バックアップサービス
Version 8.0

ユーザーズガイド

改定日: 2019/12/12

目次
1 バックアップサービスについて ................................................................ 9
1.1

Standard、Advanced、および Disaster Recovery エディション .................... 9

2 ソフトウェア要件 ................................................................................ 10
2.1

推奨 Web ブラウザ .............................................................................10

2.2

サポートされるオペレーティング システムと環境 .......................................10

2.3

サポートされる Microsoft SQL Server のバージョン ..................................15

2.4

サポートされる Microsoft Exchange Server のバージョン ............................15

2.5

サポートされる Microsoft SharePoint のバージョン ...................................16

2.6

サポート対象の Oracle データベースのバージョン .....................................16

2.7

サポート対象の SAP HANA バージョン ....................................................17

2.8

サポートされる仮想環境プラットフォーム .................................................17

2.9

暗号化ソフトウェアとの互換性 ...............................................................22

3 サポートされるファイル システム .......................................................... 24
4 アカウントのアクティブ化 .................................................................... 26
4.1

二要素認証 .........................................................................................27

5 バックアップサービスへのアクセス ......................................................... 29
6 ソフトウェアのインストール ................................................................. 29
6.1

インストールする前に ...........................................................................29

6.2

Linux パッケージ .................................................................................34

6.3

プロキシサーバー設定 ...........................................................................38

6.4

エージェントのインストール ..................................................................42

6.5

OVF テンプレートからエージェント for VMware（仮想アプライアンス)のデプロイ
46

6.5.1

開始する前に .................................................................................................... 46

6.5.2

OVF テンプレートの配置 .................................................................................... 47

6.5.3

仮想アプライアンスの設定 .................................................................................. 47

6.6

グループポリシーによるエージェントの配置 ..............................................50

6.7

エージェントのアップデート ..................................................................53

6.8

エージェントのアンインストール.............................................................55

7 バックアップ管理画面の表示方式............................................................ 57
8 バックアップ ..................................................................................... 59
8.1

バックアップ計画のチートシート.............................................................60

8.2

バックアップ対象の選択 ........................................................................63

8.2.1

ディスクとボリュームの選択 ............................................................................... 63

8.2.2

ファイルとフォルダの選択 .................................................................................. 67

8.2.3

システム状態の選択 ........................................................................................... 70

8.2.4

ESXi 構成の選択 ................................................................................................ 71

8.3

バックアップ先の選択 ...........................................................................72

8.3.1

8.4

Secure Zone について ....................................................................................... 73

スケジュール ......................................................................................77

8.4.1

イベント別のスケジュール .................................................................................. 80

8.4.2

開始条件 .......................................................................................................... 83

8.5

保持ルール .........................................................................................91

8.6

レプリケーション .................................................................................93

8.7

暗号化 ...............................................................................................94

8.8

ノータリゼーション ..............................................................................97

8.9

手動でのバックアップの開始 ..................................................................98

8.10 デフォルトのバックアップ オプション .....................................................98
8.11 バックアップ オプション .......................................................................99
8.11.1 アラート ........................................................................................................ 104
8.11.2 バックアップの統合 ......................................................................................... 105
8.11.3 バックアップ ファイル名 .................................................................................. 106
8.11.4 バックアップ形式 ............................................................................................ 110
8.11.5 バックアップのべリファイ ................................................................................ 111
8.11.6 バックアップ開始条件 ...................................................................................... 112

8.11.7 Changed Block Tracking（CBT) ....................................................................... 113
8.11.8 クラスターバックアップモード .......................................................................... 113
8.11.9 圧縮レベル ..................................................................................................... 115
8.11.10

エラー処理 ............................................................................................... 116

8.11.11

高速の増分/差分バックアップ ...................................................................... 117

8.11.12

ファイルフィルタ ...................................................................................... 118

8.11.13

ファイルレベルのバックアップのスナップショット.......................................... 120

8.11.14

ログの切り捨て ......................................................................................... 121

8.11.15

LVM のスナップショット ............................................................................ 121

8.11.16

マウント ポイント ..................................................................................... 122

8.11.17

マルチボリュームスナップショット .............................................................. 123

8.11.18

パフォーマンスとバックアップウィンドウ...................................................... 124

8.11.19

物理データ配送 ......................................................................................... 128

8.11.20

処理の前後に実行するコマンド .................................................................... 129

8.11.21

データ取り込みの前後に実行するコマンド...................................................... 131

8.11.22

スケジューリング ...................................................................................... 134

8.11.23

セクタ単位のバックアップ .......................................................................... 135

8.11.24

分割 ........................................................................................................ 136

8.11.25

タスク失敗時の処理 ................................................................................... 136

8.11.26

ボリューム シャドウ コピー サービス（VSS) ................................................ 137

8.11.27

仮想コンピュータのボリュームシャドウコピーサービス（VSS) .......................... 138

8.11.28

週単位のバックアップ ................................................................................ 139

8.11.29

Windows イベント ログ ............................................................................ 139

9 復元 ............................................................................................... 140
9.1

復元のチートシート ............................................................................ 140

9.2

ブータブルメディアの作成 ................................................................... 141

9.3

Startup Recovery Manager ................................................................ 143

9.4

マシンの復元 .................................................................................... 145

9.4.1

物理コンピュータ ............................................................................................ 145

9.4.2

物理コンピュータから仮想コンピュータへ............................................................ 147

9.4.3

仮想コンピュータ ............................................................................................ 149

9.4.4

ブータブル メディアを使用したディスクの復元 .................................................... 151

9.4.5

Universal Restore の使用 ................................................................................. 153

9.5

ファイルの復元.................................................................................. 157

9.5.1

Web インターフェイスを使用したファイルの復元 ................................................. 157

9.5.2

クラウドストレージからのファイルのダウンロード................................................ 159

9.5.3

Notary サービスを使用したファイル真正性のベリファイ ........................................ 160

9.5.4

ASign を使用したファイルの署名 ....................................................................... 161

9.5.5

ブータブル メディアを使用したファイルの復元 .................................................... 163

9.5.6

ローカルバックアップからファイルを抽出............................................................ 164

9.6

システム状態の復元 ............................................................................ 165

9.7

ESXi 構成の復元 ................................................................................ 165

9.8

復元オプション.................................................................................. 167

9.8.1

バックアップのべリファイ ................................................................................ 168

9.8.2

起動モード ..................................................................................................... 169

9.8.3

ファイルの日付と時刻 ...................................................................................... 171

9.8.4

エラー処理 ..................................................................................................... 171

9.8.5

ファイルの除外 ............................................................................................... 172

9.8.6

ファイルレベルのセキュリティ .......................................................................... 172

9.8.7

Flashback ...................................................................................................... 172

9.8.8

フルパスの復元 ............................................................................................... 173

9.8.9

マウント ポイント ........................................................................................... 173

9.8.10 パフォーマンス ............................................................................................... 174
9.8.11 処理の前後に実行するコマンド .......................................................................... 174
9.8.12 SID の変更 ..................................................................................................... 176
9.8.13 VM 電源管理................................................................................................... 176
9.8.14 Windows イベント ログ .................................................................................. 177

10 バックアップの操作 ........................................................................... 178
10.1 バックアップタブ ............................................................................... 178
10.2 バックアップからのボリュームのマウント ............................................... 179
10.3 バックアップの削除 ............................................................................ 180
11 バックアップ計画の操作 ..................................................................... 182
12 [計画] タブ ..................................................................................... 183
12.1 Backup ........................................................................................... 183

12.2 クラウドアプリケーションのバックアップ計画 ......................................... 184
13 Microsoft アプリケーションの保護...................................................... 185
13.1 前提条件 .......................................................................................... 187
13.2 データベースのバックアップ ................................................................ 189
13.2.1 SQL データベースの選択................................................................................... 190
13.2.2 Exchange Server データの選択 ......................................................................... 191
13.2.3 Always On 可用性グループ（AAG)の保護............................................................ 192
13.2.4 データベース可用性グループ（DAG)の保護.......................................................... 194

13.3 アプリケーション認識型バックアップ ..................................................... 197
13.3.1 必要なユーザー権限 ......................................................................................... 198

13.4 メールボックスのバックアップ ............................................................. 199
13.4.1 Exchange Server メールボックスの選択 ............................................................. 201
13.4.2 必要なユーザー権限 ......................................................................................... 201

13.5 SQL データベースの復元 ..................................................................... 201
13.5.1 システムデータベースの復元 ............................................................................. 205
13.5.2 SQL Server データベースの接続 ....................................................................... 206

13.6 Exchange データベースの復元 .............................................................. 207
13.6.1 Exchange Server データベースのマウント ......................................................... 210

13.7 Exchange メールボックスとメールボックスのアイテムを復元 ..................... 210
13.7.1 メールボックスの復元 ...................................................................................... 212
13.7.2 メールボックスのアイテムの復元 ....................................................................... 215
13.7.3 Microsoft Exchange Server のライブラリのコピー .............................................. 219

13.8 SQL サーバーまたは Exchange サーバーのアクセス認証の変更 .................... 220
14 モバイル デバイスの保護 .................................................................... 220
15 Office 365 データの保護 ................................................................... 225
15.1 ローカルにインストールされた Office 365 エージェントの使用 .................... 228
15.1.1 Microsoft Office 365 組織の追加........................................................................ 228
15.1.2 Exchange Online メールボックスの保護 ............................................................. 228

15.2 クラウド Office 365 エージェントの使用 ................................................. 232
15.2.1 Microsoft Office 365 組織の追加........................................................................ 232

15.2.2 Exchange Online データの保護 ......................................................................... 233
15.2.3 OneDrive ファイルの保護 ................................................................................. 241
15.2.4 SharePoint Online サイトの保護........................................................................ 245
15.2.5 クラウドエージェントのアップグレード............................................................... 249

16 G Suite データの保護 ........................................................................ 251
16.1 G Suite 組織を追加 ............................................................................ 252
16.2 Gmail データを保護 ............................................................................ 253
16.2.1 メールボックスの選択 ...................................................................................... 255
16.2.2 メールボックスおよびメールボックスアイテムの復元 ............................................. 256

16.3 Google ドライブのファイルを保護 ........................................................ 259
16.3.1 Google ドライブのファイルを選択 ..................................................................... 260
16.3.2 Google ドライブおよび Google ドライブのファイルを復元 .................................... 262

16.4 共有ドライブファイルを保護 ................................................................ 265
16.4.1 共有ドライブファイルを選択 ............................................................................. 266
16.4.2 共有ドライブおよび共有ドライブファイルを復元................................................... 267

16.5 ノータリゼーション ............................................................................ 270
16.5.1 Notary サービスを使用したファイル真正性のベリファイ ........................................ 271

17 Oracle データベースの保護 ................................................................ 271
18 SAP HANA の保護 ........................................................................... 272
19 Active Protection ........................................................................... 272
19.1 保護オプション.................................................................................. 274
20 Web サイトとホスティングサーバーの保護 ............................................ 276
20.1 Web サイトの保護 ............................................................................. 276
20.1.1 Web サイトのバックアップ ............................................................................... 277
20.1.2 Web サイトの復元 .......................................................................................... 279

20.2 Web ホスティングサーバーの保護 ......................................................... 280
21 仮想コンピュータの特別な操作 ............................................................ 282
21.1 バックアップからの仮想コンピュータの実行（インスタント復元) ................. 282
21.1.1 コンピュータの実行 ......................................................................................... 283

21.1.2 コンピュータの削除 ......................................................................................... 285
21.1.3 コンピュータの確定 ......................................................................................... 285

21.2 VMware vSphere での作業 ................................................................. 287
21.2.1 仮想コンピュータのレプリケーション ................................................................. 287
21.2.2 エージェント for VMware - LAN フリー バックアップ ......................................... 295
21.2.3 ローカルに接続されたストレージの使用............................................................... 298
21.2.4 仮想コンピュータのバインド ............................................................................. 300
21.2.5 VM 移行のサポート ......................................................................................... 303
21.2.6 仮想環境の管理 ............................................................................................... 303
21.2.7 vSphere クライアントにおけるバックアップステータスの表示 ............................... 304
21.2.8 エージェント for VMware - 必要な権限 ............................................................. 304

21.3 クラスタ化された Hyper-V コンピュータのバックアップ ........................... 308
21.4 同時にバックアップされる仮想マシンの合計数の制限 ................................. 309
21.5 コンピュータの移行 ............................................................................ 310
21.6 Windows Azure および Amazon EC2 仮想コンピュータ............................. 311
22 デバイスグループ .............................................................................. 312
22.1 静的グループの作成 ............................................................................ 314
22.2 静的グループへのデバイスの追加........................................................... 314
22.3 ダイナミックグループの作成 ................................................................ 314
22.4 グループへのバックアップ計画の適用 ..................................................... 320
23 ユーザーアカウントと組織部署の管理 .................................................... 320
23.1 制限値（クォータ) ............................................................................. 320
23.1.1 Backup ......................................................................................................... 321
23.1.2 デバイスの制限値（クォータ)の変更 ................................................................... 323

23.2 通知 ................................................................................................ 324
23.3 使用状況レポート ............................................................................... 324
24 トラブルシューティング ..................................................................... 325
25 用語集 ............................................................................................ 326

1 バックアップサービスについて
バックアップサービスでは、物理マシン、仮想マシン、ファイル、データベースをクラウド
ストレージまたはローカル ストレージにバックアップ、復元できます。
このサービスは、バックアップコンソールと呼ばれる Web インターフェースフェースから
利用できます。

1.1 Standard、Advanced、および Disaster Recovery
エディション
さまざまな顧客のニーズや予算に合わせて、バックアップサービスには 3 つのエディション
があります。顧客企業では一度に 1 つのエディションを使用できます。



Standard Edition は、小規模な環境のニーズをカバーしています。



Advanced Edition は大規模な環境用に設計されています。Standard Edition のすべて
のバックアップおよび復元機能とともに、高度なバックアップおよび復元機能を提供し
ます。



Disaster Recovery Edition は、Advanced Edition のすべてのバックアップおよび復
元機能とともに、ディザスタリカバリサービスを提供します。

以下のバックアップおよび復元機能は、Advanced Edition および Disaster Recovery
Edition でのみ使用できます。



UI の新しいセクションにバックアップ計画や VM レプリケーション計画をすべて表示
『183ページ 』



Microsoft SQL Server Always On 可用性グループ（AAG)のサポート 『192ページ 』



Microsoft Exchange Server データベース可用性グループ（DAG)のサポート 『194ペ
ージ 』



静的および動的なデバイスグループを作成する機能 『312ページ 』



各マシンのバックアップをスクリプトで定義したフォルダに保存する（Windows を実行
するマシン用) 『72ページ 』



RMAN を使用したアプリケーション認識型バックアップおよびデータベースのバックア
ップによる Oracle データベースの保護 『271ページ 』



内部 SAP HANA スナップショットを使用したマシン全体のバックアップによる SAP
HANA の保護 『272ページ 』



ファイルノータリゼーション: ファイルが本物であり、バックアップ後に改変されてい
ないことを証明する 『97ページ 』



ASign: 複数ユーザーによるバックアップファイルへの署名を可能にする 『161ページ 』

ディザスタリカバリサービスについては、「Disaster Recovery」文書に説明があります。

2 ソフトウェア要件
2.1 推奨 Web ブラウザ
Web インターフェイスは、次の Web ブラウザに対応しています。



Google Chrome 29 以降



Mozilla Firefox 23 以降



Opera 16 以降



Windows Internet Explorer 11 以降



Microsoft Edge 25 以降



macOS および iOS オペレーティングシステムで稼働する Safari 8 以降

他の Web ブラウザ（他のオペレーティングシステムで稼働する Safari ブラウザなど)では、
ユーザーインターフェースが正しく表示されないか、一部の機能が使用できない場合があり
ます。

2.2 サポートされるオペレーティング システムと環境
エージェント for Windows
Windows XP Professional SP1（x64)、SP2（x64)、SP3（x86)
Windows Server 2003 SP1/2003 R2以降 – StandardおよびEnterpriseエディシ
ョン (x86、x64)

Windows Small Business Server 2003/2003 R2
Windows Vista: すべてのエディション
Windows Server 2008: Standard、Enterprise、Datacenter、Web の各エディシ
ョン（x86、x64)
Windows Small Business Server 2008
Windows 7: すべてのエディション
Windows Server 2008 R2: Standard、Enterprise、Datacenter、Foundation、
Web の各エディション
Windows MultiPoint Server 2010/2011/2012
Windows Small Business Server 2011: すべてのエディション
Windows 8/8.1 – Windows RTエディションを除くすべてのエディション（x86、
x64)
Windows Server 2012/2012 R2: すべてのエディション
Windows Storage Server 2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016
Windows 10 （Home、Pro、Education、Enterprise、IoT Enterpriseエディショ
ン)
Windows Server 2016: Nano Server以外のすべてのインストールオプション
Windows Server 2019: Nano Server以外のすべてのインストールオプション

SQLエージェント、Exchangeエージェント（データベースバックアップとアプ
リケーション認識型バックアップ用)、Active Directoryエージェント
各エージェントは上記の一覧で示すオペレーティングシステムとサポートされてい
るバージョンのアプリケーションを実行するコンピュータにインストールできま
す。

Exchangeエージェント（メールボックスバックアップ用)
Windows Server 2008: Standard、Enterprise、Datacenter、Web の各エディシ
ョン（x86、x64)
Windows Small Business Server 2008
Windows 7: すべてのエディション

Windows Server 2008 R2: Standard、Enterprise、Datacenter、Foundation、
Web の各エディション
Windows MultiPoint Server 2010/2011/2012
Windows Small Business Server 2011: すべてのエディション
Windows 8/8.1 – Windows RTエディションを除くすべてのエディション（x86、
x64)
Windows Server 2012/2012 R2: すべてのエディション
Windows Storage Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2
Windows 10: Home、Pro、Education、Enterpriseの各エディション
Windows Server 2016: Nano Server以外のすべてのインストールオプション
Windows Server 2019: Nano Server以外のすべてのインストールオプション

エージェント for Office 365
Windows Server 2008: Standard、Enterprise、Datacenter、Web の各エディシ
ョン（x64のみ)
Windows Small Business Server 2008
Windows Server 2008 R2: Standard、Enterprise、Datacenter、Foundation、
Web の各エディション
Windows Small Business Server 2011: すべてのエディション
Windows 8/8.1: Windows RTエディションを除くすべてのエディション（x64の
み)
Windows Server 2012/2012 R2: すべてのエディション
Windows Storage Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016（x64のみ)
Windows 10: Home、Pro、Education、Enterpriseの各エディション（x64のみ)
Windows Server 2016 – Nano Server以外のすべてのインストールオプション
（x64のみ)
Windows Server 2019 – Nano Server 以外のすべてのインストールオプション
（x64 のみ)

Oracle エージェント
Windows Server 2008R2 – Standard、Enterprise、Datacenter、Webの各エデ
ィション（x86、x64)
Windows Server 2012R2 – Standard、Enterprise、Datacenter、Webの各エデ
ィション（x86、x64)
Linux - Linux エージェントによってサポートされている任意のカーネルおよびディ
ストリビューション（以下のとおり)

エージェント for Linux
2.6.9～5.1のカーネルおよびglibc 2.3.4以降を搭載したLinux
以下を含む、さまざまなx86およびx86_64 Linuxディストリビューション
Red Hat Enterprise Linux 4.x、5.x、6.x、7.0、7.1、7.2、7.3、7.4、7.5、
7.6、8.0
Ubuntu 9.10、10.04、10.10、11.04、11.10、12.04、12.10、13.04、
13.10、14.04、14.10、15.04、15.10、16.04、16.10、17.04、17.10、
18.04、18.10、19.04
Fedora 11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、
26、27、28、29、30
SUSE Linux Enterprise Server 10 および 11
SUSE Linux Enterprise Server 12: ファイル システムでサポート（Btrfs を除
く)
Debian 4、5、6、7.0、7.2、7.4、7.5、7.6、7.7、8.0、8.1、8.2、8.3、8.4、
8.5、8.6、8.7、8.8、8.11、9.0、9.1、9.2、9.3、9.4、9.5、9.6、9.7、9.8、
10
CentOS 5.x、6.x、7、7.1、7.2、7.3、7.4、7.5、7.6
Oracle Linux 5.x、6.x、7.0、7.1、7.2、7.3、7.4、7.5、7.6 –
Unbreakable Enterprise Kernel と Red Hat Compatible Kernel の両方
CloudLinux 5.x、6.x、7、7.1、7.2、7.3、7.4、7.5
ClearOS 5.x、6.x、7、7.1、7.4
ALT Linux 7.0

RPM Package Managerを使用していないシステム（Ubuntuシステムなど)に製品を
インストールする場合は、インストールの前に、ルートユーザーとして次のコマン
ドを実行するなどしてこのマネージャを手動でインストールする必要があります。
apt-get install rpm

Mac エージェント
OS X Mavericks 10.9
OS X Yosemite 10.10
OS X El Capitan 10.11
macOS Sierra 10.12
macOS High Sierra 10.13
macOS Mojave 10.14
macOS Catalina 10.15

VMwareエージェント（仮想アプライアンス)
このエージェントは、ESXi ホストで実行する仮想アプライアンスとして提供されま
す。
VMware ESXi 4.1、5.0、5.1、5.5、6.0、6.5、6.7

VMwareエージェント（Windows)
このエージェントは、上記のWindowsエージェントのオペレーティングシステムで
実行するWindowsアプリケーションとして提供されます。ただし次の例外がありま
す。



32 ビットオペレーティングシステムはサポートされません。



Windows XP、Windows Server 2003/2003 R2、Windows Small Business
Server 2003/2003 R2 はサポートされません。

VMware ESXi 4.1、5.0、5.1、5.5、6.0、6.5、6.7

エージェント for Hyper-V
Windows Server 2008（x64のみ)（Hyper-V使用)
Windows Server 2008 R2 with Hyper-V
Microsoft Hyper-V Server 2008/2008 R2

Windows Server 2012/2012 R2 with Hyper-V
Microsoft Hyper-V Server 2012/2012 R2
Windows Server 8、8.1（x64のみ)（Hyper-V使用)
Windows 10: Pro、Education、Enterpriseエディション（Hyper-V使用)
Windows Server 2016 with Hyper-V: Nano Server以外の全インストールオプシ
ョン
Microsoft Hyper-V Server 2016
Windows Server 2019 with Hyper-V: すべてのインストールオプション（Nano
Serverを除く)
Microsoft Hyper-V Server 2019

エージェント for Virtuozzo
Virtuozzo 6.0.10、6.0.11、6.0.12

2.3 サポートされる Microsoft SQL Server のバージョ
ン


Microsoft SQL Server 2017



Microsoft SQL Server 2016



Microsoft SQL Server 2014



Microsoft SQL Server 2012



Microsoft SQL Server 2008 R2



Microsoft SQL Server 2008



Microsoft SQL Server 2005

2.4 サポートされる Microsoft Exchange Server のバー
ジョン


Microsoft Exchange Server 2019: すべてのエディション。



Microsoft Exchange Server 2016: すべてのエディション。



Microsoft Exchange Server 2013: すべてのエディション、累積的な更新プログラ
ム 1（CU1)以降。



Microsoft Exchange Server 2010: すべてのエディション、すべてのサービスパッ
ク。メールボックスのバックアップとデータベースバックアップからの粒度復元は、
Service Pack 1（SP1)以降でサポートされています。



Microsoft Exchange Server 2007: すべてのエディション、すべてのサービスパッ
ク。メールボックスのバックアップとデータベースバックアップからの粒度復元はサポ
ートされていません。

2.5 サポートされる Microsoft SharePoint のバージョ
ン
Backup Service は、次の Microsoft SharePoint のバージョンをサポートします。



Microsoft SharePoint 2013



Microsoft SharePoint Server 2010 SP1



Microsoft SharePoint Foundation 2010 SP1



Microsoft Office SharePoint Server 2007 SP2*



Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 SP2*

* これらのバージョンと一緒に SharePoint Explorer を使用するには、データベースを接続する
SharePoint 復元ファームが必要です。

データの展開元のバックアップとデータベースは、SharePoint Explorer がインストールさ
れている場所と同じ SharePoint バージョンのものである必要があります。

2.6 サポート対象の Oracle データベースのバージョン


Oracle データベース バージョン 11g（すべてのエディション)



Oracle データベース バージョン 12c（すべてのエディション)

単一インスタンスの設定のみがサポートされます。

2.7 サポート対象の SAP HANA バージョン
物理マシンまたは VMware ESXi 仮想マシン上で実行される RHEL 7.6 にインストールさ
れた HANA 2.0 SPS 03。
SAP HANA は、ストレージスナップショットを使用したマルチテナントデータベースコン
テナの復元をサポートしていないため、このソリューションは、テナントデータベースが 1
つだけの SAP HANA コンテナをサポートします。

2.8 サポートされる仮想環境プラットフォーム
次の表では、各種仮想環境プラットフォームがどのようにサポートされているのかについて
まとめています。
プラットフォーム

ハイパーバイザ レベル ゲスト OS の内部か
のバックアップ（エージ

らバックアップ

ェントレス バックアッ
プ)
VMware
VMware vSphere バージョン:4.1、
5.0、5.1、5.5、6.0、6.5、6.7
VMware vSphere のエディション:
VMware vSphere Essentials*
VMware vSphere Essentials Plus*

+

+

VMware vSphere Standard*
VMware vSphere Advanced
VMware vSphere Enterprise
VMware vSphere Enterprise Plus
VMware vSphere Hypervisor（Free
ESXi)**

+

プラットフォーム

ハイパーバイザ レベル ゲスト OS の内部か
のバックアップ（エージ

らバックアップ

ェントレス バックアッ
プ)
VMware サーバー（VMware 仮想サーバー)
VMware Workstation
+
VMware ACE
VMware Player
Microsoft
Windows Server 2008（x64)（Hyper-V 使
用)
Windows Server 2008 R2 with Hyper-V
Microsoft Hyper-V Server 2008/2008
R2
Windows Server 2012/2012 R2 with
Hyper-V
Microsoft Hyper-V Server 2012/2012
R2
Windows Server 8、8.1（x64)（Hyper-V
使用)
Windows 10（Hyper-V 使用)
Windows Server 2016 with Hyper-V –
すべてのインストールオプション（Nano
Server を除く)
Microsoft Hyper-V Server 2016
Windows Server 2019 with Hyper-V: す
べてのインストールオプション（Nano
Server を除く)
Microsoft Hyper-V Server 2019

+

+

プラットフォーム

ハイパーバイザ レベル ゲスト OS の内部か
のバックアップ（エージ

らバックアップ

ェントレス バックアッ
プ)
Microsoft Virtual PC 2004、2007
+
Windows Virtual PC
Microsoft Virtual Server 2005

+

Citrix
Citrix XenServer 4.1.5、5.5、5.6、6.0、
6.1、6.2、6.5、7.0、7.1、7.2、7.3、
7.4、7.5

完全に仮想環境され
た（HVM)ゲストのみ

Red Hat および Linux
Red Hat Enterprise Virtualization
(RHEV) 2.2、3.0、3.1、3.2、3.3、3.4、
3.5、3.6

+

Red Hat Virtualization（RHV)4.0、4.1
Kernel-based Virtual Machine（KVM)

+

Parallels
Parallels Workstation

+

Parallels Server 4 Bare Metal

+

Oracle
Oracle VM Server 3.0、3.3、3.4

完全に仮想環境され
た（HVM)ゲストのみ

Oracle VM VirtualBox 4.x

+

Nutanix
NutanixAcropolis ハイパーバイザー
(AHV)20160925.x から 20180425.x
Virtuozzo

+

プラットフォーム

ハイパーバイザ レベル ゲスト OS の内部か
のバックアップ（エージ

らバックアップ

ェントレス バックアッ
プ)
（仮想コンピュータ

Virtuozzo 6.0.10、6.0.11、6.0.12
+

のみ。コンテナは非
対応)

Amazon
Amazon EC2 インスタンス

+

Microsoft Azure
Azure 仮想コンピュータ

+

*これらのエディションでは、仮想ディスク用 HotAdd 転送が vSphere 5.0 以降でサポートされてい
ます。バージョン 4.1 ではバックアップの実行は遅くなります。
** この製品は Remote Command Line Interface（RCLI)へのアクセスが読み取り専用モードに制
限されているため、ハイパーバイザ レベルでのバックアップは、vSphere Hypervisor ではサポー
トされません。エージェントは、プロダクト キーが入力されていなければ、vSphere Hypervisor
の評価期間中は動作します。プロダクト キーが入力されると、エージェントは動作を停止します。

制限事項


フォールト トレラント コンピュータ
エージェント for VMware では、VMware vSphere 6.0 以降でフォールト トレランス
が有効になっている場合のみ、フォールト トレラント コンピュータをバックアップし
ます。それ以前の vSphere バージョンからアップグレードした場合、各コンピュータの
フォールト トレランスを無効にして有効にすれば機能します。以前の vSphere バージ
ョンを使用している場合、ゲスト オペレーティング システムにエージェントをインス
トールします。



独立ディスクおよび RDM
エージェント for VMware では、物理互換モードの Raw Device Mapping（RDM)ディ
スクや独立ディスクをバックアップは行いません。この場合、エージェントはこれらの
ディスクをスキップして、警告をログに追加します。この警告を回避するには、バック
アップ計画から独立ディスクと物理互換モードの RDM を除外します。これらのディス

クやディスクのデータをバックアップする場合、ゲスト オペレーティング システムに
エージェントをインストールします。
パス スルー ディスク



エージェント for Hyper-V は、パス スルー ディスクをバックアップしません。バック
アップ中、エージェントはこれらのディスクをスキップして、警告を追加します。警告
を回避するには、バックアップ計画からパス スルー ディスクを除外します。これらの
ディスクやディスクのデータをバックアップする場合、ゲスト オペレーティング シス
テムにエージェントをインストールします。



Hyper-V ゲストクラスタリング
Hyper-V エージェントは、Windows Server フェールオーバークラスターのノードであ
る Hyper-V 仮想マシンのバックアップをサポートしません。ホストレベルの VSS スナッ
プショットでは、外部のクォーラムディスクをクラスターから一時的に切断することも
できます。これらのマシンをバックアップする場合、ゲストオペレーティングシステム
にエージェントをインストールします。



In-guest iSCSI 接続
VMware エージェントと Hyper-V エージェントはゲストオペレーティングシステム内
で動く iSCSI イニシエータによって接続された LUN ボリュームをバックアップしません。
ESXi と Hyper-V ハイパーバイザーはそのようなボリュームを認識しないので、そのボリ
ュームはハイパーバイザースナップショットに含まれず、警告なしにバックアップから
省かれます。これらのボリュームやボリュームのデータをバックアップする場合、ゲス
トオペレーティングシステムにエージェントをインストールします。



論理ボリューム（LVM)を含む Linux マシン
VMware エージェントと Hyper-V エージェントでは、LVM を持つ Linux マシンに対し
て、



P2V 移行、V2P 移行および Virtuozzo からの V2V 移行はサポートされません。バッ
クアップおよびリカバリ用ブータブルメディアの作成には、Linux エージェントを使
用します。




Linux エージェントによって作成されたバックアップから仮想マシンを実行します。

暗号化仮想コンピュータ（VMware vSphere 6.5 で導入)



暗号化された仮想コンピュータは暗号化されていない状態でバックアップされます。
暗号化が不可欠である場合、バックアップ計画作成時に 『94ページ 』バックアップ
の暗号化を有効にします。



復元された仮想コンピュータは常に復号化されます。復元が完了後に手動で暗号化
を有効にできます。



暗号化仮想コンピュータをバックアップする場合には、エージェント for VMware
が実行されている仮想コンピュータも暗号化することをお勧めします。そうしない
と、操作に想定されているより時間がかかる可能性があります。vSphere Web
Client でエージェントのコンピュータに VM 暗号化ポリシーを適用します。



暗号化仮想コンピュータは、エージェントに SAN 転送モードを設定しても LAN 経由
でバックアップされます。VMware が暗号化仮想ディスクのバックアップに SAN 転
送をサポートしないため、エージェントは NBD 転送にフォールバックします。



セキュア起動（VMware vSphere 6.5 で導入)
セキュア起動は仮想コンピュータが新しい仮想コンピュータとして復元された後に無効
になります。復元が完了後に手動でこのオプションを有効にできます。



VMware vSphere 6.7 では、ESXi 設定のバックアップはサポートされていません。

2.9 暗号化ソフトウェアとの互換性
ファイルレベル暗号化ソフトウェアによって暗号化されるデータのバックアップと復元には
制限がありません。
ディスクレベルの暗号化ソフトウェアは、オンザフライでデータを暗号化します。これは、
バックアップに含まれるデータが暗号化されていないためです。ディスクレベルの暗号化ソ
フトウェアは多くの場合、ブート レコード、パーティション テーブル、またはシステム
テーブルなどのシステム領域の一部を変更します。こうした要素は、ディスクレベル バッ
クアップおよび復元、復元されたシステムの起動および Secure Zone へのアクセスに影響
を与えます。
次のディスクレベル暗号化ソフトウェアで暗号化されたデータをバックアップできます。



Microsoft BitLocker Drive Encryption



McAfee Endpoint Encryption



PGP Whole Disk Encryption

信頼できるディスクレベルの復元を確保するには、次の一般的なルールとソフトウェア固有
の推奨事項に従ってください。

一般的なインストール ルール
バックアップエージェントをインストールする前にソフトウェアをインストールすることを
強くお勧めします。

Secure Zoneの使用方法
Secure Zone は、ディスクレベル暗号化で暗号化しないでください。Secure Zone は、次
の方法でのみ使用できます。
1. 暗号化ソフトウェアをインストールしてから、エージェントをインストールします。
2. Secure Zone を作成します。
3. ディスクまたはそのボリュームを暗号化する際は Secure Zone を除外します。

共通バックアップ ルール
オペレーティング システムで、ディスクレベル バックアップを実行できます。

ソフトウェア固有の復元手順
Microsoft BitLocker Drive Encryption
BitLocker で暗号化されたシステムを復元するには
1. ブータブルメディアから起動します。
2. システムを復元します。復元されたデータが復号化されます。
3. 復元されたシステムを再起動します。
4. BitLocker を有効にします。
パーティションが複数あるディスクのパーティション 1 つのみを復元する場合は、オペレ
ーティング システム上で実行してください。ブータブルメディア上で復元すると、復元さ
れたパーティションが Windows で検出されない場合があります。

McAfee Endpoint Encryption および PGP Whole Disk Encryption
暗号化されたシステム パーティションの復元が可能なのは、ブータブルメディアを使用す
る場合だけです。
復元されたシステムを起動できない場合は、Microsoft サポート技術情報
（https://support.microsoft.com/kb/2622803)の記事の手順に従ってマスター ブート
レコードを再構築してください。

3 サポートされるファイル システム
バックアップエージェントは、ファイル システムがオペレーティングシステムからアクセ
スでき、エージェントがインストールされていれば、バックアップできます。たとえば、エ
ージェント for Windows は、対応するドライバが Windows にインストールされていれば、
ext4 ファイル システムをバックアップして復元することができます。
次の表には、バックアップと復元が可能なファイル システムについてまとめてあります（ブ
ータブル メディアは復元のみサポート)。制限事項はエージェントとブータブル メディア
の両方に適用されます。
サポートするエージェントまたはブータブル
メディア
ファイル シス

Windows お

テム

よび Linux 用

エージェント

ブータブル メ
ディア

FAT16/32
NTFS

全エージェント

制限事項

タブル メデ
ィア

+

+

+

+

+

-

-

+

制限なし

ext2/ext3/e
xt4
HFS+

Mac 用ブー

エージェント

サポートするエージェントまたはブータブル
メディア
ファイル シス

Windows お

テム
エージェント

よび Linux 用
ブータブル メ
ディア

制限事項

Mac 用ブー
タブル メデ
ィア

for Mac

 サポート対象は
macOS High
Sierra 10.13 以降

 別のマシンやベア
APFS

-

+

メタルに復元する
場合は、ディスク
の設定を手動で再
作成する必要があ
ります。

JFS

+

-

 ディスクバックア
ップからファイル
を除外することは

ReiserFS3

エージェント
for Linux

できません
+

-

 高速増分/差分バッ
クアップを有効に
できません

ReiserFS4

+

-

 ディスクバックア
ップからファイル

ReFS

+

+

を除外することは
できません

 高速増分/差分バッ
クアップを有効に

全エージェント
XFS

+

+

できません

 復元中はボリュー
ムのサイズ変更不
可

サポートするエージェントまたはブータブル
メディア
ファイル シス

Windows お

テム
エージェント

よび Linux 用
ブータブル メ
ディア

Linux Swap

エージェント
for Linux

+

制限事項

Mac 用ブー
タブル メデ
ィア

-

制限なし

 ディスク/ボリュー
+

ムのバックアップ

バックアップ

のみがサポートさ

が exFAT フ

れます

ォーマットで
exFAT

全エージェント

保存されてい
る場合、ブー

 バックアップから
+

タブルメディ
アを復元に使
用することは
できません

ファイルを除外す
ることはできませ
ん

 個別のファイルは
バックアップから
復元できません

認識されないファイル システムやサポートされていないファイル システムでドライブをバ
ックアップする際は、ソフトウェアが自動的にセクタ単位のモードに切り替えられます。次
のファイル システムの場合、セクタ単位のバックアップが可能です。



ブロックベース



単一ディスク内



標準 MBR/GPT パーティション スキームがある

ファイル システムが上記の要件を満たさない場合、バックアップできません。

4 アカウントのアクティブ化
管理者によってアカウントが作成されると、エンドユーザーの電子メールアドレスに承認メ
ールが送信されます。承認メールには次の情報が含まれます。



アカウント有効化リンク。リンクをクリックして、アカウントのパスワードを設定しま
す。アカウント承認ページに表示されているログイン情報を覚えておいてください。
管理者が二要素認証を有効にしている場合、自分のアカウントに二要素認証を設定する
『27ページ 』ように促されます。



バックアップコンソールのログインページへのリンク。このリンクは今後コンソールに
アクセスするために使用します。ログイン ID とパスワードは、前の手順と同じです。

4.1 二要素認証
二要素認証はアカウントへの不正アクセスに対して追加の保護を提供します。二要素認証が
設定されていると、バックアップコンソールにログインするために、パスワード（第 1 要素)
とワンタイムコード（第 2 要素)の入力が求められます。ワンタイムコードは、ユーザーの携
帯電話またはユーザーに属する他のデバイスにインストールが必要な特別なアプリケーショ
ンによって生成されます。誰かがあるユーザーのログイン名とパスワードを見つけたとして
も、そのユーザーの第 2 要素デバイスへアクセスしなければまだログインすることはできま
せん。
ワンタイムコードは、デバイスの現在時刻と、QR コードまたは英数字コードとしてバック
アップサービスによって提供されるシークレットに基づいて生成されます。最初のログイン
の際、認証アプリケーションにこのシークレットを入力する必要があります。

ユーザーのアカウントに二要素認証を設定するには
1. 第 2 要素デバイスを選択します。
最も一般的には携帯電話ですが、タブレット、ノート PC、またはデスクトップを使用す
ることもできます。
2. デバイスの時刻が正しく設定されており、実際の現在時刻を反映していることを確認し
ます。操作がない一定時間の後にデバイスが自動的にロックされることを確認してくだ
さい。
3. 認証アプリケーションをデバイスにインストールします。推奨アプリケーションは
Google Authenticator または Microsoft Authenticator です。
4. バックアップコンソールのログインページに移動し、パスワードを設定します。

バックアップコンソールに QR コードと英数字コードが表示されます。
5. その QR コードと英数字コードを何らかの都合の良い仕方で保存します（スクリーンを印
刷する、コードを書き記す、またはスクリーンショットをクラウドストレージに保存す
るなど)。第 2 要素デバイスを紛失した場合、これらのコードを使用して二要素認証をリ
セットすることができます。
6. 認証アプリケーションを開き、次のいずれかの操作を行います。



QR コードをスキャン



アプリケーションに手動で英数字コードを入力

認証アプリケーションによりワンタイムコードが生成されます。30 秒間隔で新しいコー
ドが生成されます。
7. バックアップコンソールのログインページへ戻り、生成されたコードを入力します。
ワンタイムコードの有効期限は 30 秒間です。30 秒以上待つ場合は、次に生成されたコ
ードを使用します。
次回のログイン時に、[このブラウザを信頼する...] チェックボックスを選択できます。こ
の操作を行うと、このマシンのこのブラウザを使用してログインするときにワンタイムコー
ドは必要なくなります。

その他の例
第 2 要素デバイスを紛失した場合
信頼できるブラウザがある場合、そのブラウザを使用してログインできます。それでも、新
しいデバイスを入手したなら、新しいデバイスと保存された QR コードまたは英数字コード
を使って上の手順のステップ 1～3 と 6～7 を繰り返します。
コードを保存していない場合は、ユーザーのアカウントの二要素認証をリセットするように
管理者またはサービスプロバイダーに依頼してから、新しいデバイスを使って上の手順のス
テップ 1～3 と 6～7 を繰り返します。

第 2 要素デバイスを変更したい場合
ログインの際、[Reset two-factor authentication settings（二要素認証設定をリセッ
ト)] リンクをクリックし、ワンタイムコードを入力することで操作を確認してから、新し
いデバイスを使用して上の手順を繰り返します。

5 バックアップサービスへのアクセス
アカウントが承認されると、バックアップサービスにログインできるようになります。

バックアップサービスにログインする手順
1. バックアップサービスのログインページに移動します。ログインページのアドレスは、
アカウント承認メールに記載されています。
2. ログイン ID を入力して [続行] をクリックします。
3. パスワードを入力して [サインイン] をクリックします。
4. バックアップサービスに管理者権限がある場合は、[バックアップ＆ディザスタリカバ
リ] をクリックします。
管理者権限を持たないユーザーは、バックアップコンソールに直接ログインします。
右上隅のアカウントアイコンをクリックして、Web インターフェースの言語を変更できま
す。
[バックアップとディザスタリカバリ] 以外のサービスにもサブスクライブしている場合、
右上隅にある

アイコンをクリックして、サービスを切り替えることができます。管理

者もこのアイコンを使用して、管理ポータルに切り替えることができます。

6 ソフトウェアのインストール
6.1 インストールする前に
手順1
バックアップアップ対象にインストールするエージェントを選択します。次の表に、エージ
ェントの選択に役立つ情報をまとめています。
Windows エージェントは、Exchange エージェント、SQL エージェント、Active Directory
エージェント、Oracle エージェントとともにインストールされます。また、エージェント
for SQL をインストールした場合、エージェントがインストールされたコンピュータ全体を
バックアップできるようになります。

バックアップ対象

インストールするエージ

インストール先

ェント
物理コンピュータ
Windows OS の物理

エージェント for

コンピュータ

Windows

Linux OS の物理コン

エージェント for Linux

ピュータ

バックアップ対象のマシン。

macOS を実行してい エージェント for Mac
る物理マシン
アプリケーション
SQL データベース

エージェント for SQL

Microsoft SQL Server を実行しているコンピュ
ータ。

Exchange データベー エージェント for

Microsoft Exchange Server のメールボックス

ス

Exchange

の役割を実行しているコンピュータ

Microsoft Office 365

エージェント for Office インターネットに接続している Windows コン

メールボックス

365

ピュータ
希望する機能によっては、Office 365 エージェ
ントをインストールする必要がある場合とそう
でない場合があります。詳細については、
「Office 365 データの保護」 『225ページ 』を
参照してください。

Microsoft Office 365

—

このデータは、クラウドにインストールされた

OneDrive ファイルお

エージェントによってのみバックアップできま

よび SharePoint

す。詳細については、「Office 365 データの保

Online サイト

護」 『225ページ 』を参照してください。

G Suite Gmail メール

—

このデータは、クラウドにインストールされた

ボックス、Google ド

エージェントによってバックアップします。詳

ライブのファイル、共

細については、「G Suite の保護」『251ページ 』

有ドライブのファイル

を参照してください。

バックアップ対象

インストールするエージ

インストール先

ェント
Active Directory ドメ エージェント for

ドメインコントローラ

インサービスを実行し Active Directory
ているコンピュータ
Oracle データベース

Oracle エージェント

Oracle データベースを実行しているマシン。

VMware ESXi 仮想コ

エージェント for

vCenter Server および仮想コンピュータのスト

ンピュータ

VMware（Windows)

レージに接続できる Windows コンピュータ*

エージェント for

ESXi ホスト。

を実行しているマシン
仮想コンピュータ

VMware（仮想アプライ
アンス)
Hyper-V 仮想コンピュ エージェント for
ータ

Hyper-V

Virtuozzo 仮想コンピ

エージェント for

Hyper-V ホスト

Virtuozzo ホスト

ュータおよびコンテナ Virtuozzo
Amazon EC2 でホス
トされている仮想コン
ピュータ
Windows Azure でホ
ストされている仮想コ
ンピュータ
Citrix XenServer 仮
想コンピュータ
Red Hat
Virtualization
(RHV/RHEV)
Kernel-based Virtual
Machine（KVM)

物理コンピュータと同様
**

バックアップ対象のコンピュータ

バックアップ対象

インストールするエージ

インストール先

ェント
Oracle 仮想コンピュ
ータ
Nutanix AHV 仮想マ
シン
モバイル デバイス
Android を実行するモ Android 用モバイルアプ
バイル デバイス

リ
バックアップ対象のモバイル デバイス。

iOS を実行するモバイ iOS 用モバイルアプリ
ル デバイス
*ESXi で SAN に接続されたストレージが使用されている場合は、このエージェントを同じ SAN に接
続されたコンピュータにインストールします。エージェントは、ESXi ホストや LAN を経由せずにス
トレージから仮想コンピュータを直接バックアップします。方法の詳細については、「VMware エー
ジェント - LAN フリー バックアップ」 『295ページ 』を参照してください。
**外部エージェントでバックアップされている場合、コンピュータは仮想コンピュータと見なされま
す。エージェントがゲスト システムでインストールされている場合、バックアップおよび復元操作
は、物理コンピュータの場合と同じです。それでも、コンピュータ数の制限値を設定すると、仮想コ
ンピュータとしてカウントされます。

手順2
エージェントのシステム要件は以下のとおりです。
エージェント

エージェントが使用するディスク領域

エージェント for Windows

550 MB

エージェント for Linux

500 MB

エージェント for Mac

450 MB

エージェント for SQL

エージェント for Exchange
エージェント for Office 365

600 MB （50 MB + 550 MB: Windows エー
ジェント)
750 MB（200 MB + 550 MB：エージェント
for Windows)
550 MB

エージェント for Active

600 MB （50 MB + 550 MB：エージェント

Directory

for Windows)

エージェント for VMware

エージェント for Hyper-V

700 MB（150 MB + 550 MB：エージェント
for Windows)
600 MB （50 MB + 550 MB：エージェント

エージェント for Virtuozzo

for Windows)
500 MB

一般的なメモリ使用量は、オペレーティングシステムと実行中のアプリケーションに 300
MB を加えたものになります。エージェントが処理するデータの量や種類により、最大使用
量は 2GB に達する場合があります。
ブータブル メディアまたは再起動によるディスク復元には 1 GB 以上のメモリが必要です。

手順3
プログラムの設定をダウンロードします。ダウンロードリンクを確認するには、[すべての
デバイス] > [追加] の順にクリックします。
[デバイスの追加] ページには、Windows にインストールする各エージェントのウェブ イ
ンストーラがあります。ウェブ インストーラとは、インターネットからメインのプログラ
ムの設定をダウンロードして、一時ファイルに保存する小さい実行可能ファイルのことです。
このファイルは、インストール後すぐに削除されます。
プログラムの設定をローカルに保存する場合は、[デバイスの追加] ページの下にあるリン
クを使用して、Windows にインストールするすべてのエージェントを含むパッケージをダ
ウンロードします。32 ビットと 64 ビットの両方のパッケージがあります。これらのパッケ
ージでは、インストールするコンポーネントのリストをカスタマイズできます。このパッケ
ージを使えば、グループ ポリシーを使用した無人インストールなども実施できます。この
詳細シナリオは「グループポリシーによるエージェントの配置」を参照してください。
Office 365 エージェント設定プログラムをダウンロードするには、右上にあるアカウント
アイコンをクリックし、その後 [ダウンロード] > [Office 365 エージェント] の順にクリ
ックします。
Linux および macOS のインストールは、通常の設定プログラムから実行します。

すべてのプログラムの設定は、バックアップ サービスにコンピュータを登録するため、イ
ンターネット接続が必要です。インターネット接続がない場合、インストールできません。

手順4
インストールする前に、ファイアウォールおよびネットワークセキュリティシステム（プロ
キシサーバーなど)で次の TCP ポートを使用した受信と送信の接続が許可されていることを
確認します。



443 および 8443：これらのポートは、バックアップコンソールへのアクセス、エージ
ェントの登録、証明書のダウンロード、ユーザー認証、クラウドストレージからのファ
イルダウンロードに使用されます。



7770...7800：エージェントはこれらのポートを使用してバックアップ Management
Server と通信します。



44445：エージェントはバックアップ時および復元時のデータ転送にこのポートを使用
します。

ネットワークでプロキシサーバーが有効な場合は、「プロキシサーバー設定 『38ページ 』」
セクションを参照し、バックアップエージェントを実行する各コンピュータでこれらの設定
を構成する必要があるかどうかを判断してください。
クラウドからエージェントを管理するために必要な最小インターネット接続速度は、
1Mbit/s です（クラウドへのバックアップに許容されるデータ転送速度と混乱しないように
注意してください)。ADSL などの低帯域幅接続テクノロジを使用する場合、この点を考慮し
てください。

6.2 Linux パッケージ
必要なモジュールを Linux カーネルに追加するには、セットアッププログラムに次の
Linux パッケージが必要です。



カーネルのヘッダーまたはソースを持つパッケージ。パッケージのバージョンは、カー
ネルのバージョンに一致している必要があります。



GNU コンパイラ コレクション（GCC)コンパイラ システム（GCC はカーネルがコンパ
イルされたバージョンである必要があります)



make ツール



perl インタプリタ。



4.15 以降で、CONFIG_UNWINDER_ORC=y で構成される、カーネルを構築するため
の libelf-dev、libelf-devel、または elfutils-libelf-devel ライブラリ。Fedora
28 など一部のディストリビューションでは、カーネルのヘッダーとは別にインストール
する必要があります。

これらのパッケージの名前は、Linux ディストリビューションによって異なります。
Red Hat Enterprise Linux、CentOS、および Fedora では、通常、パッケージはセットア
ッププログラムによってインストールされます。その他のディストリビューションで、パッ
ケージがインストールされていない場合や、必要なバージョンがインストールされていない
場合は、パッケージをインストールする必要があります。

必要なパッケージが既にインストールされていることを確認
パッケージが既にインストールされていることを確認するには、次の手順を実施します。
1. カーネルのバージョンと必要な GCC バージョンを確認するには、次のコマンドを実行
します。
cat /proc/version

このコマンドにより、次のような行が返されます。Linux version 2.6.35.6 および gcc
version 4.5.1
2. make ツールと GCC コンパイラがインストールされているかどうかを確認するには、
次のコマンドを実行します。
make -v
gcc -v

gcc の場合、コマンドによって返されるバージョンが手順 1 の gcc version と同じであ
ることを確認します。make については、コマンドが実行されることを確認します。
3. カーネルモジュールを作成するパッケージの適切なバージョンがインストールされてい
るかどうかを確認します。



Red Hat Enterprise Linux、CentOS、および Fedora で次のコマンドを実行しま
す。
yum list installed | grep kernel-devel



Ubuntu の場合、次のコマンドを実行します。
dpkg --get-selections | grep linux-headers
dpkg --get-selections | grep linux-image

どちらの場合でも、パッケージのバージョンが手順 1 の Linux version と同じであるこ
とを確認します。
4. 次のコマンドを実行して、perl インタプリタがインストールされているかどうか確認し
ます。
perl --version

perl のバージョンに関する情報が表示された場合、インタプリタはインストールされて
います。
5. Red Hat Enterprise Linux、CentOS、および Fedora では、次のコマンドを実行して
elfutils-libelf-devel がインストールされているかどうかを確認します。
yum list installed | grep elfutils-libelf-devel

ライブラリのバージョンに関する情報が表示される場合、ライブラリはインストールさ
れています。

レポジトリからのパッケージのインストール
次の表では、さまざまな Linux ディストリビューションで必要なパッケージをインストー
ルする方法について説明します。
Linux ディ

パッケージ名

インストール方法

ストリビュ
ーション
Red Hat

kernel-devel

セットアップ プログラムは、Red Hat のサブスクリプション

Enterprise

gcc

を使用して、自動的にパッケージをダウンロードしてインスト

Linux

make

ールします。

elfutils-libelf-d
evel
perl

次のコマンドを実行します。
yum install perl

CentOS
Fedora

kernel-devel

セットアップ プログラムは、自動的にパッケージをダウンロ

gcc

ードしてインストールします。

make
elfutils-libelf-d
evel

perl

次のコマンドを実行します。
yum install perl

Ubuntu
Debian

linux-headers
linux-image
gcc
make
perl

SUSE Linux kernel-source
OpenSUSE

gcc
make

次のコマンドを実行します。
sudo
sudo
sudo
sudo
sudo
sudo

apt-get
apt-get
apt-get
apt-get
apt-get
apt-get

sudo
sudo
sudo
sudo

zypper
zypper
zypper
zypper

update
install
install
install
install
install
install
install
install
install

linux-headers-$(uname -r)
linux-image-$(uname -r)
gcc-<package version>
make
perl
kernel-source
gcc
make
perl

perl

パッケージはディストリビューションのレポジトリからダウンロードされ、インストールさ
れます。
他の Linux ディストリビューションについては、必要なパッケージの正確な名前およびイ
ンストール方法に関してディストリビューションのドキュメントを参照してください。

手動のパッケージインストール
次の場合には、パッケージを手動でインストールする必要があります。



コンピュータに Red Hat の有効なサブスクリプションまたはインターネット接続がない
場合。



プログラムの設定がカーネルのバージョンに対応する kernel-devel または gcc バージ
ョンを見つけることができない場合。利用できる kernel-devel がご使用のカーネルよ
り新しい場合は、カーネルをアップデートするか一致する kernel-devel バージョンを
手動でインストールする必要があります。



必要なパッケージが既にローカル ネットワークにあるため、自動的な検索とダウンロー
ドに時間をかけないようにする場合。

ローカル ネットワークまたは信頼されているサードパーティのウェブ サイトからパッケー
ジを入手して、次のようにインストールします。



Red Hat Enterprise Linux、CentOS、または Fedora で、ルートユーザーとして次の
コマンドを実行します。
rpm -ivh PACKAGE_FILE1 PACKAGE_FILE2 PACKAGE_FILE3



Ubuntu の場合は、次のコマンドを実行します。
sudo dpkg -i PACKAGE_FILE1 PACKAGE_FILE2 PACKAGE_FILE3

例：Fedora 14 にパッケージを手動でインストールする
32 ビットコンピュータの Fedora 14 に必要なパッケージをインストールするには、次の
手順に従います。
1. カーネルのバージョンと必要な GCC バージョンを確認するには、次のコマンドを実行
します。
cat /proc/version

このコマンドの出力には、次の内容が含まれます。
Linux version 2.6.35.6-45.fc14.i686
gcc version 4.5.1

2. このカーネルのバージョンに対応する kernel-devel および gcc パッケージを取得しま
す。
kernel-devel-2.6.35.6-45.fc14.i686.rpm
gcc-4.5.1-4.fc14.i686.rpm

3. Fedora 14 用の make パッケージを取得します。
make-3.82-3.fc14.i686

4. ルートユーザーとして次のコマンドを実行して、パッケージをインストールします。
rpm -ivh kernel-devel-2.6.35.6-45.fc14.i686.rpm
rpm -ivh gcc-4.5.1.fc14.i686.rpm
rpm -ivh make-3.82-3.fc14.i686

これらのすべてのパッケージは、単一の rpm コマンドで指定できます。インストールす
るこれらのパッケージの一部では、依存性を解決するために、追加パッケージのインス
トールが必要になることがあります。

6.3 プロキシサーバー設定
バックアップエージェントは HTTP/HTTPS プロキシサーバー経由でデータを転送できます。
このサーバーは、スキャンや HTTP トラフィックによる介入なしで、HTTP トンネルを介し
て動作する必要があります。Man-in-the-middle プロキシはサポートされていません。
インストール中にエージェントはクラウドに自ら登録するため、インストール中またはあら
かじめプロキシサーバー設定を指定する必要があります。

Windowsの場合
Windows でプロキシサーバーが構成されている場合（[コントロールパネル] > [インターネ
ットオプション] > [接続])、プログラムの設定はレジストリからプロキシサーバー設定を
読み取り、これらを自動的に使用します。または、インストール中 『42ページ 』にプロキ
シ設定を入力することや、以下に説明する手順に従ってあらかじめ指定することもできます。
インストール後にプロキシ設定を変更するには、同じ手順を実行します。

Windows でプロキシ設定を指定するには
1. 新しいテキスト文書を作成し、メモ帳などのテキストエディタで開きます。
2. 次の行をコピーしてファイルに貼り付けます。
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Acronis\Global\HttpProxy]
"Enabled"=dword:00000001
"Host"="proxy.company.com"
"Port"=dword:000001bb
"Login"="proxy_login"
"Password"="proxy_password"

3. proxy.company.com はご使用のプロキシサーバーホスト名/IP アドレスで置換し、
000001bb はポート番号の 16 進値で置換します。たとえば、000001bb はポート 443 で
す。
4. プロキシサーバーで認証が必要な場合は、proxy_login と proxy_password をプロキシ
サーバー資格情報と置き換えます。必要ない場合は、ファイルからこれらの行を削除し
ます。
5. proxy.reg として文書を保存します。
6. ファイルを管理者として実行します。
7. Windows レジストリを編集することを確認します。
8. バックアップエージェントがまだインストールされていない場合は、ここでインストー
ルできます。そうでない場合は、次の手順でエージェントを起動します。
a. [スタート] メニューで、[ファイル名を指定して実行] をクリックし、「cmd」と入
力します。
b. [OK] をクリックします。
c. 次のコマンドを実行します。
net stop mms
net start mms

Linuxの場合
--http-proxy-host=アドレス --http-proxy-port=ポート--http-proxy-login=ログイ
ン --http-proxy-password=パスワードパラメータを使用してインストールファイルを実
行します。インストール後にプロキシ設定を変更するには、次に説明する手順を実行しま
す。

Linux でプロキシ設定を変更するには
1. /etc/Acronis/Global.config ファイルをテキストエディタで開きます。
2. 次のいずれかを実行します。



エージェントインストール中にプロキシ設定を指定した場合は、次のセクションを
見つけます。
<key name="HttpProxy">
<value name="Enabled" type="Tdword">"1"</value>
<value name="Host" type="TString">"アドレス"</value>
<value name="Port" type="Tdword">"ポート"</value>
<value name="Login" type="TString">"ログイン"</value>
<value name="Password" type="TString">"パスワード"</value>
</key>



それ以外の場合は、上記の行をコピーして、ファイルの<registry
name="Global">...</registry>タグの間に貼り付けます。

3. アドレスは新しいプロキシサーバーホスト名/IP アドレスで置換し、ポートはポート番号
の 10 進値で置換します。
4. プロキシサーバーで認証が必要な場合は、ログインとパスワードをプロキシサーバー資
格情報と置き換えます。必要ない場合は、ファイルからこれらの行を削除します。
5. ファイルを保存します。
6. 任意のディレクトリで次のコマンドを実行してエージェントを再起動します。
sudo service acronis_mms restart

macOS で
インストール中 『42ページ 』にプロキシ設定を入力することや、以下に説明する手順に従
ってあらかじめ指定することもできます。インストール後にプロキシ設定を変更するには、
同じ手順を実行します。

macOS でプロキシ設定を指定するには
1. /Library/Application Support/Acronis/Registry/Global.config ファイルを作成
し、Text Edit などのテキストエディタで開きます。
2. 次の行をコピーしてファイルに貼り付けます <?xml version="1.0" ?>
<registry name="Global">
<key name="HttpProxy">
<value name="Enabled" type="Tdword">"1"</value>
<value name="Host" type="TString">"proxy.company.com"</value>
<value name="Port" type="Tdword">"443"</value>
<value name="Login" type="TString">"proxy_login"</value>
<value name="Password" type="TString">"proxy_password"</value>
</key>
</registry>
3. proxy.company.com はご使用のプロキシサーバーホスト名/IP アドレスで置換し、443
はポート番号の 10 進値で置換します。
4. プロキシサーバーで認証が必要な場合は、proxy_login と proxy_password をプロキシ
サーバー資格情報と置き換えます。必要ない場合は、ファイルからこれらの行を削除し
ます。
5. ファイルを保存します。
6. バックアップエージェントがまだインストールされていない場合は、ここでインストー
ルできます。または、次の手順でエージェントを再起動します。
a. [アプリケーション] > [ユーティリティ] > [ターミナル] に移動します。
b. 次のコマンドを実行します。
sudo launchctl stop acronis_mms
sudo launchctl start acronis_mms

ブータブルメディアにおいて
ブータブルメディアで作業する場合、プロキシサーバーを介してクラウドストレージにアク
セスしなければならない場合があります。プロキシサーバーを指定するには、[ツール] >
[プロキシサーバー] をクリックして、プロキシサーバーホスト名/IP アドレス、ポート、
および資格情報を指定します。

6.4 エージェントのインストール
Windowsの場合
1. コンピュータがインターネットに接続されていることを確認します。
2. Windows に管理者権限でログオンし、プログラムの設定を開始します。
3. （オプション)[インストール設定のカスタマイズ] をクリックし、以下を希望する場合
は適切な変更を加えます。



インストールするコンポーネントを変更するには（特に、バックアップモニターとコ
マンドラインツールのインストールを無効にするには)。



バックアップサービスにマシンを登録する方法を変更するには。[バックアップコン
ソールを使用]（デフォルト)から [資格情報を使用] または [登録トークンを使用]
へ切り替えることができます。



インストールパスを変更する場合。



エージェントサービスのアカウントを変更する場合。



プロキシサーバーのホスト名/IP アドレス、ポート、および資格情報を確認または変
更する場合。Windows でプロキシサーバーが有効な場合は、自動的に検出、使用さ
れます。

4. [インストール] をクリックします。
5. （エージェント for VMware をインストールする場合のみ)仮想マシンがバックアップ
対象の vCenter Server またはスタンドアロン ESXi ホストのアドレスとアクセス認証
を指定して、[完了] をクリックします。 管理者のロールが割り当てられたアカウント
を使用することをおすすめします。そうしない場合は、vCenter Server または ESXi 上
で必要な権限 『304ページ 』を持つアカウントを指定します。
6. （ドメインコントローラでインストールする場合のみ)エージェントサービスを実行する
ユーザーアカウントを指定して、[完了] をクリックします。これは、セキュリティ上の
理由で、プログラムの設定はドメインコントローラ上で新しいアカウントを自動作成で
きないためです。
7. 手順 3 でデフォルトの登録方法 [バックアップコンソールを使用] を保持した場合は、
登録画面が表示されるのを待ってから、次の手順に進みます。それ以外の場合、追加の
操作は不要です。

8. 次のいずれかを実行します。



[マシンの登録] をクリックします。開いたブラウザウィンドウで、バックアップコ
ンソールにサインインしてから、登録の詳細を確認して [登録を確認] をクリックし
ます。



[登録情報を表示] をクリックします。セットアッププログラムには登録リンクと登
録コードが表示されます。リンクとコードをコピーして、ほかのマシンで登録手順
を実行できます。この場合は、登録フォームに登録コードを入力する必要がありま
す。登録コードの有効期限は 1 時間です。

または、[すべてのデバイス] > [追加] をクリックし、下にスクロールして [コードに
よる登録] を表示し、[登録] をクリックして、登録フォームにアクセスできます。
ヒント 登録を確認するまで、セットアッププログラムを終了しないでください。登録を再開す
るには、プログラムの設定を再開してから、[マシンを登録する] をクリックする必要がありま
す。

その結果、マシンはバックアップコンソールへのログインに使用されたアカウントに割
り当てられます。

Linuxの場合
1. コンピュータがインターネットに接続されていることを確認します。
2. root ユーザーとしてインストール ファイルを実行します。
ネットワーク内でプロキシサーバーが有効な場合、ファイルを実行するときに、サーバ
ーホスト名/IP アドレスとポートを --http-proxy-host=アドレス
--http-proxy-port=ポート--http-proxy-login=ログイン
--http-proxy-password=パスワードの形式で指定します。
バックアップサービスにマシンを登録するデフォルトの方法を変更するには、次のいず
れかのパラメータを使用してインストールファイルを実行します。



インストール中にユーザー名とパスワードを確認するには、
--register-with-credentials



登録トークンを使用するには、--token=STRING



登録をスキップするには、--skip-registration

3. インストールするエージェントのチェック ボックスを選択します。次のエージェントを
使用できます。



エージェント for Linux



エージェント for Virtuozzo

エージェント for Virtuozzo は Linux エージェントがないとインストールできませ
ん。
4. 手順 2 でデフォルトの登録方法を保持した場合は、次の手順に進みます。それ以外の場
合、バックアップサービスのユーザー名とパスワードを入力するか、またはトークンを
使用してマシンが登録されるまで待ちます。
5. 次のいずれかを実行します。



[マシンの登録] をクリックします。開いたブラウザウィンドウで、バックアップコ
ンソールにサインインしてから、登録の詳細を確認して [登録を確認] をクリックし
ます。



[登録情報を表示] をクリックします。セットアッププログラムには登録リンクと登
録コードが表示されます。リンクとコードをコピーして、ほかのマシンで登録手順
を実行できます。この場合は、登録フォームに登録コードを入力する必要がありま
す。登録コードの有効期限は 1 時間です。

または、[すべてのデバイス] > [追加] をクリックし、下にスクロールして [コードに
よる登録] を表示し、[登録] をクリックして、登録フォームにアクセスできます。
ヒント 登録を確認するまで、セットアッププログラムを終了しないでください。登録を再開す
るには、セットアッププログラムを再開して、インストール手順を繰り返す必要があります。

その結果、マシンはバックアップコンソールへのログインに使用されたアカウントに割
り当てられます。
6. UEFI セキュアブートがマシンで有効になっている場合、インストールの後にシステム
を再起動するように促されます。使用するパスワード（root ユーザーまたは「Acronis 」
のいずれか)を確実に覚えておいてください。
注意:

インストール中に、新しいキーが生成され、snapapi モジュールに署名するために使用さ

れ、マシン所有者キー（MOK)として登録されます。このキーを登録するために、再起動が必須で
す。キーの登録をしないと、エージェントを操作できません。エージェントのインストール後に
UEFI セキュアブートを有効にした場合、手順 6 を含むインストールを繰り返します。

7. インストールの完了後、次のいずれかを実行します。



前の手順でシステムの再起動をするよう促された場合、[再起動] をクリックしま
す。
システム再起動中に、MOK（マシン所有者キー)の管理を選択し、[MOK を登録] を
選択し、前の手順で推奨されたパスワードを使用してキーを登録します。



それ以外の場合は [終了] をクリックします。

トラブルシューティングに関する情報は、
/usr/lib/Acronis/BackupAndRecovery/HOWTO.INSTALL ファイルを参照してくだ
さい。

macOS で
1. コンピュータがインターネットに接続されていることを確認します。
2. インストールファイル（.dmg)をダブルクリックします。
3. インストールディスクイメージがオペレーションシステムにマウントされるのを待ちま
す。
4. [インストール] をダブルクリックします。
5. プロキシサーバーがネットワークで有効な場合、メニューバーの [Backup Agent] を
クリックし、[プロキシサーバー設定] をクリックして、プロキシサーバーホスト名/IP
アドレス、ポート、および資格情報を指定します。
6. 資格情報を求められた場合は、管理者の資格情報を入力します。
7. [続行] をクリックします。
8. 登録画面が表示されるまで待ちます。
9. 次のいずれかを実行します。



[マシンの登録] をクリックします。開いたブラウザウィンドウで、バックアップコ
ンソールにサインインしてから、登録の詳細を確認して [登録を確認] をクリックし
ます。



[登録情報を表示] をクリックします。セットアッププログラムには登録リンクと登
録コードが表示されます。リンクとコードをコピーして、ほかのマシンで登録手順
を実行できます。この場合は、登録フォームに登録コードを入力する必要がありま
す。登録コードの有効期限は 1 時間です。

または、[すべてのデバイス] > [追加] をクリックし、下にスクロールして [コードに
よる登録] を表示し、[登録] をクリックして、登録フォームにアクセスできます。
ヒント 登録を確認するまで、セットアッププログラムを終了しないでください。登録を再開す
るには、セットアッププログラムを再開して、インストール手順を繰り返す必要があります。

その結果、マシンはバックアップコンソールへのログインに使用されたアカウントに割り当
てられます。

6.5 OVF テンプレートからエージェント for VMware
（仮想アプライアンス)のデプロイ
6.5.1 開始する前に
エージェントのシステム要件
デフォルトでは、仮想アプライアンスには 4GB の RAM と 2 個の vCPU が割り当てられ、ほ
とんどの操作にはこれで最適かつ十分です。バックアップトラフィック帯域幅が 100MB/秒
を超える（10GBit ネットワークなど)場合、バックアップの作成速度を向上するために、こ
れらのリソースを 8GB の RAM と 4 個の vCPU に増設することをお勧めします。
アプライアンス自体の仮想ディスクが占有するのは最大 6GB です。ディスク形式がシック
かシンかは無関係で、アプライアンスのパフォーマンスに影響しません。

いくつのエージェントが必要ですか。
1 台の仮想アプライアンスで vSphere 環境全体を保護できますが、ベストプラクティスは、
vSphere クラスターごと（クラスターがない場合はホストごと)に 1 台の仮想アプライアン
スをデプロイすることです。これは、アプライアンスがバックアップされたディスクを
HotAdd トランスポートを使用して接続でき、そのためバックアップトラフィックがあるロ
ーカルディスクから別のローカルディスクに向けられるため、バックアップを高速化できま
す。
仮想アプライアンスと VMware エージェント（Windows)が同じ vCenter Server に接続さ
れているか、または異なる ESXi ホストに接続されている場合、両方を同時に使用するのは

正常です。1 つのエージェントが ESXi に直接接続されていて、別のエージェントがこの
ESXi を管理する vCenter Server に接続されているケースは避けてください。
複数のエージェントがある場合、ローカル接続のストレージの使用（仮想アプライアンスに
追加された仮想ディスクでのバックアップの保存)はお勧めしません。詳細については、「ロ
ーカルに接続されたストレージの使用」 『298ページ 』を参照してください。

エージェントの自動DRSを無効にする
仮想アプライアンスが vSphere クラスターにデプロイされている場合、それに対する自動
vMotion を無効にします。クラスターDRS 設定で、個々の仮想マシン自動化レベルを有効に
して、仮想アプライアンスの [自動化レベル] を [無効] に設定します。

6.5.2 OVF テンプレートの配置
1. [すべてのデバイス] > [追加] > [VMware ESXi] > [仮想アプライアンス（OVF)] を
クリックします。
.zip アーカイブがマシンにダウンロードされます。
2. .zip アーカイブを展開します。フォルダには 1 つの.ovf ファイルと 2 つの.vmdk ファイ
ルがあります。
3. これらのファイルが vSphere クライアントを実行するコンピュータからアクセスできる
ことを確認してください。
4. vSphere クライアントを起動し、vCenter Server にログインします。
5. OVF テンプレートを配置します。



ストレージを構成するときは、共有データストアを選択します（存在する場合)。アプ
ライアンスのパフォーマンスに影響しないため、ディスク形式がシックかシンかは
無関係です。



ネットワーク接続を構成するとき、エージェントがクラウドで正しく登録されるよ
うに、インターネット接続が可能なネットワークを選択します。

6.5.3 仮想アプライアンスの設定
1. 仮想アプライアンスの起動

vSphere クライアントで、[インベントリ] を表示し、仮想アプライアンスの名前を右
クリックしてから、[パワー] > [パワー オン] をクリックします。[コンソール]タブを
クリックします。
2. プロキシサーバー
ネットワークでプロキシサーバーが有効にされている場合:
a. コマンドシェルを起動するには、仮想アプライアンス UI で、CTRL+SHIFT+F2 キー
を押します。
b. /etc/Acronis/Global.config ファイルをテキストエディタで開きます。
c. 次のセクションを見つけます。
<key name="HttpProxy">
<value name="Enabled" type="Tdword">"0"</value>
<value name="Host" type="TString">"アドレス"</value>
<value name="Port" type="Tdword">"ポート"</value>
<value name="Login" type="TString">"ログイン"</value>
<value name="Password" type="TString">"パスワード"</value>
</key>

d. 0 を 1 に置き換えます。
e. アドレスは新しいプロキシサーバーホスト名/IP アドレスで置換し、ポートはポート
番号の 10 進値で置換します。
f. プロキシサーバーで認証が必要な場合は、ログインとパスワードをプロキシサーバ
ー資格情報と置き換えます。必要ない場合は、ファイルからこれらの行を削除しま
す。
g. ファイルを保存します。
h. reboot コマンドを実行します。
それ以外の場合は、この手順をスキップします。
3. ネットワーク設定
エージェントのネットワーク接続は DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol)を
使用して自動的に設定されます。デフォルトの構成を変更するには、[エージェント オ
プション]の下の [eth0] で [変更] をクリックして、必要なネットワーク設定を指定
します。
4. vCenter/ESX(i)

[エージェント オプション] の下の [vCenter/ESX(i)] で、[変更] をクリックして、
vCenter Server 名または IP アドレスを指定します。エージェントが、vCenter
Server によって管理されるすべての仮想コンピュータをバックアップおよび復元できる
ようになります。
vCenter Server を使用していない場合、仮想コンピュータをバックアップして復元する
ESXi ホストの名前または IP アドレスを指定します。通常、エージェントが、自分のホ
ストに存在する仮想コンピュータをバックアップする場合、そのバックアップは速くな
ります。
エージェントが vCenter Server または ESXi への接続に使用する資格情報を指定します。
管理者のロールが割り当てられたアカウントを使用することをおすすめします。そうし
ない場合は、vCenter Server または ESXi 上で必要な権限 『304ページ 』を持つアカウ
ントを指定します。
[接続の確認] をクリックすると、このアクセス認証情報が正しいかどうかを確認できま
す。
5. 管理サーバー
a. [エージェントオプション] の下、[管理サーバー] で、[変更] をクリックします。
b. [サーバー名/IP] で、[クラウド] を選択します。ソフトウェアによりバックアップ
サービスのアドレスが表示されます。別途指示がある場合を除き、このアドレスは変
更しないでください。
c. [ユーザー名] と [パスワード] で、バックアップサービスのユーザー名とパスワー
ドを指定します。エージェントとエージェントが管理する仮想マシンはこのアカウン
トに登録されます。
6. タイム ゾーン
仮想コンピュータのタイムゾーンで[変更]をクリックします。ロケーションのタイムゾ
ーンを選択し、該当する時刻にスケジュールされた処理が実行されることを確認しま
す。
7. （オプション)ローカルストレージ
追加のディスクを仮想アプライアンスに接続して、VMware エージェントによるバック
アップ先を、このローカルに接続されたストレージ 『298ページ 』にすることが可能で
す。

仮想コンピュータの設定を編集してディスクを追加し、[アップデート] をクリックしま
す。[ストレージの作成] リンクが使用できるようになります。このリンクをクリックし、
ディスクを選択して、そのディスクのラベルを指定します。

6.6 グループポリシーによるエージェントの配置
グループポリシーを使用して、Windows エージェントを Active Directory ドメインのメン
バーとなっているコンピュータに集中的にインストール（または配置)できます。
このセクションでは、グループポリシーオブジェクトを設定して、ドメイン全体またはその
組織単位（OU)のコンピュータにエージェントを配置する方法について説明します。
コンピュータがドメインにログオンするたびに、適用されるグループポリシーオブジェクト
によって、エージェントが確実にインストールされ登録されます。

前提条件
エージェントの配置を設定する前に、次の項目を確認します。



Active Directory ドメインと、Microsoft Windows Server 2003 以降を実行しているド
メインコントローラがある。



設定者が Domain Admins グループのメンバーである。



Windows のセットアッププログラムにインストールするすべてのエージェントがダウ
ンロードされている。ダウンロードリンクはバックアップ画面の [デバイスの追加] ペ
ージにあります。

手順 1:登録トークンの生成
登録トークンは、バックアップコンソールにログインやパスワードを保存せずに、ユーザー
の個人情報をセットアッププログラムに渡します。これにより、自分のアカウントの下でマ
シンを何台でも登録できます。トークンの有効期間はセキュリティを強化するために制限さ
れています。

登録トークンを生成するには
1. マシンが割り当てられるアカウントの資格情報を使用してバックアップコンソールにサ
インインします。
2. [すべてのデバイス] > [追加]をクリックします。

3. 下にスクロールして [登録トークン] を表示し、[生成] をクリックします。
4. トークンの有効期間を指定し、[トークンを生成] をクリックします。
5. トークンをコピーするか、書き留めます。その他の用途のために必要であれば、トーク
ンを確実に保存してください。
[アクティブなトークンを管理] をクリックして、生成済みのトークンを表示および管理
できます。セキュリティの観点から、この表では完全なトークン値が表示されないこと
にご注意ください。

手順2:.mstトランスフォームファイルの作成とインストールパッケージの抽出
1. ドメインの任意のコンピュータで、管理者としてログオンします。
2. インストールパッケージを保存する共有フォルダを作成します。共有フォルダにドメイ
ンユーザーがアクセスできるようにします。たとえば、デフォルトの共有設定を
[Everyone] のままにします。
3. セットアッププログラムを開始します。
4. [無人インストールの .mst および .msi を作成] をクリックします。
5. [登録設定] の横にある [指定する] をクリックしてから、生成したトークンを入力しま
す。
バックアップサービスにマシンを登録する方法を、[登録トークンを使用]（デフォルト)
から [資格情報を使用] または [登録をスキップ] に変更できます。[登録をスキップ]
オプションは、マシンを後で登録することを前提としています。
6. .mst ファイルに追加されるインストール設定を確認または変更し、[実行] をクリック
します。
7. ファイルを保存するには、作成したフォルダへのパスを指定します。
8. [生成] をクリックします。
これにより、.mst トランスフォームファイルが生成され、.mst および.cab インストール
パッケージが作成したフォルダに抽出されます。

手順 3:グループ ポリシー オブジェクトの設定
1. ドメイン管理者としてドメインコントローラにログオンします。ドメインに複数のドメ
インコントローラがあるときは、いずれかのドメインにドメイン管理者としてログオン
します。

2. 組織単位（OU)へのエージェントの配置を計画している場合は、その組織単位（OU)がド
メイン内に存在していることを確認します。それ以外の場合は、この手順をスキップし
ます。
3. [スタート] メニューで、[管理ツール] をポイントしてから、[Active Directory ユー
ザーとコンピュータ]（Windows Server 2003)または [グループポリシーの管理]
（Windows Server 2008 以降)をクリックします。
4. Windows Server 2003 の場合:



ドメイン名または組織単位（OU)名を右クリックし、[プロパティ] をクリックします。
ダイアログボックスで、[グループポリシー] タブをクリックし、[新規作成] をクリ
ックします。

Windows Server 2008 以降の場合:



ドメイン名または組織単位（OU)名を右クリックし、[このドメインに GPO を作成
し、このコンテナにリンクする] をクリックします。

5. 新しいグループポリシーオブジェクトに [Windows エージェント]という名前を付け
ます。
6. [Window エージェント] グループポリシーオブジェクトを編集するために、次の手順
に従って開きます。



Windows Server 2003 では、グループポリシーオブジェクトをクリックし、[編
集] をクリックします。



Windows Server 2008 以降では、[グループポリシーオブジェクト] でグループポ
リシーオブジェクトを右クリックし、[編集] をクリックします。

7. グループポリシーオブジェクトエディタのスナップインで、[コンピュータの構成] を展
開します。
8. Windows Server 2003 および Windows Server 2008 の場合:



[ソフトウェアの設定] を展開します。

Windows Server 2012 以降の場合:



[ポリシー] > [ソフトウェアの設定] の順に展開します。

9. [ソフトウェアインストール] を右クリックし、[新規作成] をポイントし、[パッケー
ジ] をクリックします。

10. 前に作成した共有フォルダにあるエージェントの .msi インストールパッケージを選択
し、[開く] をクリックします。
11. [ソフトウェアの展開] ダイアログボックスで、[詳細設定] をクリックし、[OK] をク
リックします。
12. [変更] タブで、[追加] をクリックして、前に作成した .mst トランスフォームを選択
します。
13. [OK] をクリックして、[ソフトウェアの展開] ダイアログボックスを閉じます。

6.7 エージェントのアップデート
以下のバージョン以降のエージェントは、Web インターフェイスを使用してアップデート
できます。



Windows エージェント、VMware エージェント（Windows)、Hyper-V エージェント:
バージョン 11.9.191 以降



エージェント for Linux：バージョン 11.9.179 以降



その他のエージェント：バージョンを問わずアップデート可能

エージェントのバージョンを確認するには、コンピュータを選択して、[概要] をクリック
します。
旧バージョンのエージェントからアップデートするには、最新のエージェントをダウンロー
ドし、手動でインストールします。ダウンロードリンクを確認するには、[すべてのデバイ
ス] > [追加] の順にクリックします。

Web インターフェイスを使用したエージェントのアップデート手順
1. [設定] > [エージェント] の順にクリックします。
ソフトウェアにより、コンピュータのリストが表示されます。古いバージョンのエージ
ェントが適用されているコンピュータには、オレンジ色の感嘆符が示されます。
2. アップデート対象のコンピュータを選択します。このコンピュータはオンラインである
必要があります。
3. [エージェントのアップデート] をクリックします。

VMware エージェント（仮想アプライアンス)のアップデート手順
1. [設定] > [エージェント] > アップデートするエージェント > [詳細] の順にクリック
し、割り当てられた仮想マシンセクションを調べます。アップデートの後にこれらの設
定を再入力する必要があります。
a. [自動割り当て] スイッチの位置を書き留めます。
b. どの仮想マシンが手動でエージェントに割り当てられているかを調べるため、[割り
当て済み:] リンクをクリックします。ソフトウェアにより、割り当てられた仮想マ
シンのリストが表示されます。(M)がエージェント列のエージェント名の後ろにある
マシンを書き留めます。
2. 「エージェントのアンインストール」 『55ページ 』の説明に従って VMware エージェ
ント（仮想アプライアンス)を削除します。エージェントは再インストールする予定です
が、手順 5 では [設定] > [エージェント] からエージェントを削除します。
3. 「OVF テンプレートの配置」『47ページ 』の説明に従って、VMware エージェント（仮
想アプライアンス)をデプロイします。
4. 「仮想アプライアンスの設定」『47ページ 』の説明に従って VMware エージェント（仮
想アプライアンス)を設定します。
ローカル接続されたストレージを再構築したい場合、手順 7 で以下のように実行しま
す。
a. ローカルストレージが含まれるディスクを仮想アプライアンスに追加する。
b. [更新] > [ストレージの作成] > [マウント] をクリックする。
c. ソフトウェアによって、ディスクの元のドライブ文字とラベルが表示されます。そ
れらは変更しないでください。
d. [OK] をクリックします。
5. [設定] > [エージェント] > アップデートするエージェント > [詳細] の順にクリック
し、ステップ 1 で書き留めた設定を再構築します。仮想マシンが手動でエージェントに
割り当てられている場合、「仮想マシンのバインド」 『300ページ 』の記述通りにそれ
らを再度割り当てます。
エージェントの設定が完了すると、古いエージェントに適用されていたバックアップ計
画が自動的に新しいエージェントに再適用されます。

6. アプリケーション認識型バックアップが有効になっている計画では、ゲスト OS の資格
情報の再入力が必要になります。計画を編集し、資格情報を再入力します。
7. ESXi 設定をバックアップする計画では、「ルート」パスワードの再入力が必要になりま
す。計画を編集し、パスワードを再入力します。

6.8 エージェントのアンインストール
Windowsの場合
個別の製品コンポーネント（エージェントのいずれかまたは Backup Monitor など)を削除す
る場合は、Window のセットアッププログラムにインストールするすべてのエージェント
セットアッププログラムを実行し、製品の修復を選択して、削除するコンポーネントの選択
をオフにします。セットアッププログラムへのリンクは、[ダウンロード] ページにありま
す（右上の> [ダウンロード] のアカウントアイコンをクリック)。
すべての製品コンポーネントをコンピュータから削除する場合は、以下の手順に従います。
1. 管理者としてログインします。
2. [コントロールパネル] に移動し、[プログラムと機能] （Windows XP では [プログラ
ムの追加と削除]) > [Acronis Backup Agent] > [アンインストール] の順に選択し
ます。
3. [任意] [ログと構成の設定を削除する] チェックボックスをオンにします。
エージェントを再インストールする場合は、このチェックボックスをオフにします。チ
ェックボックスをオンにする場合、コンピュータはバックアップ画面で複製され、古い
コンピュータのバックアップは新しいコンピュータに関連付けられないことがありま
す。
4. 操作を確定します。
5. エージェントを再インストールする場合は、この手順を省略します。そうでない場合は、
バックアップ画面で、[設定] > [エージェント] をクリックし、エージェントがインス
トールされているコンピュータを選択して、[削除] をクリックします。

Linuxの場合
1. ルートユーザーとして、
/usr/lib/Acronis/BackupAndRecovery/uninstall/uninstall を実行します。

2. [任意] [製品のログ、タスク、格納域および構成の設定を削除する] チェックボックス
をオンにします。
エージェントを再インストールする場合は、このチェックボックスをオフにします。チ
ェックボックスをオンにする場合、コンピュータはバックアップ画面で複製され、古い
コンピュータのバックアップは新しいコンピュータに関連付けられないことがありま
す。
3. 操作を確定します。
4. エージェントを再インストールする場合は、この手順を省略します。そうでない場合は、
バックアップコンソールで、[設定] > [エージェント] をクリックし、エージェントが
インストールされているマシンを選択して、[削除] をクリックします。

macOS で
1. インストールファイル（.dmg)をダブルクリックします。
2. インストールディスクイメージがオペレーションシステムにマウントされるのを待ちま
す。
3. イメージ内で、[アンインストール] をダブルクリックします。
4. 資格情報を求められた場合は、管理者の資格情報を入力します。
5. 操作を確定します。
6. エージェントを再インストールする場合は、この手順を省略します。そうでない場合は、
バックアップ画面で、[設定] > [エージェント] をクリックし、エージェントがインス
トールされているコンピュータを選択して、[削除] をクリックします。

エージェント for VMware（仮想アプライアンス)の削除
1. vSphere クライアントを起動し、vCenter Server にログインします。
2. 仮想アプライアンス（VA)がオンの場合は、右クリックしてから、電源 > 電源オフをク
リックします。操作を確定します。
3. VA が仮想ディスク上でローカルに接続されているストレージを使用しており、そのデ
ィスク上にデータを保持したい場合、次の手順を実行します。
a. VA を右クリックし、[設定の編集] をクリックします。
b. ストレージが存在するディスクを選択してから、[削除] をクリックします。[削除オ
プション] で、[仮想マシンから削除] をクリックします。

c. [OK] をクリックします。
その結果、ディスクがデータストアに保持されます。ディスクを別の VA に接続するこ
とができます。
4. VA を右クリックし、[ディスクから削除] をクリックします。操作を確定します。
5. エージェントを再インストールする場合は、この手順を省略します。それ以外の場合は、
バックアップコンソールで、次の手順を実行します。
a. [設定] > [エージェント] をクリックし、仮想アプライアンスを選択して、[削除]
をクリックします。
b. [バックアップ] > [ロケーション] をクリックし、ローカル接続のストレージに対応
するロケーションを削除します。

7 バックアップ管理画面の表示方式
バックアップ管理画面には、簡易表示と一覧表示の 2 つの表示形式があります。表示形式を
切り替えるには、右上隅にある該当するアイコンをクリックします。

簡易ビューは少数のコンピュータをサポートします。

テーブルビューは、コンピュータ数が多くなると自動的に有効になります。

どちらの表示形式の場合も、同じ機能、同じ操作が実行できます。このドキュメントでは、
一覧表示での操作について説明します。

8 バックアップ
バックアップ計画とは、指定したコンピュータ上で指定したデータを保護する方法を定義し
た一連のルールです。
１つのバックアップ計画を複数のコンピュータに適用することもできます。

最初のバックアップ計画を作成するには
1. バックアップ対象のコンピュータを選択します。
2. [バックアップ] をクリックします。
ソフトウェアには新しいバックアップ計画テンプレートが表示されます。

3. （オプション)バックアップ計画名を変更するには、デフォルト名をクリックします。
4. （オプション)計画の設定内容を変更するには、バックアップ計画パネルの該当するセク
ションをクリックします。
5. [任意] バックアップオプションを変更するには、歯車アイコンをクリックします。
6. [作成] をクリックします。

既存のバックアップ計画を適用するには
1. バックアップ対象のコンピュータを選択します。
2. [バックアップ] をクリックします。選択したマシンに共通のバックアップ計画が既に適
用されている場合は、[バックアップ計画の追加] をクリックします。
以前に作成されたバックアップ計画が表示されます。

3. 適用するバックアップ計画を選択します。
4. [適用] をクリックします。

8.1 バックアップ計画のチートシート
次の表は、使用可能なバックアップ計画の設定内容を示しています。この表を使用して、要
件に最も適したバックアップ計画を作成してください。

バックアップする
バックアップ対象

項目

スケジュール
バックアップ先

選択方法

バックアップ スキ

保存期間

ーム
クラウド 『72ペー
ジ 』

直接選択 『63ペー

ローカルフォルダ

常に増分（1 つのフ

ジ 』

『72ページ 』

ァイル) 『77ペー

ディスク/ボリューム

ポリシールール

ネットワークフォ

ジ 』

（物理マシン)

『63ページ 』

ルダ 『72ページ 』 常に完全 『77ペー

ファイルフィルタ NFS 『72ページ 』
『118ページ 』

*

ジ 』
週単位で完全、日

バックアップ経

Secure Zone 『72 単位で増分 『77

過時間に基づく

ページ 』**

ページ 』

（バックアップ

クラウド 『72ペー 月単位で完全、週

設定ごとに 1 つ

ジ 』

単位で差分、日単

のルール) 『91

ポリシールール

ローカルフォルダ

位で増分（GFS)

ページ 』

ディスク/ボリューム

『63ページ 』

『72ページ 』

『77ページ 』

バックアップの

（仮想マシン)

ファイルフィルタ

ネットワークフォ

『118ページ 』

ルダ 『72ページ 』

カスタム（F-D-I) 数 『91ページ 』
『77ページ 』

バックアップの

NFS 『72ページ 』

合計サイズ別

*

『91ページ 』

クラウド 『72ペー 常に増分（1 つのフ

***

ジ 』

ァイル) 『77ペー

無期限に保存

直接選択 『67ペー

ローカルフォルダ

ジ 』

『91ページ 』

ジ 』

『72ページ 』

常に完全 『77ペー

ファイル（物理マシン

ポリシールール

ネットワークフォ

ジ 』

のみ)

『67ページ 』

ルダ 『72ページ 』 週単位で完全、日

ファイルフィルタ NFS 『72ページ 』 単位で増分 『77
『118ページ 』

*

ページ 』

Secure Zone 『72 月単位で完全、週
ページ 』**

単位で差分、日単

バックアップする
バックアップ対象

項目

スケジュール
バックアップ先

選択方法

ESXi 構成

バックアップ スキ
ーム

ローカルフォルダ

位で増分（GFS)

『72ページ 』

『77ページ 』

直接選択 『71ペー

ネットワークフォ

カスタム（F-D-I)

ジ 』

ルダ 『72ページ 』

『77ページ 』

NFS 『72ページ 』
*
Web サイト（ファイル
と MySQL データベー
ス)
システム状態

SQL データベース

直接選択 『276ペ

クラウド 『72ペー

ージ 』

ジ 』

直接選択 『70ペー
ジ 』
直接選択 『190ペ
ージ 』

Exchange データベー 直接選択 『191ペ
ス

Microso
ft Office
365

ージ 』

クラウド 『72ペー
ジ 』
ローカルフォルダ
『72ページ 』
ネットワークフォ
ルダ 『72ページ 』

メールボッ

クラウド 『72ペー

クス

ジ 』

（ローカル

直接選択 『229ペ

ローカルフォルダ

Office 365

ージ 』

『72ページ 』

エージェン

ネットワークフォ

ト)

ルダ 『72ページ 』

—

常に完全 『77ペー
ジ 』
週単位で完全、日
単位で増分 『77
ページ 』
カスタム（F-I)
『77ページ 』

常に増分（1 つのフ
ァイル) 『77ペー
ジ 』

メールボッ
クス
（クラウド

直接選択 『234ペ

Office 365

ージ 』

エージェン

クラウド 『72ペー
ジ 』

ト)
パブリック

直接選択 『235ペ

フォルダ

ージ 』

—

保存期間

バックアップする
バックアップ対象

項目

スケジュール
バックアップ先

バックアップ スキ

選択方法

保存期間

ーム

直接選択 『241ペ
OneDrive フ

ージ 』

ァイル

ポリシールール
『241ページ 』

SharePoint
Online デー
タ

ージ 』
ポリシールール
『246ページ 』

Gmail メー

直接選択 『255ペ

ルボックス

ージ 』

Google ド
ライブのフ
G Suite

直接選択 『246ペ

ァイル

直接選択 『260ペ
ージ 』
ポリシールール

クラウド 『72ペー

『260ページ 』

ジ 』

—

直接選択 『266ペ
共有ドライ

ージ 』

ブファイル

ポリシールール
『266ページ 』

* Windows では、NFS 共有へのバックアップは使用できません。
** Mac では、Secure Zone を作成できません。
*** バックアップの合計サイズ別保持ルールは、[常に増分（単一ファイル)] バックアップスキーム
が指定されている場合、またはクラウドストレージにバックアップする場合には使用できません。

8.2 バックアップ対象の選択
8.2.1 ディスクとボリュームの選択
ディスクレベルのバックアップには、ディスクのコピーまたはパッケージ化されたボリュー
ムが含まれます。ディスクレベルのバックアップから個別のディスク、ボリューム、または

ファイルを復元できます。マシン全体のバックアップは、そのディスクすべてのバックアッ
プを指します。
ディスク/ボリュームの選択には 2 つの方法があります。各マシンで直接選択する方法とポ
リシールールを適用する方法です。ファイルフィルタ 『118ページ 』を設定して、ディスク
バックアップからファイルを除外できます。

直接選択
直接選択は、物理マシンのみで使用できます。
1. [バックアップの対象] で、[ディスク/ボリューム] を選択します。
2. [バックアップする項目] をクリックします。
3. [バックアップする項目] で、[直接] を選択します。
4. バックアップ計画に含まれるそれぞれのマシンでは、バックアップするディスクまたは
ボリュームの横にあるチェックボックスを選択します。
5. [完了] をクリックします。

ポリシールールを使用
1. [バックアップの対象] で、[ディスク/ボリューム] を選択します。
2. [バックアップする項目] をクリックします。
3. [バックアップする項目] で、[ポリシールールを使用]を選択します。
4. 事前に定義されたルールを選択するか、独自のルールを入力するか、両方を組み合わせ
ます。
ポリシー ルールは、バックアップ計画に含まれたすべてのコンピュータに適用されます。
バックアップ開始時にルールに準拠するデータがコンピュータになかった場合、そのコ
ンピュータでバックアップは実行されません。
5. [完了] をクリックします。

Windows、Linux、macOS のルール


[All volumes] Windows を実行しているマシン上のすべてのボリュームと、Linux ま
たは macOS を実行しているマシン上のマウントされたすべてのボリュームを選択しま
す。

Windows のルール


ドライブ文字（C:\ など)には、指定されたドライブ文字のボリュームを選択します。



[Fixed Volumes (Physical machines)] リムーバブルメディア以外の物理マシンのす
べてのボリュームを選択します。固定ボリュームには、SCSI、ATAPI、ATA、SSA、
SAS、SATA の各デバイスおよび RAID アレイ上のボリュームがあります。



[BOOT+SYSTEM] システムおよびブートボリュームを選択します。この組み合わせは、バ
ックアップからのオペレーティングシステムの復元を確実にする最小設定です。



[Disk 1] マシンの最初のディスク（ディスク上のボリュームすべてを含む)を選択しま
す。別のディスクを選択するには、該当する番号を入力します。

Linux のルール


/dev/hda1 最初の IDE ハードディスクで最初のボリュームを選択します。



/dev/sda1 最初の SCSI ハードディスクで最初のボリュームを選択します。



/dev/md1 最初のソフトウェアの RAID ハードディスクを選択します。

その他のベーシックボリュームを選択するには、次の場所で /dev/xdyN を指定します。



「x」はディスクの種類に対応します。



「y」はディスク番号に対応します（「a」は 1 番目のディスク、「b」は 2 番目のディ
スクなど)



「N」はボリューム番号です。

論理ボリュームを選択するには、root アカウントで ls /dev/mapper コマンドを実行した
後に表示されるパスを指定します。たとえば、次のようになります。
[root@localhost ~]# ls /dev/mapper/
control vg_1-lv1 vg_1-lv2
この出力は、vg_1 ボリュームグループに属する lv1 と lv2 の 2 つの論理ボリュームを
示しています。これらのボリュームをバックアップするには、次を入力します。
/dev/mapper/vg_1-lv1
/dev/mapper/vg-l-lv2

MacOS のルール


[Disk 1] マシンの最初のディスク（ディスク上のボリュームすべてを含む)を選択しま
す。別のディスクを選択するには、該当する番号を入力します。

8.2.1.1

ディスクまたはボリュームのバックアップに保存される内容

ディスクまたはボリュームのバックアップには、ディスクまたはボリュームのファイルシス
テム全体と、オペレーティングシステムを起動するうえで必要なすべての情報が保存されま
す。これらのバックアップからはディスクまたはボリュームの全体を復元することも、個別
のフォルダやファイルを復元することもできます。
セクタ単位（RAW モード)のバックアップオプション 『135ページ 』をオンにすると、デ
ィスクバックアップにディスクのセクタがすべて保存されます。セクタ単位のバックアップ
は、認識されないまたはサポートされないファイル システムや他の独自のデータ形式を使
用しているディスクをバックアップするときに使用できます。

Windows
ボリューム バックアップには、隠しファイル、システム ファイルなどの属性に関係なく、
選択されたボリュームのすべてのファイルとフォルダ、ブート レコード、存在する場合は
ファイル アロケーション テーブル（FAT)、マスタ ブート レコード（MBR)を含むハード
ディスクのルート トラックとゼロ トラックが保存されます。
ディスク バックアップには、ベンダの保守パーティションなどの隠しボリュームを含む、
選択されたディスクのすべてのボリュームと、マスタ ブート レコードを含むゼロ トラッ
クが保存されます。
次の項目は、ディスクまたはボリュームのバックアップ（およびファイルレベルのバックア
ップ)には含まれません。



スワップ ファイル（pagefile.sys)およびコンピュータが休止状態になったときに RAM
の内容を保存するファイル（hiberfil.sys)。リカバリ後は、それらのファイルが適切な場
所にサイズ 0 で再作成されます。



バックアップがオペレーティングシステムの下で実行された場合（ブータブルメディアの
下でのバックアップでも、ハイパーバイザレベルでの仮想コンピュータのバックアップ
でもなく):



Windows シャドウ ストレージ。このストレージのパスは、レジストリキー
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\BackupR
estore\FilesNotToBackup にあるレジストリ値 VSS Default Provider で指定さ

れます。これは、Windows Vista 以降のオペレーティングシステムでは、Windows
の復元ポイントがバックアップされないことを意味します。



ボリュームシャドウコピーサービス（VSS)バックアップオプション 『137ページ 』
が有効の場合、
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\BackupR
estore\FilesNotToSnapshot レジストリキーに指定されているファイルとフォル
ダ。

Linux
ボリューム バックアップには、属性に関係なく、選択されたボリュームのすべてのファイ
ルとディレクトリ、ブート レコード、ファイル システム スーパー ブロックが保存されま
す。
ディスク バックアップにはすべてのディスク ボリュームとマスタ ブート レコードを含む
ゼロ トラックが保存されます。

Mac
ディスクまたはボリュームのバックアップには、選択したディスクまたはボリュームの全フ
ァイルおよびディレクトリと、ボリュームレイアウトの説明が保存されます。
次のアイテムは除外されます。



システムメタデータ、たとえばファイルシステムジャーナルや Spotlight インデックス



ゴミ箱



Time Machine バックアップ

物理的には、Mac 上のディスクとボリュームはファイルレベルでバックアップされます。デ
ィスクおよびボリュームバックアップからのベアメタル復元は可能ですが、セクタ単位のバ
ックアップモードは使用できません。

8.2.2 ファイルとフォルダの選択
ファイルレベルのバックアップは、ゲストシステムにインストールされたエージェントによ
ってバックアップされた物理マシンと仮想マシンで使用できます。

オペレーティングシステムの復元が必要な場合は、ディスクとボリュームのバックアップを
実行します。特定のデータのみを保護する場合、ファイル バックアップが適しています。
これによりバックアップサイズが減少し、記憶域スペースを節約できます。
ファイルの選択には 2 つの方法があります。各コンピュータで直接選択する方法とポリシー
ルールを適用する方法です。どちらの方法でも、ファイルフィルタ 『118ページ 』によって
バックアップ対象をさらに絞り込むことができます。

直接選択
1. [バックアップの対象] で、[ファイル/フォルダ] を選択します。
2. [バックアップする項目] をクリックします。
3. [バックアップする項目] で、[直接] を選択します。
4. バックアップ計画に含まれる各コンピュータでの手順
a. [ファイルとフォルダの選択] をクリックします。
b. [ローカル フォルダ] または [ネットワークフォルダ] をクリックします。
選択したコンピュータから共有にアクセスできる必要があります。
c. 必要なファイル/フォルダを参照するか、パスを入力して、矢印ボタンをクリックし
ます。メッセージが表示されたら、共有フォルダのユーザー名とパスワードを指定し
ます。
匿名アクセスでのフォルダのバックアップはサポートされていません。
d. 必要なファイル/フォルダを選択します。
e. [完了] をクリックします。

ポリシールールを使用
1. [バックアップの対象] で、[ファイル/フォルダ] を選択します。
2. [バックアップする項目] をクリックします。
3. [バックアップする項目] で、[ポリシールールを使用]を選択します。
4. 事前に定義されたルールを選択するか、独自のルールを入力するか、両方を組み合わせ
ます。

ポリシー ルールは、バックアップ計画に含まれたすべてのコンピュータに適用されます。
バックアップ開始時にルールに準拠するデータがコンピュータになかった場合、そのコ
ンピュータでバックアップは実行されません。
5. [完了] をクリックします。

Windows の選択ルール


ファイルまたはフォルダへのフルパス、たとえば D:\Work\Text.doc または
C:\Windows など。



テンプレート：



[All Files] はコンピュータ上のすべてのボリュームのすべてのファイルを選択し
ます。



[All Profiles Folder] は、すべてのユーザープロファイルが存在するフォルダを
選択します（通常、C:\Users または C:\Documents and Settings)。



環境変数：



%ALLUSERSPROFILE% は、すべてのユーザープロファイルの共通データが存在するフ
ォルダを選択します（通常、C:\ProgramData または C:\Documents and
Settings\All Users)。



%PROGRAMFILES% は、Program Files フォルダを選択します（C:\Program Files
など)。



%WINDIR% は、Windows がインストールされているフォルダを選択します
（C:\Windows など)。

他の環境変数を使用したり、環境変数とテキストを組み合わせて使用したりすることが
できます。たとえば、マシン上の Program Files フォルダ内の Java フォルダを選択する
には、%PROGRAMFILES%\Java と入力します。

Linux の選択ルール


ファイルまたはディレクトリへのフルパス。たとえば、home/usr/docs にマウントさ
れたボリューム/dev/hda3 にある file.txt をバックアップするには、
/dev/hda3/file.txt または/home/usr/docs/file.txt を指定します。



/home は、共通ユーザーのホーム ディレクトリを選択します。



/root は、root ユーザーのホーム ディレクトリを選択します。





/usr は、すべてのユーザーに関連するプログラムのディレクトリを選択します。



/etc は、システム構成ファイルのディレクトリを選択します。

テンプレート：



[All Profiles Folder] は、/home を選択します。これは、デフォルト設定では
すべてのユーザー プロファイルが格納されているフォルダです。

macOS の選択ルール


ファイルまたはディレクトリへのフルパス。



テンプレート：



[All Profiles Folder] は、/Users を選択します。これは、デフォルト設定では
すべてのユーザー プロファイルが格納されているフォルダです。

例：



デスクトップにある file.txt をバックアップするには、
/Users/<username>/Desktop/file.txt を指定します。 <username>には、ユー
ザー名を入れます。



ユーザーのホーム ディレクトリをバックアップするには、/Users を指定します。



アプリケーションがインストールされたディレクトリをバックアップするには、
/Applications を指定します。

8.2.3 システム状態の選択
システム状態のバックアップは、Windows Vista 以降の Windows OS を実行しているマ
シンで使用できます。
システム状態をバックアップするには、[バックアップの対象] で[システム状態] を選択し
ます。
システム状態のバックアップは、次のファイルから構成されます。



タスクスケジューラ構成



VSS Metadata Store



パフォーマンスカウンタ構成情報



MS Search Service



バックグラウンドインテリジェント転送サービス（BITS)



レジストリ



Windows Management Instrumentation（WMI)



Component Services Class 登録データベース

8.2.4 ESXi 構成の選択
ESXi ホスト構成のバックアップにより、ESXi ホストをベアメタルに復元できます。この復
元はブータブルメディアで実行されます。
ホストで実行中の仮想コンピュータは、バックアップ内に含まれません。バックアップと復
元をそれぞれ個別に行えます。
ESXi ホスト構成のバックアップには以下が含まれます。



ホストのブートバンクパーティションとブートローダー



ホストの状態（仮想ネットワークとストレージの構成、SSL キー、サーバーネットワーク
設定、ローカルユーザー情報)



ホストにインストールまたはステージングされた拡張機能やパッチ



ログファイル

前提条件


ESXi ホスト構成の [セキュリティプロファイル] では、SSH が有効になっている必要が
あります。



ESXi ホストの「ルート」アカウントのパスワードを知っている必要があります。

制限事項


VMware vSphere 6.7 では、ESXi 設定のバックアップはサポートされていません。



ESXi 構成をクラウドストレージにバックアップできません。

ESXi 構成を選択する手順
1. [VMware] > [ホストおよびクラスター] の順に移動します。
2. バックアップする ESXi ホストの場所を参照します。
3. ESXi ホストを選択し、[バックアップ] をクリックします。
4. [バックアップの対象] で [ESXi 構成] を選択します。

5. [ESXi の「ルート」パスワード] で、選択した各ホストの「ルート」アカウントのパスワ
ードを指定するか、すべてのホストに同じパスワードを適用します。

8.3 バックアップ先の選択
[バックアップ先] をクリックして、次のいずれかを選択します。



クラウドストレージ
バックアップがクラウドデータセンターに保存されます。



ローカル フォルダ
単一のコンピュータを選択した場合は、選択したコンピュータのフォルダを参照するか、
フォルダパスを入力します。
複数のコンピュータを選択した場合は、フォルダパスを入力します。バックアップは、
選択した物理コンピュータまたは仮想コンピュータのエージェントがインストールされ
たコンピュータのそれぞれで、このフォルダに保存されます。フォルダが存在しない場
合、フォルダが作成されます。



ネットワークフォルダ
これは、SMB/CIFS/DFS を介して共有されるフォルダです。
必要な共有フォルダを参照するか、次の形式でパスを入力します。



SMB/CIFS 共有の場合：\\<ホスト名>\<パス>\ または smb://<ホスト名>/<パス>/



DFS 共有の場合：\\<完全な DNS ドメイン名>\<DFS ルート>\<パス>
たとえば、\\example.company.com\shared\files のようになります。

次に、矢印ボタンをクリックします。メッセージが表示されたら、共有フォルダのユー
ザー名とパスワードを指定します。フォルダ名の隣のキーアイコンをクリックすること
で、これらの資格情報をいつでも変更できます。
匿名アクセスでのフォルダへのバックアップはサポートされていません。



NFS フォルダ（Linux または macOS を実行するマシンで使用可能)
必要な NFS フォルダを参照するか、次の形式でパスを入力します。
nfs://<ホスト名>/<エクスポート対象フォルダ>:/<サブフォルダ>
次に、矢印ボタンをクリックします。
パスワードで保護された NFS フォルダにバックアップすることはできません。



Secure Zone（選択された各コンピュータに存在する場合に使用可能)
Secure Zone は、バックアップコンピュータのディスク上にあるセキュアパーティショ
ンです。このパーティションは、バックアップを構成する前に手動で作成する必要があ
ります。Secure Zone の作成方法、メリット、制限に関する詳細については、「Secure
Zone について」 『73ページ 』を参照してください。

詳細ストレージオプション
注意: この機能は、バックアップソフトウェアの Standard Edition では利用できません。



スクリプトで定義（Windows を実行するマシンに対して利用可能)
各マシンのバックアップを、スクリプトで定義したフォルダに保存できます。ソフトウ
ェアでは、JScript、VBScript または Python 3.5 で記述されたスクリプトがサポート
されます。バックアップ計画を配置すると、各コンピュータでスクリプトが実行されま
す。各マシンのスクリプトの出力先は、ローカルフォルダまたはネットワークフォルダ
のパスにする必要があります。フォルダが存在しない場合は、フォルダが作成されます
（制限: Python で記述されたスクリプトでは、ネットワーク共有フォルダは作成できま
せん)。[バックアップ] タブで、個別のバックアップロケーションとして各フォルダが
表示されます。
[スクリプトの種類] で、スクリプトの種類（JScript、VBScript または Python)を選
択し、スクリプトのインポート、コピー、貼り付けを行います。ネットワークフォルダ
の場合は、読み込み/書き込み許可のアクセス認証を指定します。
例。以下の JScript スクリプトでは、マシンのバックアップロケーションが
\\bkpsrv\<マシン名> の形式で出力されます。
WScript.echo("\\\\bkpsrv\\" +
WScript.CreateObject("WScript.Network").ComputerName);

この結果、各マシンのバックアップは、サーバー bkpsrv 上の同じ名前のフォルダに保
存されます。

8.3.1 Secure Zone について
Secure Zone は、バックアップコンピュータのディスク上にあるセキュアパーティションで
す。このコンピュータのディスク、ファイル、またはファイルのバックアップを格納できま
す。

ディスクの物理的な障害が発生すると、その Secure Zone に配置されたバックアップは失
われるおそれがあります。このため、 Secure Zone のみがバックアップの保存場所になる
ことのないようにしてください。エンタープライズ環境では、通常の場所が一時的に利用で
きない場合や、接続チャネルが低速または混雑している状態のときに、バックアップに使用
する中間のロケーションとして Secure Zone を使用できます。

Secure Zoneを使用する理由
Secure Zone：



バックアップが置かれているディスク自体からディスクを復元することができます。



ソフトウェアの誤動作、ウィルス攻撃、ヒューマンエラーからデータを保護するための
コスト効率のよい便利な方法です。



データをバックアップまたは復元するための別のメディアやネットワーク接続が不要に
なります。このことは、ローミングユーザーにとって特に便利です。



バックアップのレプリケーションの使用時に、プライマリの保存先として利用できま
す。

制限事項


Mac では、Secure Zone を構成できません。



Secure Zone は、ベーシック ディスク上のパーティションです。ダイナミックディス
ク上に構成したり、論理ボリューム（LVM により管理)として作成したりすることはでき
ません。



Secure Zone は FAT32 ファイル システムでフォーマットされています。FAT32 には 4
GB のファイルサイズ制限があるため、このサイズを上回るバックアップファイルは
Secure Zone に保存されるときに分割されます。これによって復元手順や速度に影響が
出ることはありません。



Secure Zone は単一ファイル バックアップ形式 『327ページ 』をサポートしていませ
ん。バックアップ計画のバックアップ先を Secure Zone に変更する場合、その計画に常
に増分（単一ファイル)バックアップ スキームが使用されていると、スキームが毎週完全、
毎日増分に変更されます。

Secure Zoneを作成する際にディスクがどのように変換されるか


Secure Zone は、常にハード ディスクの末尾に作成されます。



ディスクの末尾に未割り当ての領域がない、または十分にないがボリュームの間に未割
り当ての領域がある場合は、ディスクの末尾に未割り当ての領域を追加するためにボリ
ュームが移動します。



すべての未割り当ての領域を集めてもまだ十分ではない場合は、選択したボリュームか
ら空き領域が取得され、それに合わせてボリュームのサイズが縮小されます。



ただし、一時ファイルを作成する場合など、オペレーティング システムとアプリケーシ
ョンが動作できるようにするにはボリュームに空き領域が必要です。空き領域がボリュ
ームの合計サイズの 25 %を下回っているか、下回ることになる場合、ボリュームのサ
イズは縮小されません。ディスク上のすべてのボリュームの空き領域が 25 %以下の場
合にのみ、比率に応じてボリュームのサイズが引き続き縮小されます。

これらのことから、使用可能な Secure Zone を最大サイズに設定することはおすすめしま
せん。ボリューム上に空き領域がなくなると、オペレーティングシステムやアプリケーショ
ンの動作が不安定になり、起動できなくなることがあります。
重要 システムの起動元のボリュームを移動またはサイズ変更するには、システムを再起動する必要
があります。

Secure Zoneの作成方法
1. Secure Zone を作成するコンピュータを選択します。
2. [詳細] > [Secure Zone の作成] をクリックします。
3. [Secure Zone ディスク]で[選択] クリックしてから、ゾーンを作成するハード ディ
スク（複数ある場合)を選択します。
使用可能な Secure Zone の最大サイズが算出されます。
4. Secure Zone のサイズを入力するか、スライダを最小から最大の間でドラッグしてサイ
ズを選択します。
ハード ディスクにもよりますが、最小サイズは約 50 MB になります。最大サイズは、
ハード ディスクの未割り当ての領域と、すべてのディスクボリュームの空き領域の合計
に等しくなります。

5. すべての未割り当ての領域でも指定のサイズに十分ではない場合は、既存のボリューム
から空き領域が取得されます。デフォルトでは、すべてのボリュームが選択されます。
除外するボリュームがある場合は、[ボリュームの選択] をクリックします。それ以外の
場合は、この手順をスキップします。

6. （オプション)[パスワードによる保護]スイッチを有効にしてパスワードを指定します。
Secure Zone にあるバックアップにアクセスするにはパスワードが必要になります。
Secure Zone へのバックアップには、ブータブル メディアでバックアップを実行する
場合を除き、パスワードは必要ありません。
7. [作成] をクリックします。
除外パーティションレイアウトが表示されます。[OK] をクリックします。
8. Secure Zone が作成されるのを待ちます。
これでバックアップ計画を作成する際に [バックアップの保存先] に Secure Zone を選択
できるようになりました。

Secure Zoneの削除方法
1. Secure Zone があるコンピュータを選択します。

2. [詳細] をクリックします。
3. Secure Zone の横にあるギア アイコンをクリックして、[削除] をクリックします。
4. （オプション)ゾーンから解放される領域を追加するボリュームを指定します。デフォル
トでは、すべてのボリュームが選択されます。
領域は選択された各ボリュームに対して均等に分配されます。ボリュームを選択しない
場合、空き領域は未割り当てになります。
システムの起動元のボリュームをサイズ変更するには、システムを再起動する必要があ
ります。
5. [削除] をクリックします。
Secure Zone とその Secure Zone に保存されているすべてのバックアップが削除されま
す。

8.4 スケジュール
スケジュールには、エージェントがインストールされたオペレーティングシステムの時間設
定（タイムゾーンを含む)が使用されます。VMware エージェント（仮想アプライアンス)の
タイムゾーンは、エージェントのインターフェース 『47ページ 』で設定できます。
たとえば、バックアップ計画が 21:00 に実行されるようスケジュールされ、異なるタイムゾ
ーンに位置する複数のマシンに適用されている場合、バックアップはそれぞれのマシンのロ
ーカル時刻が 21:00 になったときに始まります。

バックアップ スキーム
事前に定義されたバックアップ スキームまたはカスタムスキームの中からひとつ選択でき
ます。バックアップ スキームとは、バックアップ スケジュールやバックアップ方法などが
含まれているバックアップ計画の一部です。
[バックアップ スキーム] で、次のいずれかを選択します。



常に増分（単一ファイル)
デフォルト設定では、バックアップは月曜日から金曜日まで毎日実行されます。バック
アップを実行する時刻を選択できます。

バックアップを頻繁に実行する場合、スライダを移動して、バックアップ スケジュール
を指定できます。
バックアップは単一ファイルバックアップ形式 『327ページ 』を使用します。
最初のバックアップは完全バックアップとなるため、最も時間がかかります。その後の
バックアップはすべて増分となり、バックアップに要する時間は大幅に短縮されます。
バックアップロケーションがクラウドストレージの場合、このスキームを強くお勧めし
ます。他のバックアップスキームには、多くの時間とネットワークトラフィックを消費
する複数の完全バックアップが含まれている可能性があります。
これはセキュア ゾーンへのバックアップでは使用できません。



常に完全
デフォルト設定では、バックアップは月曜日から金曜日まで毎日実行されます。バック
アップを実行する時刻を選択できます。
バックアップを頻繁に実行する場合、スライダを移動して、バックアップ スケジュール
を指定できます。
すべてのバックアップが完全バックアップで実行されます。



週単位で完全、日単位で増分
デフォルト設定では、バックアップは月曜日から金曜日まで毎日実行されます。バック
アップを実行する曜日と時間を修正できます。
完全バックアップは週に 1 回作成されます。その他は、増分のバックアップになります。
完全バックアップが作成される曜日は、[週単位のバックアップ] オプション（ギア アイ
コンをクリックして、[バックアップ オプション] > [週単位のバックアップ])によりま
す。



月単位で完全、週単位で差分、日単位で増分（GFS)
デフォルト設定では、増分バックアップは月曜日から金曜日まで毎日実行されます。差
分バックアップは毎週土曜日に実行されます。完全バックアップは毎月 1 日に実行され
ます。バックアップを実行するこれらのスケジュールと時刻を変更できます。
このバックアップスキームは、バックアップ計画パネルでは [カスタム] として表示さ
れます。



カスタム

完全バックアップ、差分バックアップ、および増分バックアップ スケジュールを指定し
ます。
SQL データ、Exchange データ、またはシステム状態をバックアップする際には、差分
バックアップはできません。
バックアップスキームでは、時刻ではなくイベント別にバックアップをスケジュールするこ
とができます。これを実行するには、スケジュールの選択時にイベントの種類を選択します。
詳細については、「イベント別のスケジュール」 『80ページ 』を参照してください。

追加のスケジュールオプション
どのバックアップ先に対しても、次の設定を行うことができます。



条件が満たされた場合にのみスケジュールされたバックアップが実行されるように、バ
ックアップの開始条件を指定します。詳細については、「開始条件」 『83ページ 』を参
照してください。



スケジュールが有効となる日付範囲を設定できます。[設定した期間内で実行する] チェ
ック ボックスをオンにして、日付範囲を指定します。



スケジュールを無効にします。スケジュールが無効な間は、バックアップを手動で開始
しないかぎり、保持ルールが適用されません。



スケジュールされた時間から遅延を導入します。各コンピュータの遅延値はランダムに
選択され、ゼロから指定した最大値の範囲になります。複数のコンピュータをネットワ
ーク ロケーションにバックアップするときに、過剰なネットワーク負荷を避けるために
この設定を使用できます。
ギア アイコンをクリックしてから、[バックアップ オプション] > [スケジューリング]
をクリックします。[開始時間を時間枠内で割り振る] を選択し、最大遅延を指定します。
各コンピュータの遅延値は、バックアップ計画がコンピュータに適用されるときに決定
され、バックアップ計画を編集して最大遅延値を変更するまで同じ値が維持されます。
注意 このオプションはデフォルトで有効であり、最大遅延は 30 分に設定されています。



[詳細を表示] をクリックして次のオプションにアクセスします。



マシンの電源が入っていないため実行されなかったタスクを起動時に実行する（デフ
ォルトでは無効)



バックアップ中にスリープモードや休止モードにしない（デフォルトでは有効)

このオプションは、Windows を実行しているマシンに対してのみ有効です。



スリープモードや休止モードから起動して、スケジュールされたバックアップを開
始する（デフォルトでは無効)
このオプションは、Windows を実行しているコンピュータに対してのみ有効です。
このオプションは、マシンの電源が入っていない場合は無効です。つまり、このオ
プションでは Wake-on-LAN 機能は使用しません。

8.4.1 イベント別のスケジュール
バックアップ計画のスケジュールの設定では、スケジュールの選択時にイベントの種類を選
択できます。バックアップはイベントが発生するとすぐ開始されます。
次のいずれかのイベントを選択できます。



前回のバックアップからの経過時間
同じバックアップ計画内で前回の正常なバックアップが完了してからの時間です。時間
の長さを指定できます。



ユーザーがシステムにログインするとき
デフォルトで、任意のユーザーのログインによりバックアップが開始されます。任意ユ
ーザーを特定のユーザーアカウントに変更できます。



ユーザーがシステムからログオフするとき
デフォルトで、任意のユーザーのログオフによりバックアップが開始されます。任意ユ
ーザーを特定のユーザーアカウントに変更できます。
注意 バックアップはシステムのシャットダウン時には実行されません。シャットダウンとログ
オフは違うからです。



システムの起動時



システムのシャットダウン時



Windows イベントログ イベント発生時
イベントのプロパティ 『81ページ 』を指定する必要があります。

Windows、Linux、および macOS で各種データ向けに使用できるイベントを次の表に示し
ます。

バックアップ対象

前回のバッ
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8.4.1.1

Windows イベント ログ イベントの発生時

アプリケーションログ、セキュリティログ、システムログなどのイベントログの 1 つに特定
の Windows イベントが記録されたときに、バックアップを開始するようにスケジュールで
きます。
たとえば、ハードディスク ドライブで障害が発生することが Windows によって検出され
たときはすぐに、データの緊急完全バックアップを自動的に実行するようにバックアップ計
画を設定できます。
イベントを参照し、イベントのプロパティを表示するには、[コンピュータの管理] コンソ
ールから利用できる [イベントビューア] スナップインを使用します。セキュリティログを
開くには、アドミニストレータグループのメンバーである必要があります。

イベントのプロパティ
[ログ名]

ログの名前を指定します。一覧から標準のログの名前（[アプリケーション]、[セキュリ
ティ]、または [システム])を選択するか、ログ名を「Microsoft Office Sessions」の
ように入力します。
[イベント ソース]
イベント ソースを指定します。これは通常、イベントが発生する原因となったプログラ
ムまたはシステム コンポーネントを示し、[ディスク] などを指定します。
[イベントの種類]
[エラー]、[警告]、[情報]、[成功の監査]、または [失敗の監査] というイベントの種類
を指定します。
[イベント ID]
イベント番号を指定します。通常、同じソースのイベントの中から特定の種類のイベン
トを識別します。
たとえば、Windows でディスクの不良ブロックが検出されたときは、イベント ソース
がディスクでイベント ID が 7 のエラー イベントが発生し、ディスクがまだアクセス
可能になっていないときは、イベント ソースがディスクでイベント ID が 15 のエラー
イベントが発生します。

例:"不良ブロック" 緊急バックアップ
通常、ハード ディスク上で 1 つ以上の不良ブロックが突然検出されると、そのハード デ
ィスクに間もなく障害が発生することを示しています。このような状況が発生した場合に、
直ちにハード ディスクのデータをバックアップするためのバックアップ計画を作成すると
します。
Windows によってハードディスクに不良ブロックが検出されると、イベントソースがディ
スクでイベント番号が 7 のイベントがシステムログに記録されます。このイベントの種類は
エラーです。
計画を作成する際に、[スケジュール] セクションで次の値を設定します。



[ログ名]: システム



[イベントソース]: ディスク



[イベントの種類]: エラー



[イベント ID]: 7

重要: 不良ブロックが存在してもそのバックアップを完了できるようにするには、バックアップが不
良ブロックを無視するように設定する必要があります。そのためには、[バックアップオプション]
で [エラーの処理] に移動し、[不良セクタを無視する] チェックボックスをオンにします。

8.4.2 開始条件
この設定を使用すると、スケジューラで特定の条件に従ってより柔軟にバックアップタスク
を実行できるようになります。複数の条件が指定されているときにバックアップを開始する
には、それらの条件のすべてが同時に満たされる必要があります。バックアップを手動で開
始した場合は、開始条件は無効になります。
これらの設定にアクセスするには、バックアップ計画のスケジュールを設定する際に [詳細
を表示] をクリックします。
指定した条件（または複数の条件のいずれか)を満たさない場合のスケジューラの動作は、
[バックアップの開始条件] 『112ページ 』 バックアップオプションで定義します。条件が
長期間満たされず、バックアップがさらに遅れる危険性が高まっている場合に、条件にかか
わらずバックアップを実行するまでの間隔を設定できます。
Windows、Linux、および macOS で各種データ向けに使用できる開始条件を次の表に示し
ます。
バックアップ対
象
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8.4.2.1

ユーザーはアイドルです

[ユーザーはアイドルです] は、コンピュータでスクリーンセーバーが実行されているかコ
ンピュータがロックされているという意味です。

例
毎日 21:00、できればユーザーがアイドル状態のときに、コンピュータでバックアップを実
行します。23:00 になってもユーザーがアクティブなときは、バックアップを強制的に実行
します。



スケジュール:毎日実行。開始時刻:21:00。



条件:ユーザーがアイドル状態の場合。



バックアップ開始条件:条件が満たされるまで待機し、2 時間が経過するとバックアップ
を実行。

結果は次のようになります。
（1)21:00 の前にユーザーがアイドルになっていれば、バックアップは 21:00 に開始され
ます。
（2)21:00 から 23:00 の間にユーザーがアイドルになった場合、バックアップはユーザー
がアイドルになると直ちに開始されます。
（3)23:00 になってもユーザーがアクティブな場合、バックアップは 23:00 に強制的に開
始されます。

8.4.2.2

バックアップロケーションのホストが利用可能です

[バックアップロケーションのホストが利用可能です] は、バックアップの保存先をホスト
しているコンピュータがネットワーク経由で使用可能であるという意味です。
この条件は、ネットワークフォルダとクラウドストレージ、および Storage Node によって
管理されるロケーションに対して有効です。
この条件にロケーションそのものが利用できるかどうかは関連しません。対象となるのはホ
ストが利用可能かどうかのみです。たとえば、ホストは利用できるが、このホスト上のネッ
トワークフォルダが共有されていない場合、またはフォルダにアクセスするためのログイン
情報が有効ではない場合でも、条件は満たされています。

例
データを毎平日の 21:00 にネットワークフォルダにバックアップします。また、このフォル
ダをホストしているコンピュータが保守作業などのために使用できない場合は、バックアッ
プをスキップし、翌平日のスケジュールされている開始時刻まで待ちます。



スケジュール:毎日、月曜日から金曜日まで実行。開始時刻:21:00。



条件:バックアップロケーションのホストが利用可能な場合。



バックアップ開始条件:スケジュールされたバックアップをスキップ。

作成が完了すると以下のようになります。

（1)21:00 になり、ホストを使用できる場合、バックアップは直ちに開始されます。
（2)21:00 になったが、ホストを使用できない場合、バックアップは翌平日にホストを使用
できれば開始されます。
（3)平日の 21:00 にホストをいつまでも使用できないでいると、バックアップはいつまでた
っても開始されません。

8.4.2.3

ユーザーはログオフしました

すべてのユーザーが Windows からログオフするまで、バックアップを保留にできます。

例
毎週金曜日の 20:00 に、できればすべてのユーザーがログオフしている状態でバックアップ
を実行します。ただし、まだログインしているユーザーが 23:00 にいても、バックアップは
強制的に実行します。



スケジュール:週単位、毎金曜日。開始時刻:20:00。



条件:ユーザーがログオフした場合。



バックアップ開始条件:条件が満たされるまで待機し、3 時間が経過するとバックアップ
を実行。

作成が完了すると以下のようになります。
（1)20:00 にすべてのユーザーがログオフしていた場合は、バックアップが 20:00 に開始
されます。
（2)最後のユーザーが 20:00 から 23:00 までの間にログオフした場合は、そのユーザーの
ログオフ後すぐにバックアップが開始されます。
（3)23:00 になってもユーザーがログインしていた場合でも、バックアップは 23:00 に開
始されます。

8.4.2.4

時間間隔は適合しています

バックアップ開始時刻を、指定した期間内に制限します。

例
ある企業では、ユーザーデータとサーバーのバックアップ用に、同じ NAS（Network
Attached Storage)上の異なるロケーションを使用しています。就業時間は 8:00 から
17:00 までです。ユーザーのデータはユーザーがログオフしたらすぐにバックアップする必
要がありますが、実行できる時間は 16:30 以降です。毎日 23:00 に会社のサーバーをバッ
クアップします。このため、ネットワークの帯域幅をすべて利用できるように、この時刻ま
でにすべてのユーザーデータのバックアップが完了すると理想的です。ユーザーデータのバ
ックアップは 1 時間以内に完了すると想定されるため、バックアップ開始時間は遅くても
22:00 です。指定した期間内にユーザーがまだログオンしているとき、またはその期間以外
の時刻にログオフしても、ユーザーデータをバックアップしません。つまり、バックアップ
の実行をスキップします。



イベント:ユーザーがシステムからログオフするとき。ユーザーアカウントを指定:すべ
てのユーザー



条件:16:30 から 22:00 までの期間の範囲内に収まる場合。



バックアップ開始条件:スケジュールされたバックアップをスキップ。

作成が完了すると以下のようになります。
（1)ユーザーが 16:30 から 22:00 の間にログオフすると、ログオフの直後にバックアップ
が開始されます。
（2)ユーザーがその期間以外の時刻にログオフすると、バックアップはスキップされます。

8.4.2.5

バッテリ電源を節電する

デバイス（ノート PC またはタブレット)が電源に接続されていない場合にバックアップしな
いようにします。バックアップオプションのバックアップ開始条件 『112ページ 』の値によ
って、デバイスを電源に接続した後に、スキップされたバックアップが開始されるかどうか
が異なります。次から選択できます。



バッテリー動作時には開始しない
デバイスが電源に接続されている場合のみ、バックアップを開始します。



バッテリー残量が次の値より高い場合は開始する

デバイスが電源に接続されているか、バッテリーレベルが指定した値よりも高い場合に
バックアップを開始します。

例
データを月曜日～金曜日の 21:00 にバックアップするとします。デバイスが電源に接続さ
れていない場合（たとえば、ユーザーが遅い時間帯の会議に出席している場合)、バッテリー
を節約するためにバックアップをスキップし、ユーザーがデバイスを電源に接続するまで待
機します。



スケジュール:毎日、月曜日から金曜日まで実行。開始時刻:21:00。



条件:[バッテリー電源を節電する]、[バッテリー動作時には開始しない]。



バックアップ開始条件:条件が満たされるまで待機する。

作成が完了すると以下のようになります。
（1)21:00 になり、デバイスが電源に接続されている場合、直ちにバックアップが開始さ
れます。
（2)21:00 になり、デバイスがバッテリー電源を使用している場合、デバイスが電源に接
続されると直ちにバックアップが開始されます。

8.4.2.6

従量制課金接続時には開始しない

Windows で従量制課金が設定された接続を使用してデバイスがインターネットに接続され
ている場合に、バックアップ（ローカルディスクへのバックアップを含む)しないようにしま
す。Windows での従量制課金接続の詳細については、
https://support.microsoft.com/ja-jp/help/17452/windows-metered-internet-connec
tions-faq を参照してください。
モバイルホットスポット経由でのバックアップを回避する別の方法として、[従量制課金接
続時には開始しない] の条件を有効にすると、[次の Wi-Fi ネットワークへの接続時には開
始しない] の条件が自動的に有効になります。「android」、「phone」、「mobile」、
「modem」のネットワーク名はデフォルトで指定されています。「X」をクリックすると、
これらの名前をリストから削除できます。

例
データを毎平日の 21:00 にバックアップするとします。デバイスが従量制課金接続を使用
してインターネットに接続されている場合（たとえば、ユーザーが出張中の場合)、ネットワ
ークトラフィックを節約するためにバックアップをスキップし、次の平日のスケジュール設
定された開始まで待機します。



スケジュール:毎日、月曜日から金曜日まで実行。開始時刻:21:00。



条件:従量制課金接続時には開始しない。



バックアップ開始条件:スケジュールされたバックアップをスキップ。

作成が完了すると以下のようになります。
（1)21:00 になり、デバイスが従量制課金接続でインターネットに接続されていない場合、
直ちにバックアップが開始されます。
（2)21:00 になり、デバイスが従量制課金接続でインターネットに接続されている場合、
次の平日にバックアップが開始されます。
（3)平日の 21:00 にデバイスが常に従量制課金接続でインターネットに接続されている場
合、バックアップは開始されません。

8.4.2.7

Wi-Fi ネットワークへの接続時には開始しない

デバイスが指定したワイヤレスネットワークに接続されている場合、バックアップ（ローカ
ルディスクへのバックアップを含む)しないようにします。Wi-Fi のネットワーク名（SSID)
を指定できます。
この制限は、名前の文字列の中に指定した名前が含まれるすべてのネットワークに適用され
ます（大文字と小文字は区別されません)。たとえば、ネットワーク名に「phone」と指定す
ると、デバイスが次のいずれかのネットワークに接続されている場合、バックアップは開始
されません。「John's iPhone」、「phone_wifi」、「my_PHONE_wifi」。
この条件は、デバイスが携帯電話のホットスポットでインターネットに接続されている場合
に、バックアップしないようにする場合に便利です。
モバイルホットスポット経由でバックアップしないようにする別の方法として、[従量制課
金接続時には開始しない] の条件を有効にすると、[次の Wi-Fi ネットワークへの接続時に

は開始しない] の条件が自動的に有効になります。「android」、「phone」、「mobile」、
「modem」のネットワーク名はデフォルトで指定されています。「X」をクリックすると、
これらの名前をリストから削除できます。

例
データを月曜日～金曜日の 21:00 にバックアップするとします。デバイスがモバイルホッ
トスポットでインターネットに接続されている場合（たとえば、ノート PC がテザリングモ
ードで接続されている場合)、バックアップをスキップし、次の平日のスケジュール設定さ
れた開始時まで待機します。



スケジュール:毎日、月曜日から金曜日まで実行。開始時刻:21:00。



条件:[次の Wi-Fi ネットワークへの接続時には開始しない]、[ネットワーク名] に <ホ
ットスポットのネットワークの SSID> を指定。



バックアップ開始条件:スケジュールされたバックアップをスキップ。

作成が完了すると以下のようになります。
（1)21:00 になり、マシンが指定したネットワークに接続されていない場合、直ちにバッ
クアップが開始されます。
（2)21:00 になり、マシンが指定したネットワークに接続されている場合、次の平日にバ
ックアップが開始されます。
（3)平日の 21:00 にマシンが常に指定したネットワークに接続されている場合、バックア
ップは開始されません。

8.4.2.8

デバイスの IP アドレスをチェック

デバイスの IP アドレスに、指定した IP アドレスの範囲内または範囲外のものが含まれる
場合に、バックアップ（ローカルディスクへのバックアップを含む)しないようにします。次
から選択できます。



次の IP アドレスの範囲外なら開始する



次の IP アドレスの範囲内なら開始する

どちらのオプションでも、複数の範囲を指定できます。IPv4 アドレスのみがサポートされ
ています。

この条件は、ユーザーが海外にいて、データ転送の料金が高額になるのを回避する場合に便
利です。また、Virtual Private Network（VPN)接続のバックアップを防ぐ場合も役立ちま
す。

例
データを毎平日の 21:00 にバックアップするとします。デバイスが VPN トンネル（たと
えば、ユーザーが自宅で作業を行っている場合)を使用して企業ネットワークに接続されて
いる場合に、バックアップをスキップし、ユーザーがデバイスをオフィスに持ってくるまで
待機します。



スケジュール:毎日、月曜日から金曜日まで実行。開始時刻:21:00。



条件:デバイスの IP アドレスを確認し、IP が次の範囲の外部のものであれば開始しま
す。開始: <VPN IP アドレス範囲の開始>、終了: <VPN IP アドレス範囲の終了>。



バックアップ開始条件:条件が満たされるまで待機する。

作成が完了すると以下のようになります。
（1)21:00 になり、マシンの IP アドレスが指定した範囲外の場合、直ちにバックアップ
が開始されます。
（2)21:00 になり、マシンの IP アドレスが指定した範囲内の場合、デバイスが VPN 以外
の IP アドレスを取得したら直ちにバックアップが開始されます。
（3)マシンの IP アドレスが、平日の 21:00 には常に指定した範囲内である場合は、バッ
クアップは開始されません。

8.5 保持ルール
1. [バックアップ保持期間] をクリックします。
2. [クリーンアップ] で、次のいずれかを選択します。



バックアップ期間（デフォルト)
バックアップ計画で作成されたバックアップを保持する期間を指定します。デフォ
ルトでは、バックアップ設定 『326ページ 』それぞれに保持ルールが適用されます。
単一のルールをすべてのバックアップに使用する場合は、[すべてのバックアップセ
ットの単一のルールに切り替え] をクリックします。



バックアップの数
バックアップの最大数を指定して、保持します。



バックアップの合計サイズ別
保持するバックアップの最大合計サイズを指定します。
この設定は、[常に増分（単一ファイル)] バックアップスキームが指定されている場
合、またはクラウドストレージにバックアップする場合には使用できません。



バックアップを無期限に保存する

3. クリーンアップを開始する時期を選択します。



バックアップ後（デフォルト)
保持ルールは新しいバックアップの作成後に適用されます。



バックアップ前
保持ルールは新しいバックアップの作成前に適用されます。
この設定は、Microsoft SQL Server クラスタまたは Microsoft Exchange Server ク
ラスタのバックアップでは使用できません。

その他の注意点


バックアップスキームとバックアップ形式に基づき、各バックアップが別個のファイル
として保存されている場合、そのファイルはすべての依存（増分でも差分でも)バックア
ップの有効期間が過ぎるまで削除できません。そのため、削除が延期されるバックアッ
プデータがあることを想定したバックアップ先の保存領域の設計が必要になります。ま
た、バックアップの期間、数、サイズが指定値を超える可能性が生じます。
この動作は、[バックアップの統合] 『105ページ 』 バックアップオプションを使用して
変更できます。



保持ルールはバックアップ計画の一部です。バックアップ計画がマシンで取り消される
か削除される場合、またはマシン自体がバックアップサービスから削除される場合は直
ちに、マシンのバックアップの動作が停止します。今後この計画でバックアップを作成
する必要がない場合は、「バックアップの削除」 『180ページ 』で説明されている手順
に従い、それらを削除します。

8.6 レプリケーション
バックアップのレプリケーションを有効にすると、各バックアップは作成後すぐ別のロケー
ションにコピーされます。以前のバックアップがレプリケートされなかった（たとえば、ネ
ットワーク接続が失われた)場合、最後に成功したレプリケーションのあとに表示されたバ
ックアップもすべてレプリケートされます。
レプリケートされたバックアップは、元のロケーションに残るバックアップには依存しませ
ん。逆も同じです。他のロケーションにアクセスすることなく、すべてのバックアップから
データを復元できます。

使用例


信頼性の高い災害復旧計画
オンサイト（その場での復元)とオフサイト（ローカル ストレージの障害や自然災害など
からのバックアップの保護)の両方でバックアップを保存します。



クラウドストレージを使用した、自然災害からのデータの保護
変更されたデータのみを転送することでクラウド ストレージにバックアップをレプリケ
ートします。



最新のリカバリ ポイントのみを保存
コストの高い記憶域スペースを使い過ぎないようにするために、保持ルールに従って、
高速ストレージから古いバックアップを削除します。

サポートされるロケーション
次のロケーションからバックアップをレプリケートできます。



ローカル フォルダ



ネットワーク フォルダ



Secure Zone

次のロケーションにバックアップをレプリケートできます。



ローカル フォルダ



ネットワーク フォルダ



クラウドストレージ

バックアップのレプリケーションを有効にするには
1. バックアップ計画パネルで、[ロケーションの追加] をクリックします。
[ロケーションの追加] コントロールは、最後に選択したロケーションからレプリケーシ
ョンがサポートされる場合のみ表示されます。
2. バックアップのレプリケーション先となるロケーションを指定します。
3. [オプション] [保持期間] で、「保持ルール」 『91ページ 』の説明に従い、選択したロ
ケーションの保持ルールを変更します。
4. （オプション)[ギアアイコン] > [パフォーマンスとバックアップウィンドウ] の順にク
リックし、「パフォーマンスとバックアップウィンドウ」 『124ページ 』に記述されて
いる通り、選択したロケーションのバックアップウィンドウを設定します。これらの設
定は、レプリケーションパフォーマンスを定義します。
5. [オプション] バックアップをレプリケートするすべてのロケーションについて、手順 1
～4 を繰り返します。プライマリロケーションを含めて連続 5 ロケーションまでのコピ
ーまたは移動がサポートされています。

8.7 暗号化
特に、規制コンプライアンスが適用される企業の場合、クラウドストレージに格納されるす
べてのバックアップを暗号化することをお勧めします。
重要 パスワードをなくしたり忘れた場合は、暗号化されたバックアップを復元できません。

バックアップ計画の暗号化
暗号化を有効にするには、バックアップ計画を作成するときに、暗号化設定を指定します。
バックアップ計画が適用された後、暗号化設定は修正できません。別の暗号化設定を使用す
るには、新しいバックアップ計画を作成します。

バックアップ計画で暗号化設定を指定する手順
1. バックアップ計画パネルで、[暗号化] スイッチを有効にします。
2. 暗号化パスワードを指定して確認します。
3. 次の暗号化アルゴリズムのいずれかを選択します。



[AES 128]: バックアップは、128 ビット キーの AES（高度暗号化標準)アルゴリ
ズムを使用して暗号化されます。



[AES 192]: バックアップは、192 ビット キーの AES アルゴリズムを使用して暗
号化されます。



[AES 256]: バックアップは、256 ビット キーの AES アルゴリズムを使用して暗
号化されます。

4. [OK] をクリックします。

コンピュータプロパティとして暗号化
このオプションは、複数のコンピュータのバックアップを処理する管理者向けです。各コン
ピュータの一意の暗号化パスワードが必要な場合、またはバックアップ計画の暗号化設定に
関係なく、バックアップの暗号化を適用する必要がある場合は、各コンピュータで個別の暗
号化設定を保存します。バックアップは、256 ビット キーの AES アルゴリズムを使用し
て暗号化されます。
コンピュータに暗号化設定を保存すると、バックアップ計画に次のような影響があります。



すでにコンピュータに適用されているバックアップ計画：バックアップ計画にある暗号
化設定が異なると、バックアップできません。



コンピュータに適用される予定のバックアップ計画：コンピュータに保存された暗号化
設定は、バックアップ計画の暗号化設定を上書きします。バックアップは、バックアッ
プ計画で暗号化が無効な場合でも、すべて暗号化されます。

このオプションはエージェント for VMware を実行するコンピュータで使用できます。ただ
し、複数のエージェント for VMware が同じ vCenter Server に接続されている場合は注意
してください。すべてのエージェントで同じ暗号化設定を使用する必要があります。これは
エージェント間で一種のロードバランシングが発生するためです。
暗号化設定を保存した後、以下のように変更したり、リセットしたりできます。
重要 このマシンで実行されるバックアップ計画で既にバックアップが作成されている場合、暗号化
設定を変更すると、この計画は失敗します。バックアップを続行するには、新しい計画を作成しま
す。

コンピュータに暗号化設定を保存する手順
1. 管理者（Windows)またはルートユーザー（Linux)でログインします。

2. 次のスクリプトを実行します。



Windows の場合：<インストール パス>\PyShell\bin\acropsh.exe -m
manage_creds --set-password <暗号化パスワード>
ここでは、<インストール パス>はバックアップエージェントのインストールパスで
す。デフォルト設定では、%ProgramFiles%\BackupClient になります。



Linux の場合：/usr/sbin/acropsh -m manage_creds --set-password <暗号
化パスワード>

コンピュータの暗号化設定をリセットする手順
1. 管理者（Windows)またはルートユーザー（Linux)でログインします。
2. 次のスクリプトを実行します。



Windows の場合：<インストール パス>\PyShell\bin\acropsh.exe -m
manage_creds --reset
ここでは、<インストール パス>はバックアップエージェントのインストールパスで
す。デフォルト設定では、%ProgramFiles%\BackupClient になります。



Linux の場合：/usr/sbin/acropsh -m manage_creds --reset

バックアップモニターを使用して暗号化設定を変更するには
1. Windows または macOS で、管理者としてログインします。
2. 通知領域（Windows)またはメニューバー（macOS)で [バックアップモニター] アイコ
ンをクリックします。
3. ギアアイコンをクリックします。
4. [暗号化] をクリックします。
5. 次のいずれかを実行します。



[このマシンの特定のパスワードを設定] を選択します。暗号化パスワードを指定し
て確認します。



[バックアップ計画で指定された暗号化設定を使用] を選択します。

6. [OK] をクリックします。

暗号化の動作方法
AES 暗号化アルゴリズムは、暗号ブロック連鎖（CBC)モードで動作し、ランダムに生成さ
れるキーを使用します。キーの長さは 128、192、または 256 ビットからユーザーが指定

できます。キーのサイズが大きいほどバックアップを暗号化する時間は長くなりますが、デ
ータの安全性は高まります。
次に、暗号化キーは、パスワードの SHA-256 ハッシュをキーとして使用して、AES-256
で暗号化されます。パスワード自体はディスクまたはバックアップに保存されませんが、パ
スワードのハッシュが検証に使用されます。この 2 段階のセキュリティにより、バックア
ップ データは不正なアクセスから保護されますが、失われたパスワードを復元することは
できません。

8.8 ノータリゼーション
注意: この機能は、バックアップソフトウェアの Standard Edition では利用できません。

ノータリゼーションでは、ファイルが本物であり、バックアップ後に改変されていないこと
を証明できます。法律関係の文書のファイルやその他の非改ざん性の証明が必要なファイル
をバックアップする際に、ノータリゼーションを有効にすることを推奨します。
ノータリゼーションは、ファイルレベルのバックアップのみで実行できます。デジタル署名
のあるファイルは、ノータライズ（公証)の必要がないためスキップされます。
以下の場合はノータリゼーションを使用できません。



バックアップ形式が [バージョン 11] に設定されている場合



バックアップの保存先が Secure Zone の場合

ノータリゼーションの使用方法
バックアップ対象として選択されたすべてのファイル（デジタル署名のあるファイルを除く)
のノータリゼーションを有効にするには、バックアップ計画作成時に [ノータリゼーショ
ン] スイッチをオンにします。
復元を設定する場合、ノータライズ（公証)されたファイルには特別なアイコンが付き、ファ
イルの非改ざん性をベリファイ 『160ページ 』できます。

仕組み
バックアップ中に、エージェントはバックアップされるファイルのハッシュコードを計算し
ます。ハッシュツリーを作成（フォルダ構造に基づく)して、バックアップに保存し、ハッシ

ュツリーのルートをノータリー（公証)サービスに送信します。ノータリー（公証)サービス
で、ハッシュツリーのルートが Ethereum ブロックチェーンデータベースに保存され、こ
の値が変更されていないことが確認されます。
ファイルの非改ざん性をベリファイする場合、エージェントはファイルのハッシュを計算し、
それをバックアップ内のハッシュツリーに保存されているハッシュと比較します。これらの
ハッシュが一致しない場合、ファイルは本物ではないと見なされます。一致する場合は、ハ
ッシュツリーによってファイルの非改ざん性が保証されます。
ハッシュツリー自身が不正なものではないことをベリファイするために、エージェントはハ
ッシュツリーのルートをノータリー（公証)サービスに送信します。ノータリー（公証)サー
ビスはそれをブロックチェーンデータベースに保存されているものと比較します。ハッシュ
が一致すると、選択したファイルが本物であることが保証されます。一致しない場合は、フ
ァイルが本物ではないというメッセージが表示されます。

8.9 手動でのバックアップの開始
1. 適用されるバックアップ計画が少なくとも 1 つあるコンピュータを選択します。
2. [バックアップ] をクリックします。
3. 複数のバックアップ計画が適用されている場合は、バックアップ計画を選択します。
4. 次のいずれかを実行します。



[今すぐ実行] をクリックします。増分バックアップが作成されます。



バックアップスキームに幾つかのバックアップ方法が含まれる場合、使用する方法
を選択できます。[今すぐ実行] ボタンの矢印をクリックし、[完全、増分] または
[差分] を選択します。

バックアップ計画によって作成される初回のバックアップは必ず完全バックアップです。
バックアップの進行状況が、コンピュータの [ステータス] 列に表示されます。

8.10 デフォルトのバックアップ オプション
バックアップオプション 『99ページ 』のデフォルト値は、企業、部署、およびユーザーレ
ベルで存在します。部署またはユーザーアカウントが企業内または部署内で作成されると、
企業または部署に設定されたデフォルト値を継承します。

企業管理者、部署管理者、および管理者権限を持たないすべてのユーザーは、あらかじめ定
義された値を変更して、デフォルトのオプション値を設定できます。新しい値は、変更後に
それぞれのレベルに作成されるすべてのバックアップ計画に対してデフォルトで使用されま
す。
バックアップ計画作成時に、ユーザーはこの計画専用にカスタマイズされた値でデフォルト
の設定を上書きできます。

デフォルトのオプション値を変更するには
1. 次のいずれかを実行します。



企業のためのデフォルト値を変更するには、企業管理者としてバックアップコンソ
ールにサインインします。



部署のためのデフォルト値を変更するには、部署の管理者としてバックアップコン
ソールにサインインします。



ユーザー自身のためのデフォルト値を変更するには、管理者権限のないアカウント
を使用してバックアップコンソールにサインインします。

2. [設定] > [システム設定] をクリックします。
3. [デフォルトのバックアップ オプション] セクションを展開します。
4. オプションを選択し、必要な変更を実行します。
5. [保存] をクリックします。

8.11 バックアップ オプション
バックアップ計画名の横にあるギア アイコンをクリックして、[バックアップ オプション]
をクリックします。

使用可能なバックアップ オプション
使用可能なバックアップ オプションのセットは次の条件によって異なります。



エージェントが動作する環境（Windows、Linux、macOS)



バックアップするデータの種類（ディスク、ファイル、仮想コンピュータ、アプリケーシ
ョンデータ)。



バックアップ先（クラウドストレージ、ローカル フォルダまたはネットワークフォル
ダ)。

次の表は、使用可能なバックアップ オプションを示しています。
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8.11.1 アラート
指定した日数にわたり、正常に完了したバックアップがありません
デフォルトの設定は、無効です。
このオプションによってバックアップ計画で指定の期間に正常なバックアップがまったく実
行されなかった場合にアラートを生成するかどうかが決まります。バックアップが失敗した
場合に加え、スケジュールどおりにバックアップが実行されなかった場合もカウントします
（バックアップの失敗)。

アラートはコンピュータ単位で生成され[アラート] タブに表示されます。
アラート生成するバックアップがない場合の連続日数を指定することができます。

8.11.2 バックアップの統合
このオプションは、クリーンアップ時にバックアップを統合するか、バックアップチェーン
全体を削除するかを定義します。
デフォルトの設定:無効です。
統合とは以降の複数回のバックアップを 1 つのバックアップにまとめる処理です。
このオプションを有効にした場合、クリーンアップ中に削除される必要があるバックアップ
が、その次の依存関係のあるバックアップ（増分または差分)と統合されます。
あるいは、すべての依存関係のあるバックアップが削除の対象になるまで、バックアップが
保持されます。これは長い時間がかかる可能性のある統合の回避に役立ちますが、削除を延
期されたバックアップの保存領域の追加が必要になります。バックアップの経過時間または
回数は、保持ルールで指定された値を上回ることがあります。
重要 統合は削除方法の 1 つに過ぎず、削除に代わる手段ではないことに注意してください。統合し
た後のバックアップには、削除されたバックアップ内には存在していて、保持された増分バックアッ
プや差分バックアップには存在していなかったデータは含まれません。

このオプションは、次のいずれかが当てはまる場合は効果がありません。



バックアップ先がクラウドストレージである。



バックアップスキームが [常に増分（単一ファイル)] に設定されている。



バックアップ形式 『110ページ 』が [バージョン 12] に設定されている。

クラウドストレージに保存されているバックアップと単一ファイルバックアップ（バージョ
ン 11 と 12 の両方のフォーマット)は、高速で簡便な統合に適した内部構造であるため、
常に統合されます。
ただし、バージョン 12 のフォーマットが使用され、複数のバックアップチェーンが存在す
る場合（各チェーンは別の .tibx ファイルに保存されます)、統合は最後のチェーン内でのみ
機能します。他のチェーンは全体として削除されますが、最初のチェーンは削除されず、メ
タ情報を保持するために最小サイズに縮小されます（～12KB)。このメタ情報は、同時読み

書き操作中にデータの一貫性を保証するために必要です。これらのチェーンに含まれるバッ
クアップは、チェーン全体が削除されるまで物理的に存在しますが、保持ルールが適用され
るとすぐに GUI から消えます。
それ以外の場合は、削除が延期されているバックアップに GUI のごみ箱アイコン（

)が

表示されます。このようなバックアップを X 記号をクリックして削除すると、統合が実行
されます。

8.11.3 バックアップ ファイル名
このオプションは、バックアップ計画によって作成されるバックアップファイルの名前を定
義します。
これらの名前は、ファイルマネージャでバックアップロケーションを参照する際に確認でき
ます。

バックアップファイルについて
バックアップ計画はそれぞれ、どのバックアップスキームとバックアップ形式 『110ペー
ジ 』が使用されているかに応じて、1 つ以上のファイルをバックアップロケーションに作成
します。次の表に、コンピュータごとまたはメールボックスごとに作成できるファイルの一
覧を示します。
常に増分（単一ファイル)
バックアップ形式
が [バージョン
11] である場合

その他のバックアップスキーム

1 つの.tib ファイルと 1 つの.xml メ 複数の.tib ファイルと 1 つの.xml メタデ
タデータファイル

ータファイル

バックアップチェーン（完全バックアップまたは差分バックアップ、およびそ
バックアップ形式

れに依存するすべての増分バックアップ)ごとに 1 つの.tibx ファイル。ローカ

が [バージョン

ルまたはネットワーク（SMB)フォルダに保存されたファイルのサイズが

12] である場合

200GB を超える場合、ファイルはデフォルトで 200GB のファイルに分割され
ます。

ファイルの名前はすべて同じになります。タイムスタンプまたは連番が付く場合と付かない
場合があります。この名前（バックアップファイル名と呼ばれる)は、バックアップ計画の作
成または編集時に定義できます。

バックアップファイル名を変更すると、次回のバックアップが完全バックアップになります。
ただし、同じコンピュータの既存のバックアップのファイル名を指定した場合を除きます。
既存のファイル名を指定した場合は、バックアップ計画のスケジュールに応じて、完全バッ
クアップ、増分バックアップ、または差分バックアップが作成されます。
ファイルマネージャーから参照できないロケーション（クラウドストレージなど)のバックア
ップファイル名を設定できることに注意してください。これは、[バックアップ] タブでカ
スタム名を表示する場合に役立ちます。

バックアップファイル名が表示される場所
[バックアップ] タブを選択し、バックアップのグループを選択します。



デフォルトのバックアップファイル名は [詳細] パネルに表示されます。



デフォルト以外のバックアップファイル名を設定した場合は、[バックアップ] タブの
[名前] 列に直接表示されます。

バックアップファイル名の制限


バックアップファイル名の末尾を数字にすることはできません。
デフォルトのバックアップファイル名では、名前の末尾が数字にならないように、文字
「A」が追加されます。カスタム名を作成する場合は、末尾が数字でないことを確認して
ください。変数は数字で終わる可能性があるため、名前の末尾には変数を使用しないで
ください。



バックアップファイル名に、()&?*$<>":\|/#、改行記号（\n)、およびタブ記号（\t)
を使用することはできません。

デフォルトのバックアップファイル名
物理マシンと仮想マシン全体、ディスク/ボリューム、ファイル/フォルダ、Microsoft SQL
Server データベース、Microsoft Exchange Server データベース、および ESXi 構成のバッ
クアップのデフォルトのバックアップファイル名は、[Machine Name]-[Plan ID]-[Unique
ID]A です。
ローカルの Office 365 エージェントによって作成された Exchange メールボックスバックア
ップおよび Office 365 メールボックスバックアップのデフォルト名は、[Mailbox
ID]_mailbox_[Plan ID]A です。

クラウドエージェントによって作成されたクラウドアプリケーションバックアップのデフォ
ルト名は、[Resource Name]_[Resource Type]_[Resource Id]_[Plan Id]A です。
デフォルト名は次の変数で構成されます。



[Machine Name] この変数は、マシン名（バックアップコンソールに表示されるのと同
じ名前)に置き換えられます。



[Plan ID], [Plan Id] これらの変数はバックアップ計画の一意の識別子に置き換えら
れます。計画の名前が変更されても、この値は変更されません。



[Unique ID] この変数は、選択したマシンの一意の ID に置き換えられます。マシンの
名前が変更されても、この値は変更されません。



[Mailbox ID] この変数は、メールボックスユーザーのプリンシパル名（UPN)に置き換
えられます。



[Resource Name] この変数は、ユーザーのプリンシパル名（UPN)、SharePoint サイト
の URL、共有ドライブ名などのクラウドデータソース名に置き換えられます。



[Resource Type] この変数は、mailbox、O365Mailbox、O365PublicFolder、
OneDrive、SharePoint、GDrive などのクラウドデータソースタイプに置き換えられま
す。



[Resource ID] この変数は、クラウドデータソースの一意の ID に置き換えられます。
クラウドデータソースの名前が変更されても、この値は変更されません。



"A"は、名前の末尾が数字になるのを防ぐために付加される文字です。

次の図は、デフォルトのバックアップファイル名を示しています。

次の図は、ローカルエージェントによって実行される Office 365 メールボックスのバックア
ップの、デフォルトのバックアップファイル名を示しています。

変数を含まない名前
バックアップファイル名を MyBackup に変更すると、バックアップファイルは次の例のよう
になります。どちらの例も、2016 年 9 月 13 日から毎日 14:40 に実行するようにスケジュ
ールされた増分バックアップを想定しています。
バックアップスキームを [常に増分（単一ファイル)] に設定したバージョン 12 形式の場合:
MyBackup.tibx

その他のバックアップスキームを設定したバージョン 12 形式の場合:
MyBackup.tibx
MyBackup-0001.tibx
MyBackup-0002.tibx
...

変数の使用
デフォルトで使用される変数のほかに、下記の変数を使用できます。



バックアップ計画名に置き換えられる、[Plan name]変数。



仮想マシンが VMware エージェントによってバックアップされている場合は「vmwesx」
に、仮想マシンが Hyper-V エージェントによってバックアップされている場合は
「mshyperv」に置き換えられる、[Virtualization Server Type]変数。

バックアップ対象として複数のマシンまたはメールボックスを選択する場合は、バックアッ
プファイル名に[Machine Name]、[Unique ID]、[Mailbox ID]、[Resource Name]、また
は[Resource Id]変数を含める必要があります。

使用例


ユーザーフレンドリーなファイル名を表示する
ファイルマネージャでバックアップロケーションを参照する際に、バックアップを簡単
に区別することができます。



既存のバックアップシーケンスを続行する
バックアップ計画を 1 台のマシンに適用し、バックアップコンソールからこのマシンを
削除するか、エージェントを構成設定とともにアンインストールする必要があるとしま
す。マシンを追加し直した後、またはエージェントをインストールし直した後、バック
アップ計画を強制的に実行して、同じバックアップまたはバックアップシーケンスを続

行することができます。このオプションを選択して [選択] をクリックし、目的のバッ
クアップを選択します。
[選択] ボタンをクリックすると、バックアップ計画パネルの [バックアップ先] セクシ
ョンで選択したロケーションにあるバックアップが表示されます。このロケーション以
外は参照できません。

8.11.4 バックアップ形式
このオプションは、バックアップ計画によって作成されるバックアップの形式を定義します。
2 つの形式があります。



バージョン 11
下位互換性のために残されたレガシー形式。



バージョン 12
より高速なバックアップと復元のためにデザインされた新しい形式。各バックアップチ
ェーン（完全バックアップまたは差分バックアップ、およびそれに依存するすべての増分
バックアップ)は、単一の.tibx ファイルに保存されます。

バックアップフォーマットオプションは、バージョン 11 バックアップ形式をすでに使用し
ているバックアップ計画にのみ表示されます。その場合、バックアップ形式をバージョン
12 へ変更できます。

バックアップ形式とバックアップファイル
バックアップロケーションがファイルマネージャで参照できるロケーション（ローカルフォ
ルダ、ネットワークフォルダなど)である場合は、バックアップ形式に応じてファイル数と

その拡張子が決まります。次の表に、コンピュータごとまたはメールボックスごとに作成で
きるファイルの一覧を示します。
常に増分（単一ファイル)
バックアップ形式
が [バージョン

その他のバックアップスキーム

1 つの.tib ファイルと 1 つの.xml メ 複数の.tib ファイルと 1 つの.xml メタデ
タデータファイル

11] である場合

ータファイル

バックアップチェーン（完全バックアップまたは差分バックアップ、およびそ
バックアップ形式

れに依存するすべての増分バックアップ)ごとに 1 つの.tibx ファイル。ローカ

が [バージョン

ルまたはネットワーク（SMB)フォルダに保存されたファイルのサイズが

12] である場合

200GB を超える場合、ファイルはデフォルトで 200GB のファイルに分割され
ます。

バックアップ形式の変更
バックアップ形式を変更すると:



次回のバックアップは完全バックアップになります。



ファイルマネージャで参照できるバックアップロケーション（ローカルフォルダ、ネット
ワークフォルダなど)において、新しい.tibx ファイルが作成されます。新しいファイル
は元のファイルと同じ名前になり、_v12A サフィックスが追加されます。



保持ルールとレプリケーションは新しいバックアップにのみ適用されます。



古いバックアップは削除されず、[バックアップ] タブから引き続き使用可能です。これ
らは、手動で削除できます。



古いクラウドバックアップはクラウドストレージのクォータを消費しません。



手動で削除するまで、古いローカルバックアップはローカルバックアップのクォータを
消費します。

8.11.5 バックアップのべリファイ
ベリファイは、バックアップからデータを復元できるかどうかを確認する処理です。このオ
プションを有効にした場合、バックアップ計画で作成された各バックアップは、作成後すぐ
にベリファイされます。
デフォルトの設定:無効。

ベリファイでは、バックアップから復元されるすべてのデータブロックのチェックサムが計
算されます。ただし、クラウドストレージに配置されたファイルレベルのバックアップのベ
リファイだけは例外となります。これらのバックアップは、バックアップに保存されたメタ
データの整合性をチェックすることで、ベリファイされます。
ベリファイは、サイズの小さい増分バックアップや差分バックアップの場合でも、時間のか
かるプロセスです。これは、バックアップに物理的に含まれているデータだけでなく、バッ
クアップの選択によって復元可能となったすべてのデータもベリファイされるためです。こ
のベリファイには、以前に作成したバックアップへのアクセスが必要となります。
ベリファイの成功は復元の成功の可能性が高いことを示しますが、復元処理に影響するすべ
ての要因を確認するわけではありません。オペレーティングシステムをバックアップする場
合、ブータブルメディアから予備のハードドライブに復元テストを実行するか、ESXi また
は Hyper-V の環境でバックアップから仮想コンピュータを実行する 『282ページ 』ことを
お勧めします。

8.11.6 バックアップ開始条件
このオプションは、Windows および Linux オペレーティング システムで有効です。
このオプションでは、バックアップの開始時（スケジュールされた時刻、またはスケジュー
ルで設定したイベントの発生時)に 1 つ以上の条件が満たされていない場合の動作を指定し
ます。条件の詳細については、「開始条件 『83ページ 』」を参照してください。
デフォルトの設定:条件が満たされるまで待機する

条件が満たされるまで待機する
この設定では、スケジューラは条件の監視を開始し、条件が満たされると直ちにバックアッ
プを起動します。条件が満たされない場合、バックアップは起動されません。
条件が長期間満たされず、バックアップがさらに遅れる危険性が高まっている場合に、条件
にかかわらずバックアップを実行するまでの間隔を設定できます。[次の後にバックアップ
を開始] チェックボックスをオンにして、間隔を指定します。条件が満たされるか、最大遅
延時間が経過すると、バックアップが起動されます。

スケジュールされたバックアップをスキップ
指定した時間ちょうどにデータをバックアップする必要がある場合など、バックアップの遅
延を容認できない場合もあります。特に、比較的頻繁にバックアップを実行する場合は、条
件が満たされるのを待つのではなく、バックアップをスキップする方が合理的です。

8.11.7 Changed Block Tracking（CBT)
このオプションは、仮想マシンと Windows を実行する物理マシンのディスクレベルのバッ
クアップで有効です。これは、Microsoft SQL Server データベースおよび Microsoft
Exchange Server データベースのバックアップでも有効です。
デフォルトの設定:有効。
このオプションによって、増分バックアップまたは差分バックアップの実行時に Changed
Block Tracking（CBT)を使用するかどうかを決定します。
CBT テクノロジは、バックアッププロセスを高速にします。ディスクまたはデータベースの
内容に対する変更は、ブロックレベルで継続的に追跡されます。バックアップが開始される
と、変更は即座にバックアップに保存されます。

8.11.8 クラスターバックアップモード
注意: この機能は、バックアップソフトウェアの Standard Edition では利用できません。

これらのオプションは、Microsoft SQL Server および Microsoft Exchange Server のデー
タベースレベルのバックアップの場合に選択できます。
これらのオプションは、クラスター内の個々のノードやデータベースではなく、クラスター
自体（Microsoft SQL Server Always On 可用性グループ（AAG)または Microsoft Exchange
Server データベース可用性グループ（DAG))がバックアップ対象として選択されている場合
にのみ選択できます。クラスタ内の個々のアイテムを選択すると、バックアップはクラスタ
対応にならず、選択されたアイテムのコピーのみがバックアップされます。

Microsoft SQL Server
このオプションでは、SQL サーバーAlways On 可用性グループ（AAG)のバックアップモー
ドを決定します。このオプションを有効にするには、SQL エージェントをすべての AAG ノ

ードにインストールする必要があります。Always On 可用性グループのバックアップの詳
細については、「Always On 可用性グループ（AAG)の保護 『192ページ 』」を参照してく
ださい。
デフォルト設定:セカンダリレプリカ（可能な場合)。
次の中からひとつ選択できます。



セカンダリレプリカ（可能な場合)
すべてのセカンダリレプリカがオフラインの場合は、プライマリレプリカがバックアッ
プされます。プライマリレプリカをバックアップすると、SQL サーバーの動作が遅くな
る可能性がありますが、データは最新の状態でバックアップされます。



セカンダリレプリカ
すべてのセカンダリレプリカがオフラインの場合、バックアップは失敗します。セカン
ダリレプリカをバックアップしても、SQL サーバーのパフォーマンスには影響せず、バ
ックアップウィンドウを拡張できます。ただし、パッシブレプリカには、最新ではない
情報が含まれていることがあります。これは、そのようなレプリカが多くの場合、非同
期に（遅れて)アップデートされるように設定されているためです。



プライマリレプリカ
プライマリレプリカがオフラインの場合、バックアップは失敗します。プライマリレプ
リカをバックアップすると、SQL サーバーの動作が遅くなる可能性がありますが、デー
タは最新の状態でバックアップされます。

このオプションの値に関係なく、データベースの一貫性を保つために、バックアップ開始時
に [同期] 状態でも [同期しています] 状態でもないデータベースはスキップされます。す
べてのデータベースがスキップされると、バックアップは失敗します。

Microsoft Exchange Server
このオプションは、Exchange サーバーのデータベース可用性グループ（DAG)のバックアッ
プモードを決定します。このオプションを有効にするには、Exchange エージェントをすべ
ての DAG ノードにインストールする必要があります。データベース可用性グループの詳細
については、「データベース可用性グループ（DAG)の保護 『194ページ 』」を参照してく
ださい。
デフォルト設定:可能な場合はパッシブコピー。

次の中からひとつ選択できます。



可能な場合はパッシブコピー
すべてのパッシブコピーがオフラインの場合、アクティブコピーがバックアップされま
す。アクティブコピーをバックアップすると、Exchange サーバーの動作が遅くなる可
能性がありますが、データは最新の状態でバックアップされます。



パッシブコピー
すべてのパッシブコピーがオフラインの場合、バックアップは失敗します。パッシブコ
ピーをバックアップしても Exchange Server のパフォーマンスには影響はありません。
また、これにより、バックアップウィンドウを拡張できるようになります。ただし、パ
ッシブ コピーは非同期的に（遅れて)アップデートされるように設定されていることが多
いため、このコピーには最新の情報が含まれていない可能性があります。



アクティブコピー
アクティブコピーがオフラインの場合、バックアップは失敗します。アクティブコピー
をバックアップすると、Exchange サーバーの動作が遅くなる可能性がありますが、デ
ータは最新の状態でバックアップされます。

このオプションの値に関係なく、データベースの一貫性を保つために、バックアップ開始時
に [正常] 状態でも [アクティブ] 状態でもないデータベースはスキップされます。すべて
のデータベースがスキップされると、バックアップは失敗します。

8.11.9 圧縮レベル
このオプションは、バックアップ データに適用する圧縮レベルを定義します。選択可能な
レベルは、[なし]、[通常]、[高] になります。
デフォルトの設定は、[通常] です。
圧縮レベルが高くなるほど、バックアップに時間がかかりますが、その結果、必要となるス
ペースは小さくなります。
最適なデータ圧縮レベルは、バックアップするデータの種類によって異なります。たとえば、
バックアップに含まれるファイルが基本的に.jpg、.pdf、.mp3 などの圧縮ファイルの場合、
圧縮レベルを最大にしてもバックアップサイズはそれほど縮小されません。ただし、.doc
または .xls などのフォーマットであれば十分に圧縮されます。

8.11.10 エラー処理
これらのオプションによって、バックアップ中に発生する可能性があるエラーを処理する方
法を指定できます。

エラーが発生した場合は再試行する
デフォルトの設定:有効。試行回数:試行間隔および試行回数を設定できます。試行間隔:30
秒。
復元可能なエラーが発生した場合、失敗した処理が再試行されます。試行間隔および試行回
数を設定できます。試行は、処理が成功するか、または指定した回数の試行が行われると停
止します。
たとえば、ネットワーク上のバックアップ保存先が使用できないか、接続できない場合、
30 秒ごとに 30 回までバックアップ保存先への接続が試行されます。試行は、接続が再開
されるか、または指定された回数の試行が行われると停止します。

クラウドストレージ
クラウドストレージをバックアップ先として選択すると、オプション値が自動的に [有効]
に設定されます。試行回数:300。試行間隔:30 秒。
この場合、実際の試行回数は無制限ですが、バックアップの失敗前のタイムアウトは次のよ
うに計算されます。（300 秒 + 試行間隔) * （試行回数 + 1)。
例：



デフォルト値では、（300 秒 + 30 秒) * （300 + 1) = 99330 秒、つまり～ 27.6 時
間後にバックアップが失敗します。



試行回数を 1 に、試行間隔 1 秒に設定すると、（300 秒 + 1 秒) * （1 + 1) = 602
秒、または約 10 分後にバックアップが失敗します。

計算されたタイムアウトが 30 分を超え、データ転送がまだ開始されていない場合、実際の
タイムアウトは 30 分に設定されます。

処理中にメッセージやダイアログを表示しない（サイレント モード)
デフォルトの設定:有効。

サイレントモードをオンにすると、ユーザーによる操作を必要とする場面で処理が自動的に
行われます（不良セクタへの対応は別のオプションとして定義されているため、この設定で
は制御されません)。ユーザーによる操作なしに処理を続行できない場合、その処理は失敗
します。処理の詳細（エラーがある場合は、それも含む)は、処理のログに記載されます。

不良セクタを無視する
デフォルトの設定:無効です。
このオプションを無効にした場合、プログラムが不良セクタを検出するたびに、バックアッ
プアクティビティに [ユーザーによる操作が必要] ステータスが割り当てられます。障害が
急速に深刻化しているディスクから有効な情報をバックアップするには、[不良セクタを無
視する] をオンにします。残りのデータはバックアップされるため、作成されたディスクバ
ックアップをマウントして有効なファイルを別のディスクに取り出すことができます。

VMスナップショットの作成中にエラーが発生した場合は再試行
デフォルトの設定:有効。試行回数:3 回、試行間隔:5 分間。
仮想マシンのスナップショットの取得が失敗した場合、プログラムにより失敗した処理が再
試行されます。試行間隔および試行回数を設定できます。試行は、処理が成功するか、また
は指定した回数の試行が行われると停止します。

8.11.11 高速の増分/差分バックアップ
このオプションは、ディスクレベルの増分/差分バックアップで有効です。
このオプションは JFS、ReiserFS3、ReiserFS4、ReFS、または XFS ファイルシステムでフ
ォーマットされたボリュームには有効ではありません（常に無効)。
デフォルト設定:有効。
増分/差分バックアップは、変更されたデータのみ取り込みます。バックアップ処理を高速
化するため、ファイルが変更されたかどうかの判定は、ファイルが最後に保存されたときの
日付/時刻とファイル サイズに基づいて行われます。この機能を無効にすると、ファイル全
体の内容がバックアップに保存されている内容と比較されます。

8.11.12 ファイルフィルタ
ファイルフィルタでは、バックアップ処理時にスキップするファイルおよびフォルダを定義
します。
ファイルフィルタは、特に記載がない限り、ディスクレベルとファイルレベルの両方のバッ
クアップで使用できます。

ファイルフィルタを有効にする手順
1. バックアップするデータを選択します。
2. バックアップ計画名の横にあるギア アイコンをクリックして、[バックアップ オプショ
ン] をクリックします。
3. [ファイルフィルタ] を選択します。
4. 次に示すいずれかのオプションを使用します。

特定の条件に一致するファイルを除外する
反対に機能する 2 つのオプションがあります。



次の条件と一致するファイルだけをバックアップする
例：コンピュータ全体のバックアップを選択し、フィルタ条件で C:\File.exe を指定
した場合、このファイルのみがバックアップされます。
注意 [バックアップ形式] 『110ページ 』 で [バージョン 11] が選択されており、バックアッ
プ先がクラウドストレージではない場合は、ファイルレベルのバックアップではこのフィルタは
無効になります。



次の条件に一致するファイルをバックアップしない
例：コンピュータ全体のバックアップを選択し、フィルタ条件で C:\File.exe を指定
した場合、このファイルのみがスキップされます。

両方のオプションは同時に使用できます。その場合、後のオプションが前のオプションより
優先されます。つまり、両方のフィールドで C:\File.exe を指定した場合、バックアップ
時にこのファイルはスキップされます。

条件


フルパス

ファイルまたはフォルダのフルパスは、ドライブ文字（Windows をバックアップする場
合)またはルートディレクトリ（Linux または macOS をバックアップする場合)を先頭
にして指定します。
Windows と Linux/macOS いずれの場合も、ファイルまたはフォルダのパスにスラッ
シュを使用できます（例: C:/Temp/File.tmp)。Windows では、円記号（バックスラ
ッシュ)も使用できます（例: C:\Temp\File.tmp)。



名前
Document.txt など、ファイルまたはフォルダの名前を指定してください。その名前
のファイルとフォルダがすべて選択されます。

条件では、名前は大文字/小文字は区別されません。たとえば、C:\Temp を指定した場合、
C:\TEMP と C:\temp などが選択されます。
1 つ以上のワイルドカード文字（*、**、?)を条件に使用できます。これらの文字は、フル
パス内でもファイルまたはフォルダ名でも使用できます。
ファイル名でアスタリスク（*)は 0 個以上の文字の代用として使用できます。たとえば、
Doc*.txt という条件は Doc.txt や Document.txt などのファイルと一致します。
ファイル名とパスに 2 つ並んだアスタリスク（**)を含めると、0 個以上の文字（スラッシ
ュを含む)の代用として使用できます。たとえば、「**/Docs/**.txt」という条件は、
「Docs」というフォルダ配下、およびそのすべてのサブフォルダ配下にある、すべてのテキ
ストファイル（.txt)と一致します。
ファイル名で疑問符（?)は厳密に 1 文字として代用されます。たとえば、Doc?.txt という
条件は、Doc1.txt や Docs.txt などのファイルと一致しますが、Doc.txt や Doc11.txt
などのファイルとは一致しません。

非表示のファイルとフォルダをすべて除外する
このチェック ボックスを選択すると、隠しファイル属性が指定されたファイルおよびフォ
ルダ（Windows によってサポートされているファイル システムの場合)またはピリオド（.)
で始まるファイルおよびフォルダ（Ext2 や Ext3 など、Linux のファイル システムの場合)
がスキップされます。フォルダが隠しファイルの場合、フォルダの内容は（隠しファイルに
なっていないファイルを含み)すべて除外されます。

システムファイルとフォルダを除外する
このオプションは、Windows 対応のファイル システムでのみ有効です。システム属性が指
定されているファイルとフォルダをスキップする場合は、このチェック ボックスをオンに
します。フォルダにシステム属性が指定されている場合、フォルダの内容は（システム属性
が指定されていないファイルも含めて)すべて除外されます。
ヒント:

attrib コマンドを使用してファイルまたはフォルダのファイル/フォルダ プロパティ内の

属性を表示することができます。詳細については、Windows の [ヘルプとサポート センター] をご
参照ください。

8.11.13 ファイルレベルのバックアップのスナップショット
このオプションは、ファイルレベルのバックアップでのみ有効です。
このオプションでは、ファイルを 1 つずつバックアップするか、またはデータのインスタ
ント スナップショットを作成するかを定義します。
注意 ネットワーク共有に保存されているファイルは、常に 1 つずつバックアップされます。

デフォルトの設定:



バックアップの対象として Linux を実行しているマシンのみが選択されている場合:スナ
ップショットを作成しません。



それ以外の場合:可能な場合はスナップショットを作成します。

次のいずれかを選択できます。



可能な場合はスナップショットを作成します
スナップショットを作成できない場合は、直接ファイルをバックアップします。



常にスナップショットを作成します
スナップショットでは、排他アクセスで開かれているファイルを含む、すべてのファイ
ルをバックアップできます。ファイルは特定の同じ時点でバックアップされます。この
設定は、これらの要素が不可欠である場合のみ、つまりスナップショットなしでファイ
ルをバックアップしても意味がない場合にのみ選択してください。スナップショットを
作成できない場合、バックアップは失敗します。



スナップショットを作成しません

常に直接ファイルをバックアップします。排他アクセスで開かれているファイルをバッ
クアップしようとすると、読み取りエラーになります。バックアップに含まれるファイ
ルの時間的な整合性が失われることがあります。

8.11.14 ログの切り捨て
このオプションは、Microsoft SQL Server のデータベースのバックアップや、Microsoft
SQL Server アプリケーションバックアップが有効なディスクレベルのバックアップに対し
て有効です。
このオプションでは、バックアップの成功後に SQL Server のトランザクションログを切り
捨てるかどうかを定義します。
デフォルトの設定:有効。
このオプションを有効にした場合、このソフトウェアでバックアップが作成された時点にの
みデータベースを復元できます。Microsoft SQL Server のネイティブのバックアップエン
ジンを使用してトランザクションログをバックアップする場合は、このオプションを無効に
します。復元後にはトランザクションログを適用し、任意の時点にデータベースを復元でき
ます。

8.11.15 LVM のスナップショット
このオプションは、物理コンピュータに対してのみ有効です。
このオプションは、Linux 論理ボリュームマネージャ（LVM)が管理しているボリュームのデ
ィスクレベルのバックアップに対して有効です。このようなボリュームは、論理ボリューム
とも呼ばれます。
このオプションは、論理ボリュームのスナップショットを取得する方法を定義します。バッ
クアップソフトウェアは、それ自体でスナップショットを取得することも、Linux 論理ボリ
ュームマネージャ（LVM)に取得させることも可能です。
デフォルトの設定:バックアップソフトウェアによって。



バックアップソフトウェアによって。スナップショットデータは、ほとんどの場合、
RAM に格納されています。バックアップが高速に進み、ボリュームグループに未割り当
て領域は必要ありません。したがって、論理ボリュームのバックアップに問題が発生し
た場合にのみデフォルトを変更することをお勧めします。



LVM によって。スナップショットは、ボリュームグループの未割り当て領域に格納され
ます。未割り当て領域がない場合、スナップショットはバックアップソフトウェアが取
得します。

8.11.16 マウント ポイント
このオプションは、Windows でマウント ボリュームまたはクラスタ共有ボリュームに含
まれているデータ ソースをファイルレベルでバックアップする場合にのみ有効です。
このオプションは、フォルダ階層内でマウント ポイントより上位にあるフォルダにバック
アップする場合にのみ有効です。（マウント ポイントとは、追加のボリュームが論理的に接
続されるフォルダです)。



このようなフォルダ（親フォルダ)をバックアップ対象として選択し、[マウント ポイン
ト] オプションをオンにすると、マウント ボリューム上に存在するすべてのファイルが、
バックアップに格納されます。[マウント ポイント] オプションをオフにすると、バッ
クアップ内のマウント ポイントは空になります。
親フォルダの復元中には、復元用の [マウント ポイント] オプション 『173ページ 』 が
オンになっているか、オフになっているかによって、マウント ポイントの内容は復元さ
れるか、または復元されません。



マウント ポイントを直接選択するか、マウント ボリューム内の任意のフォルダを選択
すると、選択したフォルダは通常のフォルダと認識されます。このフォルダは、[マウン
ト ポイント] オプションの状態にかかわりなくバックアップされ、復元用の [マウント
オプション] オプション 『173ページ 』の状態にかかわりなく復元されます。

デフォルトの設定は、[無効] です。
ヒント:ファイルレベル バックアップを使用して、目的のファイルまたはボリューム全体をバックア
ップすることによって、クラスタ共有ボリュームに常駐している Hyper-V 仮想コンピュータをバッ
クアップできます。仮想コンピュータを整合性のある状態でバックアップするため、仮想コンピュー
タの電源をオフにしてください。

例
C:\Data1\ フォルダが、マウント ボリュームのマウント ポイントであると仮定します。
ボリュームには、フォルダ Folder1 および Folder2 が格納されています。データのファ
イルレベル バックアップを行うバックアップ計画を作成します。
ボリューム C のチェック ボックスをオンにして、[マウント ポイント] オプションをオン
にすると、バックアップ内の C:\Data1\ フォルダには、Folder1 および Folder2 が格
納されます。バックアップ データを復元する際には、復元用の [マウント ポイント] オプ
ション 『173ページ 』を正しく使用するように注意してください。
ボリューム C のチェック ボックスをオンにして、[マウント ポイント] オプションをオフ
にすると、バックアップ内の C:\Data1\ フォルダは空になります。
Data1、Folder1、または Folder2 フォルダのチェック ボックスをオンにすると、オン
にしたフォルダが、[マウント ポイント] オプションの状態にかかわりなくバックアップ内
に通常のフォルダとして格納されます。

8.11.17 マルチボリュームスナップショット
このオプションは、Windows または Linux が実行されている物理マシンのバックアップ
で有効です。
このオプションは、ディスクレベルのバックアップで使用できます。スナップショットを取
得することでファイルレベルバックアップが実行された場合には、ファイルレベルバックア
ップでも使用できます。（[ファイルレベルバックアップのスナップショット] 『120ページ 』
オプションによって、ファイルレベルのバックアップの最中にスナップショットが取得され
るかどうかが決定します)。
このオプションでは、複数のボリュームのスナップショットを同時に取得するか、1 つずつ
取得するかを指定します。
デフォルトの設定:



Windows が実行されているマシンがバックアップ対象として少なくとも 1 つ選択され
ている場合:有効。



それ以外の場合:無効です。

このオプションを有効にした場合、バックアップされるすべてのボリュームのスナップショ
ットが同時に取得されます。このオプションを使用すると、Oracle データベースなどの複数
のボリュームにまたがるデータについて、時間的に整合性がとれたバックアップを作成でき
ます。
このオプションを無効にした場合、ボリュームのスナップショットが 1 つずつ取得されます。
その結果、データが複数のボリュームにまたがる場合、作成されるバックアップの整合性が
失われる可能性があります。

8.11.18 パフォーマンスとバックアップウィンドウ
このオプションは、一週間における毎時のバックアップ作成速度（高、低、禁止)について 3
レベルのうちの 1 つの設定を有効にします。このようにして、バックアップの開始と実行を
許可する時間ウィンドウを定義できます。プロセスの優先度と出力速度に関して高および低
パフォーマンスレベルが設定できます。
このオプションは、Web サイトバックアップやクラウド復元サイトのサーバーバックアッ
プなどの、クラウドエージェントが実行するバックアップの際には使用できません。
バックアップ計画で指定した各ロケーションについて、このオプションを別個に設定できま
す。レプリケーションロケーションに対してこのオプションを設定するには、ロケーション
名の横にあるギアアイコンをクリックし、[パフォーマンスとバックアップウィンドウ] を
クリックします。
このオプションは、バックアップとバックアップのレプリケーション処理でのみ有効です。
バックアップ後のコマンドとバックアップ計画に含まれるその他の操作（ベリファイ、仮想
マシンへの変換)は、このオプションに関係なく実行されます。
デフォルト設定:無効。
このオプションが無効の場合、事前設定値に対してパラメーターが変更されても、バックア
ップは以下のパラメーターでいつでも実行できます。



CPU の優先度:低 （Windows の場合は [通常以下] に相当)。



出力速度:無制限。

このオプションが有効である場合、現在の時間に指定されたパフォーマンスパラメーターに
応じてスケジュールバックアップが許可またはブロックされます。バックアップがブロック
される時間の最初の時点でバックアップ処理が自動的に停止し、アラートが生成されます。
スケジュール済みバックアップがブロックされても、バックアップは手動で開始できます。
最後にバックアップが許可された時間のパフォーマンスパラメーターが使用されます。

バックアップウィンドウ
各四角は平日における 1 時間を表しています。四角をクリックし、以下の状態を循環させま
す。



緑: 以下の緑色セクションで指定したパラメーターに従ってバックアップを許可しま
す。



青: 以下の青色セクションで指定したパラメーターに従ってバックアップを許可しま
す。
バックアップ形式が [バージョン 11] に設定されている場合、この状態は選択できませ
ん。



灰色: バックアップはブロックされます。

クリックおよびドラッグにより複数の四角の状態を同時に変更できます。

CPUの優先度
このパラメーターでは、オペレーティングシステム内のバックアッププロセスの優先度を定
義します。

選択可能な設定は次のとおりです。[低]、[通常]、[高]。
システムで実行されるプロセスの優先度によって、そのプロセスに割り当てられる CPU や
システムのリソース量が決まります。バックアップの優先度を下げると、他のアプリケーシ
ョンのためのリソースを増やすことができます。バックアップの優先度を上げると、バック
アップ アプリケーションに割り当てる CPU などのリソースを増やすようにオペレーティ
ング システムに要求することによって、バックアップの処理速度が上がる場合があります。
ただし、その効果は、全体的な CPU の使用率およびディスク入出力速度、ネットワーク
トラフィックなどのその他の要素に依存します。
このオプションでは、Windows ではバックアッププロセスの優先度
（service_process.exe)、Linux や OS X ではバックアッププロセスの nice 値
（service_process)を設定します。

バックアップ中の出力速度
このパラメーターでは、ハードドライブの書き込み速度（ローカルフォルダにバックアップ
する場合)またはネットワークを介したバックアップデータの転送速度（ネットワーク共有ま
たはクラウドストレージにバックアップする場合)を制限できます。

このオプションを有効にした場合、許容される最大出力速度を指定できます。



目的のハードディスクの推定書き込み速度（ローカルフォルダにバックアップする場合)、
またはネットワーク接続を介した推定最高速度（ネットワーク共有またはクラウドストレ
ージにバックアップする場合)の割合として指定します。
この設定は、エージェントが Windows で実行されている場合のみ機能します。



KB/秒単位（すべてのターゲットに対して)。

8.11.19 物理データ配送
このオプションは、バックアップ先がクラウドストレージで、バックアップ形式 『110ペー
ジ 』が [バージョン 12] に設定されている場合に有効です。
このオプションは、Windows エージェント、Linux エージェント、Mac エージェント、
VMware エージェント、Hyper-V エージェント、および Virtuozzo エージェントによって作
成されるディスクレベルバックアップとファイルバックアップで有効です。
このオプションは、バックアップ計画によって作成される最初の完全バックアップを、物理
データ配送サービスを使用してハードディスクドライブ上のクラウドストレージに送信する
かどうかを決定します。以降の増分バックアップは、ネットワーク経由で実行できます。
デフォルトの設定:無効です。

物理データ配送サービスについて
物理データ配送サービスの Web インターフェースは、管理者のみが使用できます。
物理データ配送サービスと注文作成ツールの使用方法の詳しい手順については、『物理デー
タ配送管理者ガイド』を参照してください。物理データ配送サービスの Web インターフェー
スでこの文書にアクセスするには、[？]アイコンをクリックします。

物理データ配送プロセスの概要
1. 新しいバックアップ計画を作成してください。この計画では、物理データ配送バックア
ップオプションを有効にします。
ドライブに直接バックアップするか、ローカルフォルダまたはネットワークフォルダに
バックアップして、そのバックアップをドライブにコピー/移動することができます。

重要 最初の完全バックアップが完了したら、以降のバックアップは同じバックアップ計画で実行
する必要があります。別のバックアップ計画では、同じパラメータを使用して同じマシンに対し
て行うものであっても、別の物理データ配送サイクルが必要になります。

2. 最初のバックアップが完了した後に、物理データ配送サービスの Web インターフェース
を使用して注文作成ツールをダウンロードし、注文を作成します。
この Web インターフェースにアクセスするには、管理ポータルにログインし、[概要] >
[使用状況]をクリックして、[物理データ配送] の [サービスの管理] をクリックしま
す。
3. ドライブを梱包してデータセンターに配送します。
重要 『物理データ配送管理者ガイド』で説明する梱包手順に必ず従ってください。

4. 物理データ配送サービスの Web インターフェースを使用して注文ステータスを追跡しま
す。以降のバックアップは、最初のバックアップがクラウドストレージにアップロード
されるまでは失敗するため注意してください。

8.11.20 処理の前後に実行するコマンド
このオプションによって、バックアップ処理の前後に自動的に実行されるコマンドを定義で
きます。
次の図に、バックアップ処理の前後に実行するコマンドが実行されるタイミングを示しま
す。
バックアップ前

バックアップ

バックアップ後

に実行するコマ

に実行するコマ

ンド

ンド

バックアップ処理の前後に実行するコマンドを使用する方法の例:



バックアップを開始する前に、ディスクから一時ファイルを削除する



バックアップを開始する前に、毎回サードパーティのアンチウィルス製品を実行するよ
うに設定する。



別のロケーションにバックアップを選択的にコピーする。バックアップ計画で設定され
たレプリケーションがすべてのバックアップを後続の場所にコピーするため、このオプ
ションが役に立つことがあります。

エージェントは、バックアップ後に実行するコマンドを実行した後でレプリケーションを実
行します。
「pause」などのユーザーの入力を必要とするような対話型のコマンドはサポートされませ
ん。

8.11.20.1 バックアップ前に実行するコマンド
バックアップ処理を開始する前に実行するコマンド/バッチ ファイルを指定する手順は、
次のとおりです。
1. [バックアップ前にコマンドを実行] スイッチを有効にします。
2. [コマンド...] フィールドにコマンドを入力するか、バッチファイルを参照します。
「pause」などのユーザーの入力を必要とするような対話型のコマンドはサポートされま
せん。
3. [作業ディレクトリ] フィールドで、コマンド/バッチファイルを実行するディレクトリ
のパスを指定します。
4. [引数] フィールドで、必要に応じて、コマンドを実行する際の引数を指定します。
5. 処理内容に応じて、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。
6. [完了] をクリックします。
チェック ボックス
[コマンドの実行に失敗した

選択内容
オン

オフ

オン

オフ

オン

オン

オフ

オフ

場合、バックアップを失敗さ
せる]*
[コマンドの実行が完了する
までバックアップを行わな
い]
結果
デフォルト
コマンドが正常に
実行された後にの
みバックアップを

コマンドの実行

なし

コマンドの実行結

の失敗または成

果にかかわらず、

功にかかわら

コマンドの実行と

ず、コマンドの

並行してバックア

実行します。コマ

実行後にバック

ップを実行しま

ンドの実行に失敗

アップを実行し

す。

した場合、バック

ます。

アップを失敗させ
ます。
* 終了コードがゼロでない場合、コマンドは失敗したと認識されます。

8.11.20.2 バックアップ後に実行するコマンド
バックアップの完了後に実行するコマンド/実行可能ファイルを指定する手順は、次の
とおりです。
1. [バックアップ後にコマンドを実行] スイッチを有効にします。
2. [コマンド...] フィールドにコマンドを入力するか、バッチファイルを参照します。
3. [作業ディレクトリ] フィールドで、コマンド/バッチファイルを実行するディレクトリ
のパスを指定します。
4. [引数] フィールドで、必要に応じて、コマンドを実行する際の引数を指定します。
5. コマンドが正常に実行されることが必須である場合、[コマンドの実行に失敗した場合、
バックアップを失敗させる] チェックボックスをオンにします。終了コードがゼロでな
い場合、コマンドは失敗したと認識されます。コマンドの実行に失敗した場合、バック
アップのステータスは [エラー] として設定されます。
このチェックボックスがオフになっていると、コマンドの実行結果はバックアップの失
敗または成功に影響しません。コマンドの実行結果は、[アクティビティ] タブを確認す
ると追跡できます。
6. [完了] をクリックします。

8.11.21 データ取り込みの前後に実行するコマンド
このオプションによって、データ取り込み（つまり、データのスナップショット作成)の前後
に自動的に実行されるコマンドを定義できます。データ取り込みは、バックアップ手順の開
始時に実行されます。
次の図に、データ取り込みの前後に実行するコマンドが実行されるタイミングを示します。

<---------------------------プ

バックアッ

---------------------------->

バックアップ データ取り込

データ取

データ取り込

バックアッ

前に実行する みの前に実行

り込み

みの後に実行

プ後に実行

するコマンド

するコマン

コマンド

するコマンド

ド

[ボリュームシャドウコピーサービス] オプション 『137ページ 』を有効にした場合、コマ
ンドの実行と Microsoft VSS アクションの順序は次のようになります。
「データ取り込み前」のコマンド > VSS の一時停止 > データ取り込み > VSS の再開 >
「データ取り込み後」のコマンド。
データ取り込みの前後に実行するコマンドを使用すると、VSS と互換性のないデータベース
またはアプリケーションの停止と再開を行うことができます。データ取り込みは数秒で終わ
るため、データベースまたはアプリケーションのアイドル時間は最小となります。

8.11.21.1 データ取り込みの前に実行するコマンド
データ取り込みの前に実行するコマンド/バッチ ファイルを指定する手順は、次のとお
りです。
1. [データ取得前にコマンドを実行] スイッチを有効にします。
2. [コマンド...] フィールドにコマンドを入力するか、バッチファイルを参照します。
「pause」などのユーザーの入力を必要とするような対話型のコマンドはサポートされま
せん。
3. [作業ディレクトリ] フィールドで、コマンド/バッチファイルを実行するディレクトリ
のパスを指定します。
4. [引数] フィールドで、必要に応じて、コマンドを実行する際の引数を指定します。
5. 処理内容に応じて、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。
6. [完了] をクリックします。
チェック ボックス
[コマンドの実行に失敗し
た場合、バックアップを失

選択内容
オン

オフ

オン

オフ

敗させる]*
オン

[コマンドの実行が完了す

オン

オフ

オフ

るまでデータ取り込みを実
行しない]
結果
デフォルト
コマンドが正常に実
行された場合にのみ
データ取り込みを実
行します。コマンド
の実行に失敗した場
合、バックアップを

コマンドの実行

なし

コマンドの実行結

の失敗または成

果にかかわらず、

功にかかわら

コマンドの実行と

ず、コマンドの

並行してデータ取

実行後にデータ

り込みを実行しま

取り込みを実行

す。

します。

失敗させます。
* 終了コードがゼロでない場合、コマンドは失敗したと認識されます。

8.11.21.2 データ取り込みの後に実行するコマンド
データ取り込みの後に実行するコマンド/バッチ ファイルを指定する手順は、次のとお
りです。
1. [データ取得後にコマンドを実行] スイッチを有効にします。
2. [コマンド...] フィールドにコマンドを入力するか、バッチファイルを参照します。
「pause」などのユーザーの入力を必要とするような対話型のコマンドはサポートされま
せん。
3. [作業ディレクトリ] フィールドで、コマンド/バッチファイルを実行するディレクトリ
のパスを指定します。
4. [引数] フィールドで、必要に応じて、コマンドを実行する際の引数を指定します。
5. 処理内容に応じて、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。
6. [完了] をクリックします。
チェック ボックス
[コマンドの実行に失敗した

選択内容
オン

オフ

オン

オフ

場合、バックアップを失敗
させる]*
オン

[コマンドの実行が完了する

オン

オフ

オフ

までバックアップを行わな
い]
結果
デフォルト
コマンドが正常に
実行された場合に
のみバックアップ
を続行します。

コマンドの実行

なし

コマンドの実行結

の失敗または成

果にかかわらず、

功にかかわら

コマンドの実行と

ず、コマンドの

並行してバックア

実行後にバック

ップを続行しま

アップを続行し

す。

ます。
* 終了コードがゼロでない場合、コマンドは失敗したと認識されます。

8.11.22 スケジューリング
このオプションでは、バックアップをスケジュールどおり開始するか、遅延させるか、同時
にバックアップする仮想コンピュータは何台かを定義します。
デフォルトの設定:設定した時間枠内でバックアップ開始時間を分散する。最大遅延時間:30
分。
次のいずれかを選択できます。



すべてのバックアップをスケジュールどおりに開始
物理コンピュータのバックアップがスケジュールどおりに開始されます。仮想コンピュ
ータは順次バックアップされます。



開始時間を時間枠内で割り振る
物理コンピュータのバックアップがスケジュールされた時間から遅延させて開始されま
す。各コンピュータの遅延値はランダムに選択され、ゼロから指定した最大値の範囲に
なります。複数のコンピュータをネットワーク ロケーションにバックアップするときに、
過剰なネットワーク負荷を避けるためにこの設定を使用できます。各コンピュータの遅

延値は、バックアップ計画がコンピュータに適用されるときに決定され、バックアップ
計画を編集して最大遅延値を変更するまで同じ値が維持されます。
仮想コンピュータは順次バックアップされます。



同時に実行するバックアップの数を制限する基準
このオプションは、バックアップ計画が複数の仮想コンピュータに対して適用された場
合にのみ利用できます。このオプションでは、指定されたバックアップ計画の実行時に
エージェントが同時にバックアップを実行できる仮想コンピュータの数を定義します。
エージェントが、バックアップ計画に従って一度に複数のコンピュータのバックアップ
を開始しなければならない場合、そのエージェントは 2 台のコンピュータを選択します
（バックアップのパフォーマンスを最適化するために、エージェントは別のストレージ
に格納されているコンピュータを一致させようとします)。2 つのバックアップのいずれ
かが完了すると、エージェントは 3 番目のコンピュータを選択し、以降同様に選択して
いきます。
エージェントが同時にバックアップできる仮想コンピュータの数は変更できます。最大
値は 10 です。ただし、エージェントが、やがて重複する複数のバックアップ計画を実
行している場合、それらのオプションに指定した数が合計されます。どれだけ多くのバ
ックアップ計画を実行していても、エージェントで同時にバックアップできる仮想マシ
ンの合計数を制限 『309ページ 』できます。
物理コンピュータのバックアップがスケジュールどおりに開始されます。

8.11.23 セクタ単位のバックアップ
このオプションは、ディスクレベルのバックアップのみで有効です。
このオプションでは、ディスクまたはボリュームの物理レベルでの厳密なコピーを作成する
かどうかを定義します。
デフォルトの設定:無効。
このオプションを有効にした場合、未割り当て領域やデータのないセクタも含め、ディスク
またはボリュームのすべてのセクタがバックアップされます。生成されるバックアップのサ
イズはバックアップされるディスクと同じになります（[圧縮レベル] 『115ページ 』 オプ
ションが [なし] に設定されている場合)。認識されないファイルシステムやサポートされ

ていないファイルシステムでドライブをバックアップする際は、ソフトウェアが自動的にセ
クタ単位のモードに切り替えられます。

8.11.24 分割
このオプションで大きいバックアップファイルをより小さなファイルに分割する方法を選択
できます。
デフォルト設定:



バックアップロケーションがローカルまたはネットワーク（SMB)フォルダであり、バッ
クアップ形式がバージョン 12 である場合。固定サイズ - 200GB
この設定により、ファイルのフラグメンテーションによる悪影響を受けることなく、バ
ックアップソフトウェアが NTFS ファイルシステム上の大きなボリュームのデータを扱
うことができます。



それ以外の場合:自動

次の設定を使用できます。



自動
ファイルシステムでサポートされたファイルの最大サイズを上回ると、バックアップフ
ァイルは分割されます。



固定サイズ
ファイル サイズを入力するか、ドロップダウン リストから選択します。

8.11.25 タスク失敗時の処理
このオプションでは、スケジュール管理されたバックアップ計画の実行が失敗した場合のプ
ログラムの動作を指定します。バックアップ計画を手動で開始した場合、このオプションは
無効になります。
このオプションを有効にした場合、プログラムによりバックアップ計画が再実行されます。
試行回数および試行間隔を指定できます。試行は、試行が正常終了するか、または指定した
回数の試行が行われると停止します。
デフォルトの設定:無効です。

8.11.26 ボリューム シャドウ コピー サービス（VSS)
このオプションは、Windows オペレーティング システムの場合にのみ有効です。
このオプションでは、ボリュームシャドウコピーサービス（VSS)プロバイダが VSS 対応ア
プリケーションにバックアップが開始されることを通知する必要があるかどうかを定義しま
す。これにより、バックアップソフトウェアがデータスナップショットを取得する時点にお
いて、特にすべてのデータベーストランザクションの完了など、アプリケーションが使用す
るすべてのデータについて整合性のある状態を維持できます。データの整合性を維持するこ
とにより、アプリケーションは正しい状態に復元され、復元直後から動作可能になります。
デフォルトの設定:有効。自動的にスナップショットプロバイダを選択。
次のいずれかを選択できます。



自動的にスナップショットプロバイダを選択
自動的にハードウェアスナップショットプロバイダ、ソフトウェアスナップショットプ
ロバイダ、Microsoft Software Shadow Copy Provider の中から選択します。



Microsoft Software Shadow Copy Provider を使用
アプリケーションサーバー（Microsoft Exchange Server、Microsoft SQL Server、
Microsoft SharePoint、または Active Directory)をバックアップするときは、このオプ
ションを選択することをおすすめします。

お使いのデータベースが VSS と互換性がない場合は、このオプションを無効にします。スナ
ップショットは迅速に取得できますが、スナップショットの取得時にトランザクションを完
了していないアプリケーションのデータの整合性は保証されません。データ取り込みの前後
に実行するコマンド 『131ページ 』を使用することで、整合性がある状態でデータをバック
アップできます。たとえば、すべてのトランザクションを完了するように、データベースを
停止してすべてのキャッシュをフラッシュするための、データ取り込みの前のコマンドを指
定します。また、スナップショットの作成後にデータベース処理を再開するための、データ
取り込みの後に実行するコマンドを指定します。
注意 このオプションが有効の場合、
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\BackupRestore\FilesN
otToSnapshot レジストリキーに指定されているファイルとフォルダは、バックアップされません。

特に、オフラインの Outlook データファイル（.ost)は、このキーの OutlookOST 値で指定されてい
るため、バックアップされません。

VSS完全バックアップの有効化
このオプションを有効にした場合、ディスクレベルの完全バックアップ、増分バックアップ、
差分バックアップが正常に実行されると、Microsoft Exchange Server やその他の VSS 対
応アプリケーション（Microsoft SQL Server を除く)のログが切り捨てられます。
デフォルトの設定:無効です。
次の場合、このオプションは無効のままにしてください。



Exchange Server のデータをバックアップするために Exchange エージェントまたはサ
ードパーティ製のソフトウェアを使用する場合。これは、ログの切り捨てにより、生成
されるトランザクションログのバックアップに影響が生じるためです。



SQL Server のデータのバックアップのためにサード パーティ製のソフトウェアを使用
する場合。サードパーティ製のソフトウェアは、生成されるディスクレベルのバックア
ップを、そのソフトウェアの完全バックアップに使用します。その結果、SQL Server
のデータに対する次の差分バックアップが失敗します。このサードパーティ製のソフト
ウェアが「そのソフトウェアの」次の完全バックアップを作成するまで、バックアップの
失敗が続きます。



コンピュータ上で他の VSS 対応アプリケーションが実行されていて、何らかの理由でこ
のアプリケーションのログを保持する必要がある場合。

このオプションを有効にしても、Microsoft SQL Server ログの切り捨ては行われません。
バックアップ後に SQL Server ログを切り捨てるには、[ログの切り詰め] 『121ページ 』 バ
ックアップオプションを有効にします。

8.11.27 仮想コンピュータのボリュームシャドウコピーサービス
（VSS)
このオプションでは、仮想コンピュータの静止スナップショットを取得するかどうかを定義
します。静止スナップショットを取得する場合は、バックアップソフトウェアが VMware
Tools または Hyper-V Integration Services を使用し、仮想コンピュータ内で VSS を適用
します。

デフォルトの設定:有効。
このオプションを有効にした場合、仮想コンピュータで実行中のすべての VSS 対応アプリケ
ーションのトランザクションが完了してから、スナップショットが取得されます。[エラー
処理] 『116ページ 』 オプションで指定した回数だけ再試行が繰り返されても、静止スナッ
プショットの障害が解消されない場合、アプリケーションのバックアップが無効となり、非
静止スナップショットが取得されます。アプリケーションのバックアップが有効な場合、バ
ックアップが失敗します。
このオプションを無効にした場合、非静止スナップショットが取得されます。仮想コンピュ
ータのバックアップがクラッシュコンシステント状態で作成されます。

8.11.28 週単位のバックアップ
このオプションでは、バックアップの保持ルールとバックアップスキームで「週単位」と見
なされるバックアップを決定します。「週単位」のバックアップでは、週の初めに最初のバ
ックアップが作成されます。
デフォルトの設定:月曜日。

8.11.29 Windows イベント ログ
このオプションは、Windows オペレーティング システムの場合にのみ有効です。
このオプションでは、エージェントがバックアップ処理のイベントを Windows のアプリケ
ーションイベントログに記録する必要があるかどうかを定義します（このログを表示するに
は、eventvwr.exe を実行するか、[コントロール パネル] > [管理ツール] > [イベント ビ
ューア] の順に選択します)。ログに記録するイベントにフィルタを設定することができま
す。
デフォルトの設定:無効。

9 復元
9.1 復元のチートシート
次の表は、使用可能な復元方法を示しています。この表を使用して、要件に最も適した復元
方法を選択してください。
復元元

復元方法

物理コンピュータ（Windows または Linux)
物理コンピュータ（Mac)
仮想コンピュータ（VMware または Hyper-V)

Web インターフェイスを使用 『145ページ 』
ブータブルメディアを使用 『151ページ 』
ブータブルメディアを使用 『151ページ 』
Web インターフェイスを使用 『149ページ 』
ブータブルメディアを使用 『151ページ 』

仮想コンピュータまたはコンテナ（Virtuozzo)

Web インターフェイスを使用 『149ページ 』

ESXi 構成

ブータブル メディアを使用 『165ページ 』
Web インターフェイスを使用 『157ページ 』
クラウドストレージからのファイルのダウンロード

ファイル/フォルダ

『159ページ 』
ブータブル メディアを使用 『163ページ 』
ローカルバックアップからファイルを抽出 『164ペ
ージ 』

システム状態

Web インターフェイスを使用 『165ページ 』

SQL データベース

Web インターフェイスを使用 『201ページ 』

Exchange データベース

Web インターフェイスを使用 『207ページ 』

Exchange メールボックス

Web インターフェースを使用 『210ページ 』

Web サイト

Web インターフェースを使用 『279ページ 』

メールボックス
（ローカル Office 365 エージェ

Web インターフェースを使用 『229ページ 』

ント)
Microsoft

メールボックス

Office 365

（クラウド Office 365 エージェ
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10.11 El Capitan から、特定のシステムファイル、フォルダ、プロセスに、拡張ファイ
ル属性 com.apple.rootless を使用して保護フラグが付けられます。この機能は、
System Integrity Protection（SIP)と呼ばれます。保護対象のファイルには、プレイン
ストールされたアプリケーション、および/system、/bin、/sbin、/usr の各フォルダ内
のほとんどが含まれます。
保護対象のファイルとフォルダは、オペレーティングシステムの下で復元する際に上書
きできません。保護対象のファイルを上書きする必要がある場合は、ブータブル メディ
アの下で復元を実行します。



macOS Sierra 10.12 から、クラウド機能の Store により使用頻度の低いファイルを
iCloud に移動させることができます。これらのファイルでフットプリントの少ないもの
はファイル システムに保持されます。これらのフットプリントは元のファイルの代わり
にバックアップされます。
フットプリントを元のロケーションに復元する際には、iCloud と同期し元のファイルが
使用できるようになります。フットプリントを別のロケーションに復元する際には、同
期できないので元のファイルは使用できません。

9.2 ブータブルメディアの作成
ブータブルメディアとは、オペレーティングシステムを使用することなくエージェントを実
行できる CD、DVD、USB フラッシュドライブ、またはその他のリムーバルメディアのこ
とです。ブータブルメディアは主に、起動できないオペレーティングシステムの復元を目的
としています。

ディスクレベルのバックアップの利用を開始するタイミングでブータブルメディアを作成し、
テストすることを強くおすすめします。また、バックアップエージェントのメジャーアップ
デートを行うたびにメディアを再作成することもおすすめします。
同じメディアを使用して、Windows または Linux のどちらかを復元できます。macOS を
復元するには、macOS を実行しているマシンで別のメディアを作成します。

Windows または Linux のブータブル メディアの作成手順
1. ブータブルメディア作成に必要な ISO ファイルをダウンロードします。ファイルをダウ
ンロードするには、マシンを選択して、[復元] > [その他の復元方法...] > [ISO イメー
ジのダウンロード] の順にクリックします。
2. （オプション)バックアップコンソールに表示される登録トークンをコピーして印刷する
か、メモします。
このトークンを使用すると、ログイン名とパスワードを入力せずにブータブルメディア
からクラウドストレージにアクセスできます。クラウドに直接ログインできず、代わり
にサードパーティ認証を使用する場合に必要です。
3. 次の手順のいずれかを実行します。



ISO ファイルを CD/DVD に書き込みます。



オンラインで入手可能なフリーツール
UEFI マシンを起動する必要がある場合は、ISO to USB または RUFUS を使用し、
BIOS マシンには Win32DiskImager を使用します。Linux では、dd ユーティリテ
ィを使用するのが適切です。



ISO ファイルを CD/DVD ドライブとして、復元する仮想マシンに接続します。

macOS のブータブルメディアの作成手順
1. Mac エージェントがインストールされたマシンで、[アプリケーション] >[レスキュー
メディアビルダー] の順にクリックします。
2. 接続されたリムーバブルメディアが、ソフトウェアに表示されます。ブータブルにする
メディアを選択します。
警告 ディスク上のすべてのデータが消去されます。

3. [作成] をクリックします。
4. ブータブルメディアが作成されるのを待ちます。

9.3 Startup Recovery Manager
Startup Recovery Manager は、Windows のシステムディスク上、または Linux の/boot
パーティション内に存在するブータブルコンポーネントであり、起動時に F11 キーを押すと
実行されるように構成されています。これにより、ブータブル レスキュー ユーティリティ
を起動するための別のメディアまたはネットワーク接続が不要になります。
Startup Recovery Manager は、特にモバイルユーザーにとって便利です。エラーが発生し
た場合は、コンピュータを再起動し、「Acronis Startup Recovery Manager を起動するに
は、F11 を押してください...」というメッセージが表示されたら F11 キーを押します。プロ
グラムが開始され、復元を実行できます。
ユーザーは、移動中に Startup Recovery Manager を使用してバックアップすることもでき
ます。
GRUB ブートローダーがインストールされているコンピュータでは、F11 キーを押す代わり
に、ブートメニューから Startup Recovery Manager を選択します。
Startup Recovery Manager を使用して起動されたコンピュータは、ブータブルメディアを
使用して起動されたコンピュータと同様に管理サーバーに登録できます。これを行うには、
[ツール] > [管理サーバーでメディアを登録] をクリックし、「管理サーバーでのメディア
の登録」で説明されている詳細な手順に従います。

Startup Recovery Managerのアクティブ化
エージェント for Windows またはエージェント for Linux を実行しているコンピュータでは、
バックアップコンソールを使用して Startup Recovery Manager をアクティブ化できます。

バックアップコンソールでの Startup Recovery Manager のアクティブ化手順
1. Startup Recovery Manager をアクティブ化する対象のコンピュータを選択します。
2. [詳細] をクリックします。
3. Startup Recovery Manager スイッチを有効にします。
4. Startup Recovery Manager がアクティブ化されるのを待ちます。

エージェントが存在しないコンピュータでの Startup Recovery Manager のアクティブ化
手順
1. ブータブルメディアからコンピュータを起動します。
2. [ツール] > [Startup Recovery Manager のアクティブ化] をクリックします。
3. Startup Recovery Manager がアクティブ化されるのを待ちます。

Startup Recovery Managerをアクティブ化した場合の動作
アクティブ化することで、起動時に「Acronis Startup Recovery Manager を起動するには、
F11 を押してください...」というメッセージが有効になるか（GRUB ブートローダーがない
場合)、[Startup Recovery Manager] という項目が GRUB のメニューに追加されます
（GRUB がある場合)。
Startup Recovery Manager をアクティブ化するには、システムディスク（Linux の場合は/boot パ
ーティション)の空き領域が少なくとも 100 MB 必要です。

GRUB ブートローダーを使用しており、それがマスタブートレコード（MBR)内にインストー
ルされている場合を除き、Startup Recovery Manager をアクティブ化すると、Startup
Recovery Manager のブートコードで MBR が上書きされます。したがって、サードパーテ
ィ製のブート ローダーがインストールされている場合は、再度アクティブ化する必要があ
る場合があります。
Linux では、GRUB 以外のブートローダー（LILO など)を使用する場合、Startup Recovery
Manager をアクティブ化する前に、MBR ではなく Linux のルート（またはブート)パーティ
ションブートレコードにインストールすることを検討してください。または、アクティブ化
した後に手動でブート ローダーを再設定してください。

Startup Recovery Managerの非アクティブ化
非アクティブ化の方法はアクティブ化と似ています。
非アクティブ化を行うと、起動時の「Startup Recovery Manager を起動するには、F11 を
押してください...」というメッセージ（または GRUB のメニュー項目)が無効になります。
Startup Recovery Manager がアクティブ化されていない状態で、システムの起動に失敗し
た場合、システムを復元するには次のいずれかを実行する必要があります。



別のブータブルメディアからコンピュータを起動する



PXE Server または Microsoft リモートインストールサービス（RIS)からネットワークブ
ートを使用する

9.4 マシンの復元
9.4.1 物理コンピュータ
このセクションでは、Web インターフェイスを使用した物理コンピュータの復元について
説明します。
復元する必要がある場合、Web インターフェイスではなくブータブルメディアを使用しま
す。



macOS



任意のオペレーティング システムをベアメタルまたはオフラインコンピュータに復元す
る場合



論理ボリューム（Linux に LVM（論理ボリュームマネージャ)で作成されたボリューム)
の構成。メディアでは、論理ボリューム構成を自動的に再作成できます。

オペレーティングシステムの復元には、再起動が必要です。コンピュータを自動的に再起動
するか、[ユーザーによる操作が必要] ステータスに割り当てるかを選択できます。復元さ
れたオペレーティングシステムは、自動的にオンラインになります。

物理コンピュータの復元手順
1. バックアップされたコンピュータを選択します。
2. [復元] をクリックします。
3. リカバリ ポイントを選択します。リカバリ ポイントは、ロケーションでフィルタされ
ます。
コンピュータがオフラインになっている場合、リカバリ ポイントは表示されません。次
の手順のいずれかを実行します。



バックアップのロケーションがクラウドまたは共有ストレージの（他のエージェント
がアクセスできる)場合は、[コンピュータを選択] をクリックして、オンラインにな
っているターゲット コンピュータを選択してから、リカバリ ポイントを選択しま
す。



[バックアップ] タブ 『178ページ 』のリカバリ ポイントを選択します。



「ブータブル メディアを使用したディスクの復元 『151ページ 』」の説明に従って、
コンピュータを復元します。

4. [復元] > [コンピュータ全体] をクリックします。
バックアップされたディスクをターゲット コンピュータのディスクへ自動的にマップし
ます。
別の物理コンピュータに復元するには、[復元先のコンピュータ] をクリックして、オン
ラインの復元先のコンピュータを選択します。

5. マッピング結果に満足できない場合、またはマッピングが正常に行われなかった場合は、
[ディスクマッピング] をクリックして、ディスクを手動で再度マッピングできます。

マッピングセクションでは、復元対象の個別のディスクまたはボリュームを選択するこ
ともできます。右上の [...に切り替え] リンクを使用することによって、復元するディ
スクおよびボリュームを切り替えることができます。

6. [復元を開始] をクリックします。
7. ディスクをバックアップされたバージョンで上書きすることを確認します。コンピュー
タを自動的に再起動するかどうかを選択します。
復元の進行状況は [アクティビティ] タブに表示されます。

9.4.2 物理コンピュータから仮想コンピュータへ
このセクションでは、Web インターフェイスを使用して、仮想コンピュータとして物理コ
ンピュータを復元する方法を説明します。1 つ以上のエージェント for VMware またはエー
ジェント for Hyper-V がインストールおよび登録されている場合は、この操作を実行でき
ます。
P2V 移行の詳細については、「コンピュータの移行 『310ページ 』」を参照してください。

物理コンピュータを仮想コンピュータとして復元するには
1. バックアップされたコンピュータを選択します。
2. [復元] をクリックします。

3. リカバリ ポイントを選択します。リカバリ ポイントは、ロケーションでフィルタされ
ます。
コンピュータがオフラインになっている場合、リカバリ ポイントは表示されません。次
の手順のいずれかを実行します。



バックアップのロケーションがクラウドまたは共有ストレージの（他のエージェント
がアクセスできる)場合は、[コンピュータを選択] をクリックして、オンラインにな
っているコンピュータを選択してから、リカバリ ポイントを選択します。



[バックアップ] タブ 『178ページ 』のリカバリ ポイントを選択します。



「ブータブル メディアを使用したディスクの復元 『151ページ 』」の説明に従って、
コンピュータを復元します。

4. [復元] > [コンピュータ全体] をクリックします。
5. [復元先] で、[仮想コンピュータ] を選択します。
6. [対象コンピュータ] をクリックします。
a. ハイパーバイザ（VMware ESXi または Hyper-V)を選択します。
1 つ以上のエージェント for VMware またはエージェント for Hyper-V をインストー
ルする必要があります。
b. 新規または既存のコンピュータに復元するかどうかを選択します。ターゲット コン
ピュータのディスク構成がバックアップのディスク構成に完全に一致する必要がない
ため、新規のコンピュータを選択することをおすすめします。
c. ホストを選択し、新しいコンピュータ名を指定するか、既存のターゲット コンピュ
ータを選択します。
d. [OK] をクリックします。
7. （オプション)新しいコンピュータに復元するときには、次を実行することもできます。



[データストア]（ESXi)または [パス]（Hyper-V)をクリックしてから、仮想コンピ
ュータのデータストア（ストレージ)を選択します。



[ディスクマッピング] をクリックして、各仮想ディスクのデータストア（ストレー
ジ)、インターフェース、プロビジョニングモードを選択します。マッピングセクシ
ョンでは、復元対象の個別のディスクを選択することもできます。



[VM 設定] をクリックして、仮想マシンのメモリサイズ、プロセッサ数、ネットワ
ーク接続を変更します。

8. [復元を開始] をクリックします。
9. 既存の仮想コンピュータに復元するときには、ディスクを上書きすることを確認しま
す。
復元の進行状況は [アクティビティ] タブに表示されます。

9.4.3 仮想コンピュータ
このコンピュータへの復元中は、仮想コンピュータを停止する必要があります。ソフトウェ
アは、確認メッセージを表示することなく停止します。復元が完了したら、コンピュータを
手動で起動する必要があります。
この動作を変更するには、VM 電源管理復元オプションを使用します（[復元オプション] >
[VM 電源管理] をクリック)。

仮想コンピュータの復元手順
1. 次のいずれかを実行します。



バックアップされたコンピュータを選択し、[復元] をクリックしてから、リカバリ
ポイントを選択します。



[バックアップ] タブ 『178ページ 』の復元ポイントを選択します。

2. [復元] > [コンピュータ全体] をクリックします。
3. 物理コンピュータに復元する場合は、[復元先] で [物理コンピュータ] を選択します。
それ以外の場合は、この手順をスキップします。
対象コンピュータのディスク構成がバックアップのディスク構成と正確に一致する場合
にのみ、物理コンピュータへの復元が可能です。
この場合、「物理コンピュータ」 『145ページ 』の手順 4 に続きます。それ以外の場合
は、ブータブルメディア 『151ページ 』を使用して、V2P 移行を実行することをお勧め
します。
4. このソフトウェアは自動的に対象コンピュータとして元のコンピュータを選択します。
別の仮想コンピュータに復元するには、[ターゲットコンピュータ] をクリックしてから
次の手順を実行します。
a. ハイパーバイザーを選択します（VMware ESXi、Hyper-V、または Virtuozzo)。
Virtuozzo に復元できるのは、Virtuozzo 仮想コンピュータのみです。V2V 移行の詳
細については、「マシンの移行 『310ページ 』」を参照してください。
b. 新規または既存のコンピュータに復元するかどうかを選択します。
c. ホストを選択し、新しいコンピュータ名を指定するか、既存のターゲット コンピュ
ータを選択します。
d. [OK] をクリックします。
5. （オプション)新しいコンピュータに復元するときには、次を実行することもできます。



[データストア]（ESXi)または [パス]（Hyper-V および Virtuozzo)をクリックして
から、仮想マシンのデータストア（ストレージ)を選択します。



[ディスクマッピング] をクリックして、各仮想ディスクのデータストア（ストレー
ジ)、インターフェース、プロビジョニングモードを表示します。Virtuozzo コンテ
ナの復元中でなければ、これらの設定を変更できます。マッピングセクションでは、
復元対象の個別のディスクを選択することもできます。



[VM 設定] をクリックして、仮想マシンのメモリサイズ、プロセッサ数、ネットワ
ーク接続を変更します。

6. [復元を開始] をクリックします。
7. 既存の仮想コンピュータに復元するときには、ディスクを上書きすることを確認しま
す。
復元の進行状況は [アクティビティ] タブに表示されます。

9.4.4 ブータブル メディアを使用したディスクの復元
ブータブル メディアの作成方法については、「ブータブル メディアの作成」『141ページ 』
を参照してください。

ブータブル メディアを使用したディスクの復元手順
1. ブータブル メディアを使用して復元対象のコンピュータを起動します。

2. （Mac の復元時のみ)APFS でフォーマットされたディスクやボリュームを別のマシン
やベアメタルに復元する場合は、オリジナルディスクの設定を手動で再作成します。
a. [ディスクユーティリティ] をクリックします。
b. オリジナルディスクの設定を再作成します。手順については、
https://support.apple.com/guide/disk-utility/welcome を参照してください。
c. [ディスクユーティリティ] > [クイックディスクユーティリティ] をクリックしま
す。
3. 使用するメディアの種類によって [このコンピュータをローカルで管理] クリックする
か、[レスキュー ブータブル メディア] を 2 回クリックします。
4. プロキシサーバーがネットワークで有効な場合、[ツール] > [プロキシサーバー] をク
リックして、プロキシサーバーホスト名/IP アドレス、ポート、および資格情報を指定
します。それ以外の場合は、この手順をスキップします。
5. （オプション)Windows または Linux を復元するときは、[ツール] > [バックアップサ
ービスでメディアを登録] をクリックして、メディアをダウンロードしたときに取得し
た登録トークンを指定します。この場合、手順 8 に説明されているように、クラウドス
トレージにアクセスするために資格情報または登録コードを入力する必要はありませ
ん。
6. [ようこそ] 画面で、［復元]をクリックします。
7. [データの選択] をクリック後、[参照] をクリックします。
8. バックアップのロケーションを指定します。



クラウドストレージから復元するには、[クラウドストレージ] を選択します。バッ
クアップされたコンピュータに割り当てられているアカウントの資格情報を入力し
ます。
Windows または Linux を復元するときは、資格情報の代わりに登録コードのリクエ
ストを選択できます。[登録コードを使用] > [コードを要求] をクリックします。ソ
フトウェアに登録リンクと登録コードが表示されます。リンクとコードをコピーし
て、ほかのマシンで登録手順を実行できます。登録コードの有効期限は 1 時間で
す。



ローカル フォルダまたはネットワークフォルダから復元するには、[ローカル フォ
ルダ] または [ネットワークフォルダ] のフォルダを参照します。

[OK] をクリックし、選択を確定します。
9. 復元するバックアップデータを選択します。バックアップデータのパスワードを要求さ
れる場合は、設定したパスワードを入力します。
10. [バックアップ内容] で、復元対象のディスクを選択します。[OK] をクリックし、選択
を確定します。
11. [復元先] で、選択されたディスクがターゲット ディスクに自動的に割り当てられま
す。
ディスクの割り当てが正常に行われなかった場合、または割り当て結果が意図したもの
と異なる場合は、ディスクを手動で再度割り当てることができます。
ディスクのレイアウトを変更すると、オペレーティングシステムのブータビリティに影響するこ
とがあります。正常に実行される確証がある場合を除き、元のコンピュータのディスクレイアウ
トを使用してください。

12. （Linux の復元)バックアップされたコンピュータに論理ボリューム（LVM)があり、元の
LVM 構造を再現する場合：
a. 復元先のコンピュータのディスクの数および各ディスクの容量が元のコンピュータ
の数量以上であることを確認し、[RAID/LVM の適用] をクリックします。
b. ボリューム構成を確認し、[RAID/LVM の適用] をクリックし、作成します。
13. （オプション)その他の設定が必要な場合、[復元オプション] をクリックして、設定し
ます。
14. [OK] をクリックして復元を開始します。

9.4.5 Universal Restore の使用
最新のオペレーティングシステムは、VMware や Hyper-V プラットフォームを含め、異な
るハードウェアに復元される場合も、引き続きブータブルとなります。復元されたオペレー
ティングシステムが起動しない場合は、Universal Restore ツールを使用し、オペレーティ
ングシステムの起動にとって重要なドライバとモジュールをアップデートします。
Universal Restore は Windows と Linux に適用できます。

Universal Restore を適用する方法
1. ブータブルメディアからコンピュータを起動します。

2. [Universal Restore の適用] をクリックします。
3. コンピュータ上に複数のオペレーティングシステムが存在する場合、Universal Restore
を適用するオペレーティングシステムを選択します。
4. （Windows のみ)その他の設定を設定 『154ページ 』します。
5. [OK] をクリックします。

9.4.5.1

Windows における Universal Restore

インストールする前に
ドライバの準備
Universal Restore を Windows オペレーティング システムに適用する前に、新しい
HDD コントローラとチップセット用のドライバがあることを確認します。これらのドライ
バは、オペレーティング システムの起動に不可欠です。ハードウェアベンダから提供され
ている CD または DVD を使用するか、ベンダのウェブサイトからドライバをダウンロードし
ます。ドライバファイルの拡張子は、*.inf です。*.exe、*.cab、または *.zip 形式でドラ
イバをダウンロードする場合、サードパーティ製のアプリケーションを使用してそれらのド
ライバを取り出します。
ベスト プラクティスは、組織で使用するすべてのハードウェアのドライバを、デバイスの
種類やハードウェア構成ごとに単一のレポジトリに保存することです。レポジトリのコピー
を DVD またはフラッシュ ドライブに保存し、いくつかのドライバを選択してブータブル
メディアに追加し、サーバーごとに必要なドライバ（およびネットワーク構成)を搭載したカ
スタムのブータブルメディアを作成できます。または、Universal Restore を使用するたび
に、レポジトリのパスを指定することもできます。

起動用の環境におけるドライバへのアクセスを確認
ブータブルメディアを使用する場合は、ドライバが保存されているデバイスにアクセスする
権限を持っていることを確認します。デバイスが Windows で使用可能であっても Linux
ベースのメディアによって検出されない場合は、WinPE ベースのメディアを使用してくだ
さい。

Universal Restore の設定
自動ドライバ検索
プログラムが HAL（Hardware Abstraction Layer)、HDD コントローラのドライバ、およ
びネットワーク アダプタのドライバを探す場所を指定します。



ドライバがベンダのディスクまたはその他のリムーバブル メディアにある場合は、[リ
ムーバブル メディアの検索] をオンにします。



ドライバがネットワーク上のフォルダまたはブータブルメディアにある場合は、[フォル
ダの追加] をクリックして、フォルダのパスを指定します。

また、Universal Restore では、Windows のデフォルトのドライバストレージフォルダが検
索されます。このフォルダの場所は、レジストリ値 DevicePath で指定されています。この
レジストリ値は、レジストリキー
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion に
あります。通常、このストレージ フォルダは WINDOWS/inf です。
Universal Restore では、指定したフォルダ内のすべてのサブフォルダを再帰的に検索し、
利用可能なすべての HAL および HDD コントローラのドライバから最適なドライバを特定し
て、システムへのインストールが行われます。Universal Restore では、ネットワークアダ
プタのドライバも検索され、検出されたドライバのパスが Universal Restore によってオペ
レーティングシステムに 送信 されます。ハードウェアに複数のネットワーク インターフェ
イス カードがある場合、Universal Restore はすべてのカードのドライバの構成を試みま
す。

インストールする大容量記憶装置ドライバ
次の場合、この設定が必要です。



ハードウェアに、RAID（特に NVIDIA RAID)やファイバチャネルアダプタなどの、固有
の大容量記憶装置コントローラが存在する場合です。



SCSI ハードドライブコントローラを使用する仮想コンピュータにシステムを移行した場
合です。仮想化ソフトウェアに同梱されている SCSI ドライバを使用するか、最新版のド
ライバをソフトウェアメーカーのウェブサイトからダウンロードしてください。



自動ドライバ検索によっても、システムを起動できない場合です。

[ドライバの追加] をクリックして、適切なドライバを指定します。さらに適切なドライバ
が見つかった場合でも、警告を表示してそのドライバがインストールされます。

Universal Restoreプロセス
必要な設定を行った後で、[OK] をクリックします。
Universal Restore によって、指定したロケーションに互換性のあるドライバが検出されな
かった場合、問題のデバイスを示すプロンプトが表示されます。次のいずれかを実行しま
す。



過去に指定したロケーションのいずれかにドライバを追加して、[再試行] をクリックし
ます。



指定したロケーションを思い出せない場合、[無視] をクリックしてプロセスを続行して
ください。求めていた結果と異なる場合は、Universal Restore を再適用します。処理
を設定する際に、必要なドライバを指定します。

Windows が起動すると、新しいハードウェアをインストールするための標準の手順が開始
されます。ドライバに Microsoft Windows のシグネチャがある場合、ネットワーク アダ
プタのドライバはダイアログが表示されることなくインストールされます。それ以外の場合、
Windows は、署名されていないドライバをインストールするかどうかの確認を求めます。
その後で、ネットワーク接続を構成し、ビデオ アダプタ、USB、およびその他のデバイス
のドライバを指定できます。

9.4.5.2

Linux における Universal Restore

Universal Restore は、カーネルのバージョン 2.6.8 以降の Linux オペレーティング シ
ステムに適用できます。
Universal Restore を Linux オペレーティング システムに適用すると、イニシャル RAM
ディスクという一時ファイル システム（initrd)がアップデートされます。これにより、オペ
レーティング システムを新しいハードウェアで起動できるようになります。
Universal Restore によって、新しいハードウェアのモジュール（デバイス ドライバを含
む)が、イニシャル RAM ディスクに追加されます。通常、必要なモジュールは
/lib/modules ディレクトリにあります。Universal Restore によって必要なモジュール
が検索できない場合、そのモジュールのファイル名がログに記録されます。

Universal Restore によって、GRUB ブート ローダーの設定が変更される場合があります。
たとえば、新しいコンピュータのボリューム レイアウトが元のコンピュータとは異なる場
合、システムのブータビリティを確保するために、この変更が必要となる可能性がありま
す。
Universal Restore によって Linux カーネルが変更されることはありません。

オリジナルのイニシャル RAM ディスクへの復元
必要に応じて、オリジナルのイニシャル RAM ディスクに復元できます。
イニシャル RAM ディスクは、コンピュータ上のファイル内に保存されています。初めてイ
ニシャル RAM ディスクをアップデートする場合は、Universal Restore によって、ディス
クのコピーが同じディレクトリに事前に保存されます。このコピーの名前は、ファイル名の
後に _acronis_backup.img という接尾辞を付けたものになります。複数回 Universal
Restore を実行（たとえば、不足していたドライバを追加した後など)しても、このコピーは
上書きされません。
オリジナルのイニシャル RAM ディスクに復元するには、次の手順のいずれかを実行しま
す。



適宜、コピーの名前を変更します。たとえば、次のようなコマンドを実行します。
mv initrd-2.6.16.60-0.21-default_acronis_backup.img
initrd-2.6.16.60-0.21-default



GRUB ブート ローダー設定の initrd 行でコピーを指定します。

9.5 ファイルの復元
9.5.1 Web インターフェイスを使用したファイルの復元
1. 復元するデータが存在していたコンピュータを選択します。
2. [復元] をクリックします。
3. リカバリ ポイントを選択します。リカバリ ポイントは、ロケーションでフィルタされ
ます。
選択したコンピュータが物理でオフラインの場合は、復元ポイントが表示されません。
次の手順のいずれかを実行します。



[推奨] バックアップのロケーションがクラウドまたは共有ストレージ（つまり、他の
エージェントがアクセスできる)の場合は、[マシンを選択] をクリックして、オンラ
インになっているターゲットマシンを選択してから、リカバリポイントを選択しま
す。



[バックアップ] タブ 『178ページ 』の復元ポイントを選択します。



クラウドストレージからファイルをダウンロードします 『159ページ 』。



ブータブルメディアを使用します 『163ページ 』

4. [復元] > [ファイル/フォルダ] の順にクリックします。
5. 目的のフォルダを直接参照するか、検索を使用して目的のファイルとフォルダの一覧を
取得します。
1 つ以上のワイルドカード文字（*および?)を使用できます。ワイルドカードの使用に関
する詳細については、「ファイルフィルタ」 『118ページ 』を参照してください。
注 クラウドストレージに保存されたディスクレベルバックアップでは、検索は使用できませ
ん。

6. 復元するファイルを選択します。
7. ファイルを.zip ファイルとして保存する場合は、[ダウンロード] をクリックし、データ
の保存先を選択して、[保存] をクリックします。それ以外の場合は、この手順をスキッ
プします。
フォルダが選択されているか、選択されたファイルの合計サイズが 100MB を超えてい
る場合、ダウンロードできません。
8. [復元] をクリックします。
[復元先] に、次のいずれかが表示されます。



復元するファイルが元々存在していたマシン（エージェントがこのマシンにインスト
ールされている場合)。



VMware エージェント、Hyper-V エージェント、または Virtuozzo エージェントが
インストールされているマシン（ESXi、Hyper-V、または Virtuozzo 仮想マシンにフ
ァイルが元々存在していた場合)。

これは、復元先のコンピュータです。必要に応じて、別のコンピュータを選択できま
す。
9. [パス] で、復元先を選択します。 次のいずれかを選択できます。



元のロケーション（元のコンピュータに復元する場合)



復元先のコンピュータのローカルフォルダ



復元先のコンピュータからアクセスできるネットワークフォルダ

10. [復元を開始] をクリックします。
11. 次のいずれかのファイル上書きオプションを選択します。



[既存のファイルを上書きする]



[既存のファイルが古い場合は上書きする]



[既存のファイルを上書きしない]

復元の進行状況は [アクティビティ] タブに表示されます。

9.5.2 クラウドストレージからのファイルのダウンロード
クラウドストレージからファイルを復元する場合、クラウドストレージを参照し、バックア
ップの内容を表示し、必要なファイルをダウンロードします。

制限


システム状態のバックアップ、SQL データベース、Exchange データベースは参照でき
ません。



ダウンロードを円滑に行うには、一度にダウンロードするサイズを 100MB までにして
ください。大量のデータをクラウドから取得するには、ファイル復元手順 『157ページ 』
を使用します。

クラウドストレージからファイルをダウンロードする手順
1. バックアップされたコンピュータを選択します。
2. [復元] > [その他の復元方法...] > [ファイルのダウンロード] の順にクリックします。
3. バックアップされたコンピュータに割り当てられているアカウントの資格情報を入力し
ます。

4. （ディスクレベルバックアップを参照する場合)[バージョン] で、復元対象のファイル
が含まれているバックアップをクリックします。

（ファイルレベルのバックアップを参照する場合)選択したファイルの右にある歯車アイ
コンで、次の手順でバックアップ日時を選択できます。デフォルト設定では、最新のバ
ックアップからファイルが復元されます。
5. 目的のフォルダを直接参照するか、検索を使用して目的のファイルの一覧を取得しま
す。

6. 復元するデータの左に表示されているチェックボックスを選択し、[ダウンロード] をク
リックします。
選択したファイルが 1 つの場合は、そのままダウンロードされます。複数のファイルを
選択した場合、選択したデータは.zip ファイルにアーカイブされます。
7. データの保存先を選択し、[保存] をクリックします。

9.5.3 Notary サービスを使用したファイル真正性のベリファイ
バックアップ中のノータリゼーションが有効になっている 『97ページ 』場合は、バックア
ップされたファイルの非改ざん性をベリファイできます。

ファイルの真正性をベリファイするには
1. 「Web インターフェイスを使用したファイルの復元」 『157ページ 』セクションの手順
1～6 の説明に従って、ファイルを選択します。
2. 選択したファイルに次のアイコンが付いていることを確認します。

。これは、フ

ァイルが認証済みであることを表しています。
3. 次のいずれかを実行します。



[ベリファイ] をクリックします。
ファイルの非改ざん性がチェックされ、結果が表示されます。



[証明書の取得] をクリックします。
Web ブラウザウィンドウで、ファイルのノータリゼーションを確認する証明書が開
きます。ウィンドウには、ファイルの非改ざん性を手動でベリファイする手順も表
示されます。

9.5.4 ASign を使用したファイルの署名
注意: この機能は、バックアップソフトウェアの Standard Edition では利用できません。

ASign は、1 つのバックアップファイルに複数のユーザーが電子署名できるようにするサー
ビスです。この機能は、クラウドストレージに保存されているファイルレベルのバックアッ
プに対してのみ使用できます。
1 回に署名できるファイルのバージョンは 1 つだけです。ファイルが複数回バックアップさ
れた場合は、署名するバージョンを選択する必要があり、そのバージョンだけが署名されま
す。
たとえば、次のファイルの電子署名に ASign を使用できます。



レンタルまたはリース契約



売買契約



資産購入契約



ローン契約



許可書



財務書類



保険書類



免責同意書



医療書類



研究論文



製品の証明書



守秘義務契約書



合格通知



秘密保持契約書



独立請負人契約書

ファイルのいずれかのバージョンに署名するには
1. 「Web インターフェイスを使用したファイルの復元」 『157ページ 』セクションの手順
1～6 の説明に従って、ファイルを選択します。
2. 左側のパネルで正しい日付と時刻が選択されていることを確認します。
3. [ファイルのこのバージョンに署名] をクリックします。
4. バックアップが保存されているクラウドストレージアカウントのパスワードを指定しま
す。プロンプトウィンドウにアカウントのログイン ID が表示されます。
ASign サービスインターフェースは Web ブラウザウィンドウで開きます。
5. メールアドレスを指定して他の署名者を追加します。招待メールを送信した後に署名者
を追加または削除することはできません。そのため、署名が必要な全員がリストに含ま
れていることを確認してください。
6. 署名者に招待メールを送るには [署名に招待] をクリックしてください。
各署名者は、署名を求める電子メールメッセージを受信します。リクエストされたすべ
ての署名者がファイルに署名すると、それは Notary（公証)サービスによって公証されて
署名されます。
各署名者がファイルに署名したとき、およびプロセス全体が完了したときに通知を受け
取ります。受け取ったメールメッセージの [詳細の表示] をクリックすると、Asign の
Web ページにアクセスできます。
7. プロセスが完了したら、Asign の Web ページにアクセスして、[ドキュメントの取得]
をクリックして、以下を含む.pdf ドキュメントをダウンロードします:



収集した署名が記載された署名証明書ページ



アクティビティ履歴が掲載された監査証跡ページ: 署名者に招待状が送られた日時や、
各署名者がファイルに署名した日時など

9.5.5 ブータブル メディアを使用したファイルの復元
ブータブル メディアの作成方法については、「ブータブル メディアの作成」『141ページ 』
を参照してください。

ブータブル メディアを使用してファイルを復元するには
1. ブータブル メディアを使用して復元先のコンピュータを起動します。
2. 使用するメディアの種類によって [このコンピュータをローカルで管理] クリックする
か、[レスキュー ブータブル メディア] を 2 回クリックします。
3. プロキシサーバーがネットワークで有効な場合、[ツール] > [プロキシサーバー] をク
リックして、プロキシサーバーホスト名/IP アドレス、ポート、および資格情報を指定
します。それ以外の場合は、この手順をスキップします。
4. （オプション)Windows または Linux を復元するときは、[ツール] > [バックアップサ
ービスでメディアを登録] をクリックして、メディアをダウンロードしたときに取得し
た登録トークンを指定します。この場合、手順 7 に説明されているように、クラウドス
トレージにアクセスするために資格情報または登録コードを入力する必要はありませ
ん。
5. [ようこそ] 画面で、［復元]をクリックします。
6. [データの選択] をクリック後、[参照] をクリックします。
7. バックアップのロケーションを指定します。



クラウドストレージから復元するには、[クラウドストレージ] を選択します。バッ
クアップされたコンピュータに割り当てられているアカウントの資格情報を入力し
ます。
Windows または Linux を復元するときは、資格情報の代わりに登録コードのリクエ
ストを選択できます。[登録コードを使用] > [コードを要求] をクリックします。ソ
フトウェアに登録リンクと登録コードが表示されます。リンクとコードをコピーし
て、ほかのマシンで登録手順を実行できます。登録コードの有効期限は 1 時間で
す。



ローカル フォルダまたはネットワークフォルダから復元するには、[ローカル フォ
ルダ] または [ネットワークフォルダ] のフォルダを参照します。

[OK] をクリックし、選択を確定します。
8. 復元するバックアップデータを選択します。バックアップデータのパスワードを要求さ
れる場合は、設定したパスワードを入力します。
9. [バックアップ内容] で [フォルダ/ファイル] を選択します。
10. 復元するデータを選択します。[OK] をクリックし、選択を確定します。
11. ［復元先] でフォルダを指定します。任意で、復元先のファイルが復元元よりも新しい
バージョンであった場合に上書きを禁止したり、復元対象から一部のファイルを除外し
たりできます。
12. （オプション)その他の設定が必要な場合、[復元オプション] をクリックして、設定し
ます。
13. [OK] をクリックして復元を開始します。

9.5.6 ローカルバックアップからファイルを抽出
バックアップの内容を参照し、必要なファイルを抽出できます。

要件


この機能は、Windows でエクスプローラを使用する場合のみ利用できます。



バックアップを参照するコンピュータには、バックアップエージェントがインストール
されている必要があります。



バックアップのファイルシステムは、次のいずれかである必要があります:FAT16、
FAT32、NTFS、ReFS、Ext2、Ext3、Ext4、XFS、HFS+。



バックアップは、ローカルフォルダまたはネットワーク共有（SMB/CIFS)に格納する必
要があります。

バックアップからファイルを抽出する手順は、次のとおりです。
1. エクスプローラで、バックアップロケーションを参照します。
2. バックアップファイルをダブルクリックします。ファイル名は次のテンプレートに基づ
いています。
<コンピュータ名> - <バックアップ計画 GUID>

3. バックアップが暗号化されている場合は、暗号化パスワードを入力します。それ以外の
場合は、この手順をスキップします。
エクスプローラに、復元ポイントが表示されます。
4. 復元ポイントをダブルクリックします。
エクスプローラに、バックアップデータが表示されます。
5. 必要なフォルダを参照します。
6. 必要なファイルを、ファイルシステム上の任意のフォルダにコピーします。

9.6 システム状態の復元
1. システム状態を復元するマシンを選択します。
2. [復元] をクリックします。
3. システム状態の復元ポイントを選択します。復元ポイントは、保存場所でフィルタされ
ます。
4. [システム状態を復元] をクリックします。
5. システム状況をバックアップされたバージョンで上書きすることを確認します。
復元の進行状況は [アクティビティ] タブに表示されます。

9.7 ESXi 構成の復元
ESXi 構成を復元する場合は、Linux ベースのブータブル メディアが必要となります。ブー
タブル メディアの作成方法については、「ブータブル メディアの作成」 『141ページ 』を
参照してください。
ESXi 構成を元のホスト以外に復元する場合で、元のホストが依然として vCenter Server に
接続されている場合は、このホストの vCenter Server との接続を切断し、復元中に不測の
事態が発生しないようにします。元のホストを復元されたホストと一緒に維持する場合、復
元が完了した後で再度追加できます。
ホストで実行中の仮想コンピュータは、ESXi 構成のバックアップ内に含まれません。バッ
クアップと復元をそれぞれ個別に行えます。

ESXi 構成を復元する手順
1. ブータブル メディアを使用して復元先のコンピュータを起動します。
2. [このコンピュータをローカルで管理] をクリックします。
3. [ようこそ] 画面で、［復元]をクリックします。
4. [データの選択] をクリック後、[参照] をクリックします。
5. バックアップデータが保管されているロケーションを指定します。



[ローカル フォルダ] または [ネットワークフォルダ] のフォルダを参照します。

[OK] をクリックし、選択を確定します。
6. [表示] で [ESXi 構成] を選択します。
7. 復元するバックアップデータを選択します。バックアップデータのパスワードを要求さ
れる場合は、設定したパスワードを入力します。
8. [OK] をクリックします。
9. [新しいデータストアで使用するディスク] で以下を実行します。



[ESXi の復元先] の下でホスト構成の復元先とするディスクを選択します。元のホス
トに構成を復元する場合、デフォルトでオリジナル ディスクが選択されます。



（オプション) [新しいデータストアで使用] の下で新しいデータストアを作成する
ディスクを選択します。選択されたディスクの上にあるデータがすべて失われるた
め、注意してください。既存のデータストアに仮想コンピュータを保存する場合は、
ディスクを選択しません。

10. 新しいデータストアのディスクが選択されている場合、データストアの作成方法は [新
しいデータストアを作成する方法] の[ディスクごとに 1 つのデータストアを作成] また
は [選択されたすべての HDD に 1 つのデータストアを作成] を選択します。
11. （オプション) [ネットワークマッピング] で物理ネットワークアダプターに対するバッ
クアップ内の仮想スイッチの自動マッピング結果を変更できます。
12. （オプション)その他の設定が必要な場合、[復元オプション] をクリックして、設定し
ます。
13. [OK] をクリックして復元を開始します。

9.8 復元オプション
復元設定時に復元オプションを変更するには [復元オプション] をクリックします。

使用可能な復元オプション
使用可能な復元オプションのセットは次の条件によって異なります。



復元を実行するエージェントが動作する環境（Windows、Linux、macOS、またはブー
タブルメディア)。



復元するデータの種類（ディスク、ファイル、仮想コンピュータ、アプリケーションデー
タ)。

次の表は、使用可能な復元オプションを示しています。
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9.8.1 バックアップのべリファイ
このオプションでは、データをバックアップから復元する前にバックアップが破損していな
いことをベリファイするかどうかを定義します。
デフォルトの設定:無効。
ベリファイでは、バックアップに保存されているすべてのデータブロックのチェックサムを
計算します。ただし、クラウドストレージに配置されたファイルレベルのバックアップのベ

リファイだけは例外となります。これらのバックアップは、バックアップに保存されたメタ
情報の整合性をチェックすることで、ベリファイされます。
ベリファイは、サイズの小さい増分バックアップや差分バックアップの場合でも、時間のか
かるプロセスです。これは、バックアップに物理的に含まれているデータだけでなく、バッ
クアップの選択によって復元可能となったすべてのデータもベリファイされるためです。こ
のベリファイには、以前に作成したバックアップへのアクセスが必要となります。

9.8.2 起動モード
このオプションは、Windows オペレーティングシステムが含まれるディスクレベルバック
アップから物理マシンまたは仮想マシンを復元するときに有効です。
このオプションを使用すると、復元後に Windows で使用される起動モード（BIOS または
UEFI) を選択できます。元のマシンの起動モードと選択した起動モードが異なる場合、この
ソフトウェアは次のように動作します。



選択した起動モード（BIOS の場合は MBR、UEFI の場合は GPT)に従って、システム
ボリュームの復元先となるディスクを初期化します。



選択した起動モードを使用して起動できるように Windows オペレーティングシステム
を調整します。

デフォルトの設定:ターゲットマシン。
次の中からひとつ選択できます。



ターゲットマシン
ターゲットマシン上で実行されているエージェントによって、現在 Windows で使用さ
れている起動モードが検出され、この起動モードに従って調整が行われます。
以下に示す制限が適用されない限り、自動的にブータブルシステムになるため、これが
一番安全な値です。[起動モード] オプションはブータブルメディアに存在しないため、
メディア上のエージェントは常にこの値が選択されているかのように動作します。



バックアップしたマシン
ターゲットマシンで実行されているエージェントによって、バックアップから起動モー
ドが読み取られ、この起動モードに従って調整が行われます。これによって、このマシ

ンで別の起動モードが使用されていても、別のマシン上でシステムを復元し、バックア
ップされたマシンのディスクを置き換えることができます。



BIOS
ターゲットマシンで実行されているエージェントによって、BIOS を使用するための調
整が行われます。



UEFI
ターゲットマシンで実行されているエージェントによって、UEFI を使用するための調
整が行われます。

設定が変更されたら、ディスクマッピング手順が繰り返されます。これには時間がかかりま
す。

推奨事項
UEFI と BIOS の間で Windows を転送する必要がある場合:



システムボリュームが存在するディスク全体を復元します。既存のボリューム上のシス
テムボリュームのみを復元する場合、エージェントはターゲットディスクを適切に初期
化できなくなります。



BIOS では 2 TB を超えるディスク領域を使用できないことに注意してください。

制限


UEFI と BIOS の間での転送は次の環境でサポートされています。



Windows Vista SP1 以降の 64 ビットの Windows オペレーティングシステム



Windows Server 2008 SP1 以降の 64 ビットの Windows Server オペレーティ
ングシステム



バックアップがテープデバイスに保存されている場合、UEFI と BIOS の間での転送は
サポートされません。

UEFI と BIOS の間での転送がサポートされていない場合、エージェントは、[バックアッ
プしたマシン] 設定が選択されているかのように動作します。ターゲットマシンで UEFI と
BIOS の両方がサポートされている場合、元のマシンに対応する起動モードを手動で有効に
する必要があります。そうしないと、システムが起動しなくなります。

9.8.3 ファイルの日付と時刻
このオプションは、ファイルを復元する場合にのみ有効です。
このオプションでは、ファイルの日付と時刻をバックアップから復元するか、現在の日付と
時刻を割り当てるかを定義します。
このオプションを有効にした場合、ファイルに現在の日付と時刻が割り当てられます。
デフォルトの設定:有効。

9.8.4 エラー処理
これらのオプションによって、復元中に発生する可能性があるエラーを処理する方法を指定
できます。

エラーが発生した場合は再試行する
デフォルト設定:有効。試行回数:30。試行間隔:30 秒。
復元可能なエラーが発生した場合、失敗した処理が再試行されます。試行間隔および試行回
数を設定できます。試行は、処理が成功するか、または指定した回数の試行が行われると停
止します。

処理中にメッセージやダイアログを表示しない（サイレントモード)
デフォルト設定:無効。
サイレントモードをオンにすると、ユーザーによる操作を必要とする状況が可能な限り自動
的に処理されます。ユーザーによる操作なしに処理を続行できない場合、その処理は失敗し
ます。処理の詳細（エラーがある場合は、それも含む)は、処理のログに記載されます。

再起動を伴う復元が失敗する場合、システム情報を保存する
このオプションは、Windows または Linux が実行されている物理マシンへのディスクまた
はボリューム復元で有効です。
デフォルト設定:無効。

このオプションが有効な場合、ローカルディスク（ターゲットマシンのフラッシュまたは
HDD ドライブ)のフォルダまたは、ログ、システム情報、およびクラッシュダンプファイル
が保存されるネットワーク共有の中のフォルダを指定できます。このファイルは、テクニカ
ルサポートの担当者が問題を特定する助けとなります。

9.8.5 ファイルの除外
このオプションは、ファイルを復元する場合にのみ有効です。
このオプションでは、復元処理中にスキップして、復元する項目の一覧から除外するファイ
ルとフォルダを定義します。
注意 除外は、復元するデータ項目の選択よりも優先されます。たとえば、MyFile.tmp というファ
イルの復元を選択し、すべての .tmp ファイルを除外する場合、MyFile.tmp というファイルは復元
されません。

9.8.6 ファイルレベルのセキュリティ
このオプションは、NTFS 形式のボリュームのディスクレベルとファイルレベルのバックア
ップからファイルを復元する場合に有効です。
このオプションでは、ファイルに対する NTFS のアクセス許可をファイルと共に復元するか
どうかを定義します。
デフォルトの設定:有効。
アクセス許可を復元するか、ファイルの復元先のフォルダの NTFS アクセス許可をファイ
ルに継承するかを選択できます。

9.8.7 Flashback
このオプションは Mac 向けを除き、物理マシンおよび仮想マシンのディスクとボリュームを
復元する場合に有効です。
このオプションは、復元するディスクのボリュームレイアウトがターゲットディスクのボリ
ュームレイアウトと完全に一致する場合にのみ機能します。

このオプションが有効な場合、バックアップのデータとターゲットディスクのデータの差分
のみが復元されます。これにより、物理マシンおよび仮想マシンの復元が高速化されます。
データはブロックレベルで比較されます。
物理マシンを復元するときの事前設定は次のとおりです:無効です。
仮想マシンを復元するときの事前設定は次のとおりです:有効。

9.8.8 フルパスの復元
このオプションは、ファイルレベルのバックアップからデータを復元する場合にのみ有効で
す。
このオプションを有効にした場合、ファイルへのフルパスが復元先で再作成されます。
デフォルトの設定:無効。

9.8.9 マウント ポイント
このオプションは、Windows でファイルレベルのバックアップからデータを復元する場合
にのみ有効です。
[マウントポイント] 『122ページ 』 オプションを有効にしてマウントボリュームに保存さ
れ、バックアップされたファイルおよびフォルダを復元する場合は、このオプションを有効
にします。
デフォルトの設定:無効。
このオプションは、フォルダ階層内でマウントポイントより上位にあるフォルダを復元対象
に選択する場合にのみ有効です。マウント ポイント内のフォルダ、またはマウント ポイン
ト自体を復元する場合、[マウント ポイント] オプションの値にかかわりなく、選択したア
イテムが復元されます。
注意 復元時にボリュームがマウントされていない場合、データはバックアップ時にマウントポイン
トであったフォルダに直接復元されることに注意してください。

9.8.10 パフォーマンス
このオプションでは、オペレーティングシステム内の復元プロセスの優先度を定義します。
選択可能な設定は次のとおりです。[低]、[通常]、[高]。
デフォルトの設定:通常。
システムで実行されるプロセスの優先度によって、そのプロセスに割り当てられる CPU や
システムのリソース量が決まります。復元の優先度を下げると、他のアプリケーションのた
めのリソースを増やすことができます。復元の優先度を上げると、復元を実行するアプリケ
ーションに割り当てるリソースを増やすようにオペレーティング システムに要求すること
によって、復元の処理速度が上がる場合があります。ただし、全体的な CPU の使用率およ
びディスク入出力速度、ネットワーク トラフィックなどその他の要素によってその効果は
異なります。

9.8.11 処理の前後に実行するコマンド
このオプションによって、データ復元の前後に自動的に実行されるコマンドを定義できま
す。
処理の前後に実行するコマンドを使用する方法の例:



Checkdisk コマンドを起動し、復元の開始前または終了後に論理ファイルシステムのエ
ラー、物理エラー、または不良セクタを見つけて修復します。

「pause」などのユーザーの入力を必要とするような対話型のコマンドはサポートされませ
ん。
再起動を伴う復元の場合、復元後に実行するコマンドは実行されません。

9.8.11.1 復元前に実行するコマンド
復元処理を開始する前に実行するコマンド/バッチ ファイルを指定する手順は、次のと
おりです。
1. [復元前にコマンドを実行] スイッチを有効にします。

2. [コマンド...] フィールドにコマンドを入力するか、バッチファイルを参照します。
「pause」などのユーザーの入力を必要とするような対話型のコマンドはサポートされま
せん。
3. [作業ディレクトリ] フィールドで、コマンド/バッチファイルを実行するディレクトリ
のパスを指定します。
4. [引数] フィールドで、必要に応じて、コマンドを実行する際の引数を指定します。
5. 処理内容に応じて、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。
6. [完了] をクリックします。
チェック ボックス
[コマンドの実行に失敗した

選択内容
オン

オフ

オン

オフ

オン

オン

オフ

オフ

コマンド実行の

なし

コマンドの実行結

場合、復元を失敗させる]*
[コマンドの実行が完了する
まで復元を行わない]
結果
デフォルト
コマンドが正常に実
行された後にのみ復
元を実行します。コ
マンドの実行に失敗
した場合、復元を失

失敗または成功

果にかかわらず、

にかかわらず、

コマンドの実行と

コマンドの実行

並行して復元を実

後に復元を実行

行します。

します。

敗させます。
* 終了コードがゼロでない場合、コマンドは失敗したと認識されます。

9.8.11.2 復元後に実行するコマンド
復元の完了後に実行するコマンド/実行可能ファイルを指定する手順は、次のとおりで
す。
1. [復元後にコマンドを実行] スイッチを有効にします。
2. [コマンド...] フィールドにコマンドを入力するか、バッチファイルを参照します。

3. [作業ディレクトリ] フィールドで、コマンド/バッチファイルを実行するディレクトリ
のパスを指定します。
4. [引数] フィールドで、必要に応じて、コマンドを実行する際の引数を指定します。
5. コマンドが正常に実行されることが必須である場合、[コマンドの実行に失敗した場合、
復元を失敗させる] チェックボックスをオンにします。終了コードがゼロでない場合、
コマンドは失敗したと認識されます。コマンドの実行に失敗した場合、復元のステータ
スは [エラー] として設定されます。
このチェックボックスがオフになっていると、コマンドの実行結果は復元の失敗または
成功に影響しません。コマンドの実行結果は、[アクティビティ] タブを確認すると追跡
できます。
6. [完了] をクリックします。
注意 再起動を伴う復元の場合、復元後に実行するコマンドは実行されません。

9.8.12 SID の変更
このオプションは Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 以前の復元で有効です。
このオプションは、仮想コンピュータへの復元を VMware エージェントまたは Hyper-V エ
ージェントで実行する場合は無効です。
デフォルトの設定は、[無効] です。
ソフトウェアでは、復元されたシステムに固有のセキュリティ識別子（コンピュータ SID)
が生成されます。コンピュータ SID を使用するサードパーティ製のソフトウェアの動作を保
証する場合にのみこのオプションが必要です。
Microsoft 社はデプロイまたは復元されたシステムで SID を変更することを正式にサポート
していません。このため、このオプションはご自身の責任で使用してください。

9.8.13 VM 電源管理
復元先の仮想コンピュータがエージェント for VMware、エージェント for Hyper-V、エー
ジェント for Virtuozzo の場合はこれらのオプションが効果的です。

復元の開始時にターゲット仮想コンピュータの電源をオフにする
デフォルトの設定:有効。
既存の仮想コンピュータがオンラインの場合は復元先として利用できないため、復元が開始
されるとすぐに電源は自動的にオフになります。ユーザーはコンピュータから切断され、保
存されていないデータは失われます。
復元前に手動で仮想コンピュータの電源をオフにする場合は、このオプションのチェックボ
ックスをオフにしてください。

復元が完了したら、復元先の仮想コンピュータの電源をオンにします。
デフォルトの設定:無効。
コンピュータがバックアップから別のコンピュータに復元された後に、既存のコンピュータ
のレプリカがネットワーク上に表示される場合があります。安全のために必要な予防措置を
行った後で、復元された仮想コンピュータの電源を手動でオンにします。

9.8.14 Windows イベント ログ
このオプションは、Windows オペレーティング システムの場合にのみ有効です。
このオプションでは、エージェントが復元処理のイベントを Windows のアプリケーション
イベントログに記録する必要があるかどうかを定義します（このログを表示するには、
eventvwr.exe を実行するか、[コントロールパネル] > [管理ツール] > [イベントビュー
ア] の順に選択します)。ログに記録するイベントにフィルタを設定することができます。
デフォルトの設定:無効。

10 バックアップの操作
10.1 バックアップタブ
[バックアップ] タブでは、オフラインのマシンやバックアップサービスに登録されていな
いマシンのバックアップを含め、すべてのバックアップへアクセスできます。
共有のロケーション（SMB や NFS 共有など)に保存されたバックアップはそのロケーション
に閲覧権限のあるすべてのユーザーが表示できます。
クラウドストレージではユーザーは独自のバックアップにのみアクセスできます。管理者は、
特定の部署または企業、およびその子グループに属する任意のアカウントの代理として、バ
ックアップを表示できます。このアカウントは [参照元のコンピュータ] で間接的に選択さ
れます。[バックアップ] タブには、このコンピュータが登録されたアカウントで登録され
たことがあるすべてのコンピュータのバックアップが表示されます。
クラウド Office 365 エージェントで作成されたバックアップと、G Suite データのバックア
ップは、クラウドストレージのロケーションではなく、[クラウドアプリケーションバック
アップ] という別のセクションに表示されます。
バックアップ計画で使用されるバックアップロケーションが、自動的に [バックアップ] タ
ブに追加されます。カスタムのフォルダ（取り外し可能な USB デバイスなど)をバックアッ
プロケーションのリストに追加するには、[参照] をクリックしてフォルダパスを指定しま
す。
ファイルマネージャーを使用してバックアップを追加または削除した場合は、ロケーション
名の横にあるギアアイコンをクリックして、[更新] をクリックします。
バックアップロケーションにバックアップされたことがあるマシンすべてがバックアップサ
ービスから削除されると、そのロケーション（クラウドストレージの場合を除く)が [バック
アップ] タブに表示されなくなります。そのロケーションに保存されたバックアップに対す
る支払いが不要になったことを確認できます。そのロケーションへのバックアップが発生す
ると、ロケーションとそこに保存されたバックアップすべてが再度追加されます。

バックアップタブを使用してリカバリ ポイントを選択するには
1. [バックアップ] タブで、バックアップが保存されるロケーションを選択します。

選択した場所でアカウントが表示できるすべてのバックアップが表示されます。バック
アップはグループで統合されます。グループ名は次のテンプレートに基づいています。
<コンピュータ名> - <バックアップ計画名>
2. データを復元するグループを選択します。
3. （オプション)[参照元のコンピュータ] の横の [変更] をクリックし、別のコンピュー
タを選択します。一部のバックアップは特定のエージェントによってのみ参照できます。
たとえば、Microsoft SQL Server データベースのバックアップを参照するには、エージ
ェント for SQL を実行するコンピュータを選択する必要があります。
重要 [参照元のコンピュータ] は物理コンピュータバックアップから復元するためのデフォルト
の場所です。リカバリ ポイントを選択し、[復元] をクリックした後、[復元先のコンピュータ]
設定をオンにし、この特定のコンピュータに復元することを確認します。復元先を変更するには、
[参照元のコンピュータ] で別のコンピュータを選択します。

4. [バックアップの表示] をクリックします。
5. リカバリ ポイントを選択します。

10.2 バックアップからのボリュームのマウント
ディスクレベルのバックアップからボリュームをマウントすると、物理ディスクと同様にボ
リュームにアクセスできます。ボリュームは読み取り専用モードでマウントされます。

要件


この機能は、Windows でエクスプローラを使用する場合のみ利用できます。



マウント操作を実行するコンピュータには、Windows エージェントがインストールされ
ている必要があります。



バックアップのファイルシステムは、コンピュータが実行している Windows バージョ
ンによりサポートされている必要があります。



バックアップは、ローカルフォルダ、ネットワーク共有（SMB/CIFS)、または Secure
Zone に格納されている必要があります。

バックアップからボリュームをマウントする手順
1. エクスプローラで、バックアップロケーションを参照します。

2. バックアップファイルをダブルクリックします。ファイル名は次のテンプレートに基づ
いています。
<コンピュータ名> - <バックアップ計画 GUID>
3. バックアップが暗号化されている場合は、暗号化パスワードを入力します。それ以外の
場合は、この手順をスキップします。
エクスプローラに、復元ポイントが表示されます。
4. 復元ポイントをダブルクリックします。
エクスプローラに、バックアップボリュームが表示されます。
ヒント ボリュームをダブルクリックして、そのコンテンツを参照します。バックアップのファ
イルとフォルダを、ファイルシステム上の任意のフォルダにコピーできます。

5. マウントするボリュームを右クリックしてから、[読み取り専用モードでマウント] をク
リックします。
6. バックアップがネットワーク共有に格納されている場合、ログイン情報を指定します。
それ以外の場合は、この手順をスキップします。
ソフトウェアにより、選択したボリュームがマウントされます。最初の未使用のドライ
ブ文字がボリュームに割り当てられます。

ボリュームをアンマウントする手順
1. エクスプローラを使用して、コンピュータ（Windows 8.1 以降では PC)を参照します。
2. マウントされたボリュームを右クリックします。
3. [アンマウント] をクリックします。
ソフトウェアにより、選択したボリュームがアンマウントされます。

10.3 バックアップの削除
警告:バックアップを削除すると、そのデータは永久に消去されます。削除されたデータは復元でき
ません。

オンラインでバックアップ画面に存在するコンピュータのバックアップを削除するには
1. [すべてのデバイス] タブで、バックアップを削除するマシンを選択します。
2. [復元] をクリックします。
3. 削除するバックアップがある場所を選択します。

4. 次のいずれかを実行します。



単一のバックアップを削除するには、削除するバックアップを選択し、X 記号をク
リックします。



選択した場所のすべてのバックアップを削除するには、[すべて削除] をクリックし
ます。

5. 操作を確定します。

コンピュータのバックアップを削除するには
1. [バックアップ] タブで、バックアップを削除するロケーションを選択します。
選択した場所でアカウントが表示できるすべてのバックアップが表示されます。バック
アップはグループで統合されます。グループ名は次のテンプレートに基づいています。
<コンピュータ名> - <バックアップ計画名>
2. グループを選択します。
3. 次のいずれかを実行します。



単一のバックアップを削除するには、[バックアップの表示] をクリックし、削除す
るバックアップを選択してから、X 記号 をクリックします。



選択したグループを削除するには、[削除] をクリックします。

4. 操作を確定します。

クラウドストレージから直接バックアップを削除する手順
1. 「クラウドストレージからのファイルのダウンロード」 『159ページ 』を参照して、ク
ラウドストレージにログインします。
2. 削除対象のバックアップがあるマシンの名前をクリックします。
1 つ以上のバックアップグループが表示されます。
3. 削除対象のバックアップグループに対応するギアアイコンをクリックします。
4. [削除] をクリックします。
5. 処理を確認します。

ファイルマネージャーでローカルバックアップを削除してしまった場合の対処
バックアップの削除には、できるだけバックアップコンソールを使用することを推奨します。
ファイルマネージャーでローカルバックアップを削除してしまった場合、次の手順に従いま
す。

1. [バックアップ] タブで、ロケーション名の横にあるギアアイコンをクリックします。
2. [更新] をクリックします。
このようにして、ローカルストレージの使用量が減ったことをバックアップサービスに通知
します。

11 バックアップ計画の操作
バックアップ計画の作成方法については、「バックアップ」 『59ページ 』を参照してくだ
さい。

バックアップ計画を編集する手順
1. 適用されるすべてのマシンのバックアップ計画を編集する場合は、これらのマシンの 1
つを選択します。それ以外の場合は、バックアップ計画を編集するマシンを選択しま
す。
2. [バックアップ] をクリックします。
3. 編集するバックアップ計画を選択します。
4. バックアップ計画名の横にある歯車アイコンをクリックして、[編集] をクリックしま
す。
5. 計画の設定内容を変更するには、バックアップ計画パネルの該当するセクションをクリ
ックします。
6. [変更を保存] をクリックします。
7. 適用されるすべてのマシンのバックアップ計画を変更する場合は、[変更をこのバックア
ップ計画に適用] をクリックします。それ以外の場合は、[選択したデバイスの新しいバ
ックアップ計画だけを作成] をクリックします。

バックアップ計画をマシンから取り消す手順
1. バックアップ計画を取り消すマシンを選択します。
2. [バックアップ] をクリックします。
3. 複数のバックアップ計画がマシンに適用されている場合は、取り消し対象のバックアッ
プ計画を選択します。

4. バックアップ計画名の横にあるギアアイコンをクリックして、[取り消し] をクリックし
ます。

バックアップ計画を削除する手順
1. 削除するバックアップ計画が適用されたいずれかのマシンを選択します。
2. [バックアップ] をクリックします。
3. 複数のバックアップ計画がマシンに適用されている場合は、削除対象のバックアップ計
画を選択します。
4. バックアップ計画名の横にあるギアアイコンをクリックして、[削除] をクリックしま
す。
これにより、すべてのマシンからバックアップ計画が取り消され、Web インターフェイ
スから完全に削除されます。

12 [計画] タブ
注意: この機能は、バックアップソフトウェアの Standard Edition では利用できません。

[計画] タブを使用して、バックアップ計画などの計画を管理できます。
[計画] タブの各セクションには、特定の種類の計画がすべて用意されています。以下のセ
クションがあります。



バックアップ 『183ページ 』



クラウドアプリケーションバックアップ 『184ページ 』



VM レプリケーション 『287ページ 』

12.1 Backup
[バックアップ] セクションには、構内で実行されているエージェントに割り当てられてい
るバックアップ計画が表示されます。
[バックアップ] セクションでは、以下の操作を実行できます。



バックアップ計画の作成、表示、実行、停止、編集、クローン、無効化、有効化、およ
び削除

[デバイス] タブからバックアップを停止する場合と異なり、バックアップ計画は、バッ
クアップ計画が動作しているすべてのデバイスで停止します。バックアップの開始がそ
の時点で複数のデバイスに分散されている場合、バックアップ計画を停止することによ
りこの問題も回避されます。これはその時点で動作していないデバイスにおいてバック
アップが開始するためです。



各バックアップ計画に関連するアクティビティを表示



各バックアップ計画に関連するアラートを表示



計画をファイルにエクスポート



以前エクスポートした計画をインポート

12.2 クラウドアプリケーションのバックアップ計画
[計画] > [クラウドアプリケーションバックアップ] セクションではクラウドからクラウド
へのバックアップ計画が表示されます。これらの計画では、クラウド内で実行され、クラウ
ドストレージをバックアップロケーションとして使用するエージェントにより、クラウド内
で実行されているアプリケーションをバックアップします。
このセクション内では、以下の操作を実行できます。



バックアップ計画の作成、表示、実行、停止、編集、および削除



各バックアップ計画に関連するアクティビティを表示



各バックアップ計画に関連するアラートを表示

クラウドアプリケーションバックアップの詳細については、以下を参照してください。



Office 365 データの保護 『225ページ 』



G Suite データの保護 『251ページ 』

クラウドからクラウドへのバックアップの手動実行
バックアップサービスが中断されるのを避けるため、手動のクラウドからクラウドへのバッ
クアップの実行回数は、1 つの Office 365 または GSuite 組織につき 1 時間当たり 10 回に
制限されています。この回数に達すると、許可される実行回数は 1 時間に 1 回にリセットさ
れ、その後は 1 時間当たり合計 10 回の実行に達するまで、1 時間ごとに 1 回の追加の実行
が可能になります（例：1 時間目は 10 回の実行、2 時間目は 1 回の実行、3 時間目は 2 回の
実行)。

デバイスのグループ（メールボックス、ドライブ、サイト)、または 10 個を超えるデバイス
を含むグループに適用されたバックアップ計画は、手動で実行できません。

13 Microsoft アプリケーションの保護
Microsoft SQL ServerとMicrosoft Exchange Serverの保護
これらのアプリケーションを保護する方法には、以下の 2 つがあります。



データベースのバックアップ
これはデータベースやデータベースと関連づけられたメタデータをファイルレベルでバ
ックアップする方法です。データベースはライブアプリケーションまたはファイルに復
元できます。



アプリケーション認識型バックアップ
これは、アプリケーションのメタデータも収集するディスクレベルのバックアップです。
このメタデータを使用すると、ディスクやボリューム全体を復元しなくても、アプリケ
ーションデータの参照と復元ができるようになります。ディスク全体またはボリューム
全体を復元することもできます。これは、単一のソリューションや単一のバックアップ
計画を災害復旧とデータ保護の両方の目的に使用できることを意味します。

Microsoft Exchange Server の場合は、[メールボックスのバックアップ] を選択できます。
これは、Exchange Web サービスプロトコルを介した個別のメールボックスのバックアッ
プです。メールボックスやメールボックスアイテムをライブ Exchange Server または
Microsoft Office 365 に復元できます。メールボックスのバックアップは、Microsoft
Exchange Server 2010 Service Pack 1（SP1)以降でのみサポートされています。

Microsoft SharePointの保護
Microsoft SharePoint ファームは、SharePoint サービスを実行するフロントエンドサーバ
ー、Microsoft SQL Server を実行するデータベースサーバーと、フロントエンドサーバー
から SharePoint サービスの一部をオフロードするオプションのアプリケーションサーバー
で構成されています。一部のフロントエンドサーバーとアプリケーションサーバーは、同一
の場合があります。
SharePoint ファーム全体を保護する手順



すべてのデータベースサーバーをアプリケーション認識型バックアップでバックアップ
します。



すべての一意のフロントエンドサーバーとアプリケーションサーバーを通常のディスク
レベルのバックアップでバックアップします。

すべてのサーバーのバックアップは、同じスケジュールで実行する必要があります。
コンテンツのみを保護する場合、コンテンツデータベースを個別にバックアップできます。

ドメインコントローラの保護
Active Directory ドメインサービスを実行するコンピュータは、アプリケーション認識型バ
ックアップで保護できます。ドメインに複数のドメインコントローラがあり、いずれかを復
元する場合は、権限のない復元が実行され、USN ロールバックが復元後に発生しません。

アプリケーションの復元
次の表は、使用可能なアプリケーション復元方法を示しています。
データベースバックアップ アプリケーション認識型
から

バックアップから

ディスクバックアップから

コンピュータ全体 『145

Microsoft SQL
Server

データベースをライブ

ページ 』

SQL サーバーインスタン

データベースをライブ

スへ 『201ページ 』

SQL サーバーインスタン

データベースをファイル

スへ 『201ページ 』

コンピュータ全体 『145
ページ 』

として 『201ページ 』 データベースをファイル
として 『201ページ 』
コンピュータ全体 『145

Microsoft
Exchange Server

データベースをライブ

ページ 』

Exchange へ 『207ペー

データベースをライブ

ジ 』

Exchange へ 『207ペー

データベースをファイル

ジ 』

として 『207ページ 』 データベースをファイル
ライブ Exchange または として 『207ページ 』
Office 365 への粒度復元 ライブ Exchange または
* 『210ページ 』

Office 365 への粒度復
元* 『210ページ 』

コンピュータ全体 『145
ページ 』

マシン全体 『145ペー
データベースをライブ

ジ 』

SQL サーバーインスタン

データベースをライブ

Microsoft

スへ 『201ページ 』

SQL サーバーインスタン

SharePoint データ

データベースをファイル

スへ 『201ページ 』

ベースサーバー

マシン全体 『145ページ 』

として 『201ページ 』 データベースをファイル
SharePoint Explorer を

として 『201ページ 』

使用した粒度復元

SharePoint Explorer を
使用した粒度復元

Microsoft
SharePoint フロン
トエンドウェブサー

-

-

マシン全体 『145ページ 』

バー
Active Directory ド
メインサービス

-

マシン全体 『145ペー
ジ 』

-

*粒度復元は、メールボックスのバックアップからも利用できます。Exchange データアイ
テムの Office 365 への復元およびその逆の操作は、Office 365 エージェントがローカルに
インストール済みという条件下でのみサポートされます。

13.1 前提条件
アプリケーションバックアップを構成する前に、次の要件が満たされていることを確認しま
す。
VSS ライターの状態を確認するには、vssadmin list writers コマンドを使用します。

一般的な要件
Microsoft SQL Server の場合、次の要件を満たす必要があります。



少なくとも 1 つの Microsoft SQL Server インスタンスが起動していること。



SQL ライターfor VSS がオンになっていること。

Microsoft Exchange Server の場合、次の要件を満たす必要があります。



Microsoft Exchange インフォメーションストアサービスが起動していること。



Windows PowerShell がインストールされていること。Exchange 2010 以降の場合、
Windows PowerShell のバージョンは 2.0 以上である必要があります。



Microsoft .NET Framework がインストールされていること。
Exchange 2007 の場合、Microsoft .NET Framework のバージョンは 2.0 以上である必
要があります。
Exchange 2010 以降の場合、Microsoft .NET Framework のバージョンは 3.5 以上であ
る必要があります。



Exchange ライター for VSS がオンになっていること。

ドメインコントローラーを使用する場合、次の要件を満たす必要があります。



Active Directory ライターfor VSS がオンになっていること。

バックアップ計画を作成する際、次の要件を満たす必要があります。



物理マシンでは、[ボリュームシャドウコピーサービス（VSS)] 『137ページ 』 バック
アップオプションが有効であること。



仮想マシンでは、[仮想マシンのボリュームシャドウコピーサービス（VSS)] 『138ペー
ジ 』 バックアップオプションが有効であること。

アプリケーション認識型バックアップのその他の要件
バックアップ計画を作成する際は、バックアップで [マシン全体] が選択されていることを
確認します。

ESXi 仮想マシンの要件
VMware エージェントによりバックアップされている仮想マシンでアプリケーションを実行
する場合は、次の要件を満たす必要があります。



バックアップされている仮想マシンが次の VMware ナレッジベース記事に記載されてい
るアプリケーション整合性静止の要件を満たしていること。
https://pubs.vmware.com/vsphere-6-5/index.jsp?topic=%2Fcom.vmware.vddk.
pg.doc%2FvddkBkupVadp.9.6.html



マシンに最新の VMware Tools がインストールされていること。



ユーザーアカウント制御（UAC)がマシンで無効であること。UAC を無効にしない場合は、
アプリケーションバックアップを有効にするときに、ビルトインのドメイン管理者（ドメ
イン\管理者)の資格情報が必要です。

Hyper-V 仮想マシンの要件
Hyper-V エージェントによりバックアップされている仮想マシンでアプリケーションを実行
する場合は、次の要件を満たす必要があります。



ゲストオペレーティングシステムは Windows Server 2008 以降です。



Hyper-V 2008 R2 の場合: ゲストオペレーティングシステムは Windows Server
2008/2008 R2/2012 です。



仮想マシンにダイナミックディスクがありません。



Hyper-V ホストとゲストオペレーティングシステムの間にネットワーク接続が存在して
います。これは、仮想マシン内でリモート WMI クエリを実行するために必要です。



ユーザーアカウント制御（UAC)がマシンで無効であること。UAC を無効にしない場合は、
アプリケーションバックアップを有効にするときに、ビルトインのドメイン管理者（ドメ
イン\管理者)の資格情報が必要です。



仮想マシン構成は次の条件を満たします。



最新の Hyper-V 統合サービスがインストールされていること。重要なアップデート
は、
https://support.microsoft.com/en-us/help/3063109/hyper-v-integration-com
ponents-update-for-windows-virtual-machines



仮想マシン設定で、[管理] > [統合サービス] > [バックアップ（ボリュームチェック
ポイント)] オプションが有効になっていること。



Hyper-V 2012 以降の場合: 仮想マシンにチェックポイントがないこと。



Hyper-V 2012 R2 以降の場合: 仮想マシンに SCSI コントローラがあること（[設定]
> [ハードウェア] をチェック)。

13.2 データベースのバックアップ
データベースをバックアップする前に [前提条件] 『187ページ 』 のリストに含まれる要件
が満たされていることを確認します。

以下の記述のとおり、データベースを選択し、バックアップ計画のその他の設定を必要に応
じて 『60ページ 』指定します。

13.2.1 SQL データベースの選択
SQL データベースのバックアップには、データベースファイル（.mdf、.ndf)、ログファイ
ル（.ldf)、その他の関連ファイルが含まれます。ファイルは SQL ライターサービスを使用し
てバックアップされます。ボリュームシャドウコピーサービス（VSS)がバックアップまたは
復元を要求する時点で、サービスが実行されている必要があります。
バックアップが成功するたびに、SQL トランザクションログが切り捨てられます。SQL ログ
の切り捨ては、バックアップ計画のオプション 『121ページ 』で無効にできます。

SQL データベースの選択手順
1. [デバイス] > [Microsoft SQL] をクリックします。
SQL サーバーの Always On 可用性グループ（AAG)、Microsoft SQL Server を実行する
コンピュータ、SQL サーバーインスタンス、データベースのツリーが表示されます。
2. バックアップするデータを参照します。
ツリーノードを展開するか、ツリーの右側にあるリストの項目をダブルクリックしま
す。
3. バックアップするデータを選択します。AAG、SQL サーバーを実行するコンピュータ、
SQL サーバーインスタンス、または個々のデータベースを選択できます。



AAG を選択すると、選択した AAG に含まれている全データベースがバックアップさ
れます。AAG のバックアップの詳細については、「Always On 可用性グループ
（AAG)の保護」 『192ページ 』を参照してください。



SQL サーバーを実行するコンピュータを選択すると、選択したコンピュータが実行
している全 SQL サーバーインスタンスに接続されている全データベースがバックア
ップされます。



SQL サーバーインスタンスを選択すると、選択したインスタンスに接続されている
すべてのデータベースがバックアップされます。



データベースを直接選択すると、選択したデータベースのみがバックアップされま
す。

4. [バックアップ] をクリックします。ログイン情報を求められた場合は、SQL サーバーデ
ータにアクセスするためのログイン情報を入力します。アカウントは、コンピュータの
バックアップオペレータまたはアドミニストレータグループのメンバー、およびバック
アップ対象の各インスタンスで sysadmin の役割のメンバーである必要があります。

13.2.2 Exchange Server データの選択
以下の表は、バックアップ対象として選択できる Microsoft Exchange Server データと、
データのバックアップに最低限必要なユーザー権限を示しています。
Exchange のバージョ

データアイテム

ユーザー権限

ン
2007

2010/2013/2016/20
19

ストレージ グループ

Exchange Organization Management 役
割グループのメンバーシップ

データベース、データベ
ース可用性グループ

サーバー管理役割グループのメンバーシップ

（DAG)

完全バックアップには、選択したすべての Exchange Server データが含まれます。
増分バックアップには、データベース ファイルの変更ブロック、チェックポイントファイ
ル、対応するデータベース チェックポイントより新しい小さい番号のログ ファイルが含ま
れます。データベースファイルへの変更はバックアップに含まれているので、前回のバック
アップ以降のトランザクション ログ レコードをすべてバックアップする必要はありません。
チェックポイントより新しいログのみ、復元後に再生される必要があります。これにより、
循環ログ方式が有効になっていても、復元にかかる時間が短縮され、正常なデータベースバ
ックアップを確実に行えます。
バックアップが成功するたびにトランザクションログファイルが切り捨てられます。

Exchange Server データの選択手順
1. [デバイス] > [Microsoft Exchange] をクリックします。
Exchange Server のデータベース可用性グループ（DAG)、Microsoft Exchange
Server を実行するマシン、および Exchange Server データベースのツリーが表示さ
れます。「メールボックスのバックアップ」 『199ページ 』の説明に従って Exchange
エージェントを設定すると、メールボックスもこのツリーに表示されます。

2. バックアップするデータを参照します。
ツリーノードを展開するか、ツリーの右側にあるリストの項目をダブルクリックしま
す。
3. バックアップするデータを選択します。



DAG を選択すると、クラスター化された各データベースのコピーが 1 つバックア
ップされます。DAG のバックアップの詳細については、「データベース可用性グルー
プ（DAG)の保護」 『194ページ 』を参照してください。



Microsoft Exchange Server を実行するコンピュータを選択すると、選択したコン
ピュータで実行されている Exchange Server にマウントされている全データベース
がバックアップされます。



データベースを直接選択する場合、選択したデータベースのみがバックアップされ
ます。



「メールボックスのバックアップ」 『199ページ 』の説明に従って Exchange エ
ージェントを設定すると、バックアップするメールボックスを選択 『201ページ 』
することができます。

4. ログイン情報を求められた場合は、データにアクセスするためのログイン情報を入力し
ます。
5. [バックアップ] をクリックします。

13.2.3 Always On 可用性グループ（AAG)の保護
注意: この機能は、バックアップソフトウェアの Standard Edition では利用できません。

SQL Server高可用性ソリューションの概要
Windows サーバーフェールオーバークラスタリング（WSFC)機能を使用すると、インスタ
ンスレベル（Failover Cluster Instance（FCI))またはデータベースレベル（AlwaysOn 可用
性グループ（AAG))での冗長性を活用して、高可用性の SQL サーバーを構成できるようにな
ります。両方のメソッドを組み合わせることもできます。
Failover Cluster Instance では、SQL データベースが共有ストレージ上に配置されます。
このストレージは、アクティブなクラスタノードからのみアクセスできます。アクティブ

ノードに障害が発生した場合、フェイルオーバーが発生し、別のノードがアクティブになり
ます。
可用性グループでは、各データベースのレプリカは異なるノード上に存在します。プライマ
リ レプリカが使用できなくなった場合は、別のノード上に存在するセカンダリ レプリカに
プライマリ ロールが割り当てられます。
つまり、クラスタは自体が既に障害復元ソリューションとしての役割を果たしています。た
だし、データベースが論理破損した場合や、クラスタ全体がダウンしている場合など、クラ
スタがデータを保護できないこともあります。また、有害なコンテンツの変更は通常、すべ
てのクラスタ ノードに即座にレプリケートされるため、クラスタ ソリューションではこの
ような変更からは保護されません。

サポートされているクラスタ構成
このバックアップソフトウェアでは、SQL Server 2012 以降の AlwaysOn 可用性グループ
（AAG)のみをサポートしています。フェールオーバークラスタインスタンス、データベー
スミラーリング、ログ配布など、その他のクラスタ構成はサポートされていません。

クラスタ データのバックアップおよび復元に必要なエージェントの数
クラスタのデータを正常にバックアップおよび復元するには、WSFC クラスタの各ノードに
エージェント for SQL をインストールする必要があります。

AAGに含まれるデータベースのバックアップ
1. エージェント for SQL を WSFC クラスタの各ノードにインストールします。
ヒント ノードの 1 台にエージェントをインストールすると、[デバイス] > [Microsoft SQL] >
[データベース] に AAG および AAG のノードが表示されます。残りのノードにエージェント for
SQL をインストールするには、AAG を選択し、[詳細] をクリックして、各ノードの横にある
[エージェントのインストール] をクリックします。

2. 「SQL データベースの選択」 『190ページ 』に従って、バックアップする AAG を選択
します。
重要 AAG 内の個々のノードやデータベースではなく、AAG 自体を選択する必要があります。
AAG 内の個々のアイテムを選択すると、バックアップはクラスタ対応にはならず、選択されたア
イテムのコピーのみがバックアップされます。

3. [クラスタバックアップモード] 『113ページ 』バックアップオプションを設定します。

AAGに含まれるデータベースの復元
1. 復元するデータベースを選択し、データベースを復元するリカバリポイントを選択しま
す。
[デバイス] > [Microsoft SQL] > [データベース] でクラスタ化済みデータベースを
選択し、[復元] をクリックすると、選択されたデータベースのコピーがバックアップさ
れた時点と一致するリカバリポイントのみが表示されます。
クラスタ化されたデータベースのすべてのリカバリポイントを表示する最も簡単な方法
は、[バックアップ] タブ 『178ページ 』上で AAG 全体のバックアップを選択すること
です。AAG のバックアップ名は、<AAG 名> - <バックアップ計画名>テンプレートに基づ
いており、特別なアイコンが付けられています。
2. 復元を設定するには、「SQL データベースの復元」 『201ページ 』の手順 5 以降に従い
ます。
データの復元先となるクラスタノードが自動的に定義されます。ノードの名前が、[復元
先] フィールドに表示されます。ターゲットノードは手動で変更できます。
重要 AlwaysOn 可用性グループ（AAG)に含まれているデータベースを、復元時に上書きするこ
とはできません。Microsoft SQL Server によって禁止されているためです。復元前に AAG から
ターゲットデータベースを除外する必要があります。あるいは、新しい AAG 以外のデータベー
スとしてデータベースを復元します。復元が完了したら、元の AAG の設定を再構成できます。

13.2.4 データベース可用性グループ（DAG)の保護
注意: この機能は、バックアップソフトウェアの Standard Edition では利用できません。

Exchange Serverクラスタの概要
Exchange クラスタには、データベースの高可用性、高速フェールオーバーを提供し、デー
タ損失がないという大きな特徴があります。通常、このためには、クラスタ メンバ（クラス
タ ノード)上にデータベースまたはストレージ グループを配置します。アクティブ データ
ベース コピーをホストしているクラスタ ノード、またはアクティブ データベース コピー
自体に不具合が発生した場合、パッシブ コピーをホストしているもう 1 つのノードが不具
合を起こしたノードの操作を自動的に引き継ぎ、Exchange サービスへのアクセスを提供し、

中断時間を最小限に抑えます。つまり、クラスタは自体が既に障害復元ソリューションとし
ての役割を果たしています。
ただし、データベースが論理破損した、クラスタに含まれる特定のデータベースのコピー
（レプリカ)がない、クラスタ全体がダウンしている場合など、フェールオーバー クラスタ
ソリューションがデータ保護できないこともあります。また、有害なコンテンツの変更は通
常、すべてのクラスタ ノードに即座にレプリケートされるため、クラスタ ソリューション
ではこのような変更からは保護されません。

クラスター認識型バックアップ
クラスター認識型バックアップでは、クラスター化されたデータの単一のコピーのみをバッ
クアップします。データのロケーションがクラスター内で変更されたとしても（たとえば、
切り替え、またはフェールオーバーのため)、このデータの再配置はすべて追跡され、確実
にバックアップされます。

サポートされているクラスタ構成
クラスター認識型バックアップは、Exchange Server 2010 以降のデータベース可用性グ
ループ（DAG)に対してのみサポートされています。Exchange 2007 のシングルコピークラ
スター（SCC)やクラスター連続レプリケーション（CCR)などのその他のクラスター設定は
サポートされていません。

DAG は、最大 16 の Exchange メールボックス サーバーからなるグループです。すべて
のノードが他のノードのメールボックス データベース コピーをホスティングできます。そ
れぞれのノードは、パッシブおよびアクティブのデータベース コピーをホスティングする
ことができます。各データベースのコピーは、最大 16 個まで作成することができます。

クラスター認識型バックアップおよび復元に必要なエージェントの数
クラスター化されたデータベースを正常にバックアップおよび復元するには、Exchange ク
ラスターの各ノードに Exchange エージェントをインストールする必要があります。
ヒント ノードの 1 台にエージェントをインストールすると、バックアップコンソールの [デバイ
ス] > [Microsoft Exchange] > [データベース] に、DAG と DAG のノードが表示されます。残
りのノードにエージェント for Exchange をインストールするには、DAG を選択し、[詳細] をクリッ
クして、各ノードの横にある [エージェントのインストール] をクリックします。

Exchange クラスタ データのバックアップ
1. バックアップ計画を作成する場合、「Exchange Server データの選択」 『191ページ 』
の記述に従って DAG を選択します。
2. [クラスタバックアップモード] 『113ページ 』バックアップオプションを設定します。
3. 必要に応じて 『60ページ 』、バックアップ計画のその他の設定を指定します。
重要 クラスター認識型バックアップでは、必ず DAG 自体を選択してください。DAG 内の個々のノ
ードまたはデータベースを選択する場合は、選択されたアイテムのみがバックアップされ、[クラス
ターバックアップモード] オプションは無視されます。

Exchangeクラスタデータの復元
1. 復元するデータベースの復元ポイントを選択します。1 つのクラスター全体を復元の対
象として選択することはできません。
[デバイス] > [Microsoft Exchange] > [データベース] > <クラスター名> > <ノー
ド名> でクラスター化されたデータベースのコピーを 1 つ選択し、[復元] をクリック
すると、このコピーがバックアップされた時点と一致する復元ポイントのみが表示され
ます。
クラスター化されたデータベースのすべての復元ポイントを表示する最も簡単な方法は、
[バックアップ] タブ上で 『178ページ 』そのバックアップを選択することです。
2. 「Exchange データベースの復元」の手順 5 以降に従います。
データの復元先となるクラスタノードが自動的に定義されます。ノードの名前が、[復元
先] フィールドに表示されます。ターゲットノードは手動で変更できます。

13.3 アプリケーション認識型バックアップ
ディスクレベルのアプリケーション認識型バックアップは、物理マシン、ESXi 仮想マシン、
および Hyper-V 仮想マシンで使用できます。
Microsoft SQL Server、Microsoft Exchange Server、または Active Directory ドメイン
サービスを実行するマシンをバックアップするときには、これらのアプリケーションデータ
をさらに保護するために、アプリケーションバックアップを有効にします。

なぜアプリケーション認識型バックアップを使用するのですか。
アプリケーション認識型バックアップを使用すると、次のことを保証できます。
1. アプリケーションは一貫した状態でバックアップされるため、コンピュータが復元され
た直後に使用できます。
2. コンピュータ全体を復元せずに、SQL および Exchange データベース、メールボックス、
メールボックスアイテムを復元できます。

3. バックアップが成功するたびに、SQL トランザクションログが切り捨てられます。SQL
ログの切り捨ては、バックアップ計画のオプション 『121ページ 』で無効にできます。
Exchange トランザクションログは、仮想コンピュータでのみ切り捨てられます。物理
マシンで Exchange トランザクションログを切り捨てる場合は、VSS 完全バックアッ
プオプション 『137ページ 』を有効にできます。
4. ドメインに複数のドメインコントローラがあり、いずれかを復元する場合は、権限のな
い復元が実行され、USN ロールバックが復元後に発生しません。

アプリケーション認識型バックアップを使用するために必要なものは何でし
ょうか。
物理コンピュータでは、Windows エージェントに加えて、SQL エージェント、Exchange
エージェント、または両方をインストールする必要があります。
仮想マシンでは、エージェントをインストールする必要はありません。マシンは、VMware
（Windows)エージェントまたは Hyper-V エージェントによりバックアップされることが前
提になっています。
VMware エージェント（仮想アプライアンス)によってアプリケーション認識型バックアップ
を作成できますが、このバックアップからアプリケーションデータを復元することはできま
せん。このエージェントによって作成されたバックアップからアプリケーションデータを復
元するには、VMware エージェント（Windows)、SQL エージェント、または Exchange エ
ージェントが、バックアップの保存されているロケーションにアクセスできるマシンに存在
する必要があります。アプリケーションデータの復元を設定するとき、[バックアップ] タ
ブで復元ポイントを選択し、[参照元のコンピュータ] からこのマシンを選択します。
その他の要件は、「前提条件」 『187ページ 』と「必要なユーザー権限」 『198ページ 』
のセクションに記載されています。

13.3.1 必要なユーザー権限
アプリケーション認識型バックアップには、ディスクにある VSS 認識型アプリケーションの
メタデータが含まれます。このメタデータにアクセスするには、次に示す適切な権限のアカ
ウントがエージェントに必要となります。アプリケーションバックアップを有効にするとき
には、このアカウントを指定する必要があります。



SQL Server:
アカウントは、マシンのバックアップオペレーターまたは管理者グループのメンバー、
およびバックアップ対象の各インスタンスで sysadmin の役割のメンバーである必要が
あります。



Exchange Server:
Exchange 2007:アカウントは、Exchange 組織管理者役割グループのメンバーである
必要があります。
Exchange 2010 以降:アカウントは、Organization Management 役割グループのメ
ンバーである必要があります。



Active Directory:
アカウントはドメイン管理者である必要があります。

ESXi 仮想マシンの追加要件
VMware エージェントまたは Hyper-V エージェントによりバックアップされている仮想マ
シンでアプリケーションを実行する場合は、ユーザーアカウント制御（UAC)がマシンで無効
であることを確認します。UAC を無効にしない場合は、アプリケーションバックアップを有
効にするときに、ビルトインのドメイン管理者（ドメイン\管理者)の資格情報が必要です。

13.4 メールボックスのバックアップ
メールボックスのバックアップは、Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 1
（SP1)以降でのみサポートされています。
1 つ以上のエージェント for Exchange が Management Server に登録されている場合は、
メールボックスバックアップが利用可能です。エージェントは、Microsoft Exchange
Server と同じ Active Directory フォレストに属しているマシンにインストールされている
必要があります。
メールボックスをバックアップする前に、Exchange エージェントを Microsoft Exchange
Server のクライアントアクセスサーバーロール（CAS)を実行するマシンに接続する必要が
あります。Exchange 2016 以降では、別個のインストールオプションとして CAS ロール
は使用できません。それはメールボックスサーバーの役割の一部として自動的にインストー

ルされます。したがって、メールボックスロールを実行中の任意のサーバーにエージェント
を接続できます。

エージェント for Exchange を CAS に接続するには
1. [デバイス] > [追加] をクリックします。
2. [Microsoft Exchange Server] をクリックします。
3. [Exchange メールボックス] をクリックします。
管理サーバーに Exchange エージェントが登録されていない場合は、エージェントをイ
ンストールすることを勧められます。インストール後、この操作を手順 1 から繰り返し
ます。
4. （オプション)複数の Exchange エージェントが管理サーバーに登録されている場合は、
[エージェント] をクリックし、バックアップを実行するエージェントを変更します。
5. [クライアントアクセスサーバー] で、Microsoft Exchange Server のクライアントア
クセスの役割が有効なマシンの完全修飾ドメイン名（FQDN)を指定します。
Exchange 2016 以降では、クライアントアクセスサービスがメールボックスサーバー
の役割の一部として自動的にインストールされます。したがって、メールボックスロー
ルを実行中の任意のサーバーを指定できます。このセクションの後半では、このサーバ
ーを CAS と呼びます。
6. [認証タイプ] で、CAS によって使用される認証タイプを選択します。[Kerberos]（デ
フォルト)または [ベーシック] を選択できます。
7. （ベーシックな認証のみ)使用するプロトコルを選択します。[HTTPS]（デフォルト)ま
たは [HTTP] を選択できます。
8. （HTTPS プロトコルを使用したベーシックな認証のみ)CAS が認証機関から取得した
SSL 証明書を使用していて、CAS への接続時に証明書を確認する場合は、[SSL 証明書
を確認] チェックボックスをオンにします。それ以外の場合は、この手順をスキップし
ます。
9. CAS にアクセスするために使用するアカウントの資格情報を入力します。このアカウン
トの要件は、「必要なユーザー権限」 『201ページ 』に記載されています。
10. [追加] をクリックします。
その結果、[デバイス] > [Microsoft Exchange] > [メールボックス] にメールボックス
が表示されます。

13.4.1 Exchange Server メールボックスの選択
以下の記述のとおり、メールボックスを選択し、バックアップ計画のその他の設定を必要に
応じて 『60ページ 』指定します。

Exchange のメールボックスを選択するには
1. [デバイス] > [Microsoft Exchange] をクリックします。
Exchange データベースとメールボックスのツリーが表示されます。
2. [メールボックス] をクリックし、バックアップするメールボックスを選択します。
3. [バックアップ] をクリックします。

13.4.2 必要なユーザー権限
メールボックスにアクセスするには、Exchange エージェントに適切な権限を持つアカウン
トが必要です。メールボックスでさまざまな操作を設定するときに、このアカウントを指定
するよう求められます。
組織管理役割グループのアカウントメンバーシップは、将来作成されるメールボックスを含
むすべてのメールボックスにアクセスすることを可能にします。
必要な最小限のユーザー権限は、次のとおりです。



アカウントは、サーバー管理および受取人管理役割グループのメンバーである必要があ
ります。



アカウントに、エージェントがメールボックスにアクセスするすべてのユーザーまたは
ユーザーグループに対して有効な、[ApplicationImpersonation]管理役割が必要で
す。
[ApplicationImpersonation] 管理役割の設定については、次のマイクロソフトサ
ポート技術情報の記事を参照してください:
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/dn722376.aspx。

13.5 SQL データベースの復元
このセクションでは、データベースバックアップとアプリケーション認識型バックアップの
両方からの復元について説明します。

エージェント for SQL が SQL Server インスタンスを実行しているコンピュータにインスト
ールされている場合、SQL データベースを SQL サーバー インスタンスに復元できます。コ
ンピュータのバックアップ オペレータまたは管理者グループのメンバー、および対象イン
スタンスの sysadmin の役割のメンバーとなっているアカウントの資格情報を入力する必
要があります。
代わりに、データベースをファイルとして復元することもできます。これは、サードパーテ
ィのツールでデータマイニング、監査またはさらなる処理を行うためにデータを抽出する必
要がある場合に役立ちます。「SQL Server データベースの接続」 『206ページ 』に従い、
SQL データベースファイルを SQL サーバー インスタンスに接続できます。
VMware エージェント（Windows)のみを使用している場合は、データベースをファイルと
して復元する方法のみを使用できます。VMware エージェント（仮想アプライアンス)を使用
してデータベースを復元することはできません。
システムデータベースは、基本的にユーザー データベースと同じ方式で復元されます。シ
ステムデータベースの復元の特性については、「システムデータベースの復元 『205ペー
ジ 』」で詳しく説明しています。

SQL データベースを SQL サーバーインスタンスに復元するには
1. 次のいずれかを実行します。



アプリケーション認識型バックアップから復元する場合は、[デバイス] で、復元す
るデータが存在していたコンピュータを選択します。



データベースバックアップから復元する場合は、[デバイス] > [Microsoft SQL]
をクリックし、復元するデータベースを選択します。

2. [復元] をクリックします。
3. リカバリ ポイントを選択します。リカバリ ポイントは、ロケーションでフィルタされ
ます。
コンピュータがオフラインになっている場合、復元ポイントは表示されません。次のい
ずれかを実行します。



（アプリケーション認識型バックアップから復元する場合のみ)バックアップのロケ
ーションが（他のエージェントがアクセスできる)クラウドまたは共有ストレージの場
合は、[コンピュータを選択] をクリックして、エージェント for SQL があるオンラ
インのコンピュータを選択してから、リカバリポイントを選択します。



[バックアップ] タブ 『178ページ 』の復元ポイントを選択します。

上記のアクションのいずれかで参照用に選択されたコンピュータは、SQL データベース
復元のターゲット コンピュータになります。
4. 次のいずれかを実行します。



アプリケーション認識型バックアップから復元する場合は、[復元] > [SQL データ
ベース] をクリックし、復元するデータベースを選択してから、[復元] をクリック
します。



データベースバックアップから復元する場合は、[復元] > [データベースをインスタ
ンスに] をクリックします。

5. デフォルトでは、データベースは元のデータベースに復元されます。元のデータベース
が存在しない場合は、再作成されません。データベースの復元先として別の SQL サーバ
ーインスタンス（同じマシンで実行中)を選択できます。
データベースを別のものとして同じインスタンスに復元するには
a. データベース名をクリックします。
b. [復元先] で、[新しいデータベース] を選択します。
c. 新しいデータベース名を指定します。
d. 新しいデータベースのパスとログのパスを指定します。指定するフォルダには、元
のデータベースおよびログファイルが含まれていないようにする必要があります。
6. （オプション)復元後にデータベースの状態を変更するには、データベース名をクリック
して、次のいずれかを選択します。



使用可（復元モードで復元)（デフォルト)
復元が完了した後にデータベースが使用可能になります。ユーザーは復元されたデ
ータベースに対してフルアクセス権を持ちます。トランザクションログに保存され
ている、復元されたデータベースのすべてのコミットされていないトランザクショ
ンはロールバックされます。Microsoft SQL ネイティブのバックアップから追加の
トランザクション ログを復元することはできません。



使用不可（復元なしモードで復元)
復元が完了した後、データベースは非稼動の状態になります。ユーザーはこのデー
タベースにアクセスできなくなります。復元されたデータベースのコミットされて
いないトランザクションはすべて保持されます。Microsoft SQL ネイティブのバッ

クアップから追加のトランザクション ログを復元して必要なリカバリ ポイントに
アクセスできます。



読み取り専用（スタンバイ モードで復元)
復元が完了すると、ユーザーはデータベースに読み取り専用でアクセスできるよう
になります。コミットされていないトランザクションは取り消されます。ただし、
元に戻す処理は一時スタンバイ ファイルに保存され、復元により何らかの影響が発
生しても元に戻すことができるようになります。
この値は主に、SQL サーバーのエラーが発生した時点を検出するために使用されま
す。

7. [復元を開始] をクリックします。
復元の進行状況は [アクティビティ] タブに表示されます。

SQL データベースをファイルとして復元するには
1. 次のいずれかを実行します。



アプリケーション認識型バックアップから復元する場合は、[デバイス] で、復元す
るデータが存在していたコンピュータを選択します。



データベースバックアップから復元する場合は、[デバイス] > [Microsoft SQL]
をクリックし、復元するデータベースを選択します。

2. [復元] をクリックします。
3. リカバリ ポイントを選択します。リカバリ ポイントは、ロケーションでフィルタされ
ます。
コンピュータがオフラインになっている場合、復元ポイントは表示されません。次のい
ずれかを実行します。



（アプリケーション認識型バックアップから復元する場合のみ)バックアップのロケ
ーションが（他のエージェントがアクセスできる)クラウドまたは共有ストレージの場
合は、[コンピュータを選択] をクリックして、エージェント for SQL またはエージ
ェント for VMware があるオンラインのコンピュータを選択してから、リカバリポイ
ントを選択します。



[バックアップ] タブ 『178ページ 』の復元ポイントを選択します。

上記のアクションのいずれかで参照用に選択されたコンピュータは、SQL データベース
復元のターゲット コンピュータになります。

4. 次のいずれかを実行します。



アプリケーション認識型バックアップから復元する場合は、[復元] > [SQL データ
ベース] をクリックし、復元するデータベースを選択してから、[ファイルとして復
元] をクリックします。



データベースバックアップから復元する場合は、[復元] > [データベースをファイル
として] をクリックします。

5. [参照] をクリックし、ファイルの保存先となるローカルフォルダまたはネットワークフ
ォルダを選択します。
6. [復元を開始] をクリックします。
復元の進行状況は [アクティビティ] タブに表示されます。

13.5.1 システムデータベースの復元
インスタンスのすべてのデータベースは、一度に復元されます。システムデータベースを復
元する場合、復元先インスタンスは自動的に単一ユーザー モードで再起動します。復元が
完了すると、インスタンスが再起動し、他のデータベースが（あれば)復元されます。
システムデータベースを復元する場合、次の点にも注意する必要があります。



システムデータベースは元のインスタンスと同じバージョンのインスタンスにしか復元
できません。



システムデータベースは必ず「使用可能」な状態で復元されます。

マスターデータベースの復元
システムデータベースには、マスター データベースが含まれています。マスター データベ
ースには、インスタンスのすべてのデータベースに関する情報が記録されます。そのため、
バックアップのマスター データベースには、バックアップの時点でインスタンスに存在し
ていたデータベースの情報が格納されています。マスター データベースを復元した後、次
の作業を行うことが必要になる場合があります。



バックアップ後にインスタンスに表示されていたデータベースはインスタンスから認識
できません。これらのデータベースを再度稼働させるには、SQL Server Management
Studio を使用して、インスタンスに手動で添付します。



バックアップの実行後に削除されたデータベースは、インスタンス内でオフラインとし
て表示されます。これらのデータベースは SQL Server Management Studio で削除し
ます。

13.5.2 SQL Server データベースの接続
このセクションでは、SQL Server Management Studio を使用して、SQL Server 内でデ
ータベースを接続する方法について説明します。一度に、1 つのデータベースのみを接続で
きます。
データベースを接続するには、CREATE DATABASE、CREATE ANY DATABASE、また
は ALTER ANY DATABASE のいずれかの権限が必要です。.通常、これらの権限はイン
スタンスの sysadmin 役割に付与されます。

データベースを接続するには、次の手順に従います。
1. Microsoft SQL Server Management Studio を実行します。
2. 必要な SQL Server インスタンスに接続して、このインスタンスを展開します。
3. [データベース] を右クリックして、[アタッチ] をクリックします。
4. 作成が完了したら、[Add] をクリックします。
5. [データベース ファイルの検索] ダイアログ ボックスで、データベースの .mdf ファイ
ルを検索して選択します。
6. [データベースの詳細] セクションで、残りのデータベース ファイル（.ndf および .ldf
ファイル)が見つかったことを確認します。
詳細: 次の場合、SQL Server データベース ファイルが自動的に検出されないことがあ
ります。



ファイルがデフォルトのロケーションにない場合、またはファイルがプライマリ デ
ータベース ファイル（.mdf)と同じフォルダに入っていない場合。解決策: [現在のフ
ァイル パス] 列で、必要なファイルへのパスを手動で指定します。



データベースを構成するファイルを復元したが、一部のファイルが不足している場
合。解決策: 不足している SQL Server データベース ファイルをバックアップから
復元します。

7. すべてのファイルが見つかったら、[OK] をクリックします。

13.6 Exchange データベースの復元
このセクションでは、データベースバックアップとアプリケーション認識型バックアップの
両方からの復元について説明します。
Exchange Server データを、稼働中の Exchange Server に復元できます。この場合、元の
Exchange Server、または同じ完全修飾ドメイン名（FQDN)のコンピュータで稼働する同じ
バージョンの Exchange Server を使用できます。エージェント for Exchange を復元先の
コンピュータにインストールする必要があります。
以下の表は、復元対象として選択できる Exchange Server データとデータの復元に最低限
必要なユーザー権限を示しています。
Exchange のバージョ

データアイテム

ユーザー権限

ン
2007
2010/2013/2016/20
19

ストレージ グループ

データベース

Exchange Organization Management
役割グループのメンバーシップ
サーバー管理役割グループのメンバーシップ

代わりに、データベース（ストレージ グループ)をファイルとして復元できます。データベ
ースファイルとトランザクション ログ ファイルは、バックアップから指定したフォルダに
取り出されます。これは、監査や、サードパーティ（他社製)ツールによってさらに処理する
ためにデータを取り出す必要があったり、何らかの理由により復元が失敗し、データベース
を手動でマウントする 『210ページ 』ための回避策を探したりする場合に役立ちます。
VMware エージェント（Windows)のみを使用している場合は、データベースをファイルと
して復元する方法のみを使用できます。VMware エージェント（仮想アプライアンス)を使用
してデータベースを復元することはできません。
次の手順では、データベースとストレージグループの両方を「データベース」と呼びます。

Exchange データベースをライブ Exchange Server に復元するには
1. 次のいずれかを実行します。



アプリケーション認識型バックアップから復元する場合は、[デバイス] で、復元す
るデータが存在していたコンピュータを選択します。



データベースバックアップから復元する場合は、[デバイス] > [Microsoft
Exchange] > [データベース] をクリックし、復元するデータベースを選択しま
す。

2. [復元] をクリックします。
3. リカバリ ポイントを選択します。リカバリ ポイントは、ロケーションでフィルタされ
ます。
コンピュータがオフラインになっている場合、復元ポイントは表示されません。次のい
ずれかを実行します。



（アプリケーション認識型バックアップから復元する場合のみ)バックアップのロケ
ーションが（他のエージェントがアクセスできる)クラウドまたは共有ストレージの場
合は、[コンピュータを選択] をクリックして、エージェント for Exchange がある
オンラインのコンピュータを選択してから、リカバリポイントを選択します。



[バックアップ] タブ 『178ページ 』の復元ポイントを選択します。

上記のアクションのいずれかで参照用に選択されたコンピュータは、Exchange データ
復元のターゲット コンピュータになります。
4. 次のいずれかを実行します。



アプリケーション認識型バックアップから復元する場合は、[復元] > [Exchange
データベース] をクリックし、復元するデータベースを選択してから、[復元] をク
リックします。



データベースバックアップから復元する場合は、[復元] > [データベースを
Exchange サーバーに] をクリックします。

5. デフォルトでは、データベースは元のデータベースに復元されます。元のデータベース
が存在しない場合は、再作成されません。
データベースを別のものとして復元する手順
a. データベース名をクリックします。
b. [復元先] で、[新しいデータベース] を選択します。
c. 新しいデータベース名を指定します。
d. 新しいデータベースのパスとログのパスを指定します。指定するフォルダには、元
のデータベースおよびログファイルが含まれていないようにする必要があります。
6. [復元を開始] をクリックします。

復元の進行状況は [アクティビティ] タブに表示されます。

Exchange データベースをファイルとして復元するには
1. 次のいずれかを実行します。



アプリケーション認識型バックアップから復元する場合は、[デバイス] で、復元す
るデータが存在していたコンピュータを選択します。



データベースバックアップから復元する場合は、[デバイス] > [Microsoft
Exchange] > [データベース] をクリックし、復元するデータベースを選択しま
す。

2. [復元] をクリックします。
3. リカバリ ポイントを選択します。リカバリ ポイントは、ロケーションでフィルタされ
ます。
コンピュータがオフラインになっている場合、復元ポイントは表示されません。次のい
ずれかを実行します。



（アプリケーション認識型バックアップから復元する場合のみ)バックアップのロケ
ーションが（他のエージェントがアクセスできる)クラウドまたは共有ストレージの場
合は、[コンピュータを選択] をクリックして、エージェント for Exchange または
エージェント for VMware があるオンラインのコンピュータを選択してから、リカバ
リポイントを選択します。



[バックアップ] タブ 『178ページ 』の復元ポイントを選択します。

上記のアクションのいずれかで参照用に選択されたコンピュータは、Exchange データ
復元のターゲット コンピュータになります。
4. 次のいずれかを実行します。



アプリケーション認識型バックアップから復元する場合は、[復元] > [Exchange
データベース] をクリックし、復元するデータベースを選択してから、[ファイルと
して復元] をクリックします。



データベースバックアップから復元する場合は、[復元] > [データベースをファイル
として] をクリックします。

5. [参照] をクリックし、ファイルの保存先となるローカルフォルダまたはネットワークフ
ォルダを選択します。
6. [復元を開始] をクリックします。

復元の進行状況は [アクティビティ] タブに表示されます。

13.6.1 Exchange Server データベースのマウント
データベース ファイルを復元した後で、データベースをマウントすることによってそれら
をオンラインにすることができます。マウントを実行するには、Exchange 管理コンソール、
Exchange システム マネージャ、または Exchange 管理シェルを使用します。
復元されたデータベースは、ダーティ シャットダウン状態にあります。ダーティ シャット
ダウン状態のデータベースは、元のロケーションに復元される（つまり、元のデータベース
に関する情報が Active Directory 内に存在する)場合にシステムによってマウントできます。
新しいデータベースまたは復元データベースとしてデータベースを別のロケーションに復元
する場合は、Eseutil /r <Enn>コマンドを使用してクリーンシャットダウン状態にするま
でデータベースをマウントできません。<Enn>は、トランザクションログファイルを適用す
る必要があるデータベース（またはデータベースが含まれるストレージグループ)のログファ
イルのプレフィックスを指定します。
データベースを接続するために使用するアカウントは、Exchange Server 管理者の役割を
委任され、ターゲット サーバーのローカル Administrators グループのメンバになってい
る必要があります。
データベースのマウント方法の詳細については、次の記事を参照してください。



Exchange 2010 以降: http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa998871.aspx
（英語)



Exchange 2007:
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/aa998871(v=EXCHG.80).aspx

13.7 Exchange メールボックスとメールボックスのアイ
テムを復元
このセクションでは、Exchange メールボックスとメールボックスアイテムをデータベース
バックアップ、アプリケーション認識型バックアップ、およびメールボックスバックアップ
から復元する方法について説明します。メールボックスやメールボックスアイテムをライブ
Exchange Server または Microsoft Office 365 に復元できます。

復元できるアイテム：



メールボックス（アーカイブメールボックスを除く)



パブリック フォルダ



パブリック フォルダのアイテム



電子メールフォルダ



電子メールメッセージ



予定表のイベント



タスク



連絡先



履歴項目



メモ

アイテムの場所は検索で確認できます。

Exchange Server に復元
詳細復元は、Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 1（SP1)以降でのみ実行可能
です。ソースのバックアップには、サポートされるすべての Exchange バージョンのデー
タベースまたはメールボックスを含めることができます。
詳細復元は、エージェント for Exchange またはエージェント for VMware（Windows)よ
り実行できます。ターゲットの Exchange Server とエージェントを実行するコンピュータ
は、同じ Active Directory フォレストに属している必要があります。
メールボックスが既存のメールボックスに復元されると、ID が一致する既存のアイテムは
上書きされます。
メールボックスのアイテムの復元で上書きされるものはありません。その代わりに、メール
ボックスアイテムへのフルパスは、ターゲットフォルダで再作成されます。

ユーザーアカウントに関する要件
バックアップから復元されるメールボックスは、Active Directory に関連付けられたユーザ
ーアカウントを保有している必要があります。

ユーザーメールボックスとその内容は、関連付けられたユーザーアカウントが [有効] であ
る場合のみ復元されます。共有、会議室、備品用の各メールボックスは、関連付けられたユ
ーザー アカウントが無効である場合のみ復元されます。
上記の条件を満たさないメールボックスは、復元中にスキップされます。
一部のメールボックスがスキップされた場合、復元自体は正常終了しますが、警告が表示さ
れます。すべてのメールボックスがスキップされた場合、復元は失敗します。

Office 365 に復元
Exchange データアイテムの Office 365 への復元およびその逆の操作は、Office 365 エージ
ェントがローカルにインストール済みという条件下でのみサポートされます。
復元は、Microsoft Exchange Server 2010 以降でのみ実行可能です。
メールボックスが既存の Office 365 メールボックスに復元されると、既存のアイテムはそ
のまま保存され、復元されたアイテムはその横に配置されます。
単一のメールボックスを復元する場合は、対象の Office 365 メールボックスを選択する必
要があります。1 回の復元操作で複数のメールボックスを復元する場合、各メールボックス
は、同じ名前のユーザーのメールボックスに復元されます。該当するユーザーが見つからな
い場合、そのメールボックスはスキップされます。一部のメールボックスがスキップされた
場合、復元自体は正常終了しますが、警告が表示されます。すべてのメールボックスがスキ
ップされた場合、復元は失敗します。
Office 365 の復元の詳細については、「Office 365 メールボックスの保護」 『225ページ 』
を参照してください。

13.7.1 メールボックスの復元
アプリケーション認識型バックアップまたはデータベースバックアップからメールボッ
クスを復元するには
1. （データベースバックアップから Office 365 に復元する場合のみ)Exchange Server
が実行されているバックアップされたマシンに Office 365 エージェントがインストール
されていない場合は、以下のいずれかの対応を行ってください。



組織内に Office 365 エージェントが存在しない場合は、バックアップされたマシン
（または同じバージョンの Microsoft Exchange Server がインストールされている
別のマシン)に Office 365 エージェントをインストールします。



組織で Office 365 エージェントを既に使用している場合は、「Microsoft Exchange
ライブラリのコピー」 『219ページ 』に記載されているように、バックアップされ
たマシン（または同じバージョンの Microsoft Exchange Server がインストールさ
れている別のマシン)から、Office 365 エージェントがインストールされたマシンに
ライブラリをコピーします。

2. 次のいずれかを実行します。



アプリケーション認識型バックアップから復元する場合は、[デバイス] で、復元す
るデータが存在していたコンピュータを選択します。



データベースバックアップから復元する場合は、[デバイス] > [Microsoft
Exchange] > [データベース] をクリックし、復元するデータが存在していたデー
タベースを選択します。

3. [復元] をクリックします。
4. リカバリ ポイントを選択します。リカバリ ポイントは、ロケーションでフィルタされ
ます。
コンピュータがオフラインになっている場合、復元ポイントは表示されません。他の方
法を使用して復元する手順は、次のようになります。



（アプリケーション認識型バックアップから復元する場合のみ)バックアップのロケ
ーションが（他のエージェントがアクセスできる)クラウドまたは共有ストレージの場
合は、[マシンを選択] をクリックして、Exchange エージェントまたは VMware エ
ージェントがあるオンラインのマシンを選択してから、復元ポイントを選択しま
す。



[バックアップ] タブ 『178ページ 』の復元ポイントを選択します。

上記のアクションのいずれかで参照用に選択されたコンピュータが、オフラインである
元のコンピュータの代わりに、復元を実行します。
5. [復元] > [Exchange メールボックス] の順にクリックします。
6. 復元するメールボックスを選択します。

メールボックスを名前で検索できます。ワイルドカードはサポートされていません。

7. [復元] をクリックします。
8. （Office 365 に復元する場合のみ):
a. [復元先] で、[Microsoft Office 365] を選択します。
b. （手順 6 で単一のメールボックスを選択した場合)[ターゲットメールボックス] で、
ターゲットメールボックスを指定します。
c. [復元を開始] をクリックします。
ここでは、その他の手順は不要です。
9. [Microsoft Exchange Server を搭載するターゲットコンピュータ] をクリックして、
復元先のコンピュータを選択または変更します。この手順により、エージェント for
Exchange を実行していないコンピュータへの復元が可能になります。
クライアントアクセス（Microsoft Exchange Server 2010/2013)の役割、またはメー
ルボックスロール（Microsoft Exchange Server 2016 以降)が有効なマシンの完全修飾
ドメイン名（FQDN)を指定します。このコンピュータは、復元を実行するコンピュータ
と同じ Active Directory フォレストに属している必要があります。
プロンプトが表示されたら、マシンにアクセスするために使用するアカウントの資格情
報を入力します。このアカウントの要件は、「必要なユーザー権限」 『201ページ 』に
記載されています。
10. （オプション)選択済みデータベースを自動的に変更するには、[見つからないメールボ
ックスを再作成するためのデータベース] をクリックします。
11. [復元を開始] をクリックします。
復元の進行状況は [アクティビティ] タブに表示されます。

メールボックスのバックアップからメールボックスを復元するには
1. [デバイス] > [Microsoft Exchange] > [メールボックス] をクリックします。
2. 復元するメールボックスを選択してから、[復元] をクリックします。
メールボックスを名前で検索できます。ワイルドカードはサポートされていません。
メールボックスが削除された場合、そのメールボックスを[バックアップ] 『178ページ 』
タブで選択してから、[バックアップの表示] をクリックします。
3. 復元ポイントを選択します。復元ポイントは、保存場所でフィルタされます。
4. [復元] >[メールボックス] の順にクリックします。
5. 上記の手順 8～11 を実行します。

13.7.2 メールボックスのアイテムの復元
アプリケーション認識型バックアップまたはデータベースバックアップからメールボッ
クスアイテムを復元するには
1. （データベースバックアップから Office 365 に復元する場合のみ)Exchange Server
が実行されているバックアップされたマシンに Office 365 エージェントがインストール
されていない場合は、以下のいずれかの対応を行ってください。



組織内に Office 365 エージェントが存在しない場合は、バックアップされたマシン
（または同じバージョンの Microsoft Exchange Server がインストールされている
別のマシン)に Office 365 エージェントをインストールします。



組織で Office 365 エージェントを既に使用している場合は、「Microsoft Exchange
ライブラリのコピー」 『219ページ 』に記載されているように、バックアップされ
たマシン（または同じバージョンの Microsoft Exchange Server がインストールさ
れている別のマシン)から、Office 365 エージェントがインストールされたマシンに
ライブラリをコピーします。

2. 次のいずれかを実行します。



アプリケーション認識型バックアップから復元する場合は、[デバイス] で、復元す
るデータが存在していたコンピュータを選択します。



データベースバックアップから復元する場合は、[デバイス] > [Microsoft
Exchange] > [データベース] をクリックし、復元するデータが存在していたデー
タベースを選択します。

3. [復元] をクリックします。
4. リカバリ ポイントを選択します。リカバリ ポイントは、ロケーションでフィルタされ
ます。
コンピュータがオフラインになっている場合、復元ポイントは表示されません。他の方
法を使用して復元する手順は、次のようになります。



（アプリケーション認識型バックアップから復元する場合のみ)バックアップのロケ
ーションが（他のエージェントがアクセスできる)クラウドまたは共有ストレージの場
合は、[マシンを選択] をクリックして、Exchange エージェントまたは VMware エ
ージェントがあるオンラインのマシンを選択してから、復元ポイントを選択しま
す。



[バックアップ] タブ 『178ページ 』の復元ポイントを選択します。

上記のアクションのいずれかで参照用に選択されたコンピュータが、オフラインである
元のコンピュータの代わりに、復元を実行します。
5. [復元] > [Exchange メールボックス] の順にクリックします。
6. 復元するアイテムが元々存在していたメールボックスをクリックします。
7. 復元するアイテムを選択します。
以下の検索オプションを選択できます。ワイルドカードはサポートされていません。



電子メールのメッセージの場合、件名、送信者、受信者、日付で検索します。



イベントの場合、タイトルと日付で検索します。



タスクの場合、件名と日付で検索します。



連絡先の場合、名前、電子メールアドレス、電話番号で検索します。

電子メールのメッセージを選択したら、[内容を表示] をクリックすると、添付ファイル
を含む内容を表示できます。
ヒント 添付ファイルをダウンロードするには、そのファイルの名前をクリックします。

フォルダを選択できるようにするには、フォルダ復元のアイコンをクリックします。

8. [復元] をクリックします。
9. Office 365 に復元するには、[復元先] で [Microsoft Office 365] を選択します。
Exchange Server に復元するには、[復元先] の値をデフォルトの [Microsoft
Exchange] のままにします。
10. （Exchange Server に復元する場合のみ)[Microsoft Exchange Server を搭載する
ターゲットマシン] をクリックして、復元先のマシンを選択または変更します。この手
順により、エージェント for Exchange を実行していないコンピュータへの復元が可能
になります。
クライアントアクセス（Microsoft Exchange Server 2010/2013)の役割、またはメー
ルボックスロール（Microsoft Exchange Server 2016 以降)が有効なマシンの完全修飾
ドメイン名（FQDN)を指定します。このコンピュータは、復元を実行するコンピュータ
と同じ Active Directory フォレストに属している必要があります。
プロンプトが表示されたら、マシンにアクセスするために使用するアカウントの資格情
報を入力します。このアカウントの要件は、「必要なユーザー権限」 『201ページ 』に
記載されています。
11. [ターゲットメールボックス] で、ターゲットメールボックスを表示、変更、または指定
します。
デフォルトでは、元のメールボックスが選択されます。このメールボックスが存在しな
い場合、または元は復元先のコンピュータではないコンピュータが選択されている場合
は、ターゲットメールボックスの指定が必要です。
12. （電子メールメッセージを復元する場合のみ)[ターゲットフォルダ] で、ターゲットメ
ールボックスのターゲットフォルダを表示または変更します。デフォルトでは、[復元さ
れたアイテム] フォルダが選択されます。
13. [復元を開始] をクリックします。

復元の進行状況は [アクティビティ] タブに表示されます。

メールボックスのバックアップからメールボックスアイテムを復元するには
1. [デバイス] > [Microsoft Exchange] > [メールボックス] をクリックします。
2. 復元するアイテムが元々存在していたメールボックスを選択し、[復元] をクリックしま
す。
メールボックスを名前で検索できます。ワイルドカードはサポートされていません。
メールボックスが削除された場合、そのメールボックスを[バックアップ] 『178ページ 』
タブで選択してから、[バックアップの表示] をクリックします。
3. 復元ポイントを選択します。復元ポイントは、保存場所でフィルタされます。
4. [復元] > [電子メールメッセージ] の順にクリックします。
5. 復元するアイテムを選択します。
以下の検索オプションを選択できます。ワイルドカードはサポートされていません。



電子メールのメッセージの場合、件名、送信者、受信者、日付で検索します。



イベントの場合、タイトルと日付で検索します。



タスクの場合、件名と日付で検索します。



連絡先の場合、名前、電子メールアドレス、電話番号で検索します。

電子メールのメッセージを選択したら、[内容を表示] をクリックすると、添付ファイル
を含む内容を表示できます。
ヒント 添付ファイルをダウンロードするには、そのファイルの名前をクリックします。

電子メールのメッセージを選択したら、[電子メールで送信] をクリックすると、メッセ
ージをメールアドレスに送信できます。メッセージは管理者アカウントのメールアドレ
スから送信されます。
フォルダを選択できるようにするには、フォルダ復元のアイコンをクリックします。

6. [復元] をクリックします。
7. 上記の手順 9～13 を実行します。

13.7.3 Microsoft Exchange Server のライブラリのコピー
Exchange メールボックスまたはメールボックスアイテムを Office 365 に復元する 『210
ページ 』とき、バックアップされたマシン（または同じバージョンの Microsoft Exchange
Server がインストールされている別のマシン)から、Office 365 エージェントがインスト
ールされているマシンに次のライブラリをコピーすることが必要になる場合があります。
バックアップされた Microsoft Exchange Server のバージョンに応じて、次のファイルを
コピーします。
Microsoft Exchange Server のバ

ライブラリ

デフォルトのロケーション

ese.dll

%ProgramFiles%\Microsoft\Exchange

ージョン
Microsoft Exchange Server 2010

esebcli2.dll

Server\V14\bin

store.exe
Microsoft Exchange Server 2013

ese.dll

%ProgramFiles%\Microsoft\Exchange
Server\V15\bin

msvcr110.dl %WINDIR%\system32
l
Microsoft Exchange Server

ese.dll

2016、2019

%ProgramFiles%\Microsoft\Exchange
Server\V15\bin

msvcr110.dl %WINDIR%\system32
l
msvcp110.d
ll

このライブラリは、フォルダ %ProgramData%\Acronis\ese に配置されている必要
があります。このフォルダが存在しない場合、手動で作成します。

13.8 SQL サーバーまたは Exchange サーバーのアクセス
認証の変更
エージェントをインストールし直すことなく、SQL サーバーまたは Exchange サーバーのア
クセス認証を変更することができます。

SQL サーバーまたは Exchange サーバーのアクセス認証を変更するには
1. [デバイス] をクリックし、[Microsoft SQL] または [Microsoft Exchange] をクリ
ックします。
2. アクセス認証を変更する Always On 可用性グループ、データベース可用性グループ、
SQL サーバーインスタンス、または Exchange Server を選択します。
3. [資格情報の指定] をクリックします。
4. 新しいアクセス認証を指定し、[OK] をクリックします。

Exchange サーバーのメールボックスバックアップのアクセス認証を変更するには
1. [デバイス] > [Microsoft Exchange] をクリックしてから、[メールボックス] を展開
します。
2. アクセス認証を変更する Exchange サーバーを選択します。
3. [設定] をクリックします。
4. [Exchange 管理者アカウント] で新しいアクセス認証を指定し、[保存] をクリックし
ます。

14 モバイル デバイスの保護
バックアップアプリにより、モバイルデータをクラウド ストレージにバックアップし、紛
失または破損した場合にそれをリカバリできます。クラウド ストレージへのバックアップ
には、アカウントとクラウドサブスクリプションが必要であることに注意してください。

サポートされるモバイル デバイス
バックアップアプリは、以下のいずれかのオペレーティングシステムを実行しているモバイ
ルデバイスにインストールできます。



iOS10.3 以降（iPhone、iPod、および iPad)



Android 5.0 以降

バックアップできる内容


連絡先



写真



動画



カレンダー



リマインダ（iOS デバイスのみ)

留意事項


データは、クラウドストレージにのみバックアップできます。



アプリを開くといつでも、データ変更のサマリを確認し、バックアップを手動で開始で
きます。



自動バックアップ機能は、デフォルトで有効になっています。この設定がオンの場合:



Android 7.0 以降の場合、バックアップアプリは新しいデータを即座に自動的に検出
し、クラウドにアップロードします。



Android 5 および 6 の場合、変更は 3 時間ごとに確認されます。アプリの設定で、自
動バックアップをオフにすることもできます。



[Wi-Fi のみを使用] オプションは、アプリの設定によりデフォルトで有効になります。
この設定がオンの場合、バックアップアプリは Wi-Fi 接続が利用可能なときにのみデー
タをバックアップします。Wi-Fi 接続が失われると、バックアップ処理は開始しません。
アプリを携帯電話接続でも使用するためには、このオプションをオフにします。



エネルギーを節約する 2 つの方法があります。



デフォルトで無効になっている [充電中にバックアップ] 機能。この設定がオンの場
合、バックアップアプリはデバイスが電源に接続されているときにのみデータをバ
ックアップします。自動バックアップ処理中にデバイスが電源から切断されると、
バックアップは一時停止します。



[節電モード] はデフォルトで有効になります。この設定がオンの場合、バックアッ
プアプリはデバイスのバッテリー残量が少なくないときにのみデータをバックアッ
プします。デバイスのバッテリー残量が少なくなると、自動バックアップは一時停
止します。このオプションは、Android 8 以降で使用できます。



自分のアカウントの下で登録されたモバイル デバイスから、バックアップデータにアク
セスできます。この機能は、古いモバイル デバイスから新しいデバイスにデータを転送
するために役立ちます。Android デバイスの連絡先と写真は、iOS デバイスに復元でき
ます（逆も可能)。バックアップコンソールを使用して、写真、動画、連絡先をあらゆる
デバイスにダウンロードすることもできます。



お使いのアカウントで登録されたモバイル デバイスからバックアップされたデータは、
そのアカウントでのみ使用できます。他のアカウントからはそのデータの表示も復元も
できません。



バックアップアプリでは、最新のデータバージョンのみを復元できます。特定のバック
アップのバージョンから復元する必要がある場合は、タブレットまたはコンピューター
でバックアップコンソールを使用します。



保持ルールは、モバイル デバイスのバックアップには適用されません。



[Android デバイス限定] バックアップ中に SD カードが存在する場合、このカードに格
納されているデータもバックアップされます。このデータは、復元中に存在する場合は
SD カードのバックアップによって復元フォルダに復元されます。または、データをリカ
バリする別のロケーションをアプリが要求します。

バックアップアプリの入手先
モバイルデバイスに応じて、App Store または Google Play からアプリをインストールしま
す。

データのバックアップを開始する方法
1. アプリを開きます。
2. 自分のアカウントを使用してサインインします。
3. [セットアップ] をタップしてバックアップを作成します。モバイルデバイスのバックア
ップが存在しない場合にのみこのボタンが表示されることに注意してください。
4. バックアップするデータのカテゴリを選択します。デフォルト設定では、すべてのカテ
ゴリが選択されます。
5. [オプションステップ] バックアップの暗号化を有効にし、暗号化によってバックアップ
を保護します。この場合は、以下を行う必要もあります。
1. 暗号化パスワードを 2 回入力します。

忘れたパスワードは復元または変更できないので、パスワードを忘れないでください。

1. [暗号化] をタップします。
1. [バックアップ] をタップします。
2. アプリの個人データへのアクセスを許可します。特定のデータカテゴリへのアクセスを
拒否すると、そのカテゴリはバックアップされません。
バックアップが開始されます。

モバイルデバイスにデータを復元する方法
1. バックアップアプリを開きます。
2. [参照] をタップします。
3. デバイス名をタップします。
4. 次のいずれかを実行します。



バックアップされたデータをすべて復元するには、[すべて復元] をタップします。
これ以上の操作は不要です。



データ カテゴリを 1 つ以上復元するには、[選択] をタップしてから必要なデータ
カテゴリのチェック ボックスをタップします。[復元] をタップします。これ以上の
操作は不要です。



同一のデータ カテゴリに属しているデータ アイテムを復元するには、そのデータ
カテゴリをタップします。手順に従って進めます。

5. 次のいずれかを実行します。



単一のデータ アイテムを復元するには、そのデータ アイテムをタップします。



複数のデータ アイテムを復元するには、[選択] をタップしてから必要なデータ ア
イテムのチェック ボックスをタップします。

6. [復元] をタップします。

バックアップコンソールからデータをレビューする方法
1. コンピュータでブラウザを開き、バックアップコンソールの URL を入力します。
2. 自分のアカウントを使用してサインインします。
3. [すべてのデバイス] で、モバイルデバイスの名前の下にある [復元] をクリックしま
す。

4. 次の手順のいずれかを実行します。



写真、動画、連絡先、予定表、またはリマインダーをすべてダウンロードするには、
それぞれのデータカテゴリを選択します。[ダウンロード] をクリックします。



個々の写真、動画、連絡先、予定表、またはリマインダーをダウンロードするには、
それぞれのデータカテゴリ名を選択してから、必要なデータアイテムのチェックボ
ックスを選択します。[ダウンロード] をクリックします。



テキストメッセージ、写真、または連絡先をプレビューするには、それぞれのデー
タ カテゴリ名をクリックしてから、必要なデータ アイテムをクリックします。

15 Office 365 データの保護
Office 365データをバックアップする理由
Microsoft Office 365 は一連のクラウドサービスですが、定期的にバックアップすることで、
ユーザーのエラーや意図的な悪意のある行為からの保護レベルを高めます。Office 365 の保
持期間が終了した後でもバックアップから削除したアイテムを復元できます。規制コンプラ
イアンスに必要な場合、Exchange Online メールボックスのローカルコピーを保存できま
す。

エージェント for Office 365
希望する機能により、Office 365 エージェントをローカルにインストールするか、クラウド
上で提供されるエージェントを使用するか、またはその両方を選択できます。次の表では、
ローカルおよびクラウドエージェントの機能についてまとめています。
ローカル Office 365 エージェント クラウド Office 365 エージェント
バックアップできるデータア

Exchange Online: ユーザーメ

 Exchange Online: ユーザー

イテム

ールボックスと共有メールボック

メールボックス、共有メールボ

ス

ックス、およびグループメール
ボックス、そしてパブリックフ
ォルダ

 OneDrive: ユーザーファイル
とフォルダ

 SharePoint Online: クラシ
ックサイトコレクション、グル
ープ（チーム)サイト、コミュニ
ケーションサイト、個々のデー
タアイテム
アーカイブメールボックス
（インプレースアーカイブ)
のバックアップ

いいえ

はい

ローカル Office 365 エージェント クラウド Office 365 エージェント
バックアップスケジュール

ユーザー定義 『77ページ 』

変更できません。各バックアップ
計画は毎日同じ時刻に実行されま
す。*

バックアップ保存先

クラウドストレージ、ローカルフ

クラウドストレージのみ

ォルダ、ネットワークフォルダ
新しい Office 365 ユーザー、

いいえ

はい、バックアップ計画を [すべ
てのユーザー]、[すべてのグルー

グループ、サイトの自動保護

プ]、[すべてのサイト] グループ
に適用することによります
いいえ

はい

詳細復元

はい

はい

1 つの組織内の別のユーザー

はい

はい

別の組織への復元

いいえ

はい

オンプレミス Microsoft

いいえ

いいえ

パフォーマンスの低下を伴わ

クラウドストレージにバックアッ

会社ごとに 5000 の保護済みアイ

ずにバックアップできるアイ

プする場合:会社ごとに 5000 メー

テム（メールボックス、

ルボックス

OneDrive、またはサイト)

複数の Office 365 組織を保護
する

に復元

Exchange Server に復元

テムの最大数

別の場所にバックアップする場合:
バックアップ計画ごとに 2000 メ
ールボックス（会社ごとのメールボ
ックス数は無制限)
手動バックアップ実行の最大

いいえ

ージ 』

数
同時復元操作の最大数

1 時間に 10 回の手動実行 『184ペ

いいえ

GSuite 復元操作を含め、10 回の
操作

* クラウドエージェントは複数の顧客へサービスを提供していますので、日毎の負荷を均等化し、す
べての顧客に等しいクオリティのサービスを確保するために、各バックアップ計画の開始時刻を自分
で決定します。

制限
復元中にユーザー、パブリックフォルダ、グループ、またはサイトの自動作成はできません。
たとえば、削除した SharePoint Online サイトを復元する場合、最初に新しいサイトを手動
で作成し、その後で復元中にターゲットサイトとして指定します。

必要なユーザー権限
バックアップサービスで
ローカルかクラウドかにかかわらず、Office 365 エージェントは、顧客管理者アカウントの
下で登録する必要があります。部署管理者とユーザーは、Office 365 データをバックアッ
プ・復元できません。

Microsoft Office 365 で
アカウントに Microsoft Office 365 のグローバル管理者権限が割り当てられている必要があ
ります。



ローカルエージェントはこのアカウントを使用して Office 365 にログインします。エー
ジェントがメールボックスの内容すべてにアクセスできるようにするために、このアカ
ウントには ApplicationImpersonation 管理ロールが割り当てられます。このアカウ
ントパスワードを変更する場合は、「Office 365 アクセス認証の変更」 『231ページ 』
に記載されているように、バックアップコンソールでパスワードをアップデートしま
す。



クラウドエージェントは Office 365 にログインしません。エージェントは、Microsoft
Office 365 により直接必要な権限を与えられます。これらの権限の付与は、グローバル
管理者としてサインインして、一度のみ確認する必要があります。エージェントは、ア
カウント資格情報を保存せず、バックアップと復元を実行するために使用しません。こ
の Office 365 アカウントのパスワード変更は、エージェントの操作に影響しません。

15.1 ローカルにインストールされた Office 365 エージェ
ントの使用
15.1.1 Microsoft Office 365 組織の追加
Microsoft Office 365 組織を追加する方法
1. 会社管理者としてバックアップコンソールにサインインします。
2. 右上にあるアカウントアイコンをクリックし、その後 [ダウンロード] > [Office 365
エージェント] の順にクリックします。
3. このエージェントをダウンロードし、インターネットに接続された Windows マシンに
インストールします。
4. インストールが完了したら、[デバイス] > [Microsoft Office 365] をクリックして
Office 365 のグローバル管理者資格情報を入力します。
重要 1 つの組織でローカルにインストールされた Office 365 エージェントは 1 つのみである必要
があります（企業グループ)。

確認すると、組織のデータアイテムが [Microsoft Office 365] ページのバックアップコ
ンソールに表示されます。

15.1.2 Exchange Online メールボックスの保護
どのアイテムをバックアップできますか。
ユーザーメールボックスと共有メールボックスをバックアップできます。グループメールボ
ックスとアーカイブメールボックス（インプレースアーカイブ)はバックアップできません。

復元できるアイテム
メールボックス バックアップから復元できるアイテムは次のとおりです。



メールボックス



電子メールフォルダ



電子メールメッセージ



予定表のイベント



タスク



連絡先



履歴項目



メモ

アイテムの場所は検索で確認できます。
メールボックスが既存のメールボックスに復元されると、ID が一致する既存のアイテムは
上書きされます。
メールボックスのアイテムの復元で上書きされるものはありません。その代わりに、メール
ボックスアイテムへのフルパスは、ターゲットフォルダで再作成されます。

15.1.2.1 メールボックスの選択
以下の記述のとおり、メールボックスを選択し、バックアップ計画のその他の設定を必要に
応じて 『60ページ 』指定します。

メールボックスを選択する方法
1. [Microsoft Office 365]をクリックします。
2. サインインが表示されたら、Microsoft Office 365 に全体管理者としてサインインしま
す。
3. バックアップするメールボックスを選択します。
4. [バックアップ] をクリックします。

15.1.2.2 メールボックスおよびメールボックスアイテムの復元
メールボックスの復元
1. [Microsoft Office 365]をクリックします。
2. 復元するメールボックスを選択してから、[復元] をクリックします。
メールボックスを名前で検索できます。ワイルドカードはサポートされていません。
メールボックスが削除された場合、そのメールボックスを[バックアップ] 『178ページ 』
タブで選択してから、[バックアップの表示] をクリックします。

3. リカバリ ポイントを選択します。リカバリ ポイントは、ロケーションでフィルタされ
ます。
4. [復元] >[メールボックス] の順にクリックします。
5. [ターゲットメールボックス] で、ターゲットメールボックスを表示、変更、または指定
します。
デフォルトでは、元のメールボックスが選択されます。このメールボックスが存在しな
い場合、ターゲットメールボックスの指定が必要です。
6. [復元を開始] をクリックします。

メールボックスのアイテムの復元
1. [Microsoft Office 365]をクリックします。
2. 復元するアイテムが元々存在していたメールボックスを選択し、[復元] をクリックしま
す。
メールボックスを名前で検索できます。ワイルドカードはサポートされていません。
メールボックスが削除された場合、そのメールボックスを[バックアップ] 『178ページ 』
タブで選択してから、[バックアップの表示] をクリックします。
3. リカバリ ポイントを選択します。リカバリ ポイントは、ロケーションでフィルタされ
ます。
4. [復元] > [電子メールメッセージ] の順にクリックします。
5. 復元するアイテムを選択します。
以下の検索オプションを選択できます。ワイルドカードはサポートされていません。



電子メールのメッセージの場合、件名、送信者、受信者、日付で検索します。



イベントの場合、タイトルと日付で検索します。



タスクの場合、件名と日付で検索します。



連絡先の場合、名前、電子メールアドレス、電話番号で検索します。

電子メールのメッセージを選択したら、[内容を表示] をクリックすると、添付ファイル
を含む内容を表示できます。
ヒント 添付ファイルをダウンロードするには、そのファイルの名前をクリックします。

電子メールのメッセージを選択したら、[電子メールで送信] をクリックすると、メッセ
ージをメールアドレスに送信できます。メッセージは管理者アカウントのメールアドレ
スから送信されます。
フォルダを選択できるようにするには、「フォルダ復元」のアイコンをクリックします。

6. [復元] をクリックします。
7. [ターゲットメールボックス] で、ターゲットメールボックスを表示、変更、または指定
します。
デフォルトでは、元のメールボックスが選択されます。このメールボックスが存在しな
い場合、ターゲットメールボックスの指定が必要です。
8. [復元を開始] をクリックします。
9. 操作を確定します。
メールボックスのアイテムは、常にターゲットメールボックスの [復元されたアイテム] フ
ォルダに復元されます。

15.1.2.3 Office 365 アクセス認証の変更
エージェントをインストールし直すことなく、Office 365 のアクセス認証を変更することが
できます。

Office 365 のアクセス認証を変更するには
1. [デバイス] > [Microsoft Office 365] をクリックします。
2. [資格情報の指定] をクリックします。
3. Office 365 のグローバル管理者の資格情報を入力し、[OK] をクリックします。
エージェントはこのアカウントを使用して Office 365 にログインします。エージェント
がメールボックスの内容すべてにアクセスできるようにするために、このアカウントに
は ApplicationImpersonation 管理ロールが割り当てられます。

15.2 クラウド Office 365 エージェントの使用
15.2.1 Microsoft Office 365 組織の追加
Microsoft Office 365 組織を追加する方法
1. 企業管理者としてバックアップコンソールにサインインします。
2. [デバイス] > [追加] > [Microsoft Office 365 Business] をクリックします。
3. 組織で使用している Microsoft データセンターを選択します。
ソフトウェアにより Microsoft Office 365 ログインページにリダイレクトされます。
4. Office 365 のグローバル管理者の資格情報でサインインします。
Microsoft Office 365 に、組織のデータをバックアップおよび復元するために必要な権
限の一覧が表示されます。
5. バックアップサービスにこれらの権限を付与することを確認します。
確認すると、組織のデータアイテムが [Microsoft Office 365] ページのバックアップコ
ンソールに表示されます。

高度な使用に関するヒント


組織がバックアップサービスに追加されたときから、クラウドエージェントは 24 時間ご
とに Office 365 と同期します。ユーザー、グループ、またはサイトを追加または削除す
る場合、この変更はバックアップコンソールに直ちに表示されません。クラウドエージ
ェントを強制的に Office 365 と同期するには、[Microsoft Office 365] ページで組織
を選択し、[更新] をクリックします。



バックアップ計画を [すべてのユーザー]、[すべてのグループ]、または [すべてのサイ
ト] グループに適用した場合、新しく追加されたアイテムは同期後にのみバックアップ
に含まれます。



Microsoft のポリシーに従って、ユーザー、グループ、またはサイトが Office 365 GUI
から削除された後、数日間は API 経由で利用できます。この間、削除されたアイテムは
バックアップコンソールで非アクティブ（灰色)になり、バックアップされません。削除
されたアイテムが API 経由で利用できなくなると、バックアップコンソールから消えま
す。そのバックアップ（存在する場合)は [バックアップ] > [クラウドアプリケーション
バックアップ] で見つけることができます。

15.2.2 Exchange Online データの保護
バックアップできるアイテム
ユーザーメールボックス、共有メールボックス、およびグループメールボックスをバックア
ップできます。オプションとして、選択したメールボックスのアーカイブメールボックス
（インプレースアーカイブ)のバックアップを選択できます。
バックアップサービスのバージョン 8.0 からは、パブリックフォルダをバックアップできま
す。組織がバージョン 8.0 のリリース以前にバックアップサービスに追加された場合、この
機能を取得するために組織を再追加する必要があります。組織を削除せず、「Microsoft
Office 365 組織の追加」 『232ページ 』に説明されているステップをただ繰り返してくださ
い。結果として、バックアップサービスは対応する API を使用する許可を取得します。

復元できるアイテム
メールボックス バックアップから復元できるアイテムは次のとおりです。



メールボックス



電子メールフォルダ



電子メールメッセージ



予定表のイベント



タスク



連絡先



履歴項目



メモ

以下のアイテムをパブリックフォルダバックアップから復元できます。



サブフォルダ



投稿



電子メールメッセージ

アイテムの場所は検索で確認できます。

メールボックス、メールボックスのアイテム、パブリックフォルダ、およびパブリックフォ
ルダのアイテムを復元するとき、ターゲットロケーションにあるアイテムを上書きするかど
うかを選択できます。

15.2.2.1 メールボックスの選択
以下の記述のとおり、メールボックスを選択し、バックアップ計画のその他の設定を必要に
応じて 『60ページ 』指定します。

Exchange Online のメールボックスを選択する方法
1. [Microsoft Office 365] をクリックします。
2. バックアップサービスに複数の Office 365 組織を追加している場合、バックアップする
ユーザーのデータがある組織を選択します。それ以外の場合は、この手順をスキップし
ます。
3. 次のいずれかを実行します。



すべてのユーザーメールボックスとすべての共有メールボックス（将来作成されるメ
ールボックスを含む)をバックアップするには、[ユーザー] ノードを展開し、[すべ
てのユーザー] を選択して、[グループバックアップ] をクリックします。



個々のユーザーメールボックスや共有メールボックスをバックアップするには、[ユ
ーザー] ノードを展開し、[すべてのユーザー] を選択し、バックアップするメール
ボックスのユーザーを選択し、[バックアップ] をクリックします。



すべてのグループメールボックス（将来作成されるグループのメールボックスを含む)
をバックアップするには、[グループ] ノードを展開し、[すべてのグループ] を選択
して、[グループバックアップ] をクリックします。



個々のグループメールボックスをバックアップするには、[グループ] ノードを展開
し、[すべてのグループ] を選択し、バックアップするメールボックスのグループを
選択し、[バックアップ] をクリックします。

4. バックアップ計画パネルで、次の手順を実行します。



[バックアップの対象] で、[Office 365 メールボックス] アイテムが選択されてい
ることを確認します。



アーカイブメールボックスをバックアップしない場合は、[アーカイブメールボック
ス] スイッチを無効にします。

15.2.2.2 パブリックフォルダの選択
以下に記載されているとおり、パブリックフォルダを選択し、バックアップ計画のその他の
設定を必要に応じて 『60ページ 』指定します。

Exchange Online のパブリックフォルダを選択するには
1. [Microsoft Office 365] をクリックします。
2. バックアップサービスに複数の Office 365 組織を追加している場合、バックアップする
ユーザーのデータがある組織を拡張します。それ以外の場合は、この手順をスキップし
ます。
3. パブリックフォルダノードを拡張してから、すべてのパブリックフォルダを選択しま
す。
4. 次のいずれかを実行します。



すべてのパブリックフォルダ（将来作成されるパブリックフォルダを含む)をバックア
ップするには、[グループバックアップ] をクリックします。



個々のパブリックフォルダをバックアップするには、バックアップするパブリック
フォルダを選択し、[バックアップ] をクリックします。

5. バックアップ計画パネルの [バックアップの対象] で、[Office 365 メールボックス]
アイテムが選択されていることを確認します。

15.2.2.3 メールボックスおよびメールボックスアイテムの復元
メールボックスの復元
1. [Microsoft Office 365] をクリックします。
2. バックアップサービスに複数の Office 365 組織を追加している場合は、バックアップさ
れたデータを復元する組織を選択します。それ以外の場合は、この手順をスキップしま
す。
3. 次のいずれかを実行します。



ユーザーメールボックスを復元するには、[ユーザー] ノードを展開し、[すべてのユ
ーザー] を選択し、復元するメールボックスのユーザーを選択し、[復元] をクリッ
クします。



共有メールボックスを復元するには、[ユーザー] ノードを展開し、[すべてのユーザ
ー] を選択し、復元する共有メールボックスを選択し、[復元] をクリックします。



グループメールボックスを復元するには、[グループ] ノードを展開し、[すべてのグ
ループ] を選択し、復元するメールボックスのグループを選択し、[復元] をクリッ
クします。



ユーザー、グループ、または共有メールボックスが削除されている場合は、[バック
アップ] タブ 『178ページ 』の [クラウドアプリケーションバックアップ] セクショ
ンでその項目を選択して、[バックアップの表示] をクリックします。

ユーザーおよびグループを名前で検索できます。ワイルドカードはサポートされていま
せん。
4. リカバリ ポイントを選択します。
ヒント:メールボックスを含む復元ポイントのみを表示するには、[コンテンツでフィルタ] で
[メールボックス] を選択します。

5. [復元] > [メールボックス全体] の順にクリックします。
6. バックアップサービスに複数の Office 365 組織が追加されている場合、バックアップさ
れたデータを復元する組織を選択します。[Office 365 組織] をクリックして、ターゲ
ット組織を表示、変更、または指定できます。
デフォルトでは、元の組織が選択されます。この組織がバックアップサービスに現在登
録されていない場合は、ターゲット組織を指定する必要があります。
7. [メールボックスに復元] で、ターゲットメールボックスを表示、変更、または指定しま
す。
デフォルトでは、元のメールボックスが選択されます。このメールボックスが存在しな
いか、元と異なる組織が選択されている場合は、ターゲットメールボックスを指定する
必要があります。
8. [復元を開始] をクリックします。
9. 次のいずれかの上書きオプションを選択します。



[既存のアイテムに上書きする]



[既存のアイテムを上書きしない]

10. [続行] をクリックして、操作を確定します。

メールボックスのアイテムの復元
1. [Microsoft Office 365] をクリックします。
2. バックアップサービスに複数の Office 365 組織を追加している場合は、バックアップさ
れたデータを復元する組織を選択します。 それ以外の場合は、この手順をスキップしま
す。
3. 次のいずれかを実行します。



ユーザーメールボックスからアイテムを復元するには、[ユーザー] ノードを展開し、
[すべてのユーザー] を選択し、復元するアイテムが最初にあったメールボックスの
ユーザーを選択し、[復元] をクリックします。



共有メールボックスからアイテムを復元するには、[ユーザー] ノードを展開し、[す
べてのユーザー] を選択し、復元するアイテムが最初にあった共有メールボックスを
選択し、[復元] をクリックします。



グループメールボックスからアイテムを復元するには、[グループ] ノードを展開し、
[すべてのグループ] を選択し、復元するアイテムが最初にあったメールボックスの
グループを選択し、[復元] をクリックします。



ユーザー、グループ、または共有メールボックスが削除されている場合は、[バック
アップ] タブ 『178ページ 』の [クラウドアプリケーションバックアップ] セクショ
ンでその項目を選択して、[バックアップの表示] をクリックします。

ユーザーおよびグループを名前で検索できます。 ワイルドカードはサポートされていま
せん。
4. リカバリ ポイントを選択します。
ヒント:メールボックスを含む復元ポイントのみを表示するには、[コンテンツでフィルタ] で
[メールボックス] を選択します。

5. [復元] > [メールメッセージ] の順にクリックします。
6. 目的のフォルダを参照するか、検索を使用して目的のアイテムの一覧を取得します。
以下の検索オプションを選択できます。ワイルドカードはサポートされていません。



電子メールのメッセージの場合、件名、送信者、受信者、日付で検索します。



イベントの場合、タイトルと日付で検索します。



タスクの場合、件名と日付で検索します。



連絡先の場合、名前、メールアドレス、電話番号で検索します。

7. 復元するアイテムを選択します。フォルダを選択できるようにするには、[フォルダ復
元] のアイコンをクリックします。
また、次のいずれかを実行できます。



アイテムを選択する際に、添付ファイルを含む内容を表示するには、[内容を表示]
をクリックします。 添付ファイルをダウンロードするには、そのファイルの名前を
クリックします。



メールメッセージまたはカレンダーアイテムを選択したら、[メールで送信] をクリ
ックして、アイテムを指定したメールアドレスに送信します。送信者を選択し、転
送するアイテムに追加するテキストを作成できます。



バックアップが暗号化されておらず、検索を使用して、検索結果で 1 つのアイテムを
選択した場合のみ、[バージョンを表示] をクリックして、復元するアイテムのバー
ジョンを選択します。選択した復元ポイントより前または後の、任意のバックアッ
プバージョンを選択できます。

8. [復元] をクリックします。
9. バックアップサービスに複数の Office 365 組織を追加している場合は、[Office 365 組
織] をクリックして、ターゲット組織を表示、変更、または指定します。
デフォルトでは、元の組織が選択されます。 この組織がバックアップサービスに現在登
録されていない場合は、ターゲット組織を指定する必要があります。
10. [メールボックスに復元] で、ターゲットメールボックスを表示、変更、または指定しま
す。
デフォルトでは、元のメールボックスが選択されます。 このメールボックスが存在しな
いか、元と異なる組織が選択されている場合は、ターゲットメールボックスを指定する
必要があります。
11. （ユーザーメールボックスまたは共有メールボックスへ復元する場合のみ)[パス] で、
ターゲットメールボックスのターゲットフォルダを表示または変更します。デフォルト
では、[復元されたアイテム] フォルダが選択されます。
グループメールボックスのアイテムは、常に [受信ボックス] フォルダに復元されま
す。
12. [復元を開始] をクリックします。

13. 次のいずれかの上書きオプションを選択します。



[既存のアイテムに上書きする]



[既存のアイテムを上書きしない]

14. [続行] をクリックして、操作を確定します。

15.2.2.4 パブリックフォルダおよびフォルダアイテムの復元
パブリックフォルダまたはパブリックフォルダのアイテムを復元するには、ターゲットの
Office 365 組織の少なくとも 1 人の管理者に、ターゲットのパブリックフォルダに対する所
有者の権限が必要です。アクセスが拒否されたというエラーで復元が失敗した場合、ターゲ
ットフォルダのプロパティでこれらの権限を割り当て、バックアップコンソールでターゲッ
ト組織を選択し、[更新] をクリックしてから、復元を繰り返します。

パブリックフォルダまたはフォルダのアイテムを復元するには
1. [Microsoft Office 365] をクリックします。
2. バックアップサービスに複数の Office 365 組織が追加されている場合は、バックアップ
データを復元する組織を拡張します。それ以外の場合は、この手順をスキップします。
3. 次のいずれかを実行します。



[パブリックフォルダ] ノードを展開し、[すべてのパブリックフォルダ] を選択し、
復元するパブリックフォルダまたは復元するアイテムが元々含まれていたパブリッ
クフォルダを選択し、[復元] をクリックします。



パブリックフォルダが削除されている場合は、[バックアップ] タブ 『178ページ 』
の [クラウドアプリケーションバックアップ] セクションでそのチームドライブを選
択して、[バックアップの表示] をクリックします。

パブリックフォルダを名前で検索できます。ワイルドカードはサポートされていませ
ん。
4. リカバリ ポイントを選択します。
5. [データの復元] をクリックします。
6. 目的のフォルダを参照するか、検索を使用して目的のアイテムの一覧を取得します。
電子メールのメッセージおよび投稿を、件名、送信者、受信者、日付で検索できます。
ワイルドカードはサポートされていません。

7. 復元するアイテムを選択します。フォルダを選択できるようにするには、[フォルダ復
元] のアイコンをクリックします。
また、次のいずれかを実行できます。



電子メールのメッセージまたは投稿を選択する際に、添付ファイルを含む内容を表
示するには、[内容を表示] をクリックします。 添付ファイルをダウンロードするに
は、そのファイルの名前をクリックします。



メールメッセージまたは投稿を選択したら、[メールで送信] をクリックして、アイ
テムを指定したメールアドレスに送信します。送信者を選択し、転送するアイテム
に追加するテキストを作成できます。



バックアップが暗号化されておらず、検索を使用して、検索結果で 1 つのアイテムを
選択した場合のみ、[バージョンを表示] をクリックして、復元するアイテムのバー
ジョンを選択します。選択した復元ポイントより前または後の、任意のバックアッ
プバージョンを選択できます。

8. [復元] をクリックします。
9. バックアップサービスに複数の Office 365 組織を追加している場合は、[Office 365 組
織] をクリックして、ターゲット組織を表示、変更、または指定します。
デフォルトでは、元の組織が選択されます。この組織がバックアップサービスに現在登
録されていない場合は、ターゲット組織を指定する必要があります。
10. [パブリックフォルダに復元] で、ターゲットパブリックフォルダを表示、変更、または
指定します。
デフォルトでは、元のフォルダが選択されます。このフォルダが存在しない場合、また
は元と異なる組織が選択されている場合は、ターゲットフォルダを指定する必要があり
ます。
11. [パス] で、ターゲットパブリックフォルダにあるターゲットサブフォルダを表示または
変更します。デフォルトでは、元のパスは再作成されます。
12. [復元を開始] をクリックします。
13. 次のいずれかの上書きオプションを選択します。



[既存のアイテムに上書きする]



[既存のアイテムを上書きしない]

14. [続行] をクリックして、操作を確定します。

15.2.3 OneDrive ファイルの保護
バックアップできるアイテム
OneDrive 全体、または個別のファイルとフォルダをバックアップできます。
ファイルは、共有権限とともにバックアップされます。高度な権限レベル（[デザイン]、[フ
ル]、[投稿])はバックアップされません。

復元できるアイテム
OneDrive 全体またはバックアップされている任意のファイルまたはフォルダを復元できま
す。
アイテムの場所は検索で確認できます。
共有権限を復元するか、ファイルの復元先のフォルダのアクセス許可をファイルに継承させ
るかを選択できます。
ファイルおよびフォルダの共有リンクは復元されません。

15.2.3.1 OneDrive ファイルの選択
以下の記述のとおり、ファイルを選択し、バックアップ計画のその他の設定を必要に応じて
『60ページ 』指定します。

OneDrive ファイルを選択する方法
1. [Microsoft Office 365]をクリックします。
2. バックアップサービスに複数の Office 365 組織を追加している場合、バックアップする
ユーザーのデータがある組織を選択します。それ以外の場合は、この手順をスキップし
ます。
3. 次のいずれかを実行します。



すべてのユーザー（将来作成されるユーザーを含む)のファイルをバックアップするに
は、[ユーザー] ノードを展開し、[すべてのユーザー] を選択して、[グループバッ
クアップ] をクリックします。



個々のユーザーのファイルをバックアップするには、[ユーザー] ノードを展開し、
[すべてのユーザー] を選択し、バックアップするファイルのユーザーを選択し、[バ
ックアップ] をクリックします。

4. バックアップ計画パネルで、次の手順を実行します。



[バックアップの対象] で、[OneDrive] アイテムが選択されていることを確認しま
す。



[バックアップの対象] で、次のいずれかを実行します。



デフォルト設定 [すべて]（すべてのファイル)を保持する。



名前またはパスを追加して、バックアップするファイルとフォルダを指定する。
ワイルドカード文字（*、**、?)を使用できます。パスの指定およびワイルドカ
ードの使用に関する詳細については、「ファイルフィルタ」 『118ページ 』を参
照してください。



参照して、バックアップするファイルとフォルダを指定します。
[参照] リンクは、単一のユーザーのバックアップ計画を作成するときにのみ使
用できます。



（オプション)[バックアップの対象] で、[除外の表示] をクリックして、バックア
ップ中にスキップするファイルとフォルダを指定します。
[ファイルの除外] は、ファイルの選択を上書きします。つまり、両方のフィールド
で同じファイルを指定した場合、バックアップ時にこのファイルはスキップされま
す。

15.2.3.2 OneDrive と OneDrive ファイルの復元
OneDrive 全体の復元
1. [Microsoft Office 365] をクリックします。
2. バックアップサービスに複数の Office 365 組織を追加している場合は、バックアップさ
れたデータを復元する組織を選択します。 それ以外の場合は、この手順をスキップしま
す。
3. [ユーザー] ノードを展開し、[すべてのユーザー] を選択し、復元する OneDrive のユー
ザーを選択し、[復元] をクリックします。

ユーザーが削除されている場合は、[バックアップ] タブ 『178ページ 』の [クラウドア
プリケーションバックアップ] セクションでそのユーザーを選択して、[バックアップの
表示] をクリックします。
ユーザーを名前で検索できます。ワイルドカードはサポートされていません。
4. リカバリ ポイントを選択します。
ヒント:OneDrive のファイルを含む復元ポイントのみを表示するには、[コンテンツでフィルタ]
で [OneDrive] を選択します。

5. [復元] > [OneDrive 全体] をクリックします。
6. バックアップサービスに複数の Office 365 組織を追加している場合は、[Office 365 組
織] をクリックして、ターゲット組織を表示、変更、または指定します。
デフォルトでは、元の組織が選択されます。 この組織がバックアップサービスに現在登
録されていない場合は、ターゲット組織を指定する必要があります。
7. [ドライブに復元] で、ターゲットユーザーを表示、変更、または指定します。
デフォルトでは、元のユーザーが選択されます。このユーザーが存在しないか、元と異
なる組織が選択されている場合は、ターゲットユーザーを指定する必要があります。
8. ファイルの共有権限を復元するかどうかを選択します。
9. [復元を開始] をクリックします。
10. 次のいずれかの上書きオプションを選択します。



[既存のファイルを上書きする]



[既存のファイルが古い場合は上書きする]



[既存のファイルを上書きしない]

11. [続行] をクリックして、操作を確定します。

OneDrive ファイルの復元
1. [Microsoft Office 365] をクリックします。
2. バックアップサービスに複数の Office 365 組織を追加している場合は、バックアップさ
れたデータを復元する組織を選択します。 それ以外の場合は、この手順をスキップしま
す。
3. [ユーザー] ノードを展開し、[すべてのユーザー] を選択し、復元する OneDrive ファイ
ルのユーザーを選択し、[復元] をクリックします。

ユーザーが削除されている場合は、[バックアップ] タブ 『178ページ 』の [クラウドア
プリケーションバックアップ] セクションでそのユーザーを選択して、[バックアップの
表示] をクリックします。
ユーザーを名前で検索できます。 ワイルドカードはサポートされていません。
4. リカバリ ポイントを選択します。
ヒント:OneDrive のファイルを含む復元ポイントのみを表示するには、[コンテンツでフィルタ]
で [OneDrive] を選択します。

5. [復元] > [ファイル/フォルダ] の順にクリックします。
6. 目的のフォルダを直接参照するか、検索を使用して目的のファイルとフォルダの一覧を
取得します。
1 つ以上のワイルドカード文字（*および?)を使用できます。 ワイルドカードの使用に関
する詳細については、「ファイルフィルタ」 『118ページ 』を参照してください。
バックアップが暗号化されている場合、検索は使用できません。
7. 復元するファイルを選択します。
バックアップが暗号化されておらず、1 つのファイルを選択した場合は、[バージョンを
表示] をクリックして、復元するファイルのバージョンを選択できます。 選択した復元
ポイントより前または後の、任意のバックアップバージョンを選択できます。
8. ファイルをダウンロードする場合は、そのファイルを選択し、[ダウンロード] をクリッ
クし、ファイルの保存先を選択して、[保存] をクリックします。それ以外の場合は、こ
の手順をスキップします。
9. [復元] をクリックします。
10. バックアップサービスに複数の Office 365 組織を追加している場合は、[Office 365 組
織] をクリックして、ターゲット組織を表示、変更、または指定します。
デフォルトでは、元の組織が選択されます。 この組織がバックアップサービスに現在登
録されていない場合は、ターゲット組織を指定する必要があります。
11. [ドライブに復元] で、ターゲットユーザーを表示、変更、または指定します。
デフォルトでは、元のユーザーが選択されます。 このユーザーが存在しないか、元と異
なる組織が選択されている場合は、ターゲットユーザーを指定する必要があります。
12. [パス] で、ターゲットユーザーの OneDrive にあるターゲットフォルダを表示または変
更します。デフォルトでは、元のロケーションが選択されます。

13. ファイルの共有権限を復元するかどうかを選択します。
14. [復元を開始] をクリックします。
15. 次のいずれかのファイル上書きオプションを選択します。



[既存のファイルを上書きする]



[既存のファイルが古い場合は上書きする]



[既存のファイルを上書きしない]

16. [続行] をクリックして、操作を確定します。

15.2.4 SharePoint Online サイトの保護
バックアップできるアイテム
SharePoint クラシックサイトコレクション、グループ（チーム)サイト、およびコミュニケ
ーションサイトをバックアップできます。また、バックアップに個々のサブサイト、リスト、
およびライブラリを選択することもできます。
バックアップ中、次のアイテムはスキップされます。



[外観] サイト設定（タイトル、説明、およびロゴを除く)。



サイトページコメントとページコメント設定（コメント[オン]/[オフ])。



[サイトの機能] サイト設定。



Web パーツのページと Wiki ページに埋め込まれている Web パーツ（SharePoint Online
API の制限により)。



OneNote ファイル（SharePoint Online API の制限により)。



列の外部データと管理対象メタデータタイプ。



デフォルトのサイトコレクション"domain-my.sharepoint.com"。これは、すべての組
織ユーザーの OneDrive ファイルがコレクションです。



ごみ箱の内容。

制限事項



タイトル/説明のサイズが 10000 バイトを超える場合、サイト/サブサイト/リスト/列の
タイトルと説明はバックアップ中に切り詰められます。

復元できるアイテム
以下のアイテムをサイトバックアップから復元できます。



サイト全体



サブサイト



一覧



リストアイテム



ドキュメントライブラリ



［ドキュメント]



リストアイテムの添付ファイル



サイトページと Wiki ページ

アイテムの場所は検索で確認できます。
アイテムは、元のサイトまたは元以外のサイトに復元できます。復元されたアイテムへのパ
スは元のアイテムへのパスと同じです。パスが存在しない場合は、作成されます。
共有権限を復元するか、アイテムが復元後の親オブジェクトから権限を継承するかを選択で
きます。
次のアイテムは復元できません。



Visio Process Repository テンプレートによるサブサイト。



次の種類のリスト。調査リスト、タスクリスト、画像ライブラリ、リンク、カレンダー、
掲示板、外部、およびインポートスプレッドシート。



複数のコンテンツタイプが有効にされるリスト。

15.2.4.1 SharePoint Online データの選択
以下の記述のとおり、データを選択し、バックアップ計画のその他の設定を必要に応じて
『60ページ 』指定します。

SharePoint Online データを選択する方法
1. [Microsoft Office 365]をクリックします。

2. バックアップサービスに複数の Office 365 組織を追加している場合、バックアップする
ユーザーのデータがある組織を選択します。それ以外の場合は、この手順をスキップし
ます。
3. 次のいずれかを実行します。



組織内のすべてのクラシック SharePoint サイト（将来作成されるサイトを含む)をバ
ックアップするには、[サイトコレクション] ノードを展開し、[すべてのサイトコレ
クション] を選択して、[グループバックアップ] をクリックします。



個々のクラシックサイトをバックアップするには、[サイトコレクション] ノードを
展開し、[すべてのサイトコレクション] を選択し、バックアップするサイトを選択
し、[バックアップ] をクリックします。



すべてのグループサイト（将来作成されるサイトを含む)をバックアップするには、
[グループ] ノードを展開し、[すべてのグループ] を選択して、[グループバックア
ップ] をクリックします。



個々のグループサイトをバックアップするには、[グループ] ノードを展開し、[すべ
てのグループ] を選択し、バックアップするサイトのグループを選択し、[バックア
ップ] をクリックします。

4. バックアップ計画パネルで、次の手順を実行します。



[バックアップの対象] で、[SharePoint サイト] アイテムが選択されていることを
確認します。



[バックアップの対象] で、次のいずれかを実行します。



デフォルト設定 [すべて]（選択したサイトのすべてのアイテム)を保持する。



名前またはパスを追加して、バックアップするサブサイト、リスト、およびライ
ブラリを指定する。
サブサイトまたは最上位のサイトリスト/ライブラリをバックアップするには、
次の形式で表示名を指定します。/表示名/**
サブサイトリスト/ライブラリをバックアップするには、次の形式で表示名を指
定します。/サブサイト表示名/リスト表示名/**
サブサイト、リスト、およびライブラリの表示名が、SharePoint サイトまたは
サブサイトの [サイト コンテンツ] に表示されます。



参照して、バックアップするサブサイトを指定します。

[参照] リンクは、単一のサイトのバックアップ計画を作成するときにのみ使用
できます。



（オプション)[バックアップの対象] で、[除外の表示] をクリックして、バックア
ップ中にスキップするサブサイト、リスト、およびライブラリを指定します。
項目の除外は、項目の選択を上書きします。つまり、両方のフィールドで同じサブ
サイトを指定した場合、バックアップ時にこのサブサイトはスキップされます。

15.2.4.2 SharePoint Online データの復元
1. [Microsoft Office 365] をクリックします。
2. バックアップサービスに複数の Office 365 組織を追加している場合は、バックアップさ
れたデータを復元する組織を選択します。 それ以外の場合は、この手順をスキップしま
す。
3. 次のいずれかを実行します。



グループサイトからデータを復元するには、[グループ] ノードを展開し、[すべての
グループ] を選択し、復元するアイテムが最初にあったサイトのグループを選択し、
[復元] をクリックします。



クラシックサイトからデータを復元するには、[サイトコレクション] ノードを展開
し、[すべてのサイトコレクション] を選択し、復元するアイテムが最初にあったサ
イトを選択し、[復元] をクリックします。



サイトが削除されている場合は、[バックアップ] タブ 『178ページ 』の [クラウド
アプリケーションバックアップ] でそのサイトを選択して、[バックアップの表示]
をクリックします。

グループおよびサイトを名前で検索できます。ワイルドカードはサポートされていませ
ん。
4. リカバリ ポイントを選択します。
ヒント:SharePoint サイトを含む復元ポイントのみを表示するには、[コンテンツでフィルタ] で
[SharePoint サイト] を選択します。

5. [SharePoint ファイルの復元] をクリックします。
6. 目的のフォルダを参照するか、検索を使用して目的のデータアイテムの一覧を取得しま
す。

1 つ以上のワイルドカード文字（*および?)を使用できます。 ワイルドカードの使用に関
する詳細については、「ファイルフィルタ」 『118ページ 』を参照してください。
バックアップが暗号化されている場合、検索は使用できません。
7. 復元するアイテムを選択します。
バックアップが暗号化されておらず、検索を使用して、検索結果で 1 つのアイテムを選
択した場合、[バージョンを表示] をクリックして、復元するアイテムのバージョンを選
択できます。 選択した復元ポイントより前または後の、任意のバックアップバージョン
を選択できます。
8. アイテムをダウンロードする場合は、そのアイテムを選択し、[ダウンロード] をクリッ
クし、アイテムの保存先を選択して、[保存] をクリックします。それ以外の場合は、こ
の手順をスキップします。
9. [復元] をクリックします。
10. バックアップサービスに複数の Office 365 組織を追加している場合は、[Office 365 組
織] をクリックして、ターゲット組織を表示、変更、または指定します。
デフォルトでは、元の組織が選択されます。 この組織がバックアップサービスに現在登
録されていない場合は、ターゲット組織を指定する必要があります。
11. [サイトに復元] で、ターゲットサイトを表示、変更、または指定します。
デフォルトでは、元のサイトが選択されます。このサイトが存在しない場合、または元
と異なる組織が選択されている場合は、ターゲットサイトを指定する必要があります。
12. 復元されたアイテムの共有権限を復元するかどうかを選択します。
13. [復元を開始] をクリックします。
14. 次のいずれかの上書きオプションを選択します。



[既存のファイルを上書きする]



[既存のファイルが古い場合は上書きする]



[既存のファイルを上書きしない]

15. [続行] をクリックして、操作を確定します。

15.2.5 クラウドエージェントのアップグレード
このセクションでは、最新バージョンの Microsoft Office 365 のためのバックアップソリュ
ーションへのアップグレード方法を説明します。このバージョンは OneDrive と SharePoint

オンラインのバックアップをサポートし、改良されたバックアップと復元パフォーマンスを
提供します。バックアップサービスのバージョン 8.0 から、バックアップ計画の編集、削
除、適用、および取り消しの各機能は、古いソリューションではサポートされなくなりまし
た。
アップグレードアベイラビリティーはデータセンターの準備性とサービスプロバイダーの設
定に依存します。アップグレードが利用可能な場合、バックアップコンソールは
[Microsoft Office 365 (v1)] タブに通知を表示します。

アップグレード処理
アップグレードの際、新しいバックアップソリューションに Office 365 組織ユーザーが追加
されます。バックアップ計画は適切なユーザーの元へ移動し、適用されます。
以前に作成したバックアップはクラウド内のあるロケーションから別のロケーションへコピ
ーされます。[バックアップ] タブでは、元のバックアップはクラウドストレージのロケー
ションに残るものの、コピー済みバックアップはクラウドアプリケーションバックアップと
いう別のセクションに表示されます。アップグレード処理が完了すると、元のバックアップ
はクラウドストレージのロケーションから削除されます。
組織内のユーザー数、バックアップ数、Office 365 アクセス速度によっては、アップグレ
ードは数時間または数日かかります。アップグレードの最中に、以前作成したバックアップ
からの復元が可能です。しかし、アップグレード中に作成したバックアップおよびバックア
ップ計画は失われます。
万が一アップグレードに失敗した場合でも、バックアップソリューションは完全に機能し、
アップグレードを障害発生時点から再開することができます。

アップグレード処理を開始するには
1. [Microsoft Office 365 （v1)] をクリックします。
2. 画面最上部の通知にある [アップグレード] をクリックします。
3. アップグレードプロセスを開始することを確認します。
4. 組織で使用している Microsoft データセンターを選択します。
ソフトウェアにより Microsoft Office 365 ログインページにリダイレクトされます。
5. Office 365 のグローバル管理者の資格情報でサインインします。

Microsoft Office 365 に、組織のデータをバックアップおよび復元するために必要な権
限の一覧が表示されます。
6. バックアップサービスにこれらの権限を付与することを確認します。
バックアップコンソールにリダイレクトされ、アップグレード処理が始まります。アッ
プグレード進行状況は[Microsoft Office 365] > [アクティビティ] パネルに表示され
ます。

16 G Suite データの保護
G Suiteの保護とは


G Suite ユーザーデータ（Gmail メールボックス、カレンダー、連絡先、Google ドライ
ブ)および G Suite 共有ドライブの、クラウドからクラウドへのバックアップおよび復
元。



メール、ファイル、連絡先、およびその他のアイテム単位の復元。



複数の G Suite 組織および組織間の復元のサポート。



Ethereum ブロックチェーンデータベースによるオプション機能のバックアップファイ
ルノータリゼーション。有効にすると、ファイルが本物でありバックアップ後に改変さ
れていないことを証明できます。



オプションの全文検索。有効にすると、メールをその内容で検索できます。



パフォーマンスの低下を伴わずに、会社ごとに最大 5000 のアイテム（メールボックス、
Google ドライブ、共有ドライブ)を保護できます。

必要なユーザー権限
バックアップサービスで
バックアップサービスを利用できるのは企業管理者のみです。部署管理者とユーザーは、G
Suite データをバックアップ・復元できません。

G Suite において
G Suite 組織をバックアップサービスに追加するには、API アクセスの有効な特権管理者と
してサインインする必要があります（Google Admin コンソールにて、セキュリティ >
API 参照 > API アクセス有効化)。

特権管理者のパスワードはどこにも保管されず、バックアップと復元の実行には使用されま
せん。このパスワードを G Suite で変更しても、バックアップサービスの操作に影響しませ
ん。
G Suite 組織を追加した特権管理者が、G Suite から削除されるか、より小さな権限のロー
ルに割り当てられると、「アクセスが拒否されました」といったエラーとともにバックアッ
プが失敗します。この場合は、「G Suite 組織を追加」 『252ページ 』手順を繰り返し、有
効な特権管理者資格情報を指定します。この状況を避けるため、バックアップ・復元専用の
特権管理者ユーザーを作成することを推奨します。

バックアップスケジュールについて
クラウドエージェントは複数の顧客にサービスを提供するため、負荷を均等化し、すべての
顧客に等しいクオリティのサービスを確保するために、各バックアップ計画の開始時刻は自
動的に決定されます。
各バックアップ計画は、毎日同じ時刻に実行されます。

制限事項


暗号化されたバックアップでは検索がサポートされていません。



1 時間に実行できる手動バックアップは 10 回 『184ページ 』以下です。



同時に行える復元操作は 10 回以下です（この数には Office 365 および GSuite の復元を
両方とも含みます)。

16.1 G Suite 組織を追加
G Suite 組織を追加するには、以下の手順を実行してください
1. 企業管理者としてバックアップコンソールにサインインします。
2. [デバイス] > [追加] > [G Suite] の順にクリックします。
3. ソフトウェアで表示される指示に従います。
a. [マーケットプレイスを開く] をクリックします。
b. 特権管理者 資格情報を使用してサインイン。
c. [ドメインインストール] をクリックします。
d. ドメイン全体のインストールであることを確認します。

G Suite に、組織のデータをバックアップおよび復元するために必要な権限の一覧が
表示されます。
e. バックアップサービスにこれらの権限を付与することを確認します。
f. インストールウィザードを完了します。
g. [開始] をクリックします。
バックアップコンソールへ戻るようリダイレクトされます。組織のデータアイテムが [G
Suite] ページのバックアップコンソールに表示されます。

高度な使用に関するヒント


クラウドエージェントは、組織がバックアップサービスに追加されたときから 24 時間ご
とに G Suite と同期します。ユーザーまたは共有ドライブを追加または削除する場合、
この変更はバックアップコンソールに直ちに表示されません。クラウドエージェントを
強制的に G Suite と同期させるには、[G Suite] ページで組織を選択し、[更新] をクリ
ックします。



バックアップ計画を [すべてのユーザー] または [すべての共有ドライブ] グループに
適用した場合、新しく追加されたアイテムは同期後にのみバックアップに含まれます。



Google のポリシーに従って、ユーザーまたは共有ドライブが G Suite GUI から削除され
た後、数日間は API 経由で利用できます。この間、削除されたアイテムはバックアップ
コンソールで非アクティブ（灰色)になり、バックアップされません。削除されたアイテ
ムが API 経由で利用できなくなると、バックアップコンソールから消えます。そのバッ
クアップ（存在する場合)は [バックアップ] > [クラウドアプリケーションバックアッ
プ] で見つけることができます。

16.2 Gmail データを保護
バックアップできるアイテム
Gmail ユーザーのメールボックスをバックアップできます。メールボックスのバックアップ
には、カレンダーと連絡先のデータも含まれます。オプションとして、共有カレンダーのバ
ックアップを選択できます。
バックアップ中、次のアイテムはスキップされます。



誕生日、リマインダー、タスクカレンダー



カレンダーのイベントに添付されたフォルダ



連絡先のディレクトリフォルダ

Google Calendar API の制限により、以下のカレンダーアイテムはスキップされます。



予約



予定の会議フィールド



カレンダーの設定、全日の予定通知



カレンダーの設定、招待状の自動承認（部屋または共有スペースのカレンダー)

Google People API の制限により、以下の連絡先のアイテムはスキップされます。



その他連絡先フォルダ



連絡先の外部プロファイル（ディレクトリプロファイル、Google プロファイル)



連絡先フィールド、ファイル形式

復元できるアイテム
メールボックス バックアップから復元できるアイテムは次のとおりです。



メールボックス



メールフォルダ（Google 用語では、「ラベル」。ラベルは、他のデータ表示との一貫性
のために、バックアップソフトウェア内にフォルダとして表示されます)



電子メールメッセージ



カレンダーのイベント



連絡先

バックアップが暗号化されていなければ、バックアップ内のアイテムの場所は検索で確認で
きます。 暗号化されたバックアップでは検索がサポートされていません。
メールボックスとメールボックスのアイテムを復元するとき、ターゲットロケーションにあ
るアイテムを上書きするかどうかを選択できます。
制限事項



連絡先の写真は復元できません



Google Calendar API 制限のため、不在カレンダーアイテムは標準カレンダーの予定と
して復元されます

16.2.1 メールボックスの選択
以下の記述のとおり、メールボックスを選択し、バックアップ計画のその他の設定を必要に
応じて 『60ページ 』指定します。

Gmail メールボックスを選択するには、以下の手順を実行してください
1. G Suite をクリックします。
2. バックアップサービスに複数の G Suite 組織を追加している場合は、ユーザーのデータ
をバックアップする組織を選択します。 それ以外の場合は、この手順をスキップしま
す。
3. 次のいずれかを実行します。



すべてのユーザー（将来作成されるメールボックスを含む)のメールボックスをバック
アップするには、[ユーザー] ノードを展開し、[すべてのユーザー] を選択して、
[グループバックアップ] をクリックします。



個々のユーザーメールボックスをバックアップするには、[ユーザー] ノードを展開
し、[すべてのユーザー] を選択し、バックアップするメールボックスのユーザーを
選択し、[バックアップ] をクリックします。

4. バックアップ計画パネルで、次の手順を実行します。



[バックアップの対象] で、[Gmail] アイテムが選択されていることを確認します。



選択したユーザーと共有しているカレンダーをバックアップするには、[共有カレン
ダーを含める] スイッチをオンにします。



バックアップしたメールメッセージにおいて、全文検索 『255ページ 』が必要かど
うかを決定します。このオプションにアクセスするには、歯車アイコンをクリック
し、[バックアップオプション] > [全文検索] をクリックします。

16.2.1.1 全文検索
このオプションでは、メールメッセージの内容がクラウドエージェントによってインデック
ス付けされるかどうかが定義されます。
デフォルト設定:有効。

このオプションが有効な場合は、メッセージ内容がインデックス付けされ、メッセージをそ
の内容で検索できます。このオプションが有効でない場合は、件名、送信者、受信者、また
は日付による検索のみが利用可能です。
注意 暗号化されたバックアップでは検索がサポートされていません。

インデックス付けプロセスは別のソフトウェアコンポーネントによって実行されるため、バ
ックアップの作成速度に影響しません。最初の（完全)バックアップのインデックス付けには
ある程度の時間がかかることがあるため、バックアップの完了と検索結果に表示される内容
との間に遅れが生じる可能性があります。
インデックスは、メールボックスバックアップで使用される記憶域スペースの 10～30 パー
セントを占有します。その正確な値を知るには、[バックアップ] > [クラウドアプリケーシ
ョンバックアップ] の順にクリックし、インデックスのサイズ列を表示します。この記憶域
スペースを節約するために、全文検索を無効にすることもできます。インデックスのサイズ
列の値は、次回のバックアップ以降、数メガバイトに縮小します。件名、送信者、受信者、
または日付による検索を実行するには、この最小メタデータ値が必要です。
全文検索を再度有効化すると、ソフトウェアでは、バックアップ計画によって過去に作成さ
れたすべてのバックアップがインデックス付けされます。これにも時間がかかります。

16.2.2 メールボックスおよびメールボックスアイテムの復元
16.2.2.1 メールボックスの復元
1. G Suite をクリックします。
2. バックアップサービスに複数の G Suite 組織を追加している場合は、バックアップされ
たデータを復元する組織を選択します。 それ以外の場合は、この手順をスキップしま
す。
3. [ユーザー] ノードを展開し、[すべてのユーザー] を選択し、メールボックスを復元す
るユーザーを選択し、[復元] をクリックします。
ユーザーが削除されている場合は、[バックアップ] タブ 『178ページ 』の [クラウドア
プリケーションバックアップ] セクションでそのユーザーを選択して、[バックアップの
表示] をクリックします。

ユーザーおよびグループを名前で検索できます。 ワイルドカードはサポートされていま
せん。
4. リカバリ ポイントを選択します。
ヒント:メールボックスを含む復元ポイントのみを表示するには、[コンテンツでフィルタ] で
[Gmail] を選択します。

5. [復元] > [メールボックス全体] の順にクリックします。
6. バックアップサービスに複数の G Suite 組織を追加している場合は、[G Suite 組織] を
クリックして、ターゲット組織を表示、変更、または指定します。
デフォルトでは、元の組織が選択されます。 この組織がバックアップサービスに現在登
録されていない場合は、ターゲット組織を指定する必要があります。
7. [メールボックスに復元] で、ターゲットメールボックスを表示、変更、または指定しま
す。
デフォルトでは、元のメールボックスが選択されます。 このメールボックスが存在しな
いか、元と異なる組織が選択されている場合は、ターゲットメールボックスを指定する
必要があります。
8. [復元を開始] をクリックします。
9. 次のいずれかの上書きオプションを選択します。



[既存のアイテムに上書きする]



[既存のアイテムを上書きしない]

10. [続行] をクリックして、操作を確定します。

16.2.2.2 メールボックスのアイテムの復元
1. G Suite をクリックします。
2. バックアップサービスに複数の G Suite 組織を追加している場合は、バックアップされ
たデータを復元する組織を選択します。 それ以外の場合は、この手順をスキップしま
す。
3. [ユーザー] ノードを展開し、[すべてのユーザー] を選択し、復元するアイテムがメー
ルボックスに元々含まれていたユーザーを選択し、[復元] をクリックします。

ユーザーが削除されている場合は、[バックアップ] タブ 『178ページ 』の [クラウドア
プリケーションバックアップ] セクションでそのユーザーを選択して、[バックアップの
表示] をクリックします。
ユーザーおよびグループを名前で検索できます。 ワイルドカードはサポートされていま
せん。
4. リカバリ ポイントを選択します。
ヒント:メールボックスを含む復元ポイントのみを表示するには、[コンテンツでフィルタ] で
[Gmail] を選択します。

5. [復元] > [メールメッセージ] の順にクリックします。
6. 必要なフォルダを参照します。バックアップが暗号化されていない場合は、検索を使用
して目的のアイテムの一覧を取得できます。
以下の検索オプションを選択できます。 ワイルドカードはサポートされていません。



メールメッセージの場合は、件名、送信者、受信者、日付、添付ファイル名、メッ
セージ内容で検索します。添付ファイル名とメッセージ内容は、[全文検索] オプシ
ョンがバックアップ中に有効である場合にのみ成功します。付加的なパラメータと
して、検索するメッセージフラグメントの言語を指定できます。



イベントの場合、タイトルと日付で検索します。



連絡先の場合、名前、メールアドレス、電話番号で検索します。

7. 復元するアイテムを選択します。 フォルダを選択できるようにするには、[フォルダ復
元] のアイコンをクリックします。
また、次のいずれかを実行できます。



アイテムを選択する際に、添付ファイルを含む内容を表示するには、[内容を表示]
をクリックします。 添付ファイルをダウンロードするには、そのファイルの名前を
クリックします。



バックアップが暗号化されておらず、検索を使用して、検索結果で 1 つのアイテムを
選択した場合のみ、[バージョンを表示] をクリックして、復元するアイテムのバー
ジョンを選択します。 選択した復元ポイントより前または後の、任意のバックアッ
プバージョンを選択できます。

8. [復元] をクリックします。

9. バックアップサービスに複数の G Suite 組織を追加している場合は、[G Suite 組織] を
クリックして、ターゲット組織を表示、変更、または指定します。
デフォルトでは、元の組織が選択されます。 この組織がバックアップサービスに現在登
録されていない場合は、ターゲット組織を指定する必要があります。
10. [メールボックスに復元] で、ターゲットメールボックスを表示、変更、または指定しま
す。
デフォルトでは、元のメールボックスが選択されます。 このメールボックスが存在しな
いか、元と異なる組織が選択されている場合は、ターゲットメールボックスを指定する
必要があります。
11. [パス] で、ターゲットメールボックスにあるターゲットフォルダを表示または変更しま
す。デフォルトでは、元のフォルダが選択されます。
12. [復元を開始] をクリックします。
13. 次のいずれかの上書きオプションを選択します。



[既存のアイテムに上書きする]



[既存のアイテムを上書きしない]

14. [続行] をクリックして、操作を確定します。

16.3 Google ドライブのファイルを保護
バックアップできるアイテム
Google ドライブ全体、または個別のファイルとフォルダをバックアップできます。オプシ
ョンとして、Google ドライブユーザーと共有したファイルのバックアップを選択できま
す。
ファイルは、共有権限とともにバックアップされます。
バックアップ中、次のアイテムはスキップされます。



共有ファイル（ユーザーがファイルに対するコメントアクセスまたは閲覧アクセスを有し
ており、ファイル所有者がコメント者と閲覧者に対してダウンロード、印刷、コピーす
るオプションを無効化している場合)。



コンピューターフォルダ（バックアップおよび同期クライアントにより作成)

制限事項



Google 特有のファイルフォーマット以外では、Google ドキュメント、Google スプレ
ッドシート、Google スライド、Google 図形描画のみがバックアップされます。

復元できるアイテム
Google ドライブ全体またはバックアップされている任意のファイルまたはフォルダを復元
できます。
バックアップが暗号化されていなければ、バックアップ内のアイテムの場所は検索で確認で
きます。 暗号化されたバックアップでは検索がサポートされていません。
共有権限を復元するか、ファイルの復元先のフォルダのアクセス許可をファイルに継承させ
るかを選択できます。
制限事項



ファイル内のコメントは復元されません。



ファイルおよびフォルダの共有リンクは復元されません。



共有ファイルの読み取り専用の所有者設定（エディタによりアクセスが変更され新たな人
が追加されるのを防止し、コメント者と閲覧者に対してダウンロード、印刷、コピーす
るオプションを無効化する)は、復元の最中に変更できません。



共有フォルダの所有権は、エディタによりアクセスが変更され新たな人が追加されるの
を防止するオプションがこのフォルダで有効になっている場合、復元の最中に変更でき
ません。この設定により、Google ドライブ API でフォルダ権限がリストされるのが防
止されます。フォルダ内のファイルの所有権は正しく復元されます。

16.3.1 Google ドライブのファイルを選択
以下に記載されているとおり、ファイルを選択し、バックアップ計画のその他の設定を必要
に応じて 『60ページ 』指定します。

Google ドライブのファイルを選択するには、以下の手順を実行してください
1. G Suite をクリックします。

2. バックアップサービスに複数の G Suite 組織を追加している場合は、ユーザーのデータ
をバックアップする組織を選択します。それ以外の場合は、この手順をスキップしま
す。
3. 次のいずれかを実行します。



すべてのユーザー（将来作成されるユーザーを含む)のファイルをバックアップするに
は、[ユーザー] ノードを展開し、[すべてのユーザー] を選択して、[グループバッ
クアップ] をクリックします。



個々のユーザーのファイルをバックアップするには、[ユーザー] ノードを展開し、
[すべてのユーザー] を選択し、バックアップするファイルのユーザーを選択し、[バ
ックアップ] をクリックします。

4. バックアップ計画パネルで、次の手順を実行します。



[バックアップの対象] で、[Google ドライブ] アイテムが選択されていることを確
認します。



[バックアップの対象] で、以下のいずれかを実行します。



デフォルト設定 [すべて] （すべてのファイル)を保持する。



名前またはパスを追加して、バックアップするファイルとフォルダを指定する。
ワイルドカード文字（*、**、?)を使用できます。パスの指定およびワイルドカ
ードの使用に関する詳細については、「ファイルフィルタ」 『118ページ 』を参
照してください。



参照して、バックアップするファイルとフォルダを指定します。
[参照] リンクは、単一のユーザーのバックアップ計画を作成するときにのみ使
用できます。



（オプション) [バックアップの対象] で、[除外の表示] をクリックして、バックア
ップ中にスキップするファイルとフォルダを指定します。
[ファイルの除外] では、ファイルの選択が上書きされます。つまり、両方のフィー
ルドで同じファイルを指定した場合、バックアップ時にこのファイルはスキップさ
れます。



選択したユーザーと共有しているファイルをバックアップするには、[共有ファイル
を含める] スイッチをオンにします。



バックアップに選択されたすべてのファイルのノータリゼーションを有効にするに
は、[ノータリゼーション] スイッチをオンにします。ノータリゼーションの詳細に
ついては、「ノータリゼーション」 『270ページ 』を参照してください。

16.3.2 Google ドライブおよび Google ドライブのファイルを復
元
16.3.2.1 Google ドライブ全体を復元
1. G Suite をクリックします。
2. バックアップサービスに複数の G Suite 組織を追加している場合は、バックアップされ
たデータを復元する組織を選択します。それ以外の場合は、この手順をスキップしま
す。
3. [ユーザー] ノードを展開し、[すべてのユーザー] を選択し、Google ドライブを復元す
るユーザーを選択し、[復元] をクリックします。
ユーザーが削除されている場合は、[バックアップ] タブ 『178ページ 』の [クラウドア
プリケーションバックアップ] セクションでそのユーザーを選択して、[バックアップの
表示] をクリックします。
ユーザーを名前で検索できます。ワイルドカードはサポートされていません。
4. リカバリ ポイントを選択します。
ヒント:Google ドライブのファイルを含む復元ポイントのみを表示するには、[コンテンツでフ
ィルタ] で [Google ドライブ] を選択します。

5. [復元] > [ドライブ全体] の順にクリックします。
6. バックアップサービスに複数の G Suite 組織を追加している場合は、[G Suite 組織] を
クリックして、ターゲット組織を表示、変更、または指定します。
デフォルトでは、元の組織が選択されます。この組織がバックアップサービスに現在登
録されていない場合は、ターゲット組織を指定する必要があります。
7. [ドライブに復元] で、ターゲットユーザーまたはターゲット共有ドライブを表示、変更、
または指定します。

デフォルトでは、元のユーザーが選択されます。このユーザーが存在しないか、元と異
なる組織が選択されている場合は、ターゲットユーザーまたはターゲット共有ドライブ
を指定する必要があります。
バックアップに共有ファイルが含まれる場合、ファイルはターゲットドライブのルート
フォルダへ復元されます。
8. ファイルの共有権限を復元するかどうかを選択します。
9. [復元を開始] をクリックします。
10. 上書きオプションのいずれかを選択します。



[既存のファイルを上書きする]



[既存のファイルが古い場合は上書きする]



[既存のファイルを上書きしない]

11. [続行] をクリックして、操作を確定します。

16.3.2.2 Google ドライブのファイルを復元
1. G Suite をクリックします。
2. バックアップサービスに複数の G Suite 組織を追加している場合は、バックアップされ
たデータを復元する組織を選択します。それ以外の場合は、この手順をスキップしま
す。
3. [ユーザー] ノードを展開し、[すべてのユーザー] を選択し、Google ドライブのファイ
ルを復元するユーザーを選択し、[復元] をクリックします。
ユーザーが削除されている場合は、[バックアップ] タブ 『178ページ 』の [クラウドア
プリケーションバックアップ] セクションでそのユーザーを選択して、[バックアップの
表示] をクリックします。
ユーザーを名前で検索できます。ワイルドカードはサポートされていません。
4. リカバリ ポイントを選択します。
ヒント:Google ドライブのファイルを含む復元ポイントのみを表示するには、[コンテンツでフ
ィルタ] で [Google ドライブ] を選択します。

5. [復元] > [ファイル/フォルダ] の順にクリックします。
6. 目的のフォルダを直接参照するか、検索を使用して目的のファイルとフォルダの一覧を
取得します。

1 つ以上のワイルドカード文字（*および?)を使用できます。ワイルドカードの使用に関
する詳細については、「ファイルフィルタ」 『118ページ 』を参照してください。
バックアップが暗号化されている場合、検索は使用できません。
7. 復元するファイルを選択します。
バックアップが暗号化されておらず、1 つのファイルを選択した場合、[バージョンを表
示] をクリックして、復元するファイルのバージョンを選択できます。選択した復元ポ
イントより前または後の、任意のバックアップバージョンを選択できます。
8. ファイルをダウンロードする場合は、そのファイルを選択し、[ダウンロード] をクリッ
クし、ファイルの保存先を選択して、[保存] をクリックします。それ以外の場合は、こ
の手順をスキップします。
9. [復元] をクリックします。
10. バックアップサービスに複数の G Suite 組織を追加している場合は、[G Suite 組織] を
クリックして、ターゲット組織を表示、変更、または指定します。
デフォルトでは、元の組織が選択されます。この組織がバックアップサービスに現在登
録されていない場合は、ターゲット組織を指定する必要があります。
11. [ドライブに復元] で、ターゲットユーザーまたはターゲット共有ドライブを表示、変更、
または指定します。
デフォルトでは、元のユーザーが選択されます。このユーザーが存在しないか、元と異
なる組織が選択されている場合は、ターゲットユーザーまたはターゲット共有ドライブ
を指定する必要があります。
12. [パス] で、ターゲットユーザーの Google ドライブまたはターゲット共有ドライブにあ
るターゲットフォルダを表示または変更します。デフォルトでは、元のロケーションが
選択されます。
13. ファイルの共有権限を復元するかどうかを選択します。
14. [復元を開始] をクリックします。
15. 次のいずれかのファイル上書きオプションを選択します。



[既存のファイルを上書きする]



[既存のファイルが古い場合は上書きする]



[既存のファイルを上書きしない]

16. [続行] をクリックして、操作を確定します。

16.4 共有ドライブファイルを保護
バックアップできるアイテム
共有ドライブ全体、または個別のファイルとフォルダをバックアップできます。
ファイルは、共有権限とともにバックアップされます。
制限事項



Google ドライブ API の制限により、メンバーのいない共有ドライブをバックアップする
ことはできません。



Google 特有のファイルフォーマット以外では、Google ドキュメント、Google スプレ
ッドシート、Google スライド、Google 図形描画のみがバックアップされます。

復元できるアイテム
共有ドライブ全体またはバックアップされている任意のファイルまたはフォルダを復元でき
ます。
バックアップが暗号化されていなければ、バックアップ内のアイテムの場所は検索で確認で
きます。暗号化されたバックアップでは検索がサポートされていません。
共有権限を復元するか、ファイルの復元先のフォルダのアクセス許可をファイルに継承させ
るかを選択できます。
以下のアイテムは復元されません。



ターゲット共有ドライブで組織外との共有が無効になっている場合、組織外のユーザー
とのファイル共有許可は復元されません。



ターゲット共有ドライブでメンバー以外との共有が無効になっている場合、ターゲット
共有ドライブのメンバーではないユーザーとのファイル共有許可は復元されません。

制限事項



ファイル内のコメントは復元されません。



ファイルおよびフォルダの共有リンクは復元されません。

16.4.1 共有ドライブファイルを選択
以下に記載されているとおり、ファイルを選択し、バックアップ計画のその他の設定を必要
に応じて 『60ページ 』指定します。

共有ドライブファイルを選択するには
1. G Suite をクリックします。
2. バックアップサービスに複数の G Suite 組織を追加している場合は、ユーザーのデータ
をバックアップする組織を選択します。それ以外の場合は、この手順をスキップしま
す。
3. 次のいずれかを実行します。



すべての共有ドライブ（将来作成される共有ドライブを含む)のファイルをバックアッ
プするには、[共有ドライブ] ノードを展開し、[すべての共有ドライブ] を選択して、
[グループバックアップ] をクリックします。



個々の共有ドライブのファイルをバックアップするには、[共有ドライブ] ノードを
展開し、[すべての共有ドライブ] を選択し、バックアップする共有ドライブを選択
し、[バックアップ] をクリックします。

4. バックアップ計画パネルで、次の手順を実行します。



[バックアップの対象] で、以下のいずれかを実行します。



デフォルト設定 [すべて]（すべてのファイル)を保持する。



名前またはパスを追加して、バックアップするファイルとフォルダを指定する。
ワイルドカード文字（*、**、?)を使用できます。パスの指定およびワイルドカ
ードの使用に関する詳細については、「ファイルフィルタ」 『118ページ 』を参
照してください。



参照して、バックアップするファイルとフォルダを指定します。
[参照] リンクは、単一の共有ドライブのバックアップ計画を作成するときにの
み使用できます。



（オプション) [バックアップの対象] で、[除外の表示] をクリックして、バックア
ップ中にスキップするファイルとフォルダを指定します。

[ファイルの除外] では、ファイルの選択が上書きされます。つまり、両方のフィー
ルドで同じファイルを指定した場合、バックアップ時にこのファイルはスキップさ
れます。



バックアップに選択されたすべてのファイルのノータリゼーションを有効にするに
は、[ノータリゼーション] スイッチをオンにします。ノータリゼーションの詳細に
ついては、「ノータリゼーション」 『270ページ 』を参照してください。

16.4.2 共有ドライブおよび共有ドライブファイルを復元
16.4.2.1 共有ドライブ全体を復元
1. G Suite をクリックします。
2. バックアップサービスに複数の G Suite 組織を追加している場合は、バックアップされ
たデータを復元する組織を選択します。それ以外の場合は、この手順をスキップしま
す。
3. [共有ドライブ] ノードを展開し、[すべての共有ドライブ] を選択し、復元する共有ド
ライブを選択し、[復元] をクリックします。
共有ドライブが削除されている場合は、[バックアップ] タブ 『178ページ 』の [クラウ
ドアプリケーションバックアップ] セクションでそのドライブを選択して、[バックアッ
プの表示] をクリックします。
共有ドライブを名前で検索できます。ワイルドカードはサポートされていません。
4. リカバリ ポイントを選択します。
5. [復元] > [共有ドライブ全体] の順にクリックします。
6. バックアップサービスに複数の G Suite 組織を追加している場合は、[G Suite 組織] を
クリックして、ターゲット組織を表示、変更、または指定します。
デフォルトでは、元の組織が選択されます。この組織がバックアップサービスに現在登
録されていない場合は、ターゲット組織を指定する必要があります。
7. [ドライブに復元] で、ターゲット共有ドライブまたはターゲットユーザーを表示、変更、
または指定します。ユーザーを指定すると、データはそのユーザーの Google ドライブ
へ復元されます。

デフォルトでは、元の共有ドライブが選択されます。この共有ドライブが存在しないか、
元と異なる組織が選択されている場合は、ターゲット共有ドライブまたはターゲットユ
ーザーを指定する必要があります。
8. ファイルの共有権限を復元するかどうかを選択します。
9. [復元を開始] をクリックします。
10. 上書きオプションのいずれかを選択します。



[既存のファイルを上書きする]



[既存のファイルが古い場合は上書きする]



[既存のファイルを上書きしない]

11. [続行] をクリックして、操作を確定します。

16.4.2.2 共有ドライブファイルを復元
1. G Suite をクリックします。
2. バックアップサービスに複数の G Suite 組織を追加している場合は、バックアップされ
たデータを復元する組織を選択します。それ以外の場合は、この手順をスキップしま
す。
3. [共有ドライブ] ノードを展開し、[すべての共有ドライブ] を選択し、復元するファイ
ルが元々存在していた共有ドライブを選択し、[復元] をクリックします。
共有ドライブが削除されている場合は、[バックアップ] タブ 『178ページ 』の [クラウ
ドアプリケーションバックアップ] セクションでそのドライブを選択して、[バックアッ
プの表示] をクリックします。
共有ドライブを名前で検索できます。ワイルドカードはサポートされていません。
4. リカバリ ポイントを選択します。
5. [復元] > [ファイル/フォルダ] の順にクリックします。
6. 目的のフォルダを直接参照するか、検索を使用して目的のファイルとフォルダの一覧を
取得します。
1 つ以上のワイルドカード文字（*および?)を使用できます。ワイルドカードの使用に関
する詳細については、「ファイルフィルタ」 『118ページ 』を参照してください。
バックアップが暗号化されている場合、検索は使用できません。
7. 復元するファイルを選択します。

バックアップが暗号化されておらず、1 つのファイルを選択した場合、[バージョンを表
示] をクリックして、復元するファイルのバージョンを選択できます。選択した復元ポ
イントより前または後の、任意のバックアップバージョンを選択できます。
8. ファイルをダウンロードする場合は、そのファイルを選択し、[ダウンロード] をクリッ
クし、ファイルの保存先を選択して、[保存] をクリックします。それ以外の場合は、こ
の手順をスキップします。
9. [復元] をクリックします。
10. バックアップサービスに複数の G Suite 組織を追加している場合は、[G Suite 組織] を
クリックして、ターゲット組織を表示、変更、または指定します。
デフォルトでは、元の組織が選択されます。この組織がバックアップサービスに現在登
録されていない場合は、ターゲット組織を指定する必要があります。
11. [ドライブに復元] で、ターゲット共有ドライブまたはターゲットユーザーを表示、変更、
または指定します。ユーザーを指定すると、データはそのユーザーの Google ドライブ
へ復元されます。
デフォルトでは、元の共有ドライブが選択されます。この共有ドライブが存在しないか、
元と異なる組織が選択されている場合は、ターゲット共有ドライブまたはターゲットユ
ーザーを指定する必要があります。
12. [パス] で、ターゲット共有ドライブドライブまたはターゲットユーザーの Google ドラ
イブにあるターゲットフォルダを表示または変更します。デフォルトでは、元のロケー
ションが選択されます。
13. ファイルの共有権限を復元するかどうかを選択します。
14. [復元を開始] をクリックします。
15. 次のいずれかのファイル上書きオプションを選択します。



[既存のファイルを上書きする]



[既存のファイルが古い場合は上書きする]



[既存のファイルを上書きしない]

16. [続行] をクリックして、操作を確定します。

16.5 ノータリゼーション
ノータリゼーションでは、ファイルが本物であり、バックアップ後に改変されていないこと
を証明できます。法律関係の文書のファイルやその他の非改ざん性の証明が必要なファイル
をバックアップする際に、ノータリゼーションを有効にすることを推奨します。
ノータリゼーションは、Google ドライブのファイルおよび G Suite 共有ドライブのファイ
ルのバックアップに対してのみ利用可能です。

ノータリゼーションの使用方法
バックアップに選択されたすべてのファイルのノータリゼーションを有効にするには、バッ
クアップ計画作成時に [ノータリゼーション] スイッチをオンにします。
復元を設定する場合、ノータライズ（公証)されたファイルには特別なアイコンが付き、ファ
イルの非改ざん性をベリファイ 『160ページ 』できます。

仕組み
バックアップ中に、エージェントはバックアップされるファイルのハッシュコードを計算し
ます。ハッシュツリーを作成（フォルダ構造に基づく)して、バックアップに保存し、ハッシ
ュツリーのルートをノータリー（公証)サービスに送信します。ノータリー（公証)サービス
で、ハッシュツリーのルートが Ethereum ブロックチェーンデータベースに保存され、こ
の値が変更されていないことが確認されます。
ファイルの非改ざん性をベリファイする場合、エージェントはファイルのハッシュを計算し、
それをバックアップ内のハッシュツリーに保存されているハッシュと比較します。これらの
ハッシュが一致しない場合、ファイルは本物ではないと見なされます。一致する場合は、ハ
ッシュツリーによってファイルの非改ざん性が保証されます。
ハッシュツリー自身が不正なものではないことをベリファイするために、エージェントはハ
ッシュツリーのルートをノータリー（公証)サービスに送信します。ノータリー（公証)サー
ビスはそれをブロックチェーンデータベースに保存されているものと比較します。ハッシュ
が一致すると、選択したファイルが本物であることが保証されます。一致しない場合は、フ
ァイルが本物ではないというメッセージが表示されます。

16.5.1 Notary サービスを使用したファイル真正性のベリファイ
バックアップ中のノータリゼーションが有効になっている場合は、バックアップされたファ
イルの非改ざん性をベリファイできます。

ファイルの真正性をベリファイするには
1. 次のいずれかを実行します。



Google ドライブのファイルの真正性をベリファイするには、「Google ドライブの
ファイルを復元」 『263ページ 』セクションの手順 1～7 の説明に従って、ファイル
を選択します。



G Suite 共有ドライブのファイルの真正性をベリファイするには、「共有ドライブの
ファイルを復元」 『268ページ 』セクションの手順 1～7 の説明に従って、ファイ
ルを選択します。

2. 選択したファイルに次のアイコンが付いていることを確認します。

。これは、フ

ァイルが認証済みであることを表しています。
3. 次のいずれかを実行します。



[ベリファイ] をクリックします。
ファイルの非改ざん性がチェックされ、結果が表示されます。



[証明書の取得] をクリックします。
Web ブラウザウィンドウで、ファイルのノータリゼーションを確認する証明書が開
きます。ウィンドウには、ファイルの非改ざん性を手動でベリファイする手順も表
示されます。

17 Oracle データベースの保護
Oracle データベースの保護については、
https://dl.managed-protection.com/u/pdf/OracleBackup_whitepaper.pdf で入手でき
る個別の文書に記載されています
注意: この機能は、バックアップソフトウェアの Standard Edition では利用できません。

18 SAP HANA の保護
SAP HANA の保護については、
https://dl.managed-protection.com/u/pdf/SAP%20HANA_backup_whitepaper.pdf
で入手できる個別の文書に記載されています
注意: この機能は、バックアップソフトウェアの Standard Edition では利用できません。

19 Active Protection
Active Protection は、システムをランサムウェアと暗号通貨採掘マルウェアから保護しま
す。ランサムウェアは、ファイルを暗号化し、暗号化キーのための身代金（ランサム)を要求
します。暗号通貨採掘マルウェアはバックグラウンドで数学的計算を実行し、それにより処
理能力とネットワークトラフィックを盗みます。
Active Protection は、Windows 7 以降、および Windows Server 2008 R2 以降を実行し
ているマシンで使用できます。コンピュータには、エージェント for Windows がインスト
ールされている必要があります。
Active Protection は、バージョン 12.0.4290 以降のエージェントで使用できます。 エー
ジェントを更新するには、「エージェントの更新」 『53ページ 』の指示に従います。

仕組み
Active Protection は、保護されているマシンで実行されているプロセスを監視します。サ
ードパーティのプロセスがファイルの暗号化や暗号通貨の採掘をしようとすると、Active
Protection は、アラートを生成し、追加のアクションが構成で指定されている場合はそれら
のアクションを実行します。
加えて、Active Protection は、バックアップソフトウェア自体のプロセス、レジストリレ
コード、実行可能ファイルと構成ファイル、およびローカルフォルダにあるバックアップへ
の不正な変更を防止します。
悪意のあるプロセスを特定するために、Active Protection ではビヘイビアヒューリスティ
ック法を使用します。Active Protection では、プロセスによって実行された一連のアクシ
ョンと、悪意のある振る舞いパターンのデータベースに記録された一連のイベントを比較し

ます。このアプローチにより、新しいマルウェアをその典型的なビヘイビアによって検知す
ることができます。

Active Protectionの設定
ヒューリスティック分析によって消費されるリソースを最小限にするために、また、いわゆ
る誤検知（信頼されているプログラムがランサムウェアと見なされてしまうこと)をなくすた
めに、次の設定を定義することができます。



ランサムウェアと見なされることがない、信頼されたプロセス。Microsoft が署名したプ
ロセスは常に信頼されます。



常にランサムウェアと見なされる、有害なプロセス。Active Protection がマシン上で有
効になっていると、これらのプロセスを開始できません。



ファイル変更が監視されないフォルダ。

実行可能なプロセスのフルパスを、ドライブ文字を先頭にして指定します。たとえば、次の
ようになります。C:\Windows\Temp\er76s7sdkh.exe
フォルダを指定する際は、ワイルドカード文字（* および ?)を使用できます。アスタリスク
（*)は 0 個以上の文字の代用として使用します。疑問符（?)は厳密に 1 文字として代用さ
れます。%AppData% などの環境変数は使用できません。

Active Protection計画
Active Protection のすべての設定は、Active Protection 計画に含まれています。この計画
は、複数のコンピュータに適用することができます。
1 つの組織で Active Protection 計画は 1 つのみです（企業グループ)。企業管理者および上
位層の管理者のみが、計画を適用、編集、または取り消すことができます。

Active Protection計画の適用
1. Active Protection を有効にするマシンを選択します。
2. [Active Protection] をクリックします。
3. （オプション)[編集] をクリックして、次の設定を変更します。



[検出時のアクション] で、ランサムウェアのアクティビティを検出したときに実行
されるアクションを選択し、[完了] をクリックします。 次のいずれかを選択できま
す。



通知のみ
プロセスに関するアラートを生成します。



プロセスの停止（デフォルト)
アラートを生成し、プロセスを停止します。



[キャッシュを使用して元に戻す]
アラートを生成し、プロセスを停止して、サービスキャッシュを使用してファイ
ルの変更を元に戻します。



[有害なプロセス] で、常にランサムウェアと見なされる有害なプロセスを指定し、
[完了] をクリックします。



[信頼できるプロセス] で、ランサムウェアと見なされない信頼されたプロセスを指
定し、[完了] をクリックします。 Microsoft が署名したプロセスは常に信頼されま
す。



[フォルダ除外] で、ファイルの変更が監視されないフォルダのリストを指定し、[完
了] をクリックします。



[自己保護] スイッチを無効にします。
自己保護は、ソフトウェア自体のプロセス、レジストリレコード、実行可能ファイ
ルと構成ファイル、およびローカルフォルダにあるバックアップへの不正な変更を
防止します。この機能は無効にしないことをお勧めします。



保護オプション 『274ページ 』を変更します。

4. 設定を変更した場合は、[変更を保存] をクリックします。変更は、Active Protection
が有効にされたすべてのマシンに適用されます。
5. [適用] をクリックします。

19.1 保護オプション
バックアップ
このオプションは、Active Protection 計画で自己保護が有効にされているときに効果的で
す。
このオプションは、拡張子が.tibx、.tib、.tia で、ローカルフォルダにあるファイルに適用
されます。

このオプションでは、バックアップファイルが自己保護で保護されていても変更できるプロ
セスを指定できます。スクリプトを使用してバックアップファイルを削除する場合、または
バックアップを別のロケーションに移動する場合に便利です。
デフォルト設定:有効。
このオプションが有効な場合、バックアップファイルは、バックアップソフトウェアベンダ
ーが署名したプロセスによってのみ変更できます。これにより、Web インターフェースか
らユーザーがリクエストしたときに、ソフトウェアは保持ルールを適用し、バックアップを
削除できます。他のプロセスは、不審かどうかにかかわらず、バックアップを変更できませ
ん。
このオプションが無効にされている場合、他のプロセスでバックアップを変更できます。
実行可能なプロセスのフルパスを、ドライブ文字を先頭にして指定します。

クリプトマイニングからの保護
このオプションは、Active Protection が、潜在的な暗号通貨採掘マルウェアを検出するか
どうかを定義します。
デフォルト設定:無効。
暗号通貨採掘アクティビティが検出されると、選択された [検出時のアクション] が実行さ
れます（復元すべきものが存在しないキャッシュからのファイル復元を除く)。
暗号通貨採掘マルウェアは、有用なアプリケーションのパフォーマンスを低下させ、電気代
を増加させ、システムクラッシュの要因となる可能性があり、酷使によるハードウェアダメ
ージをも引き起こしかねません。その実行を防ぐために、暗号通貨採掘マルウェアを [有害
なプロセス] リストに追加することを推奨します。

マッピングされたドライブ
このオプションは、Active Protection が、ローカルドライブとしてマッピングされている
ネットワークフォルダを保護するかどうかを定義します。
このオプションは、SMB または NFS 経由で共有されているフォルダに適用されます。
デフォルト設定:有効。

ファイルが最初はマップされたドライブにあった場合、[キャッシュを使用して元に戻す]
アクションによりキャッシュから抽出されたときには、元のロケーションに保存することは
できません。その代わりに、このオプションで指定するフォルダに保存されます。デフォル
トのフォルダは、C:\ProgramData\Acronis\Restored Network Files です。このフ
ォルダが存在しない場合は、作成されます。このパスを変更する場合は、ローカルフォルダ
を指定してください。マッピングされているドライブを含むネットワークフォルダは、サポ
ートされていません。

20 Web サイトとホスティングサーバーの保護
20.1 Web サイトの保護
不正なアクセスやマルウェア攻撃の結果、Web サイトが破損する可能性があります。破損
した際に簡単に元の状態に戻したい場合、Web サイトをバックアップします。

Webサイトをバックアップするために必要なものは何でしょうか。
Web サイトは、SFTP または SSH プロトコルを介してアクセス可能でなければなりません。
エージェントをインストールする必要はありません。このセクションで後述するように、
Web サイトを追加するだけです。

どのアイテムをバックアップできますか。
次のアイテムをバックアップできます:



Web サイトコンテンツファイル
SFTP または SSH 接続用に指定したアカウントからアクセスできるすべてのファイル。



MySQL サーバーでホストされているリンク済データベース（存在する場合)。
指定した MySQL アカウントにアクセスできるすべてのデータベース。

Web サイトでデータベースを使用している場合、ファイルとデータベースの両方をバック
アップして、一貫性のある状態に復元することをおすすめします。

制限事項


Web サイトのバックアップに使用できる唯一のバックアップロケーションはクラウドス
トレージです。



複数のバックアップ計画を Web サイトに適用することができますが、スケジュールで
実行できるのはそのうちの 1 つだけです。その他の計画は手動で開始する必要がありま
す。



唯一利用可能なバックアップオプションは、「バックアップファイル名」 『106ページ 』
です。

20.1.1 Web サイトのバックアップ
Web サイトを追加する
1. [デバイス] > [追加] をクリックします。
2. [Web サイト] をクリックします。
3. Web サイトの次のアクセス設定を設定します:



[Web サイト名] で、Web サイトの名前を作成して入力します。この名前はバック
アップコンソールで表示されます。



[ホスト] で、SFTP または SSH 経由で Web サイトにアクセスするために使用するホ
スト名または IP アドレスを指定します。たとえば、my.server.com または
10.250.100.100。



[ポート] で、ポート番号を指定します。



[ユーザー名] および [パスワード] で、SFTP または SSH 経由で Web サイトにアク
セスするために使用できるアカウントの資格情報を指定します。
重要 指定されたアカウントにアクセス可能なファイルのみがバックアップされます。

パスワードの代わりに、SSH 秘密鍵を指定することができます。これを行うには、
[パスワードの代わりに SSH 秘密鍵を使用する] チェックボックスをオンにして、鍵
を指定します。
4. [次へ] をクリックします。
5. Web サイトが MySQL データベースを使用している場合は、データベースのアクセス設
定を設定します。それ以外の場合は [スキップ] をクリックします。

a. [接続タイプ] で、クラウドからデータベースにアクセスする方法を選択します:



ホストから SSH 経由: 手順 3 で指定したホスト経由でデータベースにアクセスし
ます。



直接接続: データベースに直接アクセスします。この設定は、データベースがイ
ンターネットからアクセスできる場合にのみ選択します。

b. [ホスト] で、MySQL サーバーが動作しているホストの名前または IP アドレスを指
定します。
c. [ポート] で、サーバーへの TCP/IP 接続ポート番号を指定します。デフォルトのポ
ート番号は 3306 です。
d. [ユーザー名] および [パスワード] で、MySQL アカウントの資格情報を指定しま
す。
重要 指定されたアカウントにアクセスできるデータベースのみがバックアップされます。

e. [作成] をクリックします。
Web サイトは、バックアップコンソールの [デバイス] > [Web サイト] に表示され
ます。

接続の設定を変更するには
1. [デバイス] > [Web サイト] で Web サイトを選択します。
2. [詳細] をクリックします。
3. Web サイトまたはデータベース接続設定の横にある鉛筆アイコンをクリックします。
4. 必要な変更を実行し、[保存] をクリックします。

Web サイトのためのバックアップ計画を作成する
1. [デバイス] > [Web サイト] で 1 つまたは複数の Web サイトを選択します。
2. [バックアップ] をクリックします。
3. （オプション)データベースのバックアップを有効にします。
複数の Web サイトを選択した場合、データベースのバックアップはデフォルトで無効
になります。
4. （オプション)保持ルール 『91ページ 』を変更します。
5. （オプション)バックアップの暗号化 『94ページ 』を有効にします。

6. （オプション)ギアアイコンをクリックして、バックアップファイル名 『106ページ 』
オプションを編集します。これは、次の 2 つの場合に役立ちます。



この Web サイトを以前にバックアップしており、既存のバックアップシーケンス
を継続する場合



[バックアップ] タブでカスタム名を表示する場合

7. [適用] をクリックします。
マシンに対する方法と同じように、Web サイトのバックアップ計画を編集、取り消し、お
よび削除できます。これらの操作については、「バックアップ計画の操作」 『182ページ 』
で説明します。

20.1.2 Web サイトの復元
Web サイトを復元するには
1. 次のいずれかを実行します。



[デバイス] > [Web サイト] で、復元する Web サイトを選択してから、[復元]
をクリックします。
Web サイトを名前で検索できます。ワイルドカードはサポートされていません。



Web サイトが削除されている場合は、[バックアップ] タブ 『178ページ 』の [ク
ラウドアプリケーションバックアップ] でそのサイトを選択して、[バックアップの
表示] をクリックします。
削除済みの Web サイトを復元するには、ターゲットサイトをデバイスとして追加
する必要があります。

2. リカバリ ポイントを選択します。
3. [復元] をクリックして、復元する対象を選択します:Web サイト全体、データベース
（該当する場合)、またはファイル/フォルダ。
Web サイトが一貫性のある状態になるように、ファイルとデータベースの両方を任意の
順序で復元することをおすすめします。
4. 選択に応じて、下記のいずれかの手順に従ってください。

Web サイト全体を復元するには
1. [Web サイトに復元] で、ターゲット Web サイトを表示または変更します。

デフォルトでは、元の Web サイトが選択されます。元の Web サイトが存在しない場
合、ターゲットの Web サイトを選択する必要があります。
2. 復元されたアイテムの共有権限を復元するかどうかを選択します。
3. [復元を開始] をクリックして操作を確定します。

データベースを復元するには
1. 復元するデータベースを選択します。
2. データベースをファイルとしてダウンロードする場合は、[ダウンロード] をクリックし、
ファイルの保存先を選択して、[保存] をクリックします。それ以外の場合は、この手順
をスキップします。
3. [復元] をクリックします。
4. [Web サイトに復元] で、ターゲット Web サイトを表示または変更します。
デフォルトでは、元の Web サイトが選択されます。元の Web サイトが存在しない場
合、ターゲットの Web サイトを選択する必要があります。
5. [復元を開始] をクリックして操作を確定します。

Web サイトのファイル/フォルダを復元するには
1. 復元するファイル/フォルダを選択します。
2. ファイルを保存する場合は、[ダウンロード] をクリックし、ファイルの保存先を選択し
て、[保存] をクリックします。それ以外の場合は、この手順をスキップします。
3. [復元] をクリックします。
4. [Web サイトに復元] で、ターゲット Web サイトを表示または変更します。
デフォルトでは、元の Web サイトが選択されます。元の Web サイトが存在しない場
合、ターゲットの Web サイトを選択する必要があります。
5. 復元されたアイテムの共有権限を復元するかどうかを選択します。
6. [復元を開始] をクリックして操作を確定します。

20.2 Web ホスティングサーバーの保護
Plesk または cPanel プラットフォームを使用する Web ホスティング管理者は、それらのプ
ラットフォームとバックアップサービスを統合できます。
統合することで、管理者は次のことが行えるようになります。



Plesk または cPanel サーバー全体を、ディスクレベルバックアップによってクラウドス
トレージにバックアップする



Web サイトすべてを含め、サーバー全体を復元する



Plesk の場合、Web サイト、個々のファイル、メールボックス、データベースの粒度復
元を実行する



cPanel の場合、Web サイト、個々のファイル、メールボックス、メールフィルタ、メー
ル転送、データベース、アカウントの粒度復元を実行する



Plesk と cPanel の顧客向けにセルフサービスリカバリを有効化する

統合はバックアップサービスの拡張機能を利用して実行されます。Plesk 用または cPanel 用
の拡張機能が必要な場合、バックアップサービスのプロバイダーにお問い合わせください。

サポート対象のPleskおよびcPanelのバージョン


Plesk for Linux 17.0 以降



PHP 5.6 以降を使用する cPanel のすべてのバージョン

量
バックアップされた Plesk または cPanel サーバーは、それぞれ Web ホスティングサーバー
クォータを消費します。このクォータが無効の場合、またはクォータの追加容量を超過した
場合、次のようになります。



物理サーバーの場合、サーバークォータが使用されます。このクォータが無効の場合、
またはクォータの追加容量を超過した場合、バックアップは失敗します。



仮想サーバーの場合、仮想マシンクォータが使用されます。このクォータが無効の場合、
またはクォータの追加容量を超過した場合、サーバークォータが使用されます。このク
ォータが無効の場合、またはクォータの追加容量を超過した場合、バックアップは失敗
します。

21 仮想コンピュータの特別な操作
21.1 バックアップからの仮想コンピュータの実行（イン
スタント復元)
オペレーティングシステムを含むディスクレベル バックアップから仮想コンピュータを実
行できます。この処理は即時復元ともいい、数秒で仮想サーバーを実行できます。仮想ディ
スクはバックアップから直接エミュレートされるため、データストア（ストレージ)の領域を
消費しません。記憶域スペースは、仮想ディスクに変更を保持する目的でのみ必要です。
この一時仮想コンピュータを実行するのは 3 日間までにしてください。その後、完全に削除
するか、ダウンタイムなしで標準の仮想コンピュータ（確定)に変換できます。
一時仮想コンピュータが存在するかぎり、保持ルールをそのコンピュータで使用されるバッ
クアップに適用できません。元のコンピュータのバックアップは実行し続けることができま
す。

使用例


災害復旧
障害があるコンピュータのコピーを即時にオンラインにします。



バックアップのテスト
バックアップからコンピュータを実行し、ゲスト OS およびアプリケーションが正しく
機能していることを確認します。



アプリケーションデータへのアクセス
コンピュータの実行中に、アプリケーションのネイティブ管理ツールを使用して、必要
なデータにアクセスして抽出します。

前提条件


1 つ以上のエージェント for VMware またはエージェント for Hyper-V をバックアップ
サービスに登録する必要があります。



バックアップは、ネットワークフォルダ、または VMware エージェントまたはエージェ
ント for Hyper-V がインストールされているコンピュータのローカル フォルダに保存

することができます。ネットワークフォルダを選択する場合は、コンピュータからアク
セスできる必要があります。仮想コンピュータは、クラウドストレージに格納されたバ
ックアップから実行できますが、この操作では、バックアップから大量のランダムアク
セス読み取りを行う必要があるため動作が遅くなります。



バックアップにはコンピュータ全体またはオペレーティングシステムを起動するのに必
要なすべてのボリュームを含める必要があります。



物理コンピュータと仮想コンピュータの両方のバックアップを使用できます。Virtuozzo
コンテナのバックアップは使用できません。



Linux 論理ボリューム（LVM)を含むバックアップは、VMware エージェントまたは
Hyper-V エージェントによって作成されたものであることが必要です。仮想マシンは元
のマシンと同じタイプであることが必要です（ESXi または Hyper-V)。

21.1.1 コンピュータの実行
1. 次のいずれかを実行します。



バックアップされたコンピュータを選択し、[復元] をクリックしてから、リカバリ
ポイントを選択します。



[バックアップ] タブ 『178ページ 』の復元ポイントを選択します。

2. [VM として実行] をクリックします。

ホストと他の必要なパラメータが自動的に選択されます。

3. （オプション)[ターゲットマシン] をクリックし、仮想マシンタイプ（ESXi または
Hyper-V)、ホスト、仮想マシン名を変更します。
4. （オプション)[データストア]（ESXi)または [パス]（Hyper-V)をクリックしてから、仮
想マシンのデータストアを選択します。
仮想ディスクの変更はコンピュータの実行中に累積されます。選択したデータストアに
十分な空き領域があることを確認してください。これらの変更点を仮想マシンの常設化
『285ページ 』により保存することを計画している場合、本番でマシンを実行するのに適
したデータストアを選択してください。
5. （オプション)[VM 設定] をクリックして、仮想マシンのメモリサイズとネットワーク接
続を変更します。
6. （オプション)VM 電源状態（オン/オフ)を選択します。
7. [今すぐ実行] をクリックします。
結果として、マシンが以下の 1 つのアイコンとともに Web インターフェースに表示されま

す。
できません。

または、

。このような仮想コンピュータはバックアップ用に選択

21.1.2 コンピュータの削除
vSphere/Hyper-V で直接一時仮想コンピュータを削除しないことをお勧めします。これは
Web インターフェイスのアーチファクトになることがあります。また、コンピュータが実
行されているバックアップがしばらくロックされた状態になる場合があります（保持ルール
では削除できません)。

バックアップから実行されている仮想コンピュータを削除するには
1. [すべてのデバイス] タブで、バックアップから実行するコンピュータを選択します。
2. [削除] をクリックします。
コンピュータは Web インターフェイスから削除されます。vSphere または Hyper-V インベ
ントリおよびデータベース（ストレージ)からも削除されます。コンピュータの実行中にデー
タで行われたすべての変更は失われます。

21.1.3 コンピュータの確定
仮想コンピュータをバックアップから実行しているときには、仮想ディスクの内容がバック
アップから直接取得されます。このため、バックアップロケーションまたはバックアップエ
ージェントへの接続が失われると、コンピュータがアクセスできなくなるか、破損すること
さえあります。
このマシンを永久にすることができます。つまり、仮想ディスクのすべてとマシンの実行中
に発生した変更をこれらの変更が保存されるデータストアに復元します。この処理は確定と
いいます。
確定はダウンタイムなしで実行されます。確定中は、仮想マシンの電源がオフになることは
ありません。
確定仮想ディスクのロケーションは、[VM として実行] 『283ページ 』 操作（ESXi では [デ
ータストア]、Hyper-V では [パス])のパラメータで定義されます。確定を開始する前に、
このデータストアの空き領域、共有機能、およびパフォーマンスが、本番環境でのマシンの
実行に適していることを確認してください。

注意:Windows Server 2008/2008 R2 および Microsoft Hyper-V Server 2008/2008 R2 で実行さ
れている Hyper-V については、これらのバージョンの Hyper-V に必要な API がないため、確定はサ
ポートされていません。

バックアップから実行されている仮想コンピュータを確定するには
1. [すべてのデバイス] タブで、バックアップから実行するマシンを選択します。
2. [確定] をクリックします。
3. （オプション)コンピュータの新しい名前を指定します。
4. （オプション)ディスクプロビジョニングモードを変更します。デフォルトの設定は
[Thin（シン)] です。
5. [確定] をクリックします。
コンピュータ名はすぐに変更されます。復元の進行状況は [アクティビティ] タブに表示さ
れます。復元が完了したら、コンピュータアイコンが標準仮想コンピュータのアイコンに変
わります。

確定に関する注意点
確定と標準復元
確定プロセスは、以下の理由で標準復元より時間がかかります。



確定中、エージェントはバックアップのさまざまな部分へのランダムアクセスを実行し
ます。マシン全体を復元するとき、エージェントはバックアップから順にデータを読み
取ります。



確定中に仮想マシンが動作している場合、両方の処理を同時に維持するために、エージ
ェントはより頻繁にバックアップからデータを読み取ります。標準復元中、仮想マシン
は停止されます。

バックアップから実行しているマシンの確定
バックアップデータへの集中的なアクセスにより、確定速度はバックアップロケーションと
エージェントの間の接続帯域幅に大きく依存します。ローカルバックアップと比較して、ク
ラウドに配置されたバックアップの確定には時間がかかります。インターネット接続が非常
に遅いかまたは不安定な場合、クラウドバックアップから動作しているマシンの確定は失敗

する場合があります。確定を実行する計画があり、選択の余地がある場合は、仮想マシンを
ローカルバックアップから実行することをお勧めします。

21.2 VMware vSphere での作業
このセクションでは、VMware vSphere 環境特有の操作について説明します。

21.2.1 仮想コンピュータのレプリケーション
レプリケーションは、VMware ESXi 仮想コンピュータでのみ可能です。
レプリケーションは、仮想コンピュータの厳密なコピー（レプリカ)を作成し、そのレプリカ
と元のコンピュータの同期を維持するプロセスです。重要な仮想コンピュータのレプリケー
ションにより、このコンピュータのコピーをいつでも開始できる状態で維持できます。
レプリケーションは、手動でまたは指定したスケジュールに従って開始できます。最初のレ
プリケーションはフル（コンピュータ全体をコピー)で実行されます。以後のレプリケーショ
ンは、このオプションが無効にされていない限り、すべて増分に対して [Changed Block
Tracking] 『293ページ 』 を使用して実行されます。

レプリケーションとバックアップ
スケジュール設定によるバックアップと異なり、レプリカは仮想コンピュータの最新状態の
みを維持します。バックアップは比較的安価なストレージで維持できるのに対し、レプリカ
はデータストアのスペースを消費します。
ただし、レプリカの電源をオンにするための所要時間は、復元するよりもはるかに短く、仮
想コンピュータをバックアップから実行するための所要時間と比べても短くなります。電源
がオンになると、レプリカはバックアップから実行する VM よりも高速で機能し、エージェ
ント for VMware をロードしません。

使用例


リモートサイトへの仮想コンピュータのレプリケーション。
プライマリサイトからセカンダリサイトに仮想コンピュータのクローンを作成すること
により、レプリケーションを作成します。データセンターの一部または全部に障害が発
生しても、このレプリケーションを使用して作業を継続できます。セカンダリサイトの

設置施設は、通常、環境、インフラストラクチャなど、プライマリサイトの障害発生原
因の影響を受けにくい、地理的に離れた場所に設置されます。



1 サイト内での仮想コンピュータのレプリケーション（ホスト間やデータストア間)。
オンサイトレプリケーションは可用性を高め、災害復旧のシナリオを成立させるために
使用されます。

レプリカの用途


レプリカのテスト 『290ページ 』
テストのためにレプリカの電源をオンにします。vSphere クライアントなどのツールを
使用して、レプリカが正しく機能することを確認します。テストの進行中は、レプリケ
ーションは一時停止されます。



レプリカへのフェールオーバー 『290ページ 』
フェールオーバーは元の仮想コンピュータからレプリカへのワークロードの移行です。
フェールオーバーの進行中は、レプリケーションは一時停止されます。



レプリカのバックアップ
バックアップとレプリケーションの両方で仮想ディスクへのアクセスが必要となり、仮
想コンピュータが実行しているホストのパフォーマンスに影響します。仮想コンピュー
タのレプリカとバックアップの両方が必要でも、本番ホストに余計な負荷をかけないよ
うにするには、コンピュータのレプリケーション先を別のホストにし、レプリカのバッ
クアップを設定します。

制限事項
以下のタイプの仮想コンピュータはレプリケーションができません。



ESXi 5.5 以前で実行しているフォールトトレラントなコンピュータ。



バックアップから実行しているコンピュータ。



仮想コンピュータのレプリカ。

21.2.1.1 レプリケーション計画の作成
レプリケーション計画は、コンピュータごとにそれぞれ作成する必要があります。既存の計
画を他のコンピュータに適用することはできません。

レプリケーション計画の作成手順
1. レプリケーション対象の仮想コンピュータを選択します。
2. [レプリケーション] をクリックします。
ソフトウェアには新しいレプリケーション計画テンプレートが表示されます。
3. （オプション)レプリケーション計画名を変更するには、デフォルト名をクリックしま
す。
4. [ターゲットコンピュータ] をクリックして、次の操作を行います。
a. 新しいレプリカを作成するか、元のコンピュータの既存のレプリカを使用するかを
選択します。
b. ESXi ホストを選択し、新しいレプリカ名を指定するか、既存のレプリカを選択しま
す。
新しいレプリカのデフォルトの名前は、（元のコンピュータの名前)_replica になり
ます。
c. [OK] をクリックします。
5. （新しいコンピュータにレプリケーションする場合のみ)[データストア] をクリックし、
仮想コンピュータのデータストアを選択します。
6. （オプション)[スケジュール] をクリックして、レプリケーションスケジュールを変更
します。
デフォルトでは、レプリケーションは月曜日から金曜日まで毎日実行されます。レプリ
ケーションを実行する時刻を選択できます。
レプリケーションを頻繁に実行する場合、スライダを移動して、レプリケーションのス
ケジュールを指定できます。
また、次の操作を実行することもできます。



スケジュールが有効となる日付範囲を設定できます。[設定した期間内で実行する]
チェックボックスをオンにして、日付範囲を指定します。



スケジュールを無効にします。この場合、レプリケーションを手動で起動できま
す。

7. （オプション)歯車アイコンをクリックして、レプリケーションオプション 『293ペー
ジ 』を変更します。
8. [適用] をクリックします。

9. （オプション)計画を手動で実行するには、計画パネルで [今すぐ実行] をクリックしま
す。
レプリケーション計画を実行した結果として、[すべてのデバイス] リストに、仮想コンピ

ュータのレプリカが次のアイコン付きで表示されます。

21.2.1.2 レプリカのテスト
レプリカのテストの準備手順
1. テストするレプリカを選択します。
2. [レプリカのテスト] をクリックします。
3. [テストの開始] をクリックします。
4. 電源の投入されたレプリカをネットワークに接続するかどうかを選択します。デフォル
トでは、レプリカはネットワークに接続されません。
5. （オプション)レプリカをネットワークに接続する選択をした場合は、レプリカの電源を
投入する前に元のコンピュータを停止するために、[元の仮想コンピュータを停止] チェ
ックボックスをオンにします。
6. [開始] をクリックします。

レプリカのテストを停止する手順
1. テストが進行中のレプリカを選択します。
2. [レプリカのテスト] をクリックします。
3. [テストの停止] をクリックします。
4. 操作を確定します。

21.2.1.3 レプリカへのフェールオーバー
コンピュータをレプリカにフェールオーバーする手順
1. フェールオーバー先となるレプリカを選択します。
2. [レプリカのアクション] をクリックします。
3. [フェールオーバー] をクリックします。

4. 電源の投入されたレプリカをネットワークに接続するかどうかを選択します。デフォル
トでは、レプリカは、元のコンピュータと同じネットワークに接続されます。
5. （オプション)レプリカをネットワークに接続する選択をした場合は、元のコンピュータ
のオンライン接続を維持するために、[元の仮想コンピュータを停止] チェックボックス
をオフにします。
6. [開始] をクリックします。
レプリカがフェールオーバー状態の間は、次のアクションのいずれかを選択できます。



フェールオーバーの停止 『291ページ 』
元のコンピュータが修復された場合、フェールオーバーを停止します。レプリカの電源
がオフになります。レプリケーションが再開されます。



レプリカに対して永続的フェールオーバーを実行 『292ページ 』
このインスタント操作により、仮想コンピュータに対するレプリケーションができなく
なるように、仮想コンピュータから「レプリカ」フラグが削除されます。レプリケーショ
ンを再開する場合は、レプリケーション計画を編集し、このコンピュータをソースとし
て選択します。



フェールバック 『292ページ 』
継続的に運用する予定のないサイトにフェールオーバーした場合、フェールバックを実
行します。レプリカは、元の仮想コンピュータまたは新しい仮想コンピュータに復元さ
れます。元のコンピュータに復元が完了すると、電源が投入され、レプリケーションが
再開されます。新しいコンピュータへの復元を選択した場合は、レプリケーション計画
を編集し、このコンピュータをソースとして選択します。

フェールオーバーの停止
フェールオーバーを停止する手順
1. フェールオーバー状態のレプリカを選択します。
2. [レプリカのアクション] をクリックします。
3. [フェールオーバーの停止] をクリックします。
4. 操作を確定します。

永続的フェールオーバーの実行
永続的フェールオーバーの実行手順
1. フェールオーバー状態のレプリカを選択します。
2. [レプリカのアクション] をクリックします。
3. [永続的フェールオーバー] をクリックします。
4. （オプション)仮想コンピュータの名前を変更します。
5. （オプション) [元の仮想コンピュータを停止] チェックボックスをオンにします。
6. [開始] をクリックします。

フェールバック
レプリカからフェールバックする手順
1. フェールオーバー状態のレプリカを選択します。
2. [レプリカのアクション] をクリックします。
3. [レプリカからのフェールバック] をクリックします。
このソフトウェアは自動的に対象コンピュータとして元のコンピュータを選択します。
4. （オプション) [ターゲットコンピュータ] をクリックして、次の操作を行います。
a. 新規または既存のコンピュータにフェールバックするかどうかを選択します。
b. ESXi ホストを選択し、新しいコンピュータ名を指定するか、既存のコンピュータを
選択します。
c. [OK] をクリックします。
5. （オプション)新しいコンピュータにフェールバックするときには、次を実行することも
できます。



[データストア] をクリックして、仮想コンピュータのデータストアを選択します。



[VM 設定] をクリックして、仮想コンピュータのメモリサイズ、プロセッサ数、ネ
ットワーク接続を変更します。

6. （オプション) [復元オプション] をクリックしてフェールバックオプション 『293ペー
ジ 』を変更します。
7. [復元を開始] をクリックします。
8. 操作を確定します。

21.2.1.4 レプリケーションオプション
レプリケーションオプションを変更するには、レプリケーション計画名の横にあるギア ア
イコンをクリックし、[レプリケーションオプション] をクリックします。

Changed Block Tracking（CBT)
このオプションは、バックアップ オプション [Changed Block Tracking (CBT)] 『113ペ
ージ 』 と同じ内容です。

ディスクプロビジョニング
このオプションでは、レプリカのディスクプロビジョニング設定を定義します。
デフォルトの設定は、シンプロビジョニングです。
次の値を使用できます。[シンプロビジョニング]、[シックプロビジョニング]、[元の設定
を維持]。

エラー処理
このオプションは、バックアップ オプション [エラー処理] 『116ページ 』 と同じ内容で
す。

処理の前後のコマンド
このオプションは、バックアップ オプション [処理の前後のコマンド] 『129ページ 』 と
同じ内容です。

仮想コンピュータのボリューム シャドウ コピー サービス（VSS)
このオプションは、バックアップ オプション [仮想コンピュータのボリューム シャドウ
コピー サービス（VSS)] 『138ページ 』 と同じ内容です。

21.2.1.5 フェールバックオプション
フェールバック設定時にフェールバックオプションを変更する場合は、[復元オプション]
をクリックします。

エラー処理
このオプションは、復元オプション [エラー処理] 『171ページ 』 と同じ内容です。

パフォーマンス
このオプションは、復元オプション [パフォーマンス] 『174ページ 』 と同じ内容です。

処理の前後に実行するコマンド
このオプションは、復元オプション [処理の前後に実行するコマンド] 『174ページ 』 と同
じ内容です。

VM電源管理
このオプションは、復元オプション [VM 電源管理] 『176ページ 』 と同じ内容です。

21.2.1.6 初期レプリカのシード
リモートロケーションへのレプリケーションを高速化し、ネットワーク帯域幅を節約するに
は、レプリカシードを実行できます。
重要 レプリカシードを実行するには、VMware エージェント（仮想アプライアンス)をターゲット
ESXi で実行する必要があります。

初期レプリカのシード
1. 次のいずれかを実行します。



元の仮想コンピュータをオフにできる場合は、オフにしてから、手順 4 に進みます。



元の仮想コンピュータをオフにできない場合は、次の手順に進みます。

2. レプリケーション計画を作成 『288ページ 』します。
計画を作成するときには、ターゲットコンピュータで新しいレプリカと元のコンピュー
タをホストする ESXi を選択します。
3. 計画を 1 回実行します。
レプリカが元の ESXi で作成されます。
4. 仮想コンピュータ（またはレプリカ)ファイルを外部ハードドライブにエクスポートしま
す。

a. vSphere クライアントが実行されているコンピュータに外部ハードドライブを接続
します。
b. vSphere クライアントを元の vCenter\ESXi に接続します。
c. インベントリで新しく作成されたレプリカを選択します。
d. ファイル > エクスポート > OVF テンプレートのエクスポートをクリックします。
e. [ディレクトリ] で外部ハードドライブのフォルダを指定します。
f. [OK] をクリックします。
5. ハードドライブをリモートロケーションに転送します。
6. レプリカをターゲット ESXi にインポートします。
a. vSphere クライアントが実行されているコンピュータに外部ハードドライブを接続
します。
b. vSphere クライアントをターゲット vCenter\ESXi に接続します。
c. ファイル > OVF テンプレートのデプロイをクリックします。
d. [ファイルまたは URL からのデプロイ] で、手順 4 でエクスポートしたテンプレート
を指定します。
e. インポート手順を完了します。
7. 手順 2 で作成したレプリケーション計画を編集します。[ターゲットコンピュータ] で
[既存のレプリカ] を選択し、インポートされたレプリカを選択します。
結果として、レプリカのアップデートが続きます。すべてのレプリケーションは増分です。

21.2.2 エージェント for VMware - LAN フリー バックアップ
使用している ESXi で SAN 接続ストレージが使用されている場合は、このエージェントを同
じ SAN 接続コンピュータにインストールします。エージェントは、ESXi ホストや LAN を経
由せずにストレージから仮想コンピュータを直接バックアップします。この機能は、LAN
フリー バックアップと呼ばれます。
下の図は、LAN ベースのバックアップと LAN フリー バックアップを示しています。ファ
イバ チャネル（FC)または iSCSI ストレージ エリア ネットワークがある場合は、仮想コ
ンピュータに LAN フリー アクセスすることができます。バックアップされたデータを

LAN 経由で一切転送しないようにするには、バックアップをエージェントのコンピュータ
のローカル ディスク、または SAN に接続されたストレージに保存します。

エージェントのデータ ストアへの直接アクセスを有効化する手順
1. vCenter Server に接続できる Windows コンピュータにエージェント for VMware をイ
ンストールします。
2. データ ストアをホストする論理装置番号（LUN)をコンピュータに接続します。以下につ
いて考慮してください。



ESXi へのデータ ストア接続に使用されているプロトコル（iSCSI または FC)と同じ
プロトコルを使用します。



ディスク管理で、LUN は初期化されず、「オフライン」ディスクとして表示される必
要があります。Windows によって LUN が初期化されると、破損して VMware
vSphere で読み取れなくなる場合があります。

その結果、エージェントは仮想ディスクへの接続に SAN 転送モードを使用するようになり
ます。つまり、VMFS ファイル システムを識別しないで iSCSI/FC から Raw LUN セクター
を読み込みます（これは Windows には認識されません)。

制限


vSphere 6.0 以降では、VM ディスクが VMware Virtual Volume（VVol)にあるものと
そうでないものがある場合、エージェントは SAN 転送モードを使用できません。そのよ
うな仮想コンピュータのバックアップはできません。



VMware vSphere 6.5 で導入された暗号化仮想コンピュータは、エージェントに SAN
転送モードを設定しても LAN 経由でバックアップされます。VMware が暗号化仮想ディ
スクのバックアップに SAN 転送をサポートしないため、エージェントは NBD 転送にフ
ォールバックします。

例
iSCSI SAN を使用している場合、エージェント for VMware がインストールされている
Windows を実行している iSCSI イニシエーターを設定します。

SAN ポリシーの設定手順
1. 管理者としてログインし、コマンド プロンプトを開き、diskpart と入力してから、
Enter キーを押します。
2. san と入力し、Enter キーを押します。[SAN ポリシー:すべてオフライン] と表示され
ることを確認してください。
3. SAN ポリシーに別の値が設定されている場合は、次のようにします。
a. san policy=offlineall と入力します。
b. Enter キーを押します。
c. この設定が正しく適用されたことを確認するには、手順 2 を実行します。
d. コンピュータを再起動します。

iSCSI イニシエーターの設定手順
1. [コントロール パネル] > [管理ツール] > [iSCSI イニシエーター] に移動します。
ヒント:管理ツールアプレットを見つけるにコントロール パネル表示を[ホーム] または [カテゴ
リ] 以外に変更するか、検索してください。

2. Microsoft iSCSI イニシエーターを初めて起動する場合は、Microsoft iSCSI イニシエー
ターサービスが開始されることをご承知ください。
3. [ターゲット] タブで、SAN デバイスの完全修飾ドメイン名（FQDN)または IP アドレス
を入力して、[クイック接続] をクリックします。
4. データ ストアをホストする LUN を選択し、[接続] をクリックします。
LUN が表示されない場合は、iSCSI ターゲットのゾーニングが LUN にアクセスするエー
ジェントを実行しているコンピュータで有効になっているか確認してください。対象の
コンピュータはこのターゲットで許可された iSCSI イニシエーターのリストに登録され
ている必要があります。
5. [OK] をクリックします。
次のスクリーンショットに示すように準備ができた SAN LUN が[ディスク管理] に表示され
ます。

21.2.3 ローカルに接続されたストレージの使用
追加のディスクをエージェント for VMware（仮想アプライアンス)に接続して、エージェン
トによるバックアップ先を、ローカルに接続されたこのストレージに設定できます。このア

プローチでは、エージェントとバックアップロケーションとの間のネットワークトラフィッ
クが排除されます。
バックアップされた仮想マシンと同じホストまたはクラスター上で実行されている仮想アプ
ライアンスは、マシンが存在するデータストアに直接アクセスできます。これは、アプライ
アンスがバックアップされたディスクを HotAdd トランスポートを使用して接続でき、そ
のためバックアップトラフィックがあるローカルディスクから別のローカルディスクに向け
られることを意味します。データストアが NFS ではなくディスク/LUN として接続されて
いる場合は、完全な LAN フリーのバックアップになります。NFS データストアの場合は、
データストアとホストとの間にネットワークトラフィックが発生します。
ローカルに接続されたストレージを使用する場合、エージェントが常に同じコンピュータを
バックアップすることを前提としています。複数のエージェントが vSphere 内で動作して
おり、その中にローカルに接続されたストレージを使用しているエージェントがある場合は、
バックアップする必要があるすべてのコンピュータと各エージェントを手動でバインドする
『300ページ 』必要があります。バインドしない場合、Management Server によって各コ
ンピュータが各エージェントに再分配されると、1 つのコンピュータのバックアップが、複
数のストレージに分散される場合があります。
既に実行中のエージェントに、または OVF テンプレートから 『47ページ 』エージェント
をデプロイする際に、ストレージを追加できます。

既に実行中のエージェントにストレージを接続するには
1. VMware vSphere のインベントリで、エージェント for VMware（Virtual Appliance)
を右クリックします。
2. 仮想コンピュータの設定を編集してディスクを追加します。ディスク サイズは 10 GB
以上必要です。
警告 既存のディスクを追加するタイミングには注意してください。ストレージを作成すると、既
存のディスクに存在していたデータはすべて失われます。

3. 仮想アプライアンス コンソールに移動します。[ストレージの作成] リンクが、画面の
下部に表示されています。表示されていない場合は、[更新] をクリックします。
4. [ストレージの作成] リンクをクリックし、ディスクを選択し、そのディスクのラベルを
指定します。ファイルシステムの制限により、ラベル長は 16 文字に制限されていま
す。

ローカルに接続されたストレージをバックアップ先として選択するには
バックアップ計画を作成 『59ページ 』している場合は、[バックアップ先] で、[ローカル
フォルダ] を選択し、ローカルに接続されたストレージに対応する文字を入力します（例:
D:\)。

21.2.4 仮想コンピュータのバインド
このセクションでは、バックアップサービスが VMware vCenter 内で複数のエージェント
の処理を整理する方法の概要について説明します。
配分アルゴリズム（以下参照)は、Windows にインストールされた仮想アプライアンスとエ
ージェントの両方で機能します。

配分アルゴリズム
仮想コンピュータは、自動的にエージェント for VMware の間で均等に配分されます。均等
とは、各エージェントで同じ台数のコンピュータを管理することを意味します。仮想コンピ
ュータが占有するストレージ領域の容量はカウントされません。
ただし、コンピュータのエージェントを選択すると、全体的なシステムパフォーマンスの最
適化が図られます。特に、エージェントと仮想コンピュータのロケーションが考慮されます。
同じホストでホストされているエージェントが好ましいとされます。同じホストにエージェ
ントがない場合は、同じクラスタのエージェントが好ましいとされます。
仮想コンピュータがひとたびエージェントに割り当てられると、そのコンピュータの全バッ
クアップはそのエージェントが担います。

再配分
再配分は、確立されたバランスが崩れるたび、具体的にはエージェント間で負荷の不均衡が
20% に達すると実行されます。これは、コンピュータまたはエージェントが追加または削
除された場合、コンピュータが別のホストまたはクラスタに移行された場合、または手動で
コンピュータをエージェントにバインドした場合に発生する可能性があります。不均衡が発
生すると、バックアップサービスは同じアルゴリズムを使用してマシンを再配分します。
たとえば、スループットを向上させるためにより多くのエージェントが必要で、追加の仮想
アプライアンスをクラスタに配置する必要があるとします。バックアップサービスは、最も

適したマシンを新しいエージェントに割り当てます。これにより、古いエージェントの負荷
は軽減されます。
エージェントをバックアップサービスから削除すると、エージェントに割り当てられたマシ
ンは残りのエージェント間で再配分されます。ただし、エージェントが破損した場合、また
は vSphere から手動で削除された場合は、実行されません。再配分は、このようなエージ
ェントを Web インターフェイスから削除してはじめて開始されます。

配分結果の表示
自動配分の結果は以下に表示されます。



[すべてのデバイス] セクションの各仮想マシンの [エージェント] 列



エージェントが [設定] > [エージェント] セクションで選択された場合は、[詳細] パ
ネルの [割り当てられた仮想コンピュータ] セクション

手動バインド
[エージェント for VMware バインド] では、この仮想コンピュータを常にバックアップする
エージェントを指定して、その仮想コンピュータを配分処理から除外できます。全体的なバ
ランスは維持されますが、元のエージェントが削除された場合にかぎり、この該当するコン
ピュータを別のエージェントに渡すことができます。

コンピュータをエージェントにバインドするには
1. コンピュータを選択します。
2. ［詳細] をクリックします。
[割り当てられたエージェント] セクションに、選択したコンピュータを現在管理してい
るエージェントが表示されます。
3. [変更] をクリックします。
4. ［手動] をクリックします。
5. コンピュータにバインドするエージェントを選択します。
6. [保存] をクリックします。

コンピュータをエージェントとのバインドから解除するには
1. コンピュータを選択します。
2. ［詳細] をクリックします。

[割り当てられたエージェント] セクションに、選択したコンピュータを現在管理してい
るエージェントが表示されます。
3. [変更] をクリックします。
4. [自動] を選択します。
5. [保存] をクリックします。

エージェントの自動割り当ての無効化
エージェント for VMware がバックアップするコンピュータのリストを指定すると、自動割
り当てを無効にして、このエージェントを配分処理から除外できます。全体的なバランスは
他のエージェント間で維持されます。
登録済みエージェントが他にない場合、または自動割り当てが他のすべてのエージェントで
無効になっている場合は、自動割り当てを無効にできません。

エージェントの自動割り当てを無効にするには
1. [設定] > [エージェント] の順にクリックします。
2. 自動割り当てを無効にするエージェント for VMware を選択します
3. ［詳細] をクリックします。
4. [自動割り当て] スイッチをオフにします。

使用例


手動バインドは、特定の（非常に大きな)コンピュータはエージェント for VMware
（Windows)を使用してファイバチャネル経由でバックアップし、他のコンピュータは
仮想アプライアンスを使用してバックアップする場合に便利です。



エージェントにローカル接続されたストレージ 『298ページ 』がある場合は、仮想コン
ピュータをエージェントにバインドする必要があります。



自動割り当てを無効にすると、特定のコンピュータを指定したスケジュールに基づいて
バックアップできます。単一の仮想コンピュータしかバックアップしないエージェント
が、スケジュールされた時刻になって他の仮想コンピュータのバックアップに追われて
いるということはありえません。



自動割り当てを無効にすることは、地理的に離れている ESXi ホストが複数ある場合に便
利です。自動割り当てを無効にし、各ホストの仮想コンピュータを同じホストで実行さ
れているエージェントにバインドすると、そのエージェントはリモート ESXi ホストで実

行されているコンピュータのバックアップを決して実行しないため、ネットワークトラ
フィックを削減できます。

21.2.5 VM 移行のサポート
このセクションでは、vSphere クラスターの一部である ESXi ホスト間の移行を含む、
vSphere 環境内での仮想マシンの移行時に期待されることについて説明します。

vMotion
vMotion では、仮想コンピュータの状態と構成が別のホストに移動されますが、仮想コン
ピュータのディスクは共有ストレージの同じ場所に残ります。



エージェント for VMware（仮想アプライアンス)の vMotion はサポートされておらず、
無効になります。



仮想コンピュータの vMotion はバックアップ時に無効になります。バックアップは移
行の完了後も継続して実行されます。

Storage vMotion
Storage vMotion では、データ ストア間で仮想コンピュータのディスクが移動されます。



エージェント for VMware（仮想アプライアンス)の Storage vMotion はサポートされ
ておらず、無効になります。



仮想コンピュータの Storage vMotion はバックアップ時に無効になります。バックア
ップは移行後も継続して実行されます。

21.2.6 仮想環境の管理
ネイティブ表示で vSphere、Hyper-V、Virtuozzo 環境を表示できます。対応するエージェ
ントがインストールおよび登録されると、[デバイス] の下に [VMware]、[Hyper-V]、
または [Virtuozzo] の各タブが表示されます。
[VMware] タブでは、エージェントを再インストールせずに、vCenter Server またはスタ
ンドアロン ESXi ホストのアクセス認証情報を変更できます。

vCenter Server または ESXi ホストアクセス資格情報を変更するには
1. [デバイス] で、[VMware] をクリックします。
2. [ホストとクラスタ] をクリックします。

3. [ホストとクラスタ] リスト（[ホストとクラスタ] ツリーの右)で、エージェント for
VMware のインストール時に指定された vCenter Server またはスタンドアロン ESXi ホ
ストを選択します。
4. [詳細] をクリックします。
5. [資格情報] の下でユーザー名をクリックします。
6. 新しいアクセス認証を指定し、[OK] をクリックします。

21.2.7 vSphere クライアントにおけるバックアップステータスの
表示
vSphere クライアントで仮想マシンのバックアップステータスと最終バックアップ時刻を
表示できます。
この情報は、仮想マシンの概要（クライアントタイプおよび vSphere のバージョンに応じ
て、[概要] > [カスタム属性] / [注釈] / [メモ])に表示されます。ホスト、データセンター、
フォルダ、リソースプール、または vCenter Server 全体について、[仮想マシン] タブの
[最終バックアップ] 列と [バックアップ

ステータス] 列を有効にすることもできま

す。
これらの属性を提供するには、「VMware エージェント - 必要な権限」 『304ページ 』で
説明されている権限に加えて、VMware エージェントに対する次の権限が必要です。



[グローバル] > [カスタム属性の管理]



[グローバル] > [カスタム属性の設定]

21.2.8 エージェント for VMware - 必要な権限
vCenter Server により管理されたすべてのホストおよびクラスタで操作を実行するには、
エージェント for VMware に vCenter Server 上の権限が必要になります。エージェントを
特定の ESXi ホストでのみ稼働させる場合は、そのエージェントにホスト上の同じ権限を指
定します。
エージェント for VMware のインストールまたは構成時に、必要な権限を持つアカウントを
指定します。後でアカウントの変更が必要になった場合は、「仮想環境環境の管理」 『303
ページ 』セクションを参照してください。
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* 暗号化コンピュータのバックアップの場合のみ必須です。
** アプリケーションアウェアバックアップの場合のみ必須です。

21.3 クラスタ化された Hyper-V コンピュータのバック
アップ
Hyper-V クラスタでは、仮想コンピュータをクラスタ ノード間で移行することができます。
クラスタ化された Hyper-V コンピュータのバックアップを正しく設定するには、次の推奨
事項に従ってください。
1. 移行先のノードに関係なく、コンピュータをバックアップに使用できるようにしておく
必要があります。Hyper-V エージェントでどのノードのマシンにもアクセスできるよう
にするには、各クラスターノードに対して管理者権限のあるドメインユーザーアカウン
トでエージェントサービス 『42ページ 』を実行します。
エージェント for Hyper-V のインストール時に、このようなアカウントをエージェン
ト サービスに指定しておくことをお勧めします。
2. エージェント for Hyper-V をクラスタの各ノードにインストールします。
3. すべてのエージェントをバックアップサービスに登録します。

復元されたコンピュータの高可用性
バックアップしたディスクを既存の Hyper-V 仮想マシンに復元するとき、マシンの高可用
性プロパティはそのままの状態で残ります。
バックアップしたディスクを新しい Hyper-V 仮想マシンに復元するとき、作成されるマシ
ンは高可用性にはなりません。予備のコンピュータとみなされ、通常、電源がオフになりま
す。運用環境でマシンを使用する必要がある場合、フェールオーバークラスター管理スナッ
プインから高可用性に設定できます。

21.4 同時にバックアップされる仮想マシンの合計数の制
限
スケジューリング 『134ページ 』バックアップオプションでは、指定されたバックアップ計
画の実行時にエージェントが同時にバックアップを実行できる仮想マシンの数を定義しま
す。
複数のバックアップ計画がやがて重複する場合、それらのオプションに指定された数が合計
されます。結果として得られる合計数がプログラムで 10 に制限されていても、計画の重複
はバックアップの作成速度に影響を及ぼし、ホストと仮想マシンのストレージの両方に過剰
な負荷をかけます。
VMware エージェントまたは Hyper-V エージェントで同時にバックアップできる仮想マシ
ンの合計数をさらに削減できます。

VMware エージェント（Windows)または Hyper-V エージェントでバックアップできる仮
想マシンの合計数を制限するには
1. エージェントを実行しているマシンで、新しいテキスト文書を作成し、メモ帳などのテ
キストエディタで開きます。
2. 次の行をコピーしてファイルに貼り付けます。
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Acronis\MMS\Configuration\ManagedMachine\Simultane
ousBackupsLimits]
"MaxNumberOfSimultaneousBackups"=dword:00000001

3. 00000001 は設定する制限の 16 進値で置換します。たとえば、00000001 は 1 で、
0000000A は 10 です。
4. limit.reg として文書を保存します。
5. ファイルを管理者として実行します。
6. Windows レジストリを編集することを確認します。
7. 次の手順でエージェントを再起動します。
a. [スタート] メニューで、[ファイル名を指定して実行] をクリックし、「cmd」と入
力します。
b. [OK] をクリックします。

c. 次のコマンドを実行します。
net stop mms
net start mms

VMware エージェント（仮想アプライアンス)でバックアップできる仮想マシンの合計数
を制限する方法
1. コマンドシェルを起動するには、仮想アプライアンス UI で、CTRL+SHIFT+F2 キーを
押します。
2. vi などのテキストエディタでファイル/etc/Acronis/MMS.config を開きます。
3. 次のセクションを見つけます。
<key name="SimultaneousBackupsLimits">
<value name="MaxNumberOfSimultaneousBackups" type="Tdword">"10"</value>
</key>

4. 10 は設定する制限の 10 進値で置換します。
5. ファイルを保存します。
6. reboot コマンドを実行して、エージェントを再起動します。

21.5 コンピュータの移行
コンピュータの移行を実行するには、別のコンピュータにバックアップを復元します。
次の表に、使用可能な移行オプションを示します。
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+

+
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タ
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コンピュータ
Virtuozzo 仮想
コンピュータ

Virtuozzo コン

-

-

-

-

+

テナ

移行の実行手順については、次のセクションを参照してください。



物理から仮想（P2V):「物理マシンから仮想マシン」 『147ページ 』



仮想間（V2V):「仮想マシン」 『149ページ 』



仮想から物理（V2P):「仮想マシン」 『149ページ 』または「ブータブルメディアを使
用したディスクの復元」 『151ページ 』

V2P 移行は Web インターフェイスで実行しますが、特定の場合にはブータブルメディアを
使用することをお勧めします。場合によっては、ESXi または Hyper-V への移行でメディア
を使用できます。
メディアでは次のことができます。



論理ボリューム（LVM)を含む Linux マシンの P2V 移行、V2P 移行、または Virtuozzo
からの V2V 移行を実行します。バックアップおよびリカバリ用ブータブルメディアの作
成には、Linux エージェントまたはブータブルメディアを使用します。



システムのブータビリティに重要な特定のハードウェアのドライブを提供します。

21.6 Windows Azure および Amazon EC2 仮想コンピュ
ータ
Windows Azure または Amazon EC2 仮想コンピュータをバックアップするには、コンピュ
ータにバックアップエージェントをインストールします。バックアップおよび復元操作は、
物理マシンの場合と同じです。それでも、コンピュータ数のクオータを設定すると、仮想コ
ンピュータとしてカウントされます。
物理コンピュータとの違いは、Windows Azure および Amazon EC2 仮想コンピュータは、
ブータブルメディアから起動できないことです。新しい Windows Azure または Amazon
EC2 仮想コンピュータに復元する必要がある場合は、次の手順に従います。

Windows Azure またはAmazon EC2 仮想コンピュータとしてコンピュータを復元する手順
1. Windows Azure または Amazon EC2 のイメージ/テンプレートから、新しい仮想コンピ
ュータを作成します。新しいコンピュータは、復元するコンピュータと同じディスク構
成である必要があります。
2. 新しいコンピュータに、エージェント for Windows またはエージェント for Linux をイ
ンストールします。
3. 「物理コンピュータ」 『145ページ 』の説明に従って、バックアップされたコンピュー
タを復元します。復元を構成する際に、新しいコンピュータをターゲットコンピュータ
として選択します。

22 デバイスグループ
注意: この機能は、バックアップソフトウェアの Standard Edition では利用できません。

デバイスグループの目的は、登録されている大量のデバイスを簡単に管理することです。
バックアップ計画はグループに適用できます。グループに新しいデバイスが表示されると、
そのデバイスは計画によって保護されます。グループから削除されたデバイスは、計画によ
って保護されなくなります。グループに適用された計画をグループのメンバーで取り消すこ
とはできません。グループ自体でのみ取り消すことができます。
同じ種類のデバイスのみをグループに追加できます。例えば、[Hyper-V]では、Hyper-V
仮想コンピュータのグループを作成できます。[エージェントがインストールされているマ
シン] では、エージェントがインストールされているマシンのグループを作成できます。
[すべてのデバイス] では、グループは作成できません。
1 台のデバイスは、複数のグループのメンバーになることができます。

ビルトイングループ
登録されたデバイスは、[デバイス] タブのいずれかのビルトインルートグループに表示さ
れます。
ルートグループを編集または削除することはできません。ルートグループに計画を適用する
ことはできません。

一部のルートグループには、ビルトインサブルートグループが含まれています。これらのグ
ループを編集または削除することはできません。ただし、ビルトインサブルートグループに
計画を適用することは可能です。

カスタム グループ
マシンの役割はそれぞれ違うので、1 つのバックアップ計画でビルトイングループのすべて
のデバイスを十分に保護できない場合があります。バックアップされたデータは各部門に固
有であるため、一部のデータは頻繁にバックアップが必要なのに対し、その他のデータは 1
年に 2 回程度のバックアップで十分なことがあります。このため、コンピュータのセットご
とにさまざまなバックアップ計画を作成することになります。このような場合は、カスタム
グループの作成を検討します。
カスタム グループには、1 つ以上の入れ子になったグループを含めることができます。す
べてのカスタム グループは、編集または削除が可能です。次の種類のカスタムグループが
あります。



静的グループ
静的グループには、手動で追加したマシンが含まれています。マシンを明示的に追加ま
たは削除した場合を除き、静的グループの内容が変更されることはありません。
例:経理部門のカスタムグループを作成し、経理担当者のマシンをこのグループに手動で
追加します。バックアップ計画をこのグループに適用すると、経理担当者のマシンが保
護されるようになります。新しい経理担当者が入社した場合は、新しいコンピュータを
手動でグループに追加する必要があります。



ダイナミックグループ
ダイナミックグループには、グループ作成時に指定した検索条件に従って自動的に追加
されたマシンが含まれています。ダイナミック グループの内容は自動的に変更されます。
マシンは、指定した条件が満たされるまでグループに残ります。
例 1:経理部門に属するマシンのホスト名には、「経理」という単語が含まれています。
この場合、グループメンバーシップの条件に部分的なマシン名を指定し、そのグループ
にバックアップ計画を適用します。新しい経理担当者が入社した場合は、新しいマシン
が登録と同時にグループに追加され、自動的に保護されます。
例 2:経理部門が独立した Active Directory の組織単位（OU)を確立しました。この場
合、グループメンバーシップの条件に経理 OU を指定し、そのグループにバックアップ

計画を適用します。新しい経理担当者が入社した場合は、新しいマシンが登録および
OU への追加（操作の順番に関係なく)と同時にグループに追加され、自動的に保護され
ます。

22.1 静的グループの作成
1. [デバイス] をクリックし、静的グループを作成するデバイスを含んでいるビルトイング
ループを選択します。
2. グループを作成するグループの横にある歯車アイコンをクリックします。
3. [新しいグループ] をクリックします。
4. グループ名を指定し、[OK] をクリックします。
グループツリーに新しいグループが表示されます。

22.2 静的グループへのデバイスの追加
1. [デバイス] をクリックし、グループに追加する 1 つ以上のデバイスを選択します。
2. [グループに追加] をクリックします。
選択したデバイスを追加できるグループのツリーが表示されます。
3. 新しいグループを作成する場合は、次の手順を実行します。それ以外の場合は、この手
順をスキップします。
a. グループを作成するグループを選択します。
b. [新しいグループ] をクリックします。
c. グループ名を指定し、[OK] をクリックします。
4. デバイスを追加するグループを選択して、[完了] をクリックします。
グループを選択して [デバイスを追加] をクリックすることでもデバイスを静的グループに
追加することができます。

22.3 ダイナミックグループの作成
1. [デバイス] をクリックして、ダイナミックグループを作成するデバイスを含むグループ
を選択します。

2. 検索フィールドを使用してデバイスを検索します。次の複数の検索条件および演算子を
使用できます。
3. 検索フィールドの横の [名前を付けて保存] をクリックします。
4. グループ名を指定し、[OK] をクリックします。

検索条件
次の表に、使用可能な検索条件を示します。
条件
name

意味

 物理コンピュータのホスト名

検索クエリの例
name = 'ru-00'

 仮想コンピュータの名前
 データベース名
 メールボックス用の電子メールアドレ
ス
comment

デバイスへのコメント。
デフォルト値:

comment = 'important machine'
comment = '' （コメントのないすべ
てのマシン)

 Windows を実行する物理マシンで
は、Windows のコンピュータのプロ
パティからコンピュータの説明が取得
されます。

 その他のデバイスでは空白です。
コメントを表示するには、[デバイス] か
らデバイスを選択し、[詳細] をクリック
し、次に [コメント] セクションを見つ
けます。
コメントを追加または変更するには、[追
加] または [編集] をクリックします。
ip

IP アドレス（物理コンピュータのみ)

ip RANGE
('10.250.176.1','10.250.176.50
')

memorySize

RAM のサイズ（MB 単位)

memorySize < 1024

条件
insideVm

意味
エージェントがインストールされている

検索クエリの例
insideVm = true

仮想マシン。
設定可能な値:

 true
 false
osName

オペレーティングシステム名

osName LIKE '%Windows XP%'

osType

オペレーティングシステム名

osType IN ('linux', 'macosx')

設定可能な値:

 'windows'
 'linux'
 'macosx'
osProductType

オペレーティングシステムの製品の種類

osProductType = 'server'

設定可能な値:

 'dc'
ドメインコントローラを表します。

 'server'
 'workstation'
tenant

デバイスが属している部署名

tenant = 'Unit 1'

tenantId

デバイスが属している部署の ID

tenantId =
'3bfe6ca9-9c6a-4953-9cb2-a1
323f454fc9'

部署 ID を取得するには、[デバイス] で
デバイスを選択し、[詳細] > [すべての
プロパティ] をクリックします。
[ownerId] フィールドに ID が表示され
ます。

条件
state

意味
デバイスの状態

検索クエリの例
state = 'backup'

設定可能な値:

 'idle'
 'interactionRequired'
 'canceling'
 'backup'
 'recover'
 'install'
 'reboot'
 'failback'
 'testReplica'
 'run_from_image'
 'finalize'
 'failover'
 'replication'
 'createAsz'
 'deleteAsz'
 'resizeAsz'
protectedByPlan

特定の ID を持つバックアップ計画によっ protectedByPlan =
'4B2A7A93-A44F-4155-BDE3-A023C
て保護されているデバイス
57C9431'
計画 ID を取得するには、[計画] > [バッ
クアップ] をクリックし、計画を選択し
て、[ステータス] 列の図をクリックし
て、ステータスをクリックします。新し
い計画 ID による検索が作成されます。

okByPlan

特定の ID を持つバックアップ計画によっ okByPlan =
'4B2A7A93-A44F-4155-BDE3-A023C
て保護されている、ステータスが [OK] 57C9431'
のデバイス

errorByPlan

特定の ID を持つバックアップ計画によっ errorByPlan =
'4B2A7A93-A44F-4155-BDE3-A023C
て保護されている、ステータスが [エラ 57C9431'
ー] のデバイス

条件
warningByPlan

意味

検索クエリの例

特定の ID を持つバックアップ計画によっ warningByPlan =
'4B2A7A93-A44F-4155-BDE3-A023C
て保護されている、ステータスが [警告] 57C9431'
のデバイス

runningByPlan

特定の ID を持つバックアップ計画によっ runningByPlan =
'4B2A7A93-A44F-4155-BDE3-A023C
て保護されている、ステータスが [実行 57C9431'
中] のデバイス

interactionByPlan

特定の ID を持つバックアップ計画によっ interactionByPlan =
'4B2A7A93-A44F-4155-BDE3-A023C
て保護されている、ステータスが
57C9431'
[Interaction Required（ユーザーによ
る操作が必要)] のデバイス

ou

指定した Active Directory の組織単位

ou IN ('RnD', 'Computers')

（OU)に属するマシン。
id

デバイス ID
デバイス ID を取得するには、[デバイス]

id !=
'4B2A7A93-A44F-4155-BDE3-A023C
57C9431'

でデバイスを選択し、[詳細] > [すべて
のプロパティ] をクリックします。[id]
フィールドに ID が表示されます。
lastBackupTime

最後にバックアップが作成された日時

lastBackupTime > '2016-03-11'

形式は YYYY-MM-DD HH:MM です。

lastBackupTime <= '2016-03-11
00:15'
lastBackupTime is null

lastBackupTryTime

最後にバックアップの作成が試行された
日時

lastBackupTryTime >=
'2016-03-11'

形式は YYYY-MM-DD HH:MM です。
nextBackupTime

次回バックアップの時刻

nextBackupTime >= '2016-03-11'

形式は YYYY-MM-DD HH:MM です。
agentVersion

インストールされているバックアップエ
ージェントのバージョン

agentVersion LIKE '12.0.*'

条件
hostId

意味
バックアップエージェントの内部 ID
バックアップエージェント ID を取得する

検索クエリの例
hostId =
'4B2A7A93-A44F-4155-BDE3-A023C
57C9431'

には、 [デバイス] でマシンを選択し、
[詳細] > [すべてのプロパティ] をクリ
ックします。[hostId] フィールドに ID
が表示されます。

演算子
次の表に、使用可能な演算子を示します。
演算子

意味

例

AND

論理積演算子。

name like 'ru-00' AND tenant =
'Unit 1'

OR

論理和演算子。

state = 'backup' OR state =
'interactionRequired'

NOT

論理否定演算子。

NOT(osProductType =
'workstation')

LIKE 'ワイルド

この演算子は、式がこのワイルドカードパター

name LIKE 'ru-00'

カードパターン'

ンと一致するかどうかを検証するために使用し

name LIKE '*ru-00'

ます。この演算子は、大文字と小文字を区別し

name LIKE '*ru-00*'

ません。

name LIKE 'ru-00_'

次のワイルドカード演算子を使用できます。

 *または%: アスタリスクおよびパーセント
記号は、0、1 つまたは複数の文字を表しま
す。

 _: アンダースコアは、1 つの文字を表しま
す。
IN (<値 1>,... < この演算子は、値のリストに式と一致する値が
値 N>)

osType IN ('windows', 'linux')

あるかどうかを検証するために使用します。こ
の演算子は、大文字と小文字が区別されます。

RANGE(<開始値

この演算子は、式が値の範囲内に含まれる（包

>、<終了値>)

含的)かどうかを検証するために使用します。

ip
RANGE('10.250.176.1','10.250.1
76.50')

22.4 グループへのバックアップ計画の適用
1. [デバイス] をクリックし、バックアップ計画を適用するグループを含むビルトイングル
ープを選択します。
子グループのリストが表示されます。
2. バックアップ計画を適用するグループを選択します。
3. [グループバックアップ] をクリックします。
ソフトウェアにより、グループに適用可能なバックアップ計画のリストが表示されま
す。
4. 次のいずれかを実行します。



既存のバックアップ計画を展開してから、[適用] をクリックします。



[新規作成] をクリックしてから、「バックアップ」 『59ページ 』で説明されてい
る方法で新しいバックアップ計画を作成してください。

23 ユーザーアカウントと組織部署の管理
ユーザーアカウントと組織部署の管理は、管理ポータルで行うことができます。管理ポータ
ルにアクセスするには、バックアップサービスにログインするときに [管理ポータル] をク
リックするか、右上隅にある

アイコンをクリックしてから、[管理ポータル] をクリ

ックします。管理者権限を持つユーザーだけがこのポータルにアクセスできます。
ユーザーアカウントと組織部署の管理については、管理ポータルの管理者ガイドを参照して
ください。この文書にアクセスするには、管理ポータルの「？」アイコンをクリックします。
このセクションでは、バックアップサービスの管理に関連するその他の情報を提供します。

23.1 制限値（クォータ)
制限値（クォータ)はユーザーによるサービスの使用を制限できます。容量を設定するには、
[ユーザー] タブでユーザーを選択し、[制限値（クォータ)] セクションで鉛筆アイコンをク
リックします。

指定した容量を超過すると、ユーザーの電子メールアドレスに通知が送信されます。追加容
量を設定していない場合は、容量は「ソフト」と見なされます。これは、バックアップサー
ビスの使用に関する制限が適用されていないことを表します。
追加容量を指定することもできます。追加容量により、ユーザーは指定された値の分だけ容
量を超過することができます。追加容量を超過すると、バックアップサービスの使用に関す
る制限が適用されます。
マネージドサービスプロバイダーは同様に、顧客企業の制限値（クォータ)を指定することも
できます。

23.1.1 Backup
クラウドストレージの制限値（クォータ)、ローカルバックアップの制限値（クォータ)、ユ
ーザーが保護できるマシン/デバイス/Web サイトの最大数を指定できます。以下の制限値
（クォータ)を利用できます。

デバイスの制限値（クォータ)


ワークステーション



サーバー



仮想コンピュータ



モバイル デバイス



Web ホスティングサーバー



Web サイト

マシン/デバイス/ウェブサイトは、少なくとも 1 つのバックアップ計画が適用されていれば、
保護されているとみなされます。モバイルデバイスは、最初のバックアップが実行された後
に、保護されます。
複数のデバイスで超過が発生すると、ユーザーはバックアップ計画をそれ以外のデバイスに
適用できなくなります。

クラウドデータソースの制限値（クォータ)


Office 365 シート

この制限値（クォータ)は、サービスプロバイダーによって企業全体に適用されます。企
業はメールボックスと OneDrive ファイル、またはその両方を保護できます。企業管理
者は管理ポータルで制限値（クォータ)と使用状況を表示できますが、ユーザーの制限値
（クォータ)は設定できません。



Office 365 SharePoint Online
この制限値（クォータ)は、サービスプロバイダーによって企業全体に適用されます。こ
の制限値（クォータ)は、SharePoint Online サイトを保護する能力を有効または無効に
します。制限値（クォータ)が有効になっている場合、SharePoint Online サイトをいく
つでも保護できます。企業管理者は管理ポータルで制限値（クォータ)を表示できません
が、使用状況レポート内で、SharePoint Online バックアップで使用されているストレ
ージ容量を表示できます。



G Suite シート
この制限値（クォータ)は、サービスプロバイダーによって企業全体に適用されます。企
業は Gmail メールボックス
（カレンダーと連絡先を含む)と Google ドライブファイル、
またはその両方を保護できます。企業管理者は管理ポータルで制限値（クォータ)と使用
状況を表示できますが、ユーザーの制限値（クォータ)は設定できません。



G Suite 共有ドライブ
この制限値（クォータ)は、サービスプロバイダーによって企業全体に適用されます。こ
の制限値（クォータ)は、G Suite 共有ドライブを保護する機能を有効または無効にしま
す。制限値（クォータ)が有効になっている場合、共有ドライブをいくつでも保護できま
す。企業管理者は管理ポータルで制限値（クォータ)を表示できませんが、使用状況レポ
ート内で、共有ドライブバックアップで使用されているストレージ容量を表示できま
す。

Office 365 シートは、少なくとも 1 つのバックアップ計画がユーザーのメールボックスまた
は OneDrive に適用されていれば、保護されているとみなされます。G Suite シートは、少
なくとも 1 つのバックアップ計画がユーザーのメールボックスまたは Google ドライブに適
用されていれば、保護されているとみなされます。
シート数を超過すると、企業管理者はバックアップ計画をそれ以上のシートに適用できなく
なります。

ストレージの制限値（クォータ)


ローカルバックアップ
ローカルバックアップの制限値（クォータ)は、クラウドインフラストラクチャを使用し
て作成されたローカルバックアップの合計サイズを制限します。この制限値（クォータ)
には追加容量を設定できません。



クラウドリソース
クラウドリソースの制限値（クォータ)は、バックアップストレージのための制限値（ク
ォータ)とディザスタリカバリのための制限値（クォータ)を統合します。バックアップス
トレージの制限値（クォータ)は、クラウドストレージに保存されているバックアップの
合計サイズを制限します。バックアップストレージの制限値（クォータ)容量を超過する
と、バックアップは失敗します。

23.1.2 デバイスの制限値（クォータ)の変更
バックアップサービスは制限値（クォータ)とデバイスを自動的に照合します。デバイスに割
り当てられている制限値（クォータ)を知るには、デバイス詳細のサービス制限値（クォータ)
セクションを表示します。
まれに、この構成を手動で変更しなければならない場合があります。たとえば、仮想マシン
が、ワークステーション制限値（クォータ)に割り当てられている場合です。仮想マシン制限
値（クォータ)を購入した後、マシンをこの安価な制限値（クォータ)に割り当てることがで
きます。

デバイスの制限値（クォータ)を変更するには
1. デバイスを選択します。
2. [詳細] をクリックします。
3. [サービス制限値（クォータ)] で、[変更] をクリックします。
4. 新しい制限値（クォータ)を選択するか、または [制限値（クォータ)なし] を選択します。
[制限値（クォータ)なし] では、現在使用されている制限値（クォータ)が解放され、別
のデバイスをこの制限値（クォータ)に割り当てることができます。
5. 操作を確定します。

23.2 通知
ユーザーの通知設定を変更するには、[ユーザー] タブでユーザーを選択し、[設定] セクシ
ョンで鉛筆アイコンをクリックします。次の通知設定を使用できます。



クォータの超過に関する通知（デフォルトで有効)
容量の超過に関する通知。



定期使用状況レポート
毎月の最初の日に送信される、以下で説明している使用状況レポート。



失敗に関する通知、警告通知、および成功の通知（デフォルトで無効)
バックアップ計画の実行結果および各デバイスのディザスタリカバリ操作の結果に関す
る通知。



アクティブアラートに関する日次概要（デフォルトで有効)
バックアップの失敗、実行されていないバックアップなどの問題について記載された概
要。概要は 10:00（データセンターの時間)に送信されます。この時点で問題がない場合
は、概要は送信されません。

通知はすべてユーザーの電子メールアドレスに送信されます。

23.3 使用状況レポート
バックアップサービスの使用に関するレポートには、企業または部署に関する以下のデータ
も含まれます。



部署、ユーザー、デバイスの種類ごとのバックアップのサイズ。



部署、ユーザー、デバイスの種類ごとの保護されたデバイスの数。



部署、ユーザー、デバイスの種類ごとの価格。



バックアップの合計サイズ



保護されたデバイスの合計数。



合計価格

24 トラブルシューティング
このセクションでは、エージェントのログを .zip ファイルに保存する方法について説明し
ます。不明な理由でバックアップが失敗した場合、テクニカルサポートの担当者から、エー
ジェントのログ取得を依頼する場合があります。

ログを取得する手順
1. ログ取得の対象となるマシンを選択します。
2. [アクティビティ] をクリックします。
3. [システム情報の収集] をクリックします。
4. Web ブラウザ上でメッセージが表示されたら、ファイルの保存先を指定します。

25 用語集
バックアップセット
個別の保持ルールが提供されるバックアップのグループ。
カスタムバックアップスキームの場合、バックアップセットはバックアップメソッド（完全、
差分、増分)に対応します。
その他の場合、バックアップセットは、月単位、日単位、週単位、および時間単位になりま
す。



月単位のバックアップでは、月の始めに最初のバックアップが作成されます。



週単位のバックアップでは、[週単位のバックアップ] オプション（ギアアイコンをクリ
ックし、次に [バックアップオプション] > [週単位のバックアップ] の順にクリック)
で選択した曜日に最初のバックアップが作成されます。
週単位のバックアップで月の始めに最初のバックアップが作成される場合、このバック
アップは月単位とみなされます。この場合、週単位のバックアップは、翌週の選択した
曜日に作成されます。



日単位のバックアップでは、このバックアップが月単位または週単位のバックアップの
定義に属する場合を除き、日の始めに最初のバックアップが作成されます。



時間単位のバックアップでは、このバックアップが月単位、週単位、または日単位のバ
ックアップの定義に属する場合を除き、時間の始めに最初のバックアップが作成されま
す。

漢字
完全バックアップ
バックアップ用に選択した全データが含まれた自己完結型のバックアップ。完全バックアッ
プからデータを復元する場合は、他のバックアップにアクセスする必要はありません。

差分バックアップ
差分バックアップでは、最新の完全バックアップ 『326ページ 』にデータの変更が保存され
ます。差分バックアップからデータを復元するには、対応する完全バックアップにアクセス
する必要があります。

増分バックアップ
最新のバックアップに対するデータの変更が保存されるバックアップ。増分バックアップか
らデータを復元するには、完全バックアップと完全バックアップ以降の増分バックアップデ
ータが必要です。

単一ファイル バックアップ形式
バックアップ形式は、最初の完全バックアップアップとその後の増分バックアップが保存さ
れた 1 つの.tibx ファイルです。この形式の場合、増分バックアップの速度が上がり、古くな
ったバックアップの削除が難しいという増分バックアップの欠点を補うことができます。古
くなったバックアップで使用されているブロックは、ソフトウェアによって「空き領域」と
してマークされ、新しいバックアップによって上書きされます。これにより、リソース消費
を最小限に抑えながら、クリーンアップが格段に速くなります。
単一ファイル バックアップ形式は、ランダムアクセスの書き込みと読み込みをサポートし
ていないロケーションにバックアップする際には使用できません。

