明

削除済みファイルを完全
に削除

ネットワークユーザーデータフォルダとデスクトップ
ユーザーデータフォルダで削除済みとマーク付けされて
いるすべてのファイルを完全に即時削除する場合は、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、定期メンテナン
ス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］ダイアログが開きます。次のオプションを選
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
クボックスにチェックマークを付けます。

追加情報
ここをクリックすると最
新のジョブログが表示さ
れます

ここをクリックすると、ログファイルビューアが開きま
す。ログファイルビューアについて詳しくは、311 ペー
ジの「Desktop Agent でのジョブ履歴の監視」を参照し
てください。
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Desktop Agent を使用したファイルの復元
DLO 管理者がプロファイルにファイルを復元する権限を付与している場合は、
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復
元できます。Desktop Agent のユーザーが DLO を複数のデスクトップコンピュータで
実行している場合、各デスクトップのすべての利用可能なバックアップからファイル
を選択できますが、復元は現在のデスクトップコンピュータに対してのみ可能です。
Microsoft Outlook PST ファイルのバックアップと復元について詳しくは、281 ペー
ジの「Outlook PST ファイルの増分バックアップ」および 310 ページの「Microsoft
Outlook の個人用フォルダファイルの復元」を参照してください。
図 5-6

［復元］ビュー
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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、復元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、［復元］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］
メニューで［最新の情報に更新］を選択します。
メモ DLO では、コンピュータの起動時に、復元する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
るためには、Desktop Agent コンピュータの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閉じることによってファイルを
復元したり、代替の場所にファイルを復元したりすることもできます。

データを復元する方法
1

Desktop Agent のタスクバーの［表示］で［復元］を選択します。

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。
表 5-16

3

復元ファイルバージョンの表示オプション

項目

説明

すべてのリビジョン

すべてのファイルのリビジョンが表示され、復元対象と
して選択できます。

最新のリビジョン

最新のファイルのリビジョンのみが表示され、復元対象
として選択できます。

指定した日時またはそ
れ以降に修正されたリ
ビジョン

このオプションを選択した場合は、いつ以降のリビジョ
ンを表示および復元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。

復元する項目を選択します。
［検索の復元］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、復元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。
メモ ファイルを削除した場合、その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るまで保持されます。［復元］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、272 ページの「ファイルグルーミング」を参照し
てください。

4 ［復元］をクリックします。
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5

次の表に示す適切なオプションを選択し、［OK］をクリックします。
表 5-17

［復元］ダイアログボックスのオプション

項目

説明

このコンピュータの元の
フォルダに復元

ファイルおよびフォルダを元の場所に復元する場合は、
このオプションを選択します。

復元先をこのコンピュー
タの代替フォルダに変更

ファイルおよびフォルダを同じコンピュータの代替フォ
ルダに復元する場合は、このオプションを選択します。

フォルダ構造を保持

データを基のディレクトリ構造のまま復元する場合は、
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、指定したパスに復元されます。

オプション
すでに存在するファイル
の復元方法

次のいずれかを選択します。
■

上書きしない
確認

■

上書き

■

削除したファイルを復元

ソースファイルが削除されていてもファイルを復元する
場合は、このオプションを選択します。

復元したファイルのセ
キュリティ属性を保持

復元したファイルのセキュリティ属性を保持する場合
は、［復元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、ファイルを正常に復元するには、この
チェックボックスのチェックマークをはずす必要がある
場合があります。このチェックボックスのチェックマー
クをはずすと、復元したファイルのセキュリティ情報は
削除されます。
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復元する Desktop ファイルの検索
復元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

表 5-18

1

Desktop Agent のタスクバーの［表示］で［復元］を選択します。

2

Desktop Agent のタスクバーの［タスク］で［復元するファイルを検索］を選択
して、［検索］ダイアログボックスを開きます。

3

次の表に示す適切なオプションを選択し、［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

説明

ファイル名に次の文字列が含まれ
るファイルを検索

検索するファイルまたはフォルダの名前の全体ま
たは一部を入力します。

修正日

特定の期間に変更されたファイルを検索する場合
は、このオプションを選択します。時間帯を指定
してください。

今日

今日修正されたファイルを検索する場合は、この
オプションを選択します。

過去 1 週間以内

過去 1 週間に修正されたファイルを検索する場合
は、このオプションを選択します。

次の期間内

指定した日付の範囲内に修正されたファイルを検
索する場合は、このオプションを選択します。

種類

リストからファイルの種類を選択する場合は、こ
のチェックボックスにチェックマークを付けます。

サイズ

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復元
Microsoft Outlook の個人用フォルダ（PST）ファイルを復元すると、復元した 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、復元した 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 ファイルの復元後に
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
281 ページの「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復元
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、削除がレプリ
ケートされます。ユーザーがメールのアーカイブから誤ってメッセージを削除した
場合は、その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
限り、ファイルを適切なフォルダからリカバリする必要があります 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。
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代替ストリームのデータを持つファイルの復元
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復元した場合、復元されたファイルに
は代替ストリームのデータは含まれません。
ファイルを復元する場合、復元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、復元されるファ
イルからセキュリティ属性が削除されます。このオプションは、［復元］ダイアログ
ボックスで設定します。詳しくは、308 ページの「［復元］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、復元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、表示および検索でき、テキストファイルとして保存
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復元
履歴を表示することができます。
表 5-19

ジョブ履歴の表示情報

項目

説明

開始

ジョブが開始された日時。

終了

ジョブが終了した日時。

状態

［実行中］
、［完了］、
［キャンセル］、［失敗］など、
ジョブの状態。

転送されたファイル数
( ローカル )

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。

転送されたサイズ ( ローカル )

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。
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表 5-19

ジョブ履歴の表示情報（続き）

項目

説明

転送されたファイル数
( 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。
復元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。
復元履歴では利用できません。

エラー
図 5-7

コピーに失敗し、エラーが生じたファイルの数。

［履歴］ビュー
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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

Desktop Agent のタスクバーの［表示］で［履歴］を選択します。

2

バックアップログを表示するには、［バックアップ］タブをクリックします。
復元ログを表示するには、［復元］タブをクリックします。

3 ［表示］ドロップダウンメニューから適切な履歴表示フィルタオプションを選択
します。
■

すべてのログ : すべての履歴ログが表示されます。

■

エラーがあるすべてのログ : 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。

■

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

ログファイルビューアを開くには、［ログを表示］をクリックします。

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
ファイルとして保存します。

7

ログファイルビューアを閉じるには、［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

Desktop Agent のタスクバーの［表示］で［履歴］を選択します。

2 ［履歴］ペインの［検索］リンクをクリックします。ログファイルビューアが開
きます。
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3

次の表に示すフィルタパラメータを入力します。
表 5-20

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先
すべてのログファイル

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

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。

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、この
チェックボックスにチェックマークを付けます。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。
過去 1 週間以内 : 先週作成されたすべてのログファイル
を表示します。
期間 : 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

ファイル名に次の文字列
を含む

指定した種類のログのみを表示する場合は、このチェッ
クボックスにチェックマークを付けます。次のいずれか
の種類を選択します。
■

バックアップ

■

復元

■

ユーザーを移動

■

メンテナンス

■

エラー

■

警告

このチェックボックスにチェックマークを付け、ファイ
ル名またはファイル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
メモ 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。
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表 5-20

ログファイルビューアのフィルタオプション（続き）

項目

説明

フィルタ
情報エントリのみ

情報エントリのみを表示する場合は、このオプションを
選択します。

エラーエントリと警告エ
ントリのみ

エラーエントリと警告エントリの両方を表示する場合
は、このオプションを選択します。

エラーエントリのみ

エラーエントリのみを表示する場合は、このオプション
を選択します。

警告エントリのみ

警告のエントリのみを表示する場合は、このオプション
を選択します。

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、エントリのツリービューを展
開し、［+］チェックボックスにチェックマークを付けます。

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
ファイルとして保存します。

7

終了したら、［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、288 ページの「カスタムオプションの設定」で説明したよう
に、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。
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Agent の修復インストールのシナリオ
Desktop Agent の修復インストールは、次の状況が発生した場合に必要となります。
修復インストールを実行しなければ、Outlook PST ファイルのバックアップが実行さ
れません。Desktop Agent の修復インストールによって、Desktop Agent バイナリの
互換バージョン（x86 または x64）がインストールされ、Desktop Agent が正常に動
作するようになります。
修復インストールは、次の状況が発生した場合に実行します。

表 5-21

Agent 修復のシナリオ

シナリオ

解決策

Desktop Agent コンピュータがメールクライアント
なしで実行されているときに、後から Outlook 2010
（x64）をインストールする。
既存の Desktop Agent コンピュータで Outlook 2010
（x86）をアンインストールし、Outlook 2010（x64）
をインストールする。
これらすべてのシナリオについて、お
よび VS 2005 SP1 x64 再配布可能ファ
イルの可用性に応じて、次のエラー
メッセージが表示されます。「VS2005
Outlook 2010（x64）と Lotus Notes メールクライア SP1 x64 再配布可能ファイルをインス
ントが共存している環境で、Lotus Notes クライアン トールして、エージェントの修復を再
トをデフォルトのメールクライアントに設定して、 実行してください。問題が解決されな
い場合は、DLO 管理者にお問い合わせ
Outlook 2010（x64）をアンインストールする。
ください。」
Lotus Notes メールクライアントがデフォルトのメー
ルクライアントである環境で Outlook 2010（x64） これらすべてのシナリオについて、お
よび VS 2010 SP1 x64 再配布可能ファ
を使用する。Lotus Notes をアンインストールし、
イルの可用性に応じて、次のエラー
Outlook 2010（x64）をデフォルトのメールクライ
メッセージが表示されます。「VS2010
アントに設定する。
SP1 x64 再配布可能ファイルをインス
トールして、エージェントの修復を再
実行してください。問題が解決されな
い場合は、DLO 管理者にお問い合わせ
ください。」

既存の Desktop Agent コンピュータで Outlook
2003/2007 をアンインストールし、Outlook 2010
（x64）をインストールする。
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表 5-21

Agent 修復のシナリオ（続き）

シナリオ

解決策

既存の Desktop Agent コンピュータで Outlook 2010
（x64）をアンインストールし、Outlook 2010（x86）
をインストールする。
既存の Desktop Agent コンピュータで Outlook 2010 これらすべてのシナリオについて、お
よび VS2005 SP1 x86 再配布可能ファ
（x64）をアンインストールする。
イルの可用性に応じて、次のエラー
Outlook 2010（x64）と Lotus Notes メールクライ
メッセージが表示されます。「VS2005
アントが共存している既存の Desktop Agent コン
SP1 x86 再配布可能ファイルをインス
ピュータで、デフォルトのメールクライアントを
トールして、エージェントの修復を再
Outlook 2010（x64）と Lotus Notes の間で切り替
実行してください。問題が解決されな
える。
い場合は、DLO 管理者にお問い合わせ
ください。」
既存の Desktop Agent コンピュータで Outlook 2010
（x64）をアンインストールし、Outlook 2003/2007 これらすべてのシナリオについて、お
よび VS2010 SP1 x86 再配布可能ファ
をインストールする。
イルの可用性に応じて、次のエラー
メッセージが表示されます。「VS2010
SP1 x86 再配布可能ファイルをインス
トールして、エージェントの修復を再
実行してください。問題が解決されな
い場合は、DLO 管理者にお問い合わせ
ください。」
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章

トラブルシューティング
このセクションの内容は次のとおりです。
■

「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」

■

「Dedupe サーバーの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ポリシーベースのストレージリソースマネージャ
です。DLO と Storage Exec は互換性がありますが、DLO のバ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。
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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って、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［復元］
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。

DLO 管理コンソールに関するトラブルシューティング
このトピックには、DLO 管理コンソールの実行中に遭遇する可能性のあるよく寄せ
られる質問とその回答が含まれています。
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ストレージロ
ケーション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ストレージロケー
ション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ストレージロケーションにユーザーを再割り当
てします。
関連トピック
159 ページの「Desktop Agent ユーザープロパティの修正」
155 ページの「Desktop Agent ユーザーの管理」
134 ページの「自動ユーザー割り当てについて」
85 ページの「DLO プロファイルについて」
161 ページの「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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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。
ユーザーは、自動ユーザー割り当てを使用して DLO に追加することも、手動で追加することも
できます。
最初の方法では、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使用
します。自動ユーザー割り当てによって、プロファイルおよびストレージロケーションを
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す
ることもできます。この方式では、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。
もう 1 つは DLO にユーザーを手動で追加する方法です。この処理では、プロファイルとスト
レージロケーションまたはユーザーデータフォルダのいずれ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
134 ページの「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ストレージロケーション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。ストレージロケーションは、ネットワークユー
ザーデータフォルダの作成およびメンテナンス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、ス
トレージロケーションを使用します。ストレージロケーション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ストレージロケーション内に自動的
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、ストレージロ
ケーションを使用しません。
関連トピック
72 ページの「DLO の設定」
ストレージロケーション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ストレージロケーションを作成するには、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。スト
レージロケーションの作成の詳細については、36 ページの「DLO サービスクレデンシャルの変
更」を参照してください。
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新規ユーザーを手動で追加し、そのユーザーに既存のストレージロケーションを割り当てまし
た。ストレージロケーション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。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
2

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。
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］を選択します。
4 ［ユーザーを有効化］チェックボックスをオフにします。
5 ［OK］を選択します。
ユーザーの状態が［無効］と表示されます。
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。しかし、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、新しい設定が使われます。
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］を選択します。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。
ファイルを復元しようとしましたが、復元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復元する場合には、ファイルが置き換えられるように、［復元］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、ファイルは復元されません。
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、データを復元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復元先を代替
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、復元時にデータが解
読されます。
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データをユーザーのコンピュータに復元したいのですが、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、デスクトップへの復元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［復元］ビューで、復元ジョブをキュー
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
データを復元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ません。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バックアップが行われます。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 の保留リストに残ります。Desktop Agent は次回のバックアップ時にそのファイルのバッ
クアップを行います。これは、オペレーティングシステムによって開かれている特定のファイ
ルのバックアップは作成されないことも意味します。したがってオペレーティングシステムが
動作中、そのファイルは閉じられません。
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。
詳しくは 148 ページの「常に開いた状態のファイルの除外」を参照してください。
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。
-emergencyrestore、-migrateuser または -migrateSL コマンドを実行できません。
これらのコマンドは管理者権限を保有するユーザーアカウントを使って実行しなければならな
いためエラーが発生します。
ユーザーアカウントが管理者権限を持っていない場合、［管理者として実行］オプションを選択
してコマンドプロンプトを開き、特定のコマンドを実行します。
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Desktop Agent に関するトラブルシューティング
このトピックには、Desktop Agent の実行中に遭遇する可能性のあるよく寄せられる
質問とその回答が含まれています。
Desktop 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できます。
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、次の形式で名前が付けられます。¥¥<Server>¥DLOAgent
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。
［Desktop Agent のプッシュインストール］オプションを使って、Desktop Agent をインストー
ルすることもできます。詳しくは 30 ページの「Desktop Agent と DLO メンテナンスサーバー
をプッシュインストールするための手順」を参照してください。
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次のエラーメッセージが表示されます。
［データベースの初期化に失敗しました。0x800A0E7D］
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ストレージロケーションに移動できません。
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
しいストレージロケーション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。
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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 を使っ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と考えています。どのようにすればよいですか ?
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。
バックアップジョブの「ローカルのコピー」段階では、Outlook PST ファイルの DLO バック
アップは時間がかかります。
DLO による Outlook PST ファイルのバックアップ時、DLO は、PST のスナップショットをロー
カルユーザーデータフォルダ (LUDF) にコピーし、次にそのファイルをネットワークユーザー
データフォルダ (NUDF) にコピーします。最初のステージでは、［Desktop Agent］ウィンドウ
の［状態］列に、［ローカル (x%) をコピーしています］という状態が表示されます。この
［ローカルをコピーしています］フェーズは非常に遅いことがあります。
DLO がスリープメカニズムを引き起こしているかどうかを調べるには、DLO Agent ログを有効
にし、ログで低速なバックアップジョブを特定します。
原因 :
次の原因のいずれかによって「ローカルのコピー」段階が低速になる場合があります。
■

PST ファイルが非常に大きい。
「メッセージレベルの増分」を実行している場合でも、PST
ファイル全体に対するスナップショットが発生します。

■

ローカルのウイルス対策アプリケーションが処理を低速化している。ウイルス対策アプリ
ケーションを無効にし、次回のバックアップジョブの処理能力を検証してください。

■

DLO がディスクスロットリングを実行している。DLO では、Current Disk Queue
Length という LogicalDisk パフォーマンスカウンタを監視します。キューの長さが 2 ( デ
フォルト値 ) を超えると、バックアップジョブの「ローカルのコピー」の段階中に DLO に
よってスリープメカニズムが引き起こされます。これは、他のアプリケーションによって
必要とされるディスクサイクルを DLO が消費するのを防ぐためです。

Desktop Agent ログを有効にする方法 :
1
2
3

Desktop Agent GUI を起動します。
［ツール］>［サポート］>［詳細ログの有効化］を選択します。
Desktop Agent を再起動します。

バックアップの低下が発生したら、新しく作成した DLOClient.log ファイルを検索します。
DLOClient.log は次の場所に存在します。
Windows 7 の場合 : C:¥Users¥<UserName>¥AppData¥Local¥Symantec¥DLO¥.settings
XP の場合 : C: ¥Documents and Settings ¥<UserName> ¥Local Settings
¥Application Data¥Symantec¥DLO¥.settings
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例:
ログファイルで次のような行を検索します。
diskthrottle.cpp(228) Read queue: 8.73956, sleeping for 2000ms
diskthrottle.cpp(228) Read queue: 4.50836, sleeping for 1254ms
diskthrottle.cpp(228) Read queue: 11.5639, sleeping for 2000ms
diskthrottle.cpp(228) Read queue: 3.54665, sleeping for 773ms
diskthrottle.cpp(228) Read queue: 2.85208, sleeping for 426ms
上記の例では、物理ディスクの過剰スロットリングを防ぐために DLO によってスリープメカニ
ズムが引き起こされているのが分かります。
キューの長さの合計の平均は 6.625 です。四捨五入すると 7 になります。
パフォーマンス遅延の原因がディスクスロットリング ( 上記参照 ) に関連していることがログに
より判明し、DLO で追加のディスクリソースを消費しても大丈夫であると判断した場合、これ
らのレジストリを調整することで DLO によるディスクスロットリングのしきい値を増加させる
ことができます。
メモ DLO は指定されたレジストリ値を 10 で割るため、観測されたキューの長さの平均を
計算し 10 を掛けて、レジストリに実装する必要がある値を決定します。
1

regedit を開きます。

2

HKLM¥Software¥Symantec¥DLO¥3.0¥Client に移動します。

3

DiskQueueLimit という新しい DWORD 値を作成します。

4

値に 70 decimal と入力します。

5

HKCU¥Software¥Symantec¥DLO¥3.0¥Client に移動します。

6

DiskQueueLimit という新しい DWORD 値を作成します。

7

値に 70 decimal と入力します。

8

Desktop Agent を再起動します ( 最小化して最大化するのではなく、再起動します )。

メモ 70 という値は、バックアップの低下が発生した際に読取りキューの長さの平均を計算
し 10 を掛けて取得したものです。したがって、70 という値が必ずしもすべてのデスクトッ
プ環境に適用されるわけではありません。上述したログの例に従い、問題のあるホストで
取得したキューの長さの平均を決定し、観測された調整済み平均値を DiskQueueLimit
レジストリキーに適用します。
( マシンにログオンし、Desktop Agent 7.0 バージョンをインストールしたときに使った管理者
アカウントではなく ) 別のユーザーアカウントを使って Desktop Agent を 7.0 から 7.5 にアップ
グレードし、既存のデスクトップユーザーデータフォルダにアクセスしようとすると、「アクセ
スが拒否されました。リカバリキーを作成できませんでした。」というエラーが表示され、
Desktop Agent が無効の状態になります。
このエラーは、ユーザーアカウントに既存のデスクトップユーザーデータフォルダへのアクセ
ス権限がない場合に発生することがあります。
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この問題を解決するには、次の手順を実行します。
1

デスクトップユーザーデータフォルダを右クリックして、［プロパティ］を選択します。

2

［セキュリティ］タブを選択し、ユーザーアカウントを追加します。

3

［適用］をクリックします。
リカバリキーが作成されます。

クラスタ設定から DLO のクラスタ構成を解除する前に、ネットワークユーザーデータフォルダ
(NUDF)、DLO データベース、メディアサーバーが仮想サーバーディスクから Desktop Agent の
ローカルディスクに移動します。この処理の後で Desktop Agent を起動すると、
「構成設定の
ロードに失敗しました。」というエラーメッセージが表示されます。
このエラーは、DLO 管理サーバーがダウン状態で、Desktop Agent マシンで通知が更新されて
いないため発生します。
メモ このエラーは、非クラスタ化セットアップのデスクトップユーザーおよびラップトッ
プユーザーに対しても発生することがあります。
この問題を解決するには、Desktop Agent マシンの NUDF、メディアサーバー、およびデータ
ベースのレジストリキーを手動で更新します。
1

レジストリエディタを開きます。

2

HKEY_LOCAL_MACHINE¥Software¥Symantec¥DLO¥Client に移動します。

3

DefaultMediaServer をダブルクリックし、メディアサーバーの名前を、仮想サーバー
名からメディアサーバーのホスト名に変更します。

4

HKEY_LOCAL_MACHINE¥Software¥Symantec¥DLO¥Client¥UserShare に移動し
ます。

5

ユーザー名をダブルクリックし、ネットワークユーザーデータフォルダのパスを変更し
ます。

6

HKEY_LOCAL_MACHINE¥Software¥Symantec¥DLO¥DB に移動します。

7

DBServer をダブルクリックし、データベースサーバーの名前を、仮想サーバー名から
データベースサーバーのホスト名に変更します。
メモ スタンドアロン DLO コンポーネントをクラスタ化する場合のみ、手順 7 を実行
します。DLO のクラスタ化にリモートデータベースセットアップを使用した場合は、
手順 7 は必要ありません。
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DLO Agent のリモートインストールとメンテナンス
サーバーのプッシュインストール
次のエラーメッセージが表示されます。
「リモートインストールエラー : マシンのクレデンシャ
ルが見つかりません」
Windows Management Instrumentation および Remote Registry サービスがリモートマシン上
で実行されていること、Windows Management Instrumentation サービスの実行権限があるこ
とを確認する必要があります。

DLO Agent またはメンテナンスサーバーのリモートインストールが失敗します。
［インストールの状態］画面で、インストールに失敗したリモートコンピュータを右クリック
し、［プッシュログの表示］または［インストールログの表示］オプションを選択してエラーを
参照します。

リモートデータベースを使用してコンソールを起動すると、「管理サービスが停止しています」
というエラーメッセージが表示されます。
リモートデータベースで Symantec DLO SQL サービスと SQL browser サービスが起動している
ことを確認する必要があります。エラーが継続して発生する場合は、「Symantec DLO 管理サー
ビス」を開始してください。

Dedupe サーバーのトラブルシューティング
Symantec Endpoint Protection（SEP）サーバーと Dedupe サーバーが同じマシンにインストー
ルされている場合は、次のエラーメッセージが表示されます。「入力したサーバーホストまたは
ポートの詳細が無効であるか、指定した場所で Dedupe サーバーが実行されていません。」とい
うエラーメッセージが表示されます。
このエラーは、SEP サーバーと Dedupe サーバーで同じデフォルトの HTTPS ポート番号 8443
を使用している場合に発生します。
Dedupe サーバーをインストールした後、次のパスにある server.xml ファイルの HTTP およ
び HTTPS ポート番号を変更します。
C:¥Program Files¥Symantec¥Symantec DLO¥Dedupe
Server¥Tomcat¥conf¥server.xml
たとえば、HTTP ポート番号が 8181 で、HTTPS ポート番号が 8445 である場合は、server.xml
ファイルを次のように変更します。
1

> 既存値 :
<Connector connectionTimeout="20000" port="8080" protocol="HTTP/1.1"
redirectPort="8443" server=" "/>
次に変更 :
<Connector connectionTimeout="20000" port="8181" protocol="HTTP/1.1"
redirectPort="8445" server=" "/>

トラブルシューティング 329
Dedupe サーバーのトラブルシューティング

2

> 既存値 :
<Connector SSLEnabled="true" SSLProtocol="TLS" clientAuth="false"
keystoreFile="dedupeserver.jks" keystorePass="dedupeserver"
maxThreads="1000" port="8443"
protocol="org.apache.coyote.http11.Http11NioProtocol"
scheme="https" secure="true" server=" "/>
次に変更 :
<Connector SSLEnabled="true" SSLProtocol="TLS" clientAuth="false"
keystoreFile="dedupeserver.jks" keystorePass="dedupeserver"
maxThreads="1000" port="8445"
protocol="org.apache.coyote.http11.Http11NioProtocol"
scheme="https" secure="true" server=" "/>

3

> 既存値 :
<Connector port="8009" protocol="AJP/1.3" redirectPort="8443"/>
次に変更 :
<Connector port="8009" protocol="AJP/1.3" redirectPort="8445"/>

4

server.xml ファイルの値を変更した後、これらのポート番号をファイアウォールの例
外に追加します。

5

Dedupe サーバーサービスを再起動します。

シナリオ 1:
マシンに Dedupe サーバーのみをインストール中に、SQL サービス用に（マシンへのログオン
に使用した管理者アカウントではなく、
）別のユーザーアカウントを使用すると、Dedupe サー
バーを追加できず、次のエラーメッセージが表示されます。「入力された Dedupe 詳細は無効で
あるか、指定された場所には起動中の Dedupe サーバーがありません。」というエラーメッセー
ジが表示されます。
シナリオ 2:
Symantec DLO 7.0 から Symantec DLO 7.5 にアップグレード中に、SQL サービス用に別のユー
ザーアカウントを使用すると、Dedupe サーバーを追加することはできますが、管理することが
できません。
この 2 つのシナリオでは、SQL サービスと Dedupe サービスを同じユーザーアカウントで実行
する必要があります。
この問題を解決するには、次の手順を実行します。
1

SQL サービスアカウントと一致するように、Dedupe サーバーサービスのユーザーアカウ
ントを変更します。

2

SQL サービスに使用したユーザーアカウントに管理者権限を付与するには、次のコマンド
を実行します。
例
osql.exe -E -l 60 -S .¥INSTANCE1 -d dedupedb -Q "EXEC
sp_addsrvrolemember 'testdomain¥DBAdmin1', 'sysadmin'"
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3

DLO 管理者アカウントで dedupedb user_info 表を更新するには、次のコマンドを実行
します。
osql.exe -E -S <SERVERNAME>¥<INSTANCENAME> -l <TIMEOUT>-d dedupedb
-Q "UPDATE user_info SET user_name='<DOMAIN¥USERNAME>'"
例
osql.exe -E -S -l <TIMEOUT>.¥DEDUPE -d dedupedb -Q "UPDATE user_info
SET user_name='testdomain¥dloadmin'"

オプション
-E: パスワードの入力を要求せずに信頼できる接続を使用する。
-l: osql ログインがアクティブである期間（秒）。
-Q: クエリー。
メモ Dedupe サーバーを追加した後、ユーザーアカウントに Dedupe サーバーの管理権限が
ない場合は、次のエラーメッセージが表示されます。
「ユーザーを認証できませんでした。
」
というエラーメッセージが表示されます。このような場合は、同じ手順に従って管理者権
限を付与します。
Windows 2008 R2 コンピュータに管理者アカウントで Symantec DLO 7.0 をインストールしまし
た。Symantec DLO 7.5 にアップグレードするときに、ドメイン管理者のアカウントを使用する
と、Dedupe データベースがアタッチされず、［サーバーへ接続できません。DLO 管理サービス
が実行されていません。サービスクレデンシャルを確認しますか ?］というエラーメッセージが
表示されます。
この問題を解決するには、次の手順を実行します。
1

管理者アカウントで Windows 2008 R2 コンピュータにログオンします。例 :
<domain>¥administrator

2

同じ管理者アカウントを使用して SQL Server と SQL インスタンスをインストールします。

3

既存の SQL インスタンスを選択する DLO 7.0 をインストールします。

4

ドメインユーザーアカウント（<domain>¥<user name>）をローカル admin グループに追
加します。

5

「SQL Server」サービス、
「SQL Agent」サービス、および「SQL Browser」サービスのクレ
デンシャルをドメインユーザーアカウントに変更します。

6

次のコマンドを実行して、SQL 管理者の役割をドメインユーザーに設定します。
osql -E -S -Q "EXEC sp_addsrvrolemember
'<DOMAIN¥USERNAME>','sysadmin'"
例
osql -E -S -Q "EXEC sp_addsrvrolemember
'<testdomain¥dloadmin>','sysadmin'"

7
8

コンピュータからログオフし、ドメインユーザーアカウントでログオンします。
［SQL サービスアカウント］画面と［DLO 管理者アカウント］画面でドメインユーザーア
カウントを入力して、DLO 7.5 にアップグレードします。
Dedupe データベースとその他のすべてのコンポーネントが正常に動作します。
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章

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
グラフィカルユーザーインターフェース（GUI）の操作およびメニュー項目は、すべ
てキーボードショートカットを利用してアクセスできます。シマンテック社の製品
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。
以下のトピックでは、DLO のアクセシビリティ機能とコンプライアンスについて説
明します。
■

332 ページの「DLO のキーボードナビゲーションとショートカット」

■

332 ページの「GUI 内の一般的なキーボードナビゲーション」

■

333 ページの「ダイアログボックス内のキーボードナビゲーション」

■

335 ページの「キーボードショートカット」

■

337 ページの「アクセシビリティ設定のサポート」
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DLO のキーボードナビゲーションとショートカット
すべてのプログラム機能およびメニュー項目には、キーボード操作だけでもアクセス
できます。DLO では、オペレーティングシステム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、335 ページの「キーボードショートカット」を参照してください。
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 内の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。
シマンテック社の製品では、すべての GUI に次のキーボードナビゲーションルール
が適用されます。
■

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。
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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。
表 7-1

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

次のタブに移動し、そのページを表示します。

または Ctrl+Tab
Ctrl+Page Up

前のタブに移動し、そのページを表示します。

← または →

フォーカスがタブにある場合、次または前のタブに移動してそのページを表示すること
ができます。

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、それぞれに次のような特有の操作方法があります。
■

ドロップダウンリストボックスには、デフォルトで選択されている項目のみが表
示されます。コントロールの右側の小さなボタンには下向きの矢印が表示されて
います。その矢印をクリックすると、リストボックス内の他の項目が表示されま
す。リストボックスとして設定されている領域にすべての項目を表示できない場
合には、リストボックスの横にスライダーが表示されます。Alt+ ↑、Alt+ ↓ ま
たは F4 キーのいずれかのキーを押すことによって、リストの表示と非表示を切
り替えることができます。Tab キーを使用して、項目を選択することができます。

■

拡張選択リストボックスでは、1 つの項目の選択および連続する複数の項目の選
択が可能で、それらを組み合わせて選択することもできます。ある項目を選択し
た後に、Ctrl キーを押しながら項目を選択することによって、選択項目を追加し
たり、連続する一連の項目を選択することができます。また、同様にして選択解
除することもできます。
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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、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。
表 7-2

Backup Exec 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

ニーモニック

結果

Alt

F

［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ストレージロケーションの作成、ユーザーの追
加を行うことができます。

Alt

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
復元、復元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。

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

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

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。

Alt

W

［ウィンドウ］メニューを表示します。［ウィンドウ］メニューを使
用して、新しいウィンドウまたはビューに移動します。

Alt

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、
マニュアルやシマンテック社のさまざまな Web サイトにアクセスし
ます。
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次の表は、Desktop and Laptop Option Desktop Agent のショートカットキーのリス
トです。
表 7-3

Desktop and Laptop Option Desktop Agent に固有のキーボードショートカット

アクセラレータ

ニーモニック

結果

Alt

F

［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 を最小化または終了できます。

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。
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アクセシビリティ設定のサポート
シマンテック社のソフトウェアは、オペレーティングシステムのアクセシビリティ設
定に従います。
シマンテック社の製品は、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。
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

スタートメニューから、［設定］、［コントロールパネル］を選択します。

2 ［ユーザー補助のオプション］を選択します。
メモ ユーザー補助のオプションは、ユーザー補助の設定ウィザードで設定するこ
ともできます。スタートメニューで［プログラム］をポイントし、［アクセサリ］
をクリックします。［ユーザー補助］を選択し、［ユーザー補助の設定ウィザード］
を選択します。
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と、パフォーマンスが向上します。
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用語集
Dedupe データベース
設定とグローバルハッシュテーブルを格納するために Dedupe サーバーによって使われるデー
タストア。
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 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。このフォルダを使うことにより、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 ソフトウェアのユーザーインターフェース。
DLO データベース
ポリシー設定および状態情報が格納されている場所。
DLO バックアップ選択項目
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 ストレージロケーションのホストコンピュータ。
DLO 管理コンソール
Desktop and Laptop Option を操作するための管理者用インターフェース。
圧縮
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
ディスク上のファイルやフォルダ、およびデータ転送時におけるデータセキュリティを確保す
るために使用されるプロセス。
オープンファイルの処理
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
Symantec 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。
グローバルハッシュテーブル
重複排除ストレージロケーションに格納されているデータのデータ署名を CRI にマッピング
するテーブル。
最適化
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
差分データ転送は、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です。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。
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自動ユーザー割り当て
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ストレージロケーションを割り当てるため
のルール。設定は、Desktop Agent の初回実行時に適用されます。
重複排除ストレージプール
重複排除が実行される重複排除ストレージロケーションのグループ。
重複排除ストレージロケーション
データが保管されているネットワーク上の共有ストレージロケーション。
ストレージロケーション
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格納されるネットワーク上の共有の
場所。
タスク
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。
チャンク
一意の識別データブロック。
チャンク取得情報 (CRI)
バックアップ中にデータが書き込まれた重複排除ストレージロケーションのデータの場所。CRI は、復元
時にデータを読み戻すために使われます。
チャンク署名
データブロックのハッシュ値。
同期
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
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
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
管理者によって設定され、ユーザーまたはユーザーグループに適用される DLO 設定。
ユーザー
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
ユーザーのバックアップデータを格納するフォルダ。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
Windows の認証に使用されるユーザー名。
リビジョン
特定の時点でのファイルのバージョン。
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