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アーカイブマネージャ

ようこそ
ソフトウェアをお買い上げいただきありがとうございます。

このバックアップ・復元ソフトウェアは、ハードディスク ストレージに使用するよう設計されています。画期的なデダプリケーション技術をベー
スに、一意のデータを一度だけ保存することで、冗長なデータを事実上なくします。ディスクの有効ストレージ容量は大幅に増加し、ディ
スクへのバックアップが高速かつ便利に行えます。

このソフトウェアの主な特徴は次のとおりです。

· 一意のデータを一度だけ保存 (データ デダプリケーション)
· 保存されたデータはディスクから常に使用可能
· データの復元は簡単・即時
· 高速バックアップ
· 使いやすいインタフェース

保護プラン を使用すると、保護するデータを簡単に選択できます。バックアップは、それぞれ、保護プランの実行時のように、選択されたデ
ータセットにすべてのファイルを格納します。 面倒な増分バックアップや差分バックアップを扱う必要はありません。

バックアップまたは保存したすべてのファイルを、Windows Explorer インタフェースからいつでも表示することができます。

機能
このソフトウェアは、フル機能バックアップ・復元ソフトウェアです。コンポーネントは「アーカイブマネージャ」サーバと、オプションとして、ライセ
ンス キーによるクライアントです。

サーバコンポーネントは、一度設定されると、保存されたデータを格納する少なくとも1つのストアと、少なくとも1つの保護プランで構成され
ます。保護プランは、どのデータを保存するか、どのストアにそれを保存するか、および、プランをいつ実行するかを定義します。ストアとプ
ランは、必要に応じて追加、変更することができます。

クライアントコンポーネントは、リモートコンポーネントのデータを、ストアに送る前にデダプリケートすることができます。この構成は、ネットワ
ークで一意のデータだけが転送されるので、帯域幅に制限のある状況に理想的です。

一般的な用途では、主に次の3つの機能を使用します。

· 保護プラン

· 保存データの表示

· 保存データの復元

保護プラン

このソフトウェアは、保護プランによって重要データをバックアップします。保護プランは、どのデータを保存するか、データをどのストアに保存
するか、およびプランをいつ実行するかを定義します。ストアやプランは必要に応じて追加、変更できます。

保護プランには3つのタイプがあります。

· ファイル、フォルダ

ファイルとフォルダの保護プランは、選択されたファイルとフォルダを保護します。

· SQL データベース (保護されるコンピュータに Microsoft SQL Server がインストールされている場合のみ使用可能)
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SQL Server 保護プランは、 Microsoft SQL Server データベースを保護します。

· Exchange ストレージグループ (保護されるコンピュータにMicrosoft Exchange がインストールされている場合のみ使用可
能)

Exchange 保護プランは、 Microsoft Exchange ストレージグループ を保護します。

目的のプランタイプをクリックすると、保護プランの追加ウィザードが起動します。ここでプランを簡単に作成することができます。

保護プランは、選択されたアイテムをすべて追跡管理し、最初の実行後、変更された新しい情報だけを保存します。同時に、プランが実
行されるごとに、「フル」リカバリポイントが作成されます。

オープンファイルバックアップ

Windows VSS (Volume Shadow Copy Service) により、オープンファイルが正しくバックアップされるようにします

このソフトウェアが保存しないアイテム

このソフトウェアは次の Windows ファイルタイプを保存しません。

· 一時インターネット ファイル
· Temp (一時) フォルダ
· デジタル著作権管理 (DRM) フォルダ
· ごみ箱
· 電源管理ファイル（ハイバーネーション管理ファイルなど）
· メモリページファイル
· System Volume Information ファイル、 System Restore ファイル、 Automated System Restore (ASR) ファイル

必要に応じて、プランごとに独自の除外ルールを作成することもできます。詳しくは、 除外するファイルタイプ をご覧ください。

保存データの表示

パージ データを除いて、保存されたファイルのすべてのバージョンがバックアップストレージに含まれます。ソフトウェアは、バックアップ間で変
更されたデータをサブファイルレベルで検出し、検出されたファイルのバージョンを保護するため必要な一意のデータだけを保存します。保
護されたファイルのバージョンはすべて再構成し復元します。

アーカイブマネージャのユーザインタフェースは、ファイルの各バージョンの検出を容易にします。これによりファイルの最新バージョンや前の
バージョンをすぐに復元することができます。詳しくは、 フォルダとファイルのチェック、復元 をご覧ください。

データの復元

データの復元は簡単です。

データを見つけて復元する方法は、次のとおりです。

· 検索バーでファイル名、その一部、または *.doc などのワイルドカードを入力する。
· 保護プランをチェックし、特定の時間に存在したフォルダ、ファイルを表示する。
· 実行された保護プランの内容をすべて復元する。

詳しくは、 フォルダとファイルのチェック、復元 をご覧ください。

ユーザインタフェースの概要
ここでは、アーカイブマネージャの概要を示します。

標準 Microsoft Management Console (MMC) 3.0  スナップインとして実装されるアーカイブマネージャは、ソフトウェアの "コントロ
ールセンター" です。 ソフトウェアがインストールされたコンピュータのアーカイブマネージャサーバにあり、デフォルトで標準 MMC 3ペイン
ビューを提供します。
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左ペインの「コンソールツリー」は、システム全体の階層ビューです。コンソールツリー上部のアーカイブマネージャフォルダを選択すると、ラ
イセンスキーの管理、最新製品のチェックなど、システム全体に影響を与える分野を管理することができます。

コンソールツリーのフォルダタイプは、それぞれ特定のアクションが定義されています。アクションはアクション（右手）コンソールペインから、上
部メニューバーのアクションドロップダウンメニューから、またはアクションを実行したいフォルダを右クリックすることによって開始することができ
ます。

中央のコンソールペインは、「ステータス」または「結果」ペインです。コンソールツリーで現在選択されているフォルダに関連した情報を表示
する場所です。中央ペインのアイテムにアクションを利用できるとき、アクションは、アクションペインで、アクションのサブグループとして利用
できます。

アーカイブマネージャが最初に起動したとき、アーカイブマネージャは、コンソールツリーに表示される唯一のフォルダで、ソフトウェアの起
動を求めるプロンプトが表示されます。アクティブ化後、コンソールツリーを展開すると、アーカイブマネージャ (上部) が表示され、スト
ア、ローカルプラン、リモートコンピュータが下に表示されます。 各コンソールツリーフォルダについては、次のリンクを参照してください。

· アーカイブマネージャ

· ストア

· ローカルプラン

· リモートコンピュータ

アーカイブマネージャ

コンソールツリーの最上位のカテゴリをアーカイブマネージャと呼びます。アーカイブマネージャに定義されたアクションはシステム全体に
影響を与えます。

情報アクションを選択すると、製品バージョン情報が表示されます。ここで製品のログや履歴の情報を集めることもできます。製品サポー
トスタッフとのやりとりに便利です。

更新チェックアクションを選択すると、製品のアップデートが利用できるかどうか確認することができます。利用できる場合、ダウンロードし
インストールできることがあります。更新前には、開いているアーカイブマネージャダイアログは閉じる必要があります。

Select the Edit License Keys action to Add or Remove product license keys.

Select the Purchase Software Licenses action to purchase license keys for Archive
Managers, Remote Computers and other optional functionality.

Select the Purchase Support Subscription action to renew software maintenance for
your purchased licenses.

Select the Import Settings action to import saved (exported) Archive Manager configuration
files.

Select the Save System Recovery Environment action to save a bootable system
recovery environment image to USB, CD/DVD or .iso to use as part of a system recovery for
systems protected by Computer System protection plans.

The User Preferences action lets you set some system-wide preferences. For instance, the
Show Storage setting, when false, hides the store groups and vaulting folders. If your
software supports these features but does not use them they can be hidden, thus
simplifying the user interface.

プロパティアクションを選択すると、 ライセンスキー、  チェックアップレポート、 ViewStor 設定 を管理することができます。

ライセンスキー

アーカイブマネージャプロパティページの ライセンスキー タブは、 ソフトウェア ライセンスキーを表示、入力、交換、有効化するためのも
のです。
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ライセンスキーのインストール

ライセンスキーを追加するには、アーカイブマネージャ プロパティページのライセンスキータブで 追加 ボタンをクリックします。

編集ボックスにライセンスキーを入力し、OK をクリックした後、確認を求めるプロンプトが表示されます。

入力したライセンスキーが既存キー(ソフトウェアによって自動的に判定) の交換用なら、はい をクリックするか、または いいえ か キャンセ
ル をクリックしてキーを交換せずに ライセンスキー ダイアログに戻ります。 はい をクリックした後、新しいキーを有効にするよう求めるプロン
プトが表示されます。

User Account

By specifying backup user account credentials on the User Account tab of the Archive
Manager properties page you avoid being prompted for credentials each time you create or
make a change to a protection plan or store task.

チェックアップレポート

チェックアップレポートは、過去24時間のストアと保護プランのステータスについてレポートを作成することで、システムのステータスをモニタ
する便利な機能です。エラーの表示は赤で強調され、警告は黄で強調表示されるので、問題をすぐに確認できます。

レポートの作成頻度を設定し、レポートを送る電子メールアドレスを指定することができます。There is a Send Test
Message button that allows you to quickly test your email settings by sending a short test
message.

チェックアップレポートは、アーカイブマネージャ プロパティページのチェックアップレポート タブから設定します。

To configure checkup reporting to save a local copy of the report and display it in the
Checkup Report tab in the center pane of Archive Manager, check the box next to Create
an HTML report file.
 
To configure email notification, check the box next to Send the report as an Email, then
fill in the required fields. Below are some common scenarios for configuring the email
settings.

· sender is a Microsoft Office 365 account

o To: <recipient@example.com>
o Sender: <sender_name@mycompany.com>
o Host: <smtp.office365.com>
o Port: 587
o Use Secure Sockets Layer (SSL) Check this box.
o Sender password: <password for sender_name@mycompany.com>

· sender is a Microsoft Exchange account

o To: <recipient@example.com>
o Sender: <sender_name@mycompany.com>
o Host: <exchange.mycompany.com>
o Port: 25
o Use Secure Sockets Layer (SSL) Leave unchecked.
o Sender password: <password for sender_name@mycompany.com>
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· sender is a Gmail account

o To: <recipient@example.com>
o Sender: <sender_name@gmail.com>
o Host: smtp.gmail.com
o Port: 587
o Use Secure Sockets Layer (SSL) Check this box.
o Sender password: <password for sender_name@gmail.com>

· sender is a standard SMTP account

o To: <recipient@example.com>
o Sender: <sender_name@domain.com>
o Host: <smtp.domain.com>
o Port: 25
o Use Secure Sockets Layer (SSL) Leave unchecked.
o Sender password: <password for sender_name@domain.com>

See KB article How to send the checkup report through your Yahoo! or Google account for
information on configuring application specific passwords.

ViewStor 設定

ViewStor は、このソフトウェアのエクスプロア機能を提供するビルトインソフトウェアサービスです。 Microsoft WebClient サービスを使
い、アーカイブにアクセスします。 WebClient サービスが実行されていない場合、ViewStor でファイルをチェックすることはできません。そ
の場合、検索バーから復元するファイルをそれぞれ検索するか、復元ボタンをクリックして、実行された保護プランからすべてのファイルを復
元する必要があります。

Windows Vista 、 Windows 7 、 Windows Server 2008 の場合、ViewStor はポート8500をリスンする設定になっています。これ
らのプラットフォームでViewStorのリスニングポートを変更するには、ボックスをチェックして、デフォルトのリスニングポートを無効にし、目的
のポート番号を選択します。プロンプトが表示され、ViewStor サービスを再起動すると、新しい設定が有効になります。

注: と Windows 2003 では、ViewStor リスニングポートが80でない場合、使用できるのは検索と復元の機能のみです。

ViewStor 設定を変更するには、アーカイブマネージャ プロパティページの ViewStor 設定タブを開きます。

Storage

The Storage folder shows the storage configured for the software. Folders immediately
below the Storage folder include:

· All Stores - This folder shows all of the stores configured for use by the software.

· All Store Groups - All store groups that have been configured are shown here.

· Disk Storage - This is simply another view of the same stores shown in the All Stores

folder, available to perform recoveries grouped by the disk they are physically located

on.

· Cloud Storage* - This folder shows the cloud accounts configured for use by the

software and the storage associated with cloud vaulting.

https://support.datastor.com/1626-enterprise/3545-how-do-i/10864-how-to-send-the-checkup-report-through-your-yahoo-or-google-account
https://support.datastor.com/1627-backup-for-rdx/3583-how-do-i/10868-how-to-send-the-checkup-report-through-your-yahoo-or-google-account
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· Tape Storage* - This folder shows the LTO tape devices that have been configured for

use by the software and storage associated with tape vaulting.

Actions for Storage include:

· Add a Store

The Add a Store action launches the Add Store wizard for creating a new store or
reconnecting to an existing store. After the wizard has completed the store is added
to the All Stores folder. For more information on adding stores see the Adding Stores
topic.

· Add a Store Group

The Add a Store Group action launches the Add Store Group wizard for creating a
store group and assigning stores to the group. For more information on adding store
groups see the Adding Store Groups topic.

· Configure Vaulting*

The Configure Vaulting action launches the Configure Vaulting wizard for setting
system vaulting settings. See the Store Vaulting topic for more information.

* Vaulting (both cloud and tape vaulting) is not available if this software is installed on a
Windows Server 2003 operating system.

ストア

ストアは、保存されたデータ (共通コンテンツ) と関連カタログ情報を維持するためローカルとリモートの保護プランのターゲットとなるストレ
ージの場所です。ストアは、作成されるとストアフォルダに表示されます。

ストアフォルダから、ソフトウェアによって準備されたストレージを表示・管理することができます。ストレージ名、サイズ、ステータス (使用
可能またはオフライン)、指定ディスクドライブなどの情報がステータス (中央) ペインに表示されます。

ストアの作成にはストレージの準備が含まれます。ストレージを準備するプロセスの一環として、ソフトウェアは次のフォルダを自動的に作
成します。

· アーカイブ - プラン名によってグループ分けされ、タイムスタンプのついたカタログエントリ (復元ポイント) を格納します。
· 隔離されたアイテム - 基準やデータの整合性をみるためストアを検査することができます。壊れていることがわかったデータはこ

のフォルダに移されます。ストアは、後で実行されるプランで自己修復を試みるため、隔離されたアイテムのうち良好なバージョ
ンをストアに移します。

· ごみ箱 - アイテムが期限切れになると、そのカタログエントリは、アイテムがシステムからパージされるまでこのフォルダに置かれま
す。

詳しくは ストレージ をご覧ください。

All Store Groups

A store group is a logical collection of Stores that allows for creating multiple copies of
protected data on different storage devices. Store groups enable automatic fail-over
between online media, dynamic rotation of removable media, and round-robin selection of
fixed drive media. After a store group is created, it appears in the All Store Groups folder.

Part of creating and maintaining the settings for a store group includes specifying which
stores are members of the group and how the software will select available stores when the
group is used by Protection Plans and Store Copy Tasks.

From the All Store Groups folder, you can see any added group and the stores that are
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members of the group. Information such as the store name, size of the storage, status
(Available or Offline), and the device location are displayed in the status (center) pane.

See Store Groups for more information.

Disk Storage

The Disk Storage folder simply presents another view of the same stores shown in the All
Stores folder. In this view they are displayed under the disk they are physically located on.
The properties of each physical disk can be viewed by choosing its Properties action.
Shown within each physical disk folder are the stores that reside on that disk. As with the
All Stores view, each store is shown with its Archives, Quarantined Items and Recycle
Bin folders. Actions for these folders are the same as when viewed from the All Stores
folder.

Archived data can be restored from the Disk Storage folder, All Stores folder or from the
local or remote computer protection plan that archived the data.

Cloud Storage

From the Cloud Storage folder you can view cloud accounts, monitor upload/download
activity, create and add a cloud account, and configure cloud upload and download
bandwidth throttling.

The Cloud Storage folder lists all cloud accounts that have been added to the software and
contains an All Cloud Vaults folder containing all cloud vaults that currently exist in the
software. See Vaulting for more information.

By selecting the Cloud Storage Upload/Download Status action you can monitor real-
time upload/download activity.

By selecting the Cloud StorageProperties action you can configure cloud upload and
download bandwidth throttling.

Tape Storage

Tape devices configured for the software are shown in the Tape Storage folder.

If your product is licensed for tape devices and there is at least one LTO-3 or greater tape
device (library or standalone drive) attached to the system, the software can be configured
to write archived data to tape using a disk-to-disk-to-tape scenario. First the data is
deduplicated and written to a Store using a Protection Plan. Then a tape vaulting task
reformats the deduplicated data and streams it to tape in the form of a Vault. Because the
data remains in its deduplicated state, tape usage is just a fraction of what it would be
otherwise.

After adding and activating a tape device license key two new folders will appear under the
Tape Storage folder: All Volume Sets and All Tape Vaults.

See Tape Device for more information.

ローカルプラン

ローカルプランフォルダは、(リモートコンピュータのデータに対する) ローカルデータを保護するよう設定された保護プランを格納します。ここ
からローカルデータを保護するプランを作成・管理することができます。
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ローカルプランに行えるアクションは次のとおりです。

· 保護プラン

保護プランアクションを選択し、アーカイブマネージャ サーバのすべてのローカル保護プランを表示します。このビューから、各ロ
ーカルプランをマニュアルで実行、再設定、スケジュール設定、削除することができます。

· 履歴

履歴アクションを選択すると、すべてのローカルプランの履歴を表示することができます。プランの実行ごとまたは復元ごとに、履
歴リストにエントリが追加されます。リストのエントリを選択すると、結果詳細エリアのログ表示リンクをクリックして、実行ログを
表示することができます。詳しくは 保護プランの結果 、 ログファイル をご覧ください。

· 復元

ローカルプラン リカバリポイントを表示するには、ローカルプラン フォルダを選択し、復元 アクションをクリックします。リカバリポイ
ントを含む日がカレンダーに太字で表示されます。復元するリカバリポイントを選択すると、画面右下の 復元ボタンがアクティブ
になります。復元 をクリックすると復元ダイアログボックスが表示されます。詳しくは、 データの復元 をご覧ください。リカバリポイ
ントが ファイル、フォルダ保護プランからのものである場合、エクスプロア ボタンもアクティブになり、 プランのチェック に述べてい
るように、ファイルをチェックし復元することができます。

· プラン履歴をエクスポート

ローカルプラン履歴のエキスポートについて詳しくは、 履歴のエクスポート をご覧ください。

· イベント ビューアー / ログ表示

トラブルシューティングを助けるため、このソフトウェアはアクティビティをログファイルに記録し、重要イベントを Windows アプリケ
ーション イベント ログ に書き込みます。詳しくは、トピック、 ログファイル をご覧ください。ローカルプランのイベント ビューアー アク
ションをクリックすると、アーカイブマネージャ サーバの Windows イベント ビューア が開きます。ローカルプランの ログ表示 ア
クションをクリックすると、ローカルプランやストアタスクで実行されたコマンドが表示されます。

詳細については、次のトピックを参照してください。

· 保護プランの作成

· プランの実行、編集、削除

リモートコンピュータ

リモートコンピュータ フォルダは、コンソールツリーのリモートコンピュータ (クライアント) セクションを格納します。このフォルダは、リモートコン
ピュータをソフトウェアに追加するため、下に「すべてのコンピュータ」グループを持っています。

リモートコンピュータ のアクションは次のとおりです。

· グループの追加

構成のため、タイトルやグループ名をつけてリモートコンピュータをグループにまとめることができます。たとえば、すべてのコンピュ
ータ フォルダに追加するリモートコンピュータはすべてのコンピュータ グループにリスト表示されます。構成を効率化するには、た
とえばセールス部門のコンピュータ用にグループを作成することができます。新しいグループを作成するには、グループの追加を
クリックし、名前を入力します。カスタムグループに追加するコンピュータはすべてのコンピュータグループに自動的に追加されま
す。逆に、カスタムグループから削除するコンピュータはすべてのコンピュータグループから自動的に削除されることはありません。
コンピュータは、すべてのコンピュータグループから削除するまで、完全に削除されることはありません。

· ログ表示

リモートコンピュータのログ表示アクションをクリックすると、リモートコンピュータプランで実行されたコマンドが表示されます。詳しく
は、トピック、ログファイル をご覧ください。

リモートコンピュータ セクションのリモートコンピュータに可能なアクションは、次のとおりです。



DATASTOR Shield™ Enterprise Protection Server in Japanese

12 / 59

· 保護プラン

選択されたリモートコンピュータのすべての保護プランを表示するには、保護プランアクションを選択します。このビューから、各プ
ランのマニュアル実行・再構成・スケジューリング・削除が行えます。

· 履歴

履歴アクションを選択すると、リモートコンピュータのすべてのプランについて履歴を表示することができます。プランが実行または
復元されるごとに、履歴リストにエントリが追加されます。プランの実行ログを表示するには、履歴リストからプランのエントリを選
択します。次に、結果詳細エリアにあるログ表示リンクをクリックします。 選択されたエントリの実行ログが表示されます。 保護
プランの結果 、 ログファイル もご覧ください。

· 復元

リモートコンピュータの保護プランリカバリポイントをすべて表示するには、リモートコンピュータを選択し、復元 アクションをクリック
します。リカバリポイントを含む日がカレンダーに太字で表示されます。リカバリポイントを復元するには、リストからこれを選択し
ます。画面の右下にある 復元 ボタンをクリックします。復元ダイアログボックスが表示されます。詳しくは データの復元 をご覧く
ださい。リカバリポイントが ファイル、フォルダ 保護プランからのものなら、 エクスプロア ボタンをクリックしてファイルを復元するこ
ともできます。詳しくは、プランのチェック をご覧ください。

· プラン履歴をエクスポート

リモートプラン履歴について詳しくは、 履歴のエクスポート をご覧ください。

· イベント ビューアー

トラブルシューティングを助けるため、このソフトウェアはそのアクティビティをログファイルに記録し、重要イベントを Windows ア
プリケーション イベント ログ に書き込みます。リモートコンピュータの イベント ビューア アクションをクリックすると、リモートコンピュ
ータの Windows イベント ビューア が開きます。

詳しくは、 リモートコンピュータの追加 をご覧ください。

リモートコンピュータの追加

この製品のリモートコンピュータは、このソフトウェアによって保護され、アーカイブマネージャ サーバではないコンピュータを指しています。

注: 最適な結果を得るには、アーカイブマネージャ サーバを管理するときと同じドメイン管理者アカウントにより、リモートコンピュータのプ
ランをスケジューリングします。

リモートコンピュータを追加するには、コンピュータの目的のコンピュータ  グループ を選択し、コンピュータの追加 アクションを選択します。
画面が開き、ここでコンピュータを指定するため、ネットワークを参照するか (Windows XP 、 Windows 2003 ではサポートされませ
ん)、 アクティブディレクトリ を検索するか、またはコンピュータ名を入力します。

リモートコンピュータを追加し選択した後、その 保護プランの作成 アクションを選択して保護プランの追加ウィザードを開始することができ
ます。詳しくは、 保護プランの作成 をご覧ください。

保護プラン
保護プランは、保護するデータと、保護されたデータを維持する場所 (使用するストア) を指定します。オプションでプランを自動的に実
行するスケジュールを設定することもできます。詳しくは次のトピックをご覧ください。

· 保護プランの作成

· 保護プランのスケジューリング

· プランの実行、編集、削除

· 保護プランの結果
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保護プランの作成

このソフトウェアでは、保護プランを作成・保存し、ソフトウェアのために準備されたストレージにデータを保存することができます。保護プラ
ンを構成するのは、プランタイプ、このタイプに関係する選択項目、使用するストア、およびプランをいつ実行するか指定するスケジュール
です。ローカルプランは、ローカルサーバで実行され、ローカルデータを保護する保護プランです。リモート保護プランは、リモートコンピュータ
(クライアント) で実行され、そこでデータを保護するプランです。リモートコンピュータ上の保護されたデータは、保存のためストアに送られる
前にデダプリケートされます。

保護しているコンピュータに Microsoft SQL Server がインストールされた場合、 SQL Server データベースを保護する保護プランタイ
プが有効になります。

保護しているコンピュータに Microsoft Exchange がインストールされた場合、 Microsoft Exchange ストレージグループ を保護する
保護プランタイプが有効になります。

注: 保護プランを作成する前に、保存されたデータを維持するストアを作成する必要があります。詳しくは、 ストレージ をご覧ください。

保護プランを作成するには、アーカイブマネージャを開きます。保護するデータがどこにあるかに応じて、ローカルプランフォルダか、または
リモートコンピュータを選択します。保護プランの作成アクションをクリックし、プランタイプ (ファイル、フォルダ、Exchange ストレージグル
ープ、または SQL データベース) を選択して保護プランウィザードを開始します。

次の情報を入力して保護プランウィザードを完了します。

· 保護するフォルダ、 Exchange ストレージグループ 、または SQL Server データベース
· 使用するストア
· プランの名前
· プランの実行に必要なスケジューリングオプションと管理者アカウント情報

保護プランがアーカイブマネージャの結果 (中央) ペインで強調表示されたとき、アクションペインには、そのプランに適用できるアクション
があります。 アクションペインから、プランを実行し、その結果を表示し、プランの履歴を見、プランを変更することができます。

保護プランの使い方については、 プランの実行、編集、削除 をご覧ください。

保護プランの作成については、次のトピックを参照してください。

· ファイルとフォルダ保護プランの追加

· Exchange 保護プランを追加

· SQL Server 保護プランの追加

· Add Computer System Protection Plan

ファイルとフォルダ保護プランの追加

注: 保護プランを作成する前に、保存したデータを維持するストアを作成する必要があります。詳しくは ストレージ をご覧ください。

ファイルとフォルダの保護プランを作成するには、ローカルプラン  フォルダから、または リモートコンピュータ フォルダにあるリモートコンピュー
タから 保護プランの作成 を選択します。次に、ファイル、フォルダ を選択し、ファイルとフォルダを保護する保護プランウィザードを開始し
ます。

注: Exchange と SQL を保護することについては、 ファイル、フォルダ プランタイプはおすすめしません。 代わりに Exchange ストレー
ジグループ または SQL データベース プランタイプを選択してください。

ファイル、フォルダ 保護プランを作成する最初のステップは、保護するフォルダを指定することです。 保護するフォルダを入力 画面で
  追加 ボタンをクリックし、 Windows エクスプローラー に似たコントロールを使い、保護するディスクとフォルダを展開します。 OK をクリッ
クして、選択されたディスク/フォルダとサブフォルダを保護します。 もう一度 追加 をクリックし、このプランによって保護される別のパスを追
加します。必要に応じてこれを繰り返します。

注: プランを作成した後、必要に応じて選択内容をファイルレベルまで調整することができます。これには プラン設定 アクションを使いま
す。選択されたデータ内で例外を指定することもできます。たとえば、ファイル拡張子が .exe のすべてのファイルを除外するとします。イメ
ージ、オーディオ、ビデオなどの特定のファイルタイプを除外すれば、ターゲットのストレージデバイスに保存されるデータの量が大幅に減少
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し、保護プランの実行が速くなります。詳しくは  プランの編集 をご覧ください。

保護するフォルダを入力 画面で 次へ をクリックし ファイルとフォルダ保護プランの追加  ウィザードを続けます。  ストアの選択 画面
が次に表示され、ここでストアを選択します。保存されたデータのターゲット位置がこのストアです。目的のストアを強調表示し、  

プランにわかりやすい名前をつけ、 次へ をクリックし、 スケジュールタスク 画面に進み、ここでプランを自動的に実行するスケジュールを
設定できます。 また、プランを実行するため別のアカウントを指定することもできます。 詳しくは 保護プランのスケジューリング をご覧くださ
い。 次へ をクリックして最後の画面に進み、ここで設定を確認できます。 戻る ボタンで設定を変更するか、 完了 をクリックして保護プ
ランウィザードを閉じ、プランを作成します。プランを実行するため指定したアカウントのパスワードを聞かれます。

保護プランの使い方については プランの実行、編集、削除 をご覧ください。

Exchange 保護プラン

ソフトウェアは、保護しているコンピュータの  Microsoft Exchange 2003 または Exchange 2007 を検出します。いずれかの製品がイン
ストールされていれば、保護プランタイプ、 Exchange ストレージグループ  が有効になります。

Exchange ストレージグループ 保護プランは、選択された各ストレージグループに必要な  Exchange ストレージグループ ファイルをす
べて保護します。 ソフトウェアは Exchange にその位置を照会します。保護するフォルダを指定する必要はありません。 各プランが実行
されるごとに、有効なログファイルが切り詰められます。

Exchange の保護プランを作成するには、  ローカルプラン フォルダから、または  リモートコンピュータ フォルダ内のリモートコンピュータか
ら 保護プランの作成 を選択します。次に、 Exchange ストレージグループ を選択し、 Exchange 保護プランの追加 ウィザードを
開始します。

最初の画面、ストレージグループを選択 は、使用できる Exchange ストレージグループ  をリストアップします。保護する各ストレージ
グループのボックスをチェックし、 次へ をクリックして ストアの選択 画面に進みます。

保護されたデータを置くストアを強調表示します。ここでのストアは、  アーカイブマネージャ  サーバ内のストレージエリアを指し、
Exchange ではありません。 

プランにわかりやすい名前をつけ、 次へ をクリックし スケジュールタスク  画面に進みます。ここでプランを自動的に実行するスケジュール
を設定できます。 プランを実行するため別のユーザアカウントを指定することもできます。 詳しくは 保護プランのスケジューリング をご覧く
ださい。  次へ をクリックして最後の画面に進みます。ここでは設定を見直すことができます。  戻る ボタンで設定を変更するか、  完
了 をクリックして  Exchange 保護プランの追加 ウィザードを閉じ、プランを作成します。 プランを実行するため指定したアカウントのパ
スワードを聞かれます。

保護プランの使い方については プランの実行、編集、削除 をご覧ください。

注: このソフトウェアは、 Microsoft Exchange VSS Writer を使用して  Microsoft Exchange ストレージグループ のスナップショットを
作成します。  Microsoft Exchange サーバ に Microsoft Exchange VSS Writer があるか確認するには、保護されているサーバでコ
マンドプロンプト VSSADMIN LIST WRITERS を実行します。

SQL Server 保護プランの追加

ソフトウェアは、保護しているコンピュータ上の Microsoft SQL Server 2005 や Microsoft SQL Server 2008 を検出します。いずれ
かの製品がインストールされている場合、保護プランタイプ、 SQL データベース が有効になります。

SQL データベース 保護プランは、どの SQL Server データベースを保護するか、保護されたデータをどこに維持するかを指定します。
保護プランの起動時、ソフトウェアは、必要なデータベースとログファイルの場所を SQL に照会します。保護のためにフォルダを設定する
必要はありません。 SQL Server 保護プランの追加 ウィザードが実行されているとき、 フル リカバリモデルに設定されたデータベースの
トランザクションログを保護プランの実行終了時に切り詰めるかどうかを指定できます。ログの切り詰めによってトランザクションログ ファイル
のサイズが小さくなることはありませんが、新しいログレコードを作成できるようにトランザクションログ ファイル内のスペースがクリアされます。

SQL の保護プランを作成するには、 ローカルプラン フォルダか、または リモートコンピュータ フォルダ内にあるリモートコンピュータから 保
護プランの作成 を選択し、 SQL データベース  を選択して、 SQL Server 保護プランの追加  ウィザードを開始します。

ウィザードは、インスタンス名および各データベースの動作状態とリカバリモデルでグループ分けされたすべてのデータベースのリストを表示
します。保護する各データベースの横にチェックマークをつけます。ソフトウェアがデータベースのトランザクションログを切り詰め、これにより
SQL がトランザクションログのサイズを大きくすることなく、ログ記録を続けることができるようにするには、 フルバックアップでログを切り詰
める  チェックボックスにチェックマークをつけます。注: シンプル リカバリモデルに設定された保護データベースについては、 フルバックアップ
でログを切り詰める スイッチは無視されます。 次へ をクリックし、 ストアの選択 画面で操作を続けます。
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保護されたデータを置くストアを強調表示し、 

プランにわかりやすい名前をつけ、 次へ をクリックして スケジュールタスク 画面に進みます。ここでプランを自動的に実行するスケジュー
ルを設定することができます。別のユーザアカウントを指定してプランを実行することもできます。詳しくは 保護プランのスケジューリング  を
ご覧ください。 次へ をクリックして最後の画面に進みます。ここでプランの設定をチェックできます。 戻る ボタンで設定を変更するか、 完
了 をクリックして SQL Server 保護プランの追加 ウィザードを閉じ、プランを作成します。プランを実行するため指定されたアカウントの
パスワードを聞かれます。

保護プランの使い方については  プランの実行、編集、削除  をご覧ください。

注: このソフトウェアは、 Microsoft SQL VSS Writer により SQL のスナップショットを作成します。 SQL Server に Microsoft SQL
VSS Writer があるか確認するため、保護されているサーバのコマンドプロンプトで VSSADMIN LIST WRITERS を実行します。
また、保護している SQL Server には、 Microsoft CLR タイプ と Microsoft SQL Management Objects for SQL 2012 が必要
です。ない場合、 SQL 保護プランが初めて実行されるときこれらのコンポーネントが自動的にインストールされます。

Add Computer System Protection Plan

A Computer System protection plan will create a complete backup of your system, suitable
for restoring complete computer systems (also known as "bare metal" restores). With
proper licensing, this plan type is available for local and remote computers.

There are two basic elements for protecting and restoring complete computer systems using
this product. The first element is creating and running a Computer System Protection plan.
The second element is the System Recovery Environment (SRE). When recovering a
complete system, the computer needs to use a bootable device to bootstrap the recovery
process. The System Recovery Environment is a custom Microsoft Windows 7 Pre-
installation Environment image that can run from a CD/DVD drive, bootable USB drive and,
in the case of a virtual machine recovery, mounted as an ISO formatted bootable CD/DVD.
Once the computer has been booted with the SRE, the process of recovering the system is
only a few steps away.

To start the Add a System Protection Plan wizard click Create Protection Plan from the
actions for a Local Plan or a Remote Computer you have added to the system. Then, choose
Computer System from the enabled plan types. First, the Add a System Protection Plan
wizard displays the disk drives to select for protection by the plan. There are three
elements to choose in this view: System Recovery Information, system drives and data
drives. When the System Recovery Information is checked all system drives must be
checked as well. A system drive will be indicated with an icon of a disk with a Windows Logo
overlaid in the upper left of the icon. The data drives are not required to be selected as part
of the plan, where it may be preferable to protect data on those drives with a different plan
type. For example the data on a data drive might contain database and/or log files for
Microsoft Exchange, and in this case an Exchange Data Protection Plan would be a better
candidate for protection of the data on this data drive, since only an Exchange Data plan-
type truncates Exchange logs.

Next, select a store for the system plan to use to store the backup data and catalogs. A
good practice would be to use a store created specifically for Computer System type
protection plans, as deduplication of data across servers is a big benefit when backing up
several Windows computers.

Next, provide a name for the protection plan. Protection plan names must be unique
throughout the Archive Manager system. A good practice for a Computer System Protection
Plan is to use the computer name as part of the plan name, for example "Denver1 System
Plan", where Denver1 is the computer being protected.

Next, select a schedule for running the protection plan. A typical schedule for a system
protection plan is to run daily or weekly after business hours. The security options section
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specifies a user account to use to run the plan. A good practice is to create a single domain
administrator account to run all of the protection plans in the environment. See Scheduling
Protection Plans for more information.

Finally, click Finish to complete the wizard or Back to review or change any of the plan
settings before saving the plan. Note: You will be prompted for a password to save for the
plan "run as" user before the plan is saved to the system. Enter the password and click OK
to save the plan.

After the plan is saved a dialog box appears asking if you would like to save the System
Recovery Environment to media. This dialog serves as a reminder to save the SRE before it
is needed. Two separate recovery environments are provided as downloads, downloadable
from within the product. Some versions of the product also have the SRE environments
bundled into the installation program. One System Recover Environment is for BIOS-
bootable systems. Most computers today are of this type. The other is for newer UEFI-
bootable systems. If you click Yes to save the SRE and the SRE is not already on your
system it will be downloaded from the Internet. In addition to saving the SRE to the
location you specify, it will be saved in <installation directory>\SRE if not already there.
Note: You can download/save the SRE(s) at any time by selecting the Save System
Recovery Environment action of the Archive Manager folder in the console tree of the
Archive Manager user interface. See Saving the System Recovery Environment to Media for
more information.

After the plan is created you can choose one of the following actions to review or modify
how and when the plan runs: Plan Settings, Edit Schedule, Run, End, Advanced
Settings or Delete Plan. See Run, Edit, Remove a Plan for more information.

To restore a computer system protected by a Computer System protection plan please refer
to Saving the System Recovery Environment to Media and Restoring a Computer System.

Saving the System Recovery Environment to Media

Recovering a computer system starts by booting into the System Recovery Environment
(SRE). The SRE must be saved to bootable media prior to a system recovery. Save the SRE
using the Save System Recovery Environment dialog launched either at the end of
creating a Computer System protection plan or from the Save System Recovery
Environment action on the Archive Manager folder of the console.

Note: It is not necessary to save the SRE each time you create a Computer System
protection plan.

You can save the SRE to different types of media: USB, ISO formatted file, or CD/DVD.

Two separate recovery environments are provided by the software. One is for BIOS boot
systems and uses a 32-bit Windows 7 Pre-installation Environment (Windows PE). The other
is for newer UEFI boot systems and uses a 64-bit version of Windows PE. The Save System
Recovery Environment dialog has a checkbox in the lower left corner to save the SRE for
systems that boot using UEFI.

You should verify that you can boot the recovery environment by booting a system with the
saved SRE media attached.

Copy to USB

Selecting Copy to a USB drive allows you to copy the image file to one of the USB drives
connected to the system. Only the first partition on a USB drive can be used. IMPORTANT:
The partition should be set to active using Windows Disk Management or the DISKPART

SavingSreToMedia.html
SavingSreToMedia.html
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utility. This enables the USB drive to boot the SRE.

Note: When copying to a USB drive, existing data is preserved - the drive is not formatted.

Click Copy when you are ready to copy the information to the target drive. When the copy
completes click Cancel to close the dialog.

Copy SRE .iso file

Selecting Copy SRE .iso file presents a Browse For Folder chooser dialog allowing you to
specify a location to save the SRE .iso file. You can choose a folder on a local or mapped
drive. Once you choose a folder and click OK the copy starts with a progress bar.

The SRE .iso file is an ISO formatted file that can be used for booting virtual machines.
Most virtual machine hypervisors allow a user to configure a virtual machine to boot from
CD/DVD devices or ISO formatted files.

Burn to CD or DVD

Selecting Burn to CD or DVD presents the Windows Disc Image Burner dialog box allowing
you to burn a bootable CD or DVD using one of the installed CD or DVD burners on your
computer. This option is only available if the program Windows Disc Image Burner
(isoburn.exe) is installed on your computer. Isoburn.exe is installed by default on Windows
7 and newer desktop systems and on Windows Server 2008 R2 and newer server systems
that have the Desktop Experience feature installed.

See Restoring a Computer System to learn about restoring from a Computer System
protection plan.

保護プランのスケジューリング

保護プランは、コンピュータ上で Windows スケジュール タスク として実行されます。プランの スケジュールの編集 アクションがクリックされ
ると、標準 Windows タスク スケジューラ が開き、プランがあらかじめ設定された状態で表示されます。

スケジュールの編集 アクションでは、別のユーザとして保護プランを実行することができます。すなわち、ソフトウェアがインストールされたコ
ンピュータに現在ログインしているユーザとは異なるユーザアカウントとしてです。

スケジュールの編集 アクションでは、スケジュールを作成して保護プランを自動的に実行することもできます。

ファイル名を指定して実行

Windows タスク スケジューラ の タスク タブから、プランの実行に必要なアカウント情報を変更することができます。デフォルトでは、現在
ログインしているユーザのアカウントは、 ファイル名を指定して実行 アカウントです。

プランが実行されるとき有効にしたいユーザアカウントを入力し、そのユーザアカウントのパスワードを入力します。このオプションを使うとき、
通常、 ログオン時のみ実行 スケジューリングオプションはチェックが入っていません。
 
タスクにネットワークマップドライブへのアクセスが必要で、このドライブを使用できるのは現在ログインしているユーザとは別のユーザアカウン
トである場合、タスクの ファイル名を指定して実行 アカウント情報を変更してもいいでしょう。 Windows ドメインでは、 ドメイン管理グ
ループ のメンバーシップを持つアカウントを使用します。

詳しくは ユーザアカウント をご覧ください。

スケジュール

スケジュール タブの 新規 ボタンをクリックしてスケジューリングフィールドを編集します。
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複数のスケジュールを表示する  オプションで保護プランの複数の実行時間を設定します。プランごとに、数日、複数の時間、プラン実
行頻度をカバーするスケジュール1つを作成することができます。

タスクのスケジュール フィールドは、スケジュールタスク (保護プラン) をどのくらいの頻度で実行するかを指定します。オプションは次のとお
りです。

· 毎日
· 毎週
· 毎月
· 1 回
· システム起動時
· ログオン時
· アイドル状態のとき

開始時間 フィールドは、プランのスケジュールが 毎日 、 毎週 、 毎月 、または 1回 のみの場合、保護プランの開始時間を指定しま
す。

タスクのスケジュール (日単位) (または タスクのスケジュール (週単位)) フィールドは、プランを、数日または数週、どのくらいの頻度で
実行するかを指定します。

拡張スケジュールオプション

拡張スケジュールを作成する他のオプションは、 スケジュール タブの 拡張 ボタンをクリックすると使用できます。

開始日 フィールドでは、プランの実行を開始する日を選択できます。

終了日 フィールドでは、プランの実行を終了する日を選択できます。このフィールドはオプションで、設定する必要はありません。

タスクを繰り返し実行 フィールドでは、 毎回 フィールドで指定された間隔でプランを繰り返し実行するよう設定することができます。

プランの実行、編集、削除

保護プランの実行、編集、削除について詳しくは、次のリンクを参照してください。

· 保護プランの実行

· 保護プランの編集

· 保護プランの削除

保護プランの実行

保護プランを作成した後、指定したプラン名とスケジューリング動作が アーカイブマネージャ に表示されます。

保護プランは、「スケジュール未定」または「スケジュール設定」として実行するよう設定することができます。スケジュール未定プランは、そ
の 実行 アクションをクリックすることによってのみ実行できます。スケジュール設定プランは、プランを開始する予定日、予定時間まで待つ
か、 実行 アクションをクリックすることで実行できます。

保護プランスケジュールの作成、変更については、 保護プランのスケジューリング をご覧ください。

保護プランの編集

保護プランはいつでも編集できますが、プランがその時間に実行された場合、変更内容が有効になるのは、プランが次に実行されたとき
です。 プランを編集するには、その プラン設定 アクションをクリックします。

保存のためプランに使用されるストアを変更するには、 設定 タブの 変更 ボタンをクリックし、使用できるストアのリストから選択します。
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ソフトウェアの一時フォルダのデフォルトボリュームは通常、システムドライブですが、一時ファイルの保存には、システムドライブ以外のボ
リューム上のフォルダを使用することをおすすめします。保護プランの プロパティ ページの 一時ファイル タブから別の一時ファイル位置を
指定できます。

いつでも 適用 ボタンをクリックすれば、それまでに加えられた変更が保存されます。OK ボタンをクリックして変更内容を保存し、保護プラ
ンページに戻ります。 キャンセル ボタンをクリックすると、変更を保存せずに保護プランページに戻ります。

次は、プランタイプによる変更可能な設定を示します。

ファイルとフォルダ保護プラン

ファイル、フォルダ 保護プランの プラン設定 ページでは、次のことができます。

· 保存のためプランに使用されるストアを変更
· 保護するフォルダ/ファイルを追加
· 保護するフォルダ/ファイルを削除
· 特定のフォルダ/ファイルを除外
· 定義済みファイルタイプを除外
· 一時ファイルストレージの場所を変更

プランによって保護されるフォルダ、ファイルを変更するには、プラン設定 フォルダ タブを選択し、 追加 をクリックして 追加 ルールまた
は 除外 ルールを追加します。除外ルールは常に追加ルールに代わります。たとえば、 *.tmp を追加し、 *.tmp を除外もする場
合、 .tmp ファイルはすべて除外されます。 ファイルとフォルダ保護プランから定義済みファイルタイプを除外することについては、 ファイルタ
イプを除外 をご覧ください。

Exchange 保護プラン

Exchange 保護プランの プラン設定 ページから、次のことができます。

· 保存のためプランに使用されるストアを変更
· 保護する Exchange ストレージグループ を選択/選択解除
· 一時ファイルストレージの場所を変更

SQL Server 保護プラン

SQL Server 保護プランの プラン設定 ページから、次のことができます。

· 保存のためプランに使用されるストアを変更
· 保護する SQL データベースを選択/選択解除
· タベースごとにログ切り詰めを選択/選択解除

注:  「シンプル」リカバリモデルに設定された保護データベースでは フルバックアップでログを切り詰める スイッチは無視されま
す。

· 一時ファイルストレージの場所を変更

ファイルタイプを除外

コンピュータには多くのファイルタイプがあります。ファイルタイプは、シンプルなテキストファイルをはじめ、ワープロ、スプレッドシート、画像、プ
ロジェクト、音楽、ビデオなど多岐に渡ります。

保護プランが初めて実行されるとき、ソフトウェアは保護プランによって指定されたすべてのファイルでデータの圧縮とデダプリケーションを行
い、現在および後にプランが実行されるときに、できるだけ最適な形でデータを圧縮できるように、インデックスを作成します。

うまく圧縮されないファイルフォーマットもあります。これらのファイルの内容は静的、すなわちファイル自体が変わる可能性は小さいもので
す。たとえば音楽やオーディオのファイル、ビデオファイル、写真、イメージ (画像など)、圧縮されたファイルなどがこのタイプのファイルです。
このソフトウェアは、これらのファイルをすべて保護し、(ファイルは変更されないと仮定して) 一度だけ保存されるようにしますが、これらの
ファイルはストレージディスクで大きなスペースを占めることがあります。音楽、ビデオ、写真など、数ギガバイトの大きさのコレクションがある
場合、これらのファイルを保護するには、セカンドディスクにセカンドストアを使い、プライマリストレージは重要なビジネスタイプのデータに使
うようにするといいかもしれません。
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保護プランをその プラン設定 ページから編集するとき、ファイルタイプをプランから除外するのは簡単です。 フォルダ タブで ファイルタイプ
を除外 ボタンをクリックし、除外できる定義済みファイルタイプのリストを表示します。保護プランから除外できるファイルタイプはいくつかの
カテゴリに分けられています。カテゴリを展開するには、プラス記号をクリックします。除外するファイルタイプを選択するには、対応するボック
スにチェックを入れます。

これにより フォルダ タブが、除外されたファイルタイプで更新されます。

保護プランのスケジュール変更

プランの実行スケジュールを変更するには、その スケジュールの編集 アクションをクリックします。保護プランのスケジューリングについて
は、 保護プランのスケジューリング をご覧ください。

プランの削除

保護プランを削除するには、その プランの削除 アクションをクリックします。

プランの削除 をクリックした後、アクションの確認を求められます。確認ダイアログボックスから、関連する設定ファイル (デフォルトでチェック
入り) と、関連アーカイブ (デフォルトでチェックなし) を削除することもできます。

関連アーカイブを削除しない場合でも、 ストア フォルダ内の親ストアでアーカイブの 復元 アクションをクリックすると、データを復元できま
す。関連アーカイブを削除する場合、アーカイブはストアのごみ箱に移され、その名前に、いつ削除されたか示すタイムスタンプがつきま
す。アーカイブは、 削除 アクションまたはストアパージタスクで削除されるまではごみ箱に残ります。削除されたアーカイブがごみ箱にある
間、 復元 アクションをクリックすると、これを開け、アーカイブ時点カタログをそれぞれアーカイブに復元することができます。ごみ箱から時点
カタログが復元された後、あたかも一度も削除されなかったかのように、これをチェックしその内容を復元することができます。

詳しくは ストアの有効期限 、 ストアパージ をご覧ください。

保護プランの結果

保護プランの実行結果をすぐにチェックするには、実行が完了したときにプランの ステータス 行を見ます。プラン実行後、ステータス行
は、 OK 、 キャンセルされました 、 エラー 、 警告 のいずれかの状態を表示します。

チェックアップレポート もお読みください。

結果詳細 を見るには、 履歴 アクションをクリックし、表示したいプラン実行結果を選択します。各プラン実行結果に 結果、 開始、 完
了 時間があり、表示したい結果を見つけやすくなっています。 結果詳細 ビューは、次を含むテキストとグラフを表示します。

· プランのこの実行でのデータ縮小率
· プランで保護されたファイル数
· プランの最後の実行以降の新しいファイルと変更されたファイルの数
· プランで処理されたデータ量
· プランの最後の実行以降に変更されたデータ量
· バックアップディスクに保存されたデータ量

最初のプラン実行時、 新しいファイル カウントは 保護されたファイル カウントに等しく、 変更されたファイル 数はゼロです。またこの場
合、 変更合計 バイトカウントは 処理合計 バイトカウントに等しくなります。グラフの緑色は、このプランの実行でバックアップディスクに保
存されたデータの量を示します。黄色は、このプランの実行でソフトウェアが縮小またはファクタ化したデータの量を示します。

ログ表示 リンクが開くと、他の詳細を示すログファイルが表示されます。

ログファイルに含まれる統計は、次のように定義されます。

· "Data reduction" - "New and changed" データの "Total stored" (プランのこの実行でディスクに書き込まれたデータの総
量) に対する比

· "CCF Ratio" - "Protected data" (プランによって保護されたすべてのデータ) の "Total stored" (プランのこの実行でディス
クに書き込まれたデータの総量) に対する比

データに変更があった後に実行されたプランの 結果詳細 を見、そのプランがもう一度実行されたとき、処理合計 データはほぼ同じで
す。ソフトウェアは、プランで選択されたすべてのファイルをスキャンしますが、認識するデータは、新しいデータまたは変更されたデータで
す。
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グラフは、変更されていないデータの量を青と 未変更 で示します。ソフトウェアが縮小または ファクタ化 する新規データと変更データは、
ここでも黄で表示され、ディスクに実際に 保存 されたデータの量も同じく緑で表示されます。

データの復元
次のトピックはデータの復元に役立てることができます。データの復元は、アーカイブから、 ローカルプラン フォルダから、または 復元 アク
ションを選択することで、リモートコンピュータで設定された保護プランから行えます。

· フォルダとファイルのチェック、復元

· Exchange ストレージグループの復元

· SQL Server データベースの復元

· Restoring Data from a Vault

保護プランのアーカイブ時間を見つける

プラン (またはアーカイブ) の 復元 アクションをクリックすると、現在の月日を示すカレンダーが表示されます。 太字 の日は、保護プランが
実行された日です。それらのうちいずれかの日をクリックすると、その日の利用できるアーカイブ時間が表示されます。

ステータス欄は 使用可能 または オフライン を示します。ステータス 使用可能 は、そのアーカイブ時間を含むストレージが現在オンライ
ンで使用できるので、アーカイブ時間を表示、チェック、復元できることを示します。ステータス オフライン は、その時間を含むストレージが
使用できないことを意味します。

フォルダとファイルのチェック、復元

このソフトウェアは、ランダムアクセスストレージを活用することで、保存されたデータに即座にアクセスします。ソフトウェアは、 Windows エ
クスプローラー インタフェースによりデータを表示できるので、データの検出・復元プロセスは簡単です。

保護プラン全体または1つのファイルでも、ドラッグ＆ドロップ (またはコピー/貼り付け) によって復元できます。

プランのチェック

データのチェックは、リモートコンピュータで設定されたアーカイブ、 ローカルプラン フォルダ、または保護プランから、 復元 アクションを選択
し、 ステータス 欄に 使用可能 と表示されたアーカイブ時間を選択し、ページ下の エクスプロア をクリックして行えます。アーカイブリカ
バリポイントの Windows エクスプローラー ビューが表示されます。

Windows エクスプローラー ビューと同じようにウィンドウのフォルダをクリックし、個々のファイルを表示します。

ファイルを開くには、ファイルをダブルクリックし、対応するアプリケーションを使ってファイルを表示します。ファイルを表示するとき、ファイルは
読み取り専用ファイルとして開きます。ファイルを復元するには、コピー/貼り付けまたは ドラッグ＆ドロップ   を使うか、ファイルまたはフォルダ
を右クリックし、メニューから 復元 を選択します。

復元 を選択する場合は、 ファイルとフォルダの復元  のステップ2をご覧ください。

ドラッグ＆ドロップ復元

1つのファイルまたはファイルのグループの復元は、 Microsoft Windows エクスプローラー でファイルを転送する場合と同じ標準のドラッ
グ＆ドロップまたはコピー/貼り付けで行えます。

ファイルの復元は、チェックする保護プランアーカイブ時間を見つけることから始まります。 保護プランのアーカイブ時間を見つける をご覧く
ださい。

アーカイブ時間をクリックすると、 エクスプロア 、 復元 ボタンがアクティブになります。

エクスプロア をクリックすると、 Windows エクスプローラー が開きます。ここで保存したデータをナビゲートできます。

マウスを使い、ファイルをフォルダ位置まで、あるいはデスクトップまでドラッグすることで復元ができます。また、ファイルを右クリックし、メニュ
ーの コピー をクリックしても復元でき、次に、ファイルをコピーするフォルダを開き、 貼り付け を右クリックします。
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ファイルとフォルダの復元

ステップ 1 - 保護プランのアーカイブ時間を見つける

個々のファイルまたはファイルのグループを復元するほかに、ソフトウェアは、ある時点のアーカイブ全体を復元できます。一般に、アーカイ
ブ全体を復元する必要がるのは、ファイルを移動する場合、誤って削除した場合、ディスクの変更やクラッシュの後でシステムを復元する
場合などです。

アーカイブ全体を復元するプロセスは、復元するプランのアーカイブ時間を見つけることから始まります。 保護プランのアーカイブ時間を見
つける  を参照してください。

復元するアーカイブ時間を選択すると、画面右下の エクスプロア 、 復元 ボタンがアクティブになります。 復元 をクリックすると、 時点
復元 ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 2 - 復元方法の選択

ファイル、フォルダ 保護プランをいつ復元するかという問いは、基本的に、次の2つに分けられます。

· ファイルを復元するため、どの位置またはどのフォルダを選択するか
· 既存ファイルを置き換えるか

復元場所

· 元の場所 - ファイルは、保存元のフォルダから復元できます。これはデフォルトの動作です。ファイルが初めて保存されたときファ
イルを格納したフォルダが存在しない場合、ソフトウェアはフォルダを作成します。

· 他の場所 - ファイルは他のフォルダ、すなわちファイルを保存したのとは別のフォルダに復元できます。このオプションは、保存さ
れたデータのフォルダ構造を保存します。すなわち、保護プランによってデータが保存されたときに存在したすべてのフォルダ、サ
ブフォルダが、選択する他のフォルダに表示されます。

他のフォルダに復元するには、 ファイル復元先 ドロップダウン機能をクリックし、 他の場所 をクリックします。このアクションが行われる
と、 他の場所 の横のテキストがアクティブになり、青のリンクとして表示されます。

ここをクリックして他のフォルダを選択します をクリックすると、ダイアログウィンドウが開き、ここでファイルを復元するフォルダを選択できま
す。

復元オプション

ファイルを置き換えるとき、3つのオプションを選択できます。

· 復元操作で、すでに復元位置にあるファイルに上書きコピーしない場合は、 消失ファイル を選択します。このオプションは、
ファイルを復元するため選択したフォルダにないファイルだけを復元します。 このオプションは、フォルダにないと思われるファイルだ
けコピーするとき選択するといいでしょう。アーカイブを他のフォルダに復元することを選択した場合、他のフォルダはアーカイブの
ファイルを含まない可能性があるので、すべてのファイルが復元される可能性があります。

· 復元動作で、フォルダに存在しなくなった (消失) ファイルを復元し、古いファイルをアーカイブからの新しいファイルに置き換える
場合、 消失ファイルと古いファイル を選択します。このオプションは、ハードディスク上の現在のファイルを、アーカイブからの
ファイルの最近のバージョンと置き換えるとき選択するといいでしょう。アーカイブを他のフォルダに復元することを選択した場合、
他のフォルダは、アーカイブのファイルを含まない可能性があるので、すべてのファイルが復元される可能性があります。

· 復元操作で、フォルダに存在しなくなった (消失) ファイルを復元し、復元位置のファイルを、保存されたファイルが新しいか古
いかにかかわらず置き換える場合は、 消失ファイルと異なるファイル を選択します。このオプションは、ハードディスクの特定の
エリアを再構築する場合に選択するといいでしょう。

オプション選択後、 復元 をクリックすると、ソフトウェアはファイルの復元を開始します。復元完了後、復元のログファイルを見るには、 ロ
グ表示 をクリックします。復元の記録も、保護プラン名の下、結果ページに表示されます。復元記録を表示するには、プランの 履歴 ア
クションをクリックします。 アクション 欄に 復元 の文字と復元の日付・時刻が表示されます。
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Exchange ストレージグループの復元

Exchange 保護プランは、選択された各 Microsoft Exchange ストレージグループ の Microsoft Exchange データベースとログファイ
ルをバックアップします。プラン実行後、有効なログは切り詰められます。ここでは、 Exchange 2003 および新しいデータベースの復元の
プロセスについて説明します。

ソフトウェアは、 Microsoft Exchange を保護するため、 Windows の新バージョンに含まれる Microsoft Exchange Writer for
VSS  を使用します。 Microsoft Exchange ストレージグループ がソフトウェアによってバックアップされるとき、 VSS Writer が起動さ
れ、データベースを構成するファイル、ログファイル、および付属のメタファイルがオープン状態でバックアップされます (メールボックスストアが
マウントされた状態)。電子メールのトランザクションと新しいログファイルはメモリで後回しにされ、既存ファイルがバックアップされます。デー
タベースはオープンな、あるいは犠牲にされた状態で保護されるので、復元されたデータベースを Exchange で再マウントする前に、リカ
バリステップが必要になります。

Exchange 保護プランから Microsoft Exchange ストレージグループ を1つ以上復元するとき、 Microsoft Exchange ストレージグル
ープ を構成するすべてのファイルが、選択された他の場所に復元されます。ソフトウェアはデータベースファイルをその元の場所に戻すこと
はありません。運用されているメールボックスデータベースを壊す可能性があるからです。保護プランからすべてのファイルを復元した
後、 Exchange によって個々のデータベースを再び使用するためには、 Exchange に含まれる Microsoft ユーティリティ ESEUtil.exe
を使って Exchange 復元コマンドを実行する必要があります。破損した既存 Exchange データベースをリプレースするか、または単
に Exchange リカバリス トレージ グループ のデータベースをマウントしてメールボックスからデータを復元することもできます。

保護プランを復元するプロセスは、 アーカイブマネージャ ソフトウェアで復元したいプランのアーカイブ時間を見つけることから始まりま
す。 保護プランのアーカイブ時間を見つける を参照してください。

復元するアーカイブ時間を選択すると、画面右下の 復元 ボタンがアクティブになります。 復元 をクリックすると ストレージグループの復
元 ダイアログボックスが表示されます。 Microsoft Exchange ストレージ グループ のすべてのログファイル、すべてのデータベースを入れ
るのに十分なスペースのあるボリュームまたはディレクトリを選択します。保護された Exchange データを含むアーカイブをチェックすることは
できません。

復元されたデータベースファイルを Exchange で使用するには、 Exchange サーバー に復元しこれに再接続する必要がありま
す。 Exchange サーバー へのデータベースの復元と接続については、次のリンクを参照してください。

· Exchange 2003/2007

http://technet.microsoft.com/library/aa998848(EXCHG.80).aspx

http://support.microsoft.com/default.aspx/kb/824126

http://technet.microsoft.com/library/aa996168(EXCHG.65).aspx

· Exchange 2010/2013

http://technet.microsoft.com/library/dd876954.aspx

http://technet.microsoft.com/library/ee332321.aspx

http://technet.microsoft.com/library/ee332351.aspx

SQL Server データベースの復元

SQL Server 保護プランは、選択された SQL Server データベースそれぞれに必要なすべてのファイルをバックアップします。ここで
は、 SQL Server データベースを復元するプロセスについて説明します。

個々のデータベースまたはデータベースのグループを復元するほか、ソフトウェアは保護プラン全体を復元することができます。一般に、保
護プラン全体を復元する必要があるのは、誤って削除した場合、あるいはディスクの変更やクラッシュの後にシステムを復元する場合のみ
です。

このソフトウェアは、 Microsoft SQL データベースを保護するため、 Windows の新しいバージョンに含まれる Microsoft SQL VSS
Writer を使用します。データベースがソフトウェアによってバックアップされるとき、 VSS Writer が起動され、データベースを構成するファ
イルはオープン状態 (データベースのマウント時) でバックアップされます。新しいトランザクションはメモリで後回しにされ、既存のデータベー
スとトランザクションログファイルがバックアップされます。データベースは、保護プランのターゲットになったストアでオープン状態のまま残りま
す。

http://technet.microsoft.com/library/aa998848(EXCHG.80).aspx
http://support.microsoft.com/default.aspx/kb/824126
http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa996168(EXCHG.65).aspx
http://technet.microsoft.com/library/dd876954.aspx
http://technet.microsoft.com/library/ee332321.aspx
http://technet.microsoft.com/library/ee332351.aspx
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このソフトウェアでは、データベースファイルを元の場所に復元することはできません。復元のため常に別の場所を選択する必要がありま
す。ソフトウェアが、データベースファイルを元の場所に復元しないのは、実行されているデータベースを壊す恐れがあるからです。復元
後、データベースを SQL Server に再接続する必要があります。目的が、壊れた既存データベースをリプレースすることか、テーブルから
データを復元するだけかに応じて、復元されたファイルをデータベースファイルの元の場所に移すか、復元された場所に残すかが決まりま
す。元のデータベースファイルは決して上書きしないでください。復元が完了したとき、名前を変更し、後で削除します。

保護プランを復元するプロセスは、アーカイブマネージャ ソフトウェアで復元するプランのアーカイブ時間を見つけることから始まりま
す。 保護プランのアーカイブ時間を見つける をご覧ください。

復元するアーカイブ時間を選択すると、画面右下の 復元 ボタンがアクティブになります。  復元 をクリックすると データベース復元  ダイ
アログボックスが表示されます。データベースアーカイブをチェックすることはできません。

復元後は、データベースファイルを SQL Server インスタンスに再接続するだけです。 データベースを SQL Server インスタンスに再接
続することについては、 http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms190209.aspx を参照してください。

Restoring Data from a Vault

There are three steps to restoring data from a vault:

· Locate
· Prepare
· Restore

Locate

Locate the vault's archive time that you wish to restore or restore from.

From either the All Vaults folder or from the cloud account or tape device, open the vault
you wish to restore from and then open its Archives folder. When you click on the archive
you want to restore from you will be presented with a calendar showing the current day of
the current month. Dates of the month that are in bold font are days when the store
vaulting task has been run. Clicking on one of those dates will show the archive times that
are available for that day.

The Status column shows 'Available, Vaulted' or 'Offline, Vaulted'. The status 'Available,
Vaulted' means that the archive time can be viewed and explored or restored because the
storage containing that archive time is currently online and available. The Status 'Offline,
Vaulted' means that the storage containing that archive time is not available.

Prepare

Prepare the point in time for restoring.

The archive time that is presented is from the cache. (See Configure Vaulting.) Although
you can explore it in the cache by clicking the Explore button, the actual data is not
available until it has been restored from the vault to the cache by clicking the Prepare
button.

Note: If you do try restoring before it has been prepared, the restore job will fail with errors
like 'The content store is not consistent' and 'The system cannot find the file specified'
logged in the log file.

Note: If you try opening a file through the Point-in-time Explorer (Explore button) before
the point-in-time has been prepared you will see a message like 'The file cannot be

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms190209.aspx
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accessed by the system'.

Restore

Restore the data.

After preparing the point-in-time for restoring, you can restore as you would from a store.
See Restoring Your Data for more information.

Restoring a Computer System

The Computer System protection plan stores all of the system information to needed to
restore a computer, and optionally any attached data disk volumes. You can also restore
individual files and folders using the Explore and Restore actions. See Restoring Files and
Folders. You must use the System Recovery Environment to restore an entire system.

Assuming you have run a Computer System protection plan for the system to be restored
and have saved the System Recovery Environment to media, you can restore the computer
system as follows:

Booting a Computer for Recovery

The System Recovery Environment (SRE) is used to boot a computer for recovery. Most
computer systems can boot from CD/DVD or USB drives. Check your computer specifications
and BIOS support for booting from CD/DVD or USB drives. You may have to select the boot
drive from a boot menu at startup or adjust the BIOS to boot from a CD/DVD or USB drive.

Virtual machine (VM) hosts allow guest virtual machines to boot from physical CD/DVD
drives or ISO image files. To recover the VM, first configure it to boot the SRE.

Once you boot the SRE you are presented with the SRE Launch screen. This screen allows
you to restore a system by following a step-by-step wizard. From the SRE Launch screen
you can open a command prompt, shut down or restart the computer.

Most system restores can be performed without requiring the use of the command prompt,
however there are several reasons you may need to use the command prompt. For
example, you may need to set an IP address for a network adapter using the netsh
command, if a DHCP server does not automatically provide one.

Restoring your Computer System

From the SRE Launch screen, select Restore your computer and follow the step-by-step
wizard.

The first step is to identify the storage that contains recovery points created by Computer
System protection plans. There are two locations the wizard can search to find recovery
points: local disks and network locations.

Note: To search network locations the SRE needs to bind to a network adapter. At boot time
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the SRE searches all of the network drivers to find a match for your hardware. If a network
driver is available for your system it is loaded and attempts to obtain an IP address using
DHCP. If a network driver cannot be loaded by the SRE you can click Load Driver to
browse for a 32-bit (or 64-bit if using the SRE for systems that boot using UEFI) network
adapter driver compatible with your system. Once the network driver is loaded, the driver
attempts to obtain an IP address using DHCP.

If you click Search local disks, the disk drives are scanned for systems to recover.

If you click Search network locations you are prompted to map a network drive letter to
a network location or UNC path. If your storage device is connected to another computer,
you will need to share the drive before you can connect to the device over the network.
Enter the credentials for the user account when prompted and then click OK. Note: Use the
same account for accessing the storage through a network folder that you used for your
Computer System protection plan. Once connected, the disk drive is scanned for systems to
recover.

Next, choose the system to recover and a recovery point. Each system that has recovery
points available is displayed showing the system name, OS version and build number.
Select the recovery point you would like to use and click Next.

Next, configure the volume-to-drive mapping for the restore. The original volumes that
were backed up by the protection plan are displayed with the original drive letter, label,
capacity and file system type. Check the first drive you would like to restore. The Map To
column will automatically choose the first disk drive attached to the system. If this is not
the desired mapping you can change the disk from the drop-down menu in the Map To
column. You can change the size of the volume that will be created on the drive by selecting
the ... button in the Restore Size column. If the volume mapping you have specified is
smaller than the original capacity, the mapping will have a warning icon; otherwise, it will
have a checkmark icon.

Note: If a drive is missing for a volume mapping you may need to install a driver for a
storage controller. To install a driver click Load Driver and browse to a location containing
a compatible 32-bit driver (or 64-bit driver if using the SRE for systems that boot using
UEFI). Once the driver is installed, click Rescan to scan for drives to map to volumes.

Once you are satisfied with your mappings click Next to go to the final page.

On final page there are two options:
· Restore saved boot information (Recommended) - repairs the boot records used

to initialize the recovered operating system. After restoring the file data, the SRE will
display a command window prompting you to repair the boot records for any
operating systems that it finds on the restored computer. If you do not repair the boot
records of the recovered operating system, it may not boot. If you do not restore the
saved boot information, you will need to manually repair the boot records using other
tools from within the SRE or use the Windows Recovery Environment (WinRE).

· Run restore with high performance settings - uses multiple processors to
accelerate restore.

When you are ready to recover the system, click Recover. You will be warned that the data
on the existing volumes will be destroyed. Click Yes to continue or No to return and
change your settings.

While the restore is running you can monitor the throughput and an estimate for when the
restore will finish.

After the recovery completes you can view the restore log or click Finish to return to the
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SRE Launch screen.

Once back at the launch screen, you can choose to restart the computer and boot into the
recovered OS. Note: You may need to adjust your BIOS boot menu if you changed it during
the recovery process.

Stores

The All Stores folder shows the current availability of archive storage and available free
space.

After adding a store, the status in the center console pane of the Archive Manager
shows the new store and its status. To change the settings for a store, select the store and
click Properties.

The store architecture has changed beginning with version 9 of the software. This new
architecture provides significant performance improvements for store tasks and protection
plans. To take advantage of these improvements with stores created in versions of the
software prior to version 9, simply select the store's Properties page and click the
Improve storage performance button to begin the conversion process. This button is
only visible for stores that have not been converted. As noted on the Convert Store page
(shown after clicking the Improve storage performance button), all stores associated with
this store through Store Copy tasks must also be converted. This includes stores located on
other Archive Manager servers. That means these remote servers must also be running
version 9 or newer in order to convert their stores.

The Status column shows the availability status of the storage media. If the status is
Available, then this media is available for use. An Offline status means that the media is
currently not available.

The Capacity column displays the native capacity of the storage.

The Free Space column displays the native free space of the storage.

After highlighting a store in the tree pane, you can display its Details, Usage History,
Store Tasks, and Task History by clicking on the appropriate action in the Actions pane.

Please refer to the following topics for more information:

· Adding Storage

· Removing Storage

· Store Tasks

· Store Actions

· Store Properties

ストレージの追加

ソフトウェアが初めてインストールされたとき、これに割り当てられるストレージはありません。コンソールツリーの ストア フォルダを強調表示
し、 ストアの追加  アクションをクリックして ストア追加ウィザード を開始します。

選択するストレージのカテゴリは4つあります。詳しくは次のトピックをご覧ください。

· ディスクドライブストレージ
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· ネットワークドライブストレージ

· リムーバブルディスク

· LTFS Drive

· ファイルフォルダストレージ

ディスクドライブストレージ

ローカル接続のハードディスクにストアを作成するときは、 ディスクドライブ  を選択します。このオプションは、 ストア追加ウィザード  で
選択するディスクのルートにストアを作成します。ディスクを選択し、 次へ ボタンをクリックします。

このディスクのルートにすでにストアがある場合 (このソフトウェアが前回インストールされた場合など)、再接続するには、 既存のものを
使用 オプションを選択し、ドロップダウンリストからストアを選択します。詳しくは 既存ストアを使用 をご覧ください。ディスクのルートにスト
アがない場合、このオプションは無効です。

新しいストアを作成するには、新規追加 を選択し、新しいストアにわかりやすい名前をつけます。ストア作成後、この名前は ストア フォ
ルダ下の アーカイブマネージャ ツリーペインに表示されます。

ほとんどの場合、 共有フォルダ 画面の 次へ をクリックしてデフォルト設定を受け入れます。このストアをリモートコンピュータの保護プラン
から使用できないようにする場合、ボックスのチェックを外し、 次へ をクリックします。

これが既存ストアなら、 ストアの準備 画面に 再接続 ボタンが表示されます。でなければ、 今すぐ準備  ボタンになります。 ストアの準
備では、保護されたデータを保存し追跡管理するためソフトウェアによって使用されるファイルとフォルダの構造がつくられます。

注: オプションが表示される場合、 NTFS専用メディアレイアウトを使う (下位互換性のみ) チェックボックスは通常チェックがついていま
せん。 (このオプションが必要になるのはストアが  ストアコピータスク のターゲットで、ソースストアが  NTFS フォーマットのディスクしかサポ
ートしないレガシーストアである場合のみです。)

今すぐ準備 (または 再接続) ボタンをクリックします。作成または再接続のプロセスが完了すると、プログレスインジケータに   準備完
了 と表示され   次へ ボタンが有効になります。  次へ をクリックして  ストア追加 画面に進みます。

ストア追加  画面は、ストア構成のハイレベルサマリーを示します。  ストレージの場所  の値は <ドライブ文字>:\ObjectStore{...} で
す。 これは隠しシステムフォルダです。入力した名前は  アーカイブマネージャ 内で使用されます。 完了 をクリックすると、新しいストア
が ストア フォルダに追加され、保護プランによって使用できるようになります。

ネットワークドライブ

ネットワーク接続ストレージ (NAS) を使用する場合は ネットワークドライブ  を選択します。このオプションは、 ストア追加ウィザー
ド  で選択するネットワークストレージのルートにストアを作成します。ネットワークドライブを選択して 次へ をクリックします。ネットワークス
トレージがリストアップされていない場合、コンピュータにこれを知らせる必要があります。 そのためには、次のようにドライブをマッピングする
か、ネットワーク位置を追加します。

· Windows XP 、 Windows 2003 オペレーティングシステムの場合、ネットワークドライブの割り当て  リンクをクリックし、
Windows ネットワークドライブの割り当て  ウィザードを起動します。 NAS をマッピングするとき、 ログオン時に再接続  オ
プションを選択してストレージが使用できるようにしておくことをおすすめします。

· 他の Windows オペレーティングシステムの場合、前記のようにドライブをマッピングするか、ネットワーク位置を追加することが
できます。 ネットワークの場所を追加するウィザードを起動するには、ネットワークの場所を追加する リンクをクリックします。

この NAS にすでにストアがある場合 (このソフトウェアが前回インストールされているためなど)、 既存のものを使用 オプションを選択
し、 ドロップダウンリストからストアを選択してこれに再接続します。詳しくは  既存ストアを使用 をご覧ください。  NAS にストアが存在し
ない場合、このオプションは無効です。

新しいストアを作成するには 新規追加  を選択し、新しいストアにわかりやすい名前をつけます。ストア作成後、この名前は  スト
ア  フォルダの  アーカイブマネージャ ツリーペインに表示されます。

共有フォルダ 画面で  次へ  をクリックします。  ディスクドライブやリムーバブルディスのストアとは異なり、ネットワークストアは共有する「必
要」があります。したがってこれはオプションではありません。
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これが既存ストアなら ストアの準備  画面には  再接続 ボタンが表示されます。でなければ  今すぐ準備  ボタンになります。  ストアを
作成すると、保護されたデータを保存し追跡管理するためソフトウェアによって使用されるファイルとフォルダの構造がつくられます。

注: オプションが表示されるとき、  NTFS専用メディアレイアウトを使う  (下位互換性のみ) チェックボックスは通常チェックされないまま
です。  (このオプションが必要になるのは、ストアが  ストアコピータスク のターゲットであり、ソースストアが  NTFSフォーマットのディスクし
かサポートしないレガシーストアである場合のみです。)

今すぐ準備  (または 再接続) ボタンをクリックします。 作成または再接続のプロセスが完了すると、プログレスインジケータに  準備完
了  と表示され、  次へ ボタンが有効になります。  次へ をクリックして  ストア追加  画面に進みます。

ストア追加 画面はストア構成のハイレベルサマリーを示します。  ストレージの場所  の値は  \\<NAS 名>\<共有名
>\ObjectStore{...} です。 これは隠しシステムフォルダです。  入力した名前は  アーカイブマネージャ  内で使用されます。  完了 をク
リックした後、新しいストアは  ストア フォルダに追加され、保護プランから使用できるようになります。

リムーバブルディスクストレージ

リムーバブルディスクドライブを使用する場合は リムーバブルディスク  を選択します。このオプションは、  ストレージの追加  画面で選
択するドライブのルートにストアを作成します。 リムーバブルディスクドライブを選択し、 OK ボタンをクリックします。

このディスクにすでにストアがある場合 (このソフトウェアの前にインストールされたためなど)、  既存のものを使用 オプションを選択し、ド
ロップダウンリストからストレージの場所を選択して再接続することができます。 詳しくは 既存ストアを使用 をご覧ください。 ドライブにスト
レージの場所が存在しない場合、このオプションは無効です。

新しいストアを作成するには 新規追加 を選択し、新しいストアにわかりやすい名前をつけます。ストア作成後、この名前は  ストア フォ
ルダの アーカイブマネージャ ツリーペインに表示されます。

ほとんどの場合、 共有フォルダ 画面の  次へ をクリックしてデフォルト設定を受け入れます。このストアをリモートコンピュータの保護プラン
から使用できないようにする場合、ボックスのチェックを外し、 次へ をクリックします。

これが既存ストアなら、 ストアの準備  画面に 再接続 ボタンが表示されます。でなければ、 今すぐ準備  ボタンになります。ストアの準
備では、保護されたデータを保存し追跡管理するためソフトウェアによって使用されるファイルとフォルダの構造がつくられます。

注: オプションが表示される場合、 NTFS 専用メディアレイアウトを使う (下位互換性のみ)  チェックボックスは通常チェックがついてい
ません。 (このオプションが必要になるのはストアが ストアコピータスク  のターゲットで、ソースストアが NTFS フォーマットのディスクしかサ
ポートしないレガシーストアである場合のみです。)

今すぐ準備  (または 再接続) ボタンをクリックします。作成または再接続のプロセスが完了すると、プログレスインジケータに 準備完
了  と表示され 次へ  ボタンが有効になります。 次へ をクリックして ストア追加  画面に進みます。

ストア追加  画面は、ストア構成のハイレベルサマリーを示します。 ストレージの場所 の値は <ドライブ文字>:\ObjectStore{...} で
す。 これは隠しシステムフォルダです。入力した名前は アーカイブマネージャ  内で使用されます。  完了 をクリックすると、新しいストア
が  ストア フォルダに追加され、保護プランによって使用できるようになります。

LTFS Drive

LTO generation 5 and newer tapes can be formatted with the Linear Tape File System (LTFS)
available from third-party vendors. LTFS allows an LTO tape to be used like a hard disk. This
software recognizes an LTFS-formatted tape and allows its use as a store or archive restore
task target.

Certain precautions must be taken when using LTFS. See your LTFS vendor documentation
for full details. In particular, you should never shut down the computer while an LTFS tape
is mounted, and you should only eject the tape from the Windows Explorer view (right-
click-Eject). The LTFS software disables the unload button on the tape drive, and this
software disables the load/unload actions for LTFS tapes.

ファイルフォルダ
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注: このオプションは、主にレガシーを対象にしています。ソフトウェアの前のバージョンでは、ストアは通常、フォルダレベルで作成されてい
ました。 このオプションを選択すると、それらのストアに再接続することができます。

ローカル接続のディスクドライブにあるフォルダにストアを作成するかそのストアに再接続する場合は ファイルフォルダ  を選択します。フォ
ルダは、リンク、 ここをクリックしてフォルダを選択します  を介して選択します。これが新しいストアなら、名前をつけるよう求められます。
新しいストアにわかりやすい名前をつけます。ストア作成後、この名前は  ストア  フォルダ下の  アーカイブマネージャ ツリーペインに表示
されます。 次へ をクリックして ストア追加ウィザード に進みます。

ほとんどの場合、 共有フォルダ 画面の  次へ  をクリックしてデフォルト設定を受け入れます。このストアをリモートコンピュータの保護プラ
ンから使用できないようにする場合、ボックスのチェックを外し、 次へ をクリックします。

フォルダが既存ストアなら  (ソフトウェアが前回インストールされた場合など) ストアの準備 画面に  再接続 ボタンが表示されます。でな
ければ、今すぐ準備  ボタンになります。 ストアの準備では、保護されたデータを保存し追跡管理するためソフトウェアによって使用される
ファイルとフォルダの構造がつくられます。

注: オプションが表示される場合、NTFS専用メディアレイアウトを使う (下位互換性のみ) チェックボックスは通常チェックがついていま
せん。 (このオプションが必要になるのは NTFS フォーマットのディスクしかサポートしないレガシーストアに再接続するときだけです。)

今すぐ準備 (または 再接続) ボタンをクリックします。作成または再接続のプロセスが完了すると、プログレスインジケータに 準備完了 と
表示され 次へ ボタンが有効になります。  次へ をクリックして ストア追加  画面に進みます。

ストア追加 画面は、ストア構成のハイレベルサマリーを示します。  完了 をクリックすると、新しいストアが  ストア フォルダに追加され、
保護プランによって使用できるようになります。

既存ストアを使用

ストアは、 将来のためメディアのデータを維持 オプションで削除されていた場合は、このソフトウェアに再接続できます。 詳しくは ストレ
ージの削除 をご覧ください。 同じようにして既存ストアを別のシステムから追加することもできます。

既存ストアを使うには、最初に ストアの追加  アクションをクリックし、次に、使用したいストアのある物理ストレージを選択します。

ソフトウェアは物理ストレージにすでにストアがあるのを検出し、 既存のものを使用  オプションを有効にします。 既存のものを使用  を
選択し、ドロップダウンリストからストアを選択します。ストレージメディアが存在しない場合、このオプションは無効になります。

OK ボタンをクリックした後、ストアは ストア フォルダに表示され、このストアに保存されたデータをチェックし、復元できるようになりますが、
新しいデータを追加することはできません。

ストレージの削除

このソフトウェアからストアを削除できます。ストアを削除するのは、たとえばデータを復元するため、ストレージを取っておく場合です。この
アクションにより、ストアステータスパネルに表示されるストアの数を減らし、保護プランに使用される現在のものだけにすることができます。
ストレージの削除はオプションの手続きです。ストレージは、 ストアの追加  アクションによりソフトウェアに戻すことによって、データの復元
に、あるいはデータを保存する保護プランに（フルでない場合）使用できます。

ストアを削除するには、ソフトウェアから削除するストアを選択し、 ストアの削除  アクションをクリックして ストアの削除  ダイアログを開き
ます。

注: 保護プランによって使用されているストアや  ストアコピータスク によって他のストアから使用されているストアは削除できません。

保護プランに使用されるメディア上のデータを削除するかどうか決める必要があります。

· 将来のためメディアのデータを維持

ストレージがソフトウェアから削除されても、保存されたデータは削除されません。ただし、削除されたストアでファイルを復元した
り検索したりはできません。保護プランを保存するため、あるいはファイルを復元するため、ストレージをもう一度使用したい場
合、 ストアの追加 アクションを実行する必要があります。詳しくは  既存ストアを使用 をご覧ください。

キャンセル をクリックすると  ストアの削除 ダイアログボックスが閉じ、ソフトウェアはアクションを起こしません。
 
続行 をクリックすると、ソフトウェアはストレージを削除します。 次のアクションが行われます。

o 選択されたストアはコンソールツリーの ストア フォルダから削除されます。
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o ストレージに関連する保護プランのリカバリポイントはすべて、 エクスプロア ページから削除されます。

· メディアのデータをマニュアルで削除

ストレージをソフトウェアから永久的に削除すると、保存されたデータは壊れます。メディアを新しいストレージに再利用すること
はできますが、古いデータにアクセスすることはできません。

キャンセル をクリックすると  ストアの削除 ダイアログボックスが閉じ、ソフトウェアはアクションを起こしません。

続行 をクリックすると、ソフトウェアは確認を求めます。

いいえ をクリックすると、ストレージを削除せずに ストアの削除  ダイアログに戻ります。  はい をクリックすると、ストレージは削
除されます。 次のアクションが行われます。

o 選択されたストアはコンソールツリーの ストア フォルダから削除されます。
o ストレージに関連する保護プランのリカバリポイントはすべて、 エクスプロア ページから削除されます。
o データは、選択されたストアで完全に破壊されます。

ストアタスク

ストアタスクは、ストアレベルで動作するタスクです。ストアをコピーするタスク、ストアのデータを検査するタスク、ストアのデータのを無効化
する（期限切れにする）タスク、および期限切れデータをストアからパージするタスクを作成できます。

詳しくは次のリンクをご覧ください。

· ストアのコピー

· Store Vaulting

· ストアの検査

· ストアの無効化

· ストアのパージ

· Archive Restore

ストアのコピー

ストアコピータスクでは、あるストアの内容を別のストアにコピーすることができます。  同じ アーカイブマネージャ  システム内でストアをコ
ピーでき、 別の アーカイブマネージャ  システムとの間でストアをコピーすることもできます。

ストアコピータスクを作成するには、コピー元（ソース）とコピー先（ターゲット）、両方のストアが必要です。

ストアコピータスクは、作成元のストアに関連づけられます。 このストアは、コピー元のストアかコピー先のストアです。最初はコピー元スト
アですが、タスクが実際に作成される前に変更される可能性があります。

ストアを別の  アーカイブマネージャ  システムとの間でコピーするときは、一般に、データを「プッシュ」するときより「プル」するときのほうがパ
フォーマンスが良いことを覚えておいてください。言い換えると、「回線上」で読み取り、ローカルで書き込むほうが通常、ローカルで読み取
り、「回線上」で書き込むよりも速くなります。

注: ソースとターゲットのストアは同じタイプであることが必要です。たとえば、 NTFS オルタネートデータストリームを使用する比較的古い
ストアをコピーする場合、同じタイプのターゲットストアが必要です。その場合、ストアは、作成時に NTFS専用メディアレイアウトを使う
 (下位互換性のみ) オプションを選択する必要があります。これは、このソフトウェアのバージョンが比較的新しい  (4.x) の場合には関
係がなく、そのため、ソフトウェアで  NTFS専用メディアレイアウトを使う  (下位互換性のみ)  オプションは使用できないことがありま
す。

ストアコピータスクの作成

両方のストアが存在する場合、ストアコピータスクを関連づけたい  アーカイブマネージャ  コンソールツリーからストアを選択し、 ストアタ
スクの作成  アクションをクリックします。このアクションで  ストアコピータスクの作成  ウィザードが開き、選択されたストアは ストアコピー
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タスクの作成  画面の  ソースストア  ウィンドウに表示されます。  この アーカイブマネージャ  サーバに設定された他のストアは  ター
ゲットストア  ウィンドウに表示されます。  参照 ボタンをクリックして別の アーカイブマネージャ  サーバ上のストアを選択します。

ソースとターゲットのリストを逆にするには、双方向の矢印ボタンをクリックします。この操作をするのは、 ソースストア  ウィンドウに表示さ
れたストアを実際にターゲットストアにしたい場合などです。

ターゲットストア  ウィンドウからターゲットストアを選択します。  ソースストア  ウィンドウの強調表示されたストアが  ターゲットスト
ア  ウィンドウの強調表示されたストアにコピーされます。  次へ をクリックして操作を続けます。

このストアにアーカイブが2つ以上ある場合 (たとえば保護プランが2つ以上このストアに書き込みをしている場合)、すべてのアーカイブまた
はアーカイブのサブセットをコピーできます。 次へ をクリックして操作を続けます。

コピーするリカバリポイントを設定 画面で、すべてのリカバリポイントをコピーするかまたは最近のリカバリポイントのみコピーするか選択で
きます。選択後、 次へ をクリックして操作を続けます。

タスク名のコピー 画面でこのタスクにわかりやすい名前をつけ、 次へ をクリックし コピータスクのスケジュール  画面に進みます。

このタスクは自動的に実行するようにスケジュールを設定でき、また、  次へ をクリックして  スケジュールなし というデフォルトを受け入れ
ることもできます。  タスク スケジューラの タスク  タブで  別のユーザーとして実行 アカウント情報を変更するのでなければ、タスクは現在
ログオンしているユーザとして実行されます。

ストアコピータスクの追加ウィザードが完了しました 画面で、ストアコピータスクの設定を確認します。変更を加える必要がある場合
は、 戻る ボタンで前に戻ります。設定に問題がなければ、 完了 ボタンをクリックします。プランを実行するため指定したアカウントのパス
ワードを聞かれます。パスワード入力後、タスクが作成され、 ストアコピータスクを作成  ウィザードが閉じ、新しいタスクが、タスクが作成
されたストアのストアタスク結果に表示されます。

ストアコピータスクを使う3つの一般的シナリオ

ローカルドライブストアをリムーバブルストレージのストアにコピー

良いバックアッププランはたいてい、バックアップメディアをオフサイトの場所に置いています。ストアコピータスクは、たとえば、週1回、最近の
リカバリポイントを各アーカイブからコピーするだけで、リムーバブルディスクや  USB ストレージで多くのウィークリーバックアップを可能にする
よう実行する設定にすることができます。

あるアーカイブマネージャサーバから別のアーカイブマネージャサーバにストアをコピー

前記のとおり、パフォーマンスが良くなるのは、データを「プッシュ」するときより「プル」するときです。最適なパフォーマンスを得るには、データ
のコピー先である アーカイブマネージャ  サーバでストアコピータスクを作成する必要があります。タスク作成時、 ストアコピータスクを作
成  画面で双方向矢印をクリックし、ローカルストアを  ターゲットストア  にします。  参照ボタンをクリックし、 ソースストア  の別の アー
カイブマネージャ サーバでストアを選択します。

リモートサイトからストアをシード

このソフトウェアは、ソースベースのデダプリケーションを採用しています。この方法では、データ処理がサーバのネットワークに分散され、デ
ダプリケートされたデータだけが、LAN または WAN を通してストアに移されます。リモートオフィスで、システムのベースライン実行時に、
デダプリケートされたデータが遅い WAN リンクを大量に転送される場合、帯域幅ボトルネックによりベースライン実行時間が許容範囲を
超えるほど長くなることがあります。ただし、ベースライン実行が完了すると、後の実行で、ストアにすでにあるアイテムはスキップされ、新し
いデータと変更されたデータのみ処理されます。アクティブデータのうちデダプリケートされたバージョンのみ  WAN 経由でストアに転送され
るので、バックアップウィンドウが大幅に縮小され、 WAN を介したリモートシステムの保護が現実的なものになります。 リモートオフィスで
のシステムのベースライン実行を促進するには、デダプリケートされたデータを、リモートシステムに直接接続されたリムーバブルストレージ
デバイスに保存してから、  アーカイブマネージャ  サーバの場所に送り出してそこで同期をとることができ、このようにして、将来のためにス
トアを「シード」することができます。

リモートサイトからストアをシードするには、次のようにします。

1. プランを使用するようにリモートサイトのストレージを設定します。

リムーバブルストレージデバイスを、保護しようとするリモートコンピュータに接続します。  USB 接続なら、サーバは少なくとも USB
2.0 をサポートする必要があります。これは、 コンピューター のウィンドウにローカルドライブ文字、たとえば  H: と表示されます。ドラ
イブのルートを共有し、「フルNTFS」パーミッションを ドメイン管理グループ に割り当てます。代わりりに、 アーカイブマネージャ か
らシェアにアクセスできる場合は、 NAS デバイスをシェアで設定することもできます。
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2. リモートサイトのシェアにストアを追加します。

アーカイブマネージャ  で  ストア フォルダをクリックし ストアの追加  アクションを選択します。 ストア追加ウィザード  で、 ネット
ワークドライブ  を選択し、リンクをクリックしてネットワークドライブをマッピング  (またはネットワーク位置を追加 ) します。リムーバブ
ルストレージデバイス上のシェアにドライブをマッピングします。マッピングされたドライブのドライブ文字を選択し、シェアへの  UNC パ
ス、たとえば、  \\<リモートコンピュータ名>\<シェア名>  を入力します。マッピングされたシェアは、  ネットワークドライブを選択  ウィ
ンドウに表示されます。シェアを選択し、  次へ をクリックします。 ストアに一意の名前  (たとえば、永久ストア名と  ‘_tempʼ) をつ
けます。 次へ をクリックします。ストアを作成するため、  今すぐ準備  をクリックし、  ストア追加ウィザード   を完了します。

3. リモートコンピュータの保護プランを追加します。

アーカイブマネージャ  で  リモートコンピュータ  フォルダを展開し、 すべてのコンピューター グループを選択し、 コンピュータの追
加  を右クリックして選択します。リモートコンピュータはマシン名または  IP アドレスで追加します。 (注: Exchange と SQL にはマ
シン名が必要です。) 新しく追加したコンピュータをクリックします。  アクション ペインで  保護プランの作成 を選択します。保護プ
ランウィザードで操作を進めていきます。プランにパーマネント名をつけます。プラン名は変更されません。目的のフォルダを追加し、
ステップ2で作成したストアを選択・使用します。

4. プランを一度実行します。ベースラインが生成され保存されます。

5. ストアのアイテムが確認されるように、プランを少なくとももう2回実行します。

6. パーマネントストアを実行するようにプランを設定します。

保護プランが完了したら、アーカイブマネージャ  の リモートコンピュータ 、 すべてのコンピューター   でリモートコンピュータを選択
します。センターページにプランが表示されます。プランを強調表示します。  アクション ペインで プラン設定  を選択します。 設
定 タブで,  変更 ボタンをクリックします。使用できるストアのリストからパーマネント（シードされた）ストアを選択します。    OK をク
リックし、もう一度  OK をクリックします。

7. システムトレイの「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンで USB デバイスを正しく取り外します。このアクションは削除前にバッファ
をクリアします。  USB デバイスを取り付け、  アーカイブマネージャ  サーバに接続します。

8. アーカイブマネージャ  のストアリストから、リムーバブルメディアのストアを削除します。この時点でデバイスパスが正しくないためで
す。

アーカイブマネージャ  でストアを選択します。  アクション ペインで ストアの削除  を選択します。デフォルトを受け入れ、将来の
ためデータをメディアに維持します。 続行 をクリックします。

9. アーカイブマネージャ  をストアに再接続します。

アーカイブマネージャ  で ストア を選択します。  アクション ペインで ストアの追加  を選択します。ストアが リムーバブル USB
デバイスのルートにある場合、 ストア追加ウィザード  で ディスクドライブ  を選択し、  USB ドライブのドライブ文字を選択しま
す。 次へ をクリックします。 ストレージ名  ウィンドウで 既存のものを使用 ラジオボタンを選択します。フィールドがアクティブにな
り、ここで   USB デバイスのストアを選択できます。 OK をクリックします。  次へ をクリックし、 再接続  ボタンをクリックし、 完
了 をクリックします。 ストアが USB デバイスのフォルダにある場合、 ディスクドライブ  は選択せず、 ファイルフォルダ  を選択し、リ
ンクをクリックしてフォルダを選択します。   ストアを含む USB デバイスのフォルダを参照し、ストアとの再接続を完了します。ストア
が   NAS シェア上にある場合、 ストア追加ウィザード  で ネットワークドライブ  を選択し、ストアを含むフォルダを参照し、スト
アとの再接続を完了します。

10. ストアコピータスクを作成し、リムーバブルデバイスのストアをパーマネントストアと同期します。 (まだパーマネントストアを作成してい
ない場合はここで作成します。)

アーカイブマネージャ  でリムーバブルメディアのストアを選択します。  アクション ペインで ストアタスクの作成  を選択します。 開
いたダイアログボックスで  ストアコピータスクの作成   を選択します。ソースとターゲットのストアを選択します。ソースストアはリム
ーバブルメディア上のストアです。使用可能なストアのリストからターゲットストアを選択します。ターゲットストアは、プランに将来使
用されるパーマネントストアです。 次へ をクリックします。 デフォルトの選択はそのままに、すべてのアーカイブをコピーします。 次
へ をクリックします。デフォルトを選択しすべてのリカバリポイントをコピーします。  次へ をクリックします。 ストアコピータスクのデフォル
ト名を受け入れ、実行時に使用されるタスクの正規の資格情報を入力します。

11. ストアコピータスクを実行します。

アーカイブマネージャ で、リムーバブルメディアでストアが選択された状態で  アクション  ペインの  ストアタスク をクリックします。
中央のペインでストアコピータスクを強調表示します。ストアコピータスクを右クリックし、 実行 を選択します。

12. 新しいストアにプランを実行します。必要ならプランのスケジュールを設定します。

13. 新しい設定が正常に働くことを確認できれば、 アーカイブマネージャ  からリムーバブルデバイスのストアを削除してもいいでしょ
う。

アーカイブマネージャ  でリムーバブルデバイス上のストアを選択します。  アクション ペインで ストアの削除  を選択します。デフォ
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ルトを受け入れ、将来のためデータをメディアに残すか、内容を永久に削除します。削除しているストアに間違いがないか確認し
ます。間違ったストアならパーマネント保護プランのデータが失われる恐れがります。 続行 をクリックします。

Store Vaulting

Store vaulting tasks copy store data to 'vaults' for longer-term storage. Vaults can be on
tape or in the cloud, and they are created automatically when the store vaulting task is
created.

Prior to creating a Store Vaulting Task vaulting needs to be configured. See Configure
Vaulting.

If you haven't already done so, you can set up a cloud account for vaulting to cloud and you
can add tape volume sets during the creation of a Store Vaulting Task.

Creating a Store Vaulting Task

To create a Store Vaulting Task, select the store you wish to vault and choose its Create
Store Task action. On the Create Store Task screen choose "Create Store Vaulting Task"
to begin the Create Store Vaulting Task wizard. Select either Cloud Account or Tape
Device. If you are vaulting to cloud, you can sign up for a cloud account and add it to the
Archive Manager system from here. If vaulting to tape, you can add a tape device here.

Note: If you know there is a tape library attached to the system but it is not showing up,
check the device to make sure there is not a tape loaded into the drive.

Once you have chosen a cloud account or tape device for your vault, choose to vault all
archives from the store or select the individual archives you wish to vault.

On the Configure Recovery Points to Copy screen choose to copy all recovery points, a
range of recovery points, or only the most recent recovery point.

On the Copy Task Name screen, choose a name for the task and a name for the vault,
then click Next to continue to the Schedule Copy Task screen.

You can schedule this task to run automatically or click Next to accept the No Schedule
default. The task runs as the currently-logged-on user unless you change the Run as
account information on the Task tab of the task scheduler.

Review the store copy task settings shown on the Completing the Create Store Vaulting
Task wizard screen. If you need to make changes, navigate back via the Back button.
When you are satisfied with the settings, click the Finish button. You will be prompted for
the password of the account specified to run the plan. After you enter the password, the
task is created, the Create Store Vaulting Task wizard closes, and the new task appears
in the store tasks of the store where the task was created.

ストアの検査

ソフトウェアは、ストアの整合性を維持するため、ストアの内容を検査し、ディスクの破壊によって生じ得る壊れたファイルを見つけます。
壊れたファイルが見つかると、 ストアの 隔離されたアイテム  フォルダに移されます。隔離されたアイテムはストアから使用できなくなります
が、プライマリストレージでデータを使用できる場合、保護プランが次に実行されるときにストアで自動的にリプレース（修復）されま
す。  隔離されたアイテム  フォルダに表示されるアイテムはそれぞれ、まだ修復されていないことを示す赤いフラグがついているか、正常に
修復されたことを示す緑のチェックがついています。緑のチェックのついたアイテムは  隔離されたアイテム  フォルダから安全に削除できま
す。
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注: 隔離されたアイテムはマニュアルで修復しようとしないでください。テクニカルサポートにお問い合わせください。

検査は、「完全検査」と「サンプリング」の2つの方法で行えます。 完全検査は、ストア全体の集中スキャンを行い、サンプリングはストアの
一部のみ検査します。サンプリングの場合、検査プロセスが 256 回実行された後でストア全体が検査されます。

ストア検査タスクを作成するには、 ストア フォルダのストアを強調表示し、  ストアタスクの作成  アクションを選択します。 ストアタスク
の作成  画面で ストア検査タスクを作成  を選択し、 ストア検査タスクの作成  ウィザードを開きます。   検査タスクの目的を示す名
前を入力します。  次へ をクリックします。 タスクの実行ごとにストア全体の内容を検査するか、ランダムサンプル検査を実行するか選択
します。 次へ をクリックします。  必要に応じて、タスクを自動的に実行するスケジュールを設定します。 次へ をクリックします。 設定を確
認し、完了 をクリックしてタスクを作成し、タスクを実行するパスワードを入力し、  ストア検査タスクを作成   ウィザードを終了します。

タスクは、 ストア フォルダのストアを選択し、中央のペインのタスク検査を選択し、 アクション ペインで 実行 を選択することによって、 ア
ーカイブマネージャ からいつでもマニュアルで実行できます。

ストアの無効化

デフォルトですべてのデータはストアに無期限で保持されます。ストアの無効化タスクでは、データをストアに保持する日数と、データの無
効化を設定する頻度を設定できます。 ストアの無効化タスクは、ストアごとに1回だけ実行できます。

タスク作成後、ストアの プロパティ アクションから保持設定を編集できます。  保持設定を変更するには、 アーカイブマネージャ ツリーコ
ンソールの  ストア  フォルダのストアを選択し、  プロパティ アクションをクリックして  プロパティ ページを開きます。  無効化 タブをクリック
して有効期限を編集します。

無効化プロセスは、ストア内の各アーカイブをチェックし、無効化してよいものを見つけ、それら時点カタログ (復元ポイント) をストアの ご
み箱  に移します。 無効化された復元ポイントは表示されなくなりますが、そのデータはストアに残ります。

注: 安全のため、 アーカイブ の最近の10個の復元ポイントは、無効化基準を満足する場合でも無効化されません。この設定は 設定
編集  アクションで変更できますが、許容最小値は1です。 アーカイブからすべての復元ポイントを削除するには、アーカイブを削除する
必要があります。

無効化されたアイテムをごみ箱から削除 (パージ) するには ストアパージ タスクを使います。

ストアの無効化タスクを作成するには、 アーカイブマネージャ コンソールツリーの  ストア フォルダからストアを選択し、  アクション   ペイ
ンから  ストアタスクの作成 をクリックします。  ストアタスクの作成   画面で  ストア無効化タスクを作成  を選択し、 無効化 タスクに
わかりやすい名前をつけます。次に、タスクを自動的に実行するスケジュールをオプションとして設定します。  注: スケジュールにかかわら
ず、タスクはいつでもマニュアルで実行できます。最後に、タスク設定を確認し、 完了 をクリックしてタスクを作成し、  ストア無効化タス
クを作成  ウィザードを終了します。プランを実行するため指定したアカウントのパスワードを聞かれます。

ストアのパージ

無効化されたアイテムの削除  (パージ) は  ごみ箱  から、ストアパージタスクで行います。パージでは、参照されなくなったデータをチェック
するためストア全体がスキャンされます。参照されないデータはそこで削除され、パージプロセスが完了する前にストアの整合性が検査さ
れます。

ストアパージタスクを作成するには、 アーカイブマネージャ  コンソールツリーの ストア フォルダからストアを選択し、  アクション ペインか
ら ストアタスクの作成. をクリックします。  ストアタスクの作成  画面で ストアパージタスクを作成 を選択し、パージタスクの名前を入
力します。  次に、必要に応じて、タスクを自動的に実行するスケジュールを設定します。  注: スケジュールにかかわらず、タスクはいつで
もマニュアルで実行できます。最後に、タスク設定を確認し、  完了 をクリックしてタスクを作成し、  ストアパージタスクを作成   ウィザー
ドを終了します。プランを実行するため指定したアカウントのパスワードを聞かれます。

詳しくは ストアの有効期限 をご覧ください。

Archive Restore

Using slipstream™ technology, an Archive Restore Task restores archives from the
selected store to an alternate location on local disk, RDX media or LTFS volume. This
feature allows for keeping archival copies of data in native (original) format.

By configuring this task to restore the latest (most recent) restore point and scheduling it to
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run periodically, the restore location would always contain a copy of the latest backed up
data in its original format. Consider, for instance, a restore task that restores a virtual
machine file (VHD). The restore location would always contain the latest version of the
virtual machine readily available for disaster recovery.

Creating an Archive Restore Task

To create an Archive Restore Task, select the store and choose its Create Store Task
action. On the Create Store Task screen choose Create Archive Restore Task to begin
the Create Archive Restore Task wizard.

First choose the type of media to restore to: local disk file folder, RDX media or LTFS
volume by clicking the appropriate icon at the top of the page. Note that LTFS currently
does not support compression nor does it support access control lists (ACL). Files with the
compression attribute set will be restored uncompressed and files with ACLs will be restored
without security information.

· File Folder

Select a folder or click Make New Folder to create a new folder.

· RDX Media/LTFS Volume

When restoring to RDX or LTFS media, the cartridge/tape in the dock/drive at the time the
task runs is the one that will be written to.

When restoring with the Archive Restore task, the software creates a path in the restore
location as follows:
<server name>\<archive name>\<display name>\

where:
server name = name of computer containing the original files that were backed up

archive name = name of protection plan that backed up the files

display name = <drive label> (Drive <drive letter>) on '<computer name>'

The display name can be configured as a mount point to a stand-by virtual machine, for
example, along with the As a Mirror Image restore option to facilitate disaster recovery or
disaster recovery practice drills.

After you have chosen where to restore the archives, click Next to choose which archives to
restore. Pick individual archives or choose to restore all archives. If Restore all archives
from the selected store is chosen, new archives created from new protection plans
running to the store will automatically be included.

After choosing which archives to restore, click Next to configure the restore points to
restore.

Select Only the most recent restore point to always have the most recent data in the
restore location.

If you choose Restore restore points within a date range you can choose a start date,
end date, or both.
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Select Restore all restore Points to restore every restore point in each of the selected
archives.

Click Next to continue to the Restore Options page.

On the Restore Options page choose a restore file option from the text box drop-down.
Then choose additional options as desired by checking the appropriate checkboxes. Not all
additional options are available for all restore file options and will be enabled/disabled
accordingly.

Restore options for an Archive Restore Task are as follows:
· Only Missing Files and Folders

· All Files and Folders

· As a Mirror Image

The restore location will mirror the backed up location. Files added to the restore location
since the backup was taken will be removed.

For improved restore performance, this option will merge in the changed portions of an
existing file rather than restoring the complete file, unless the Force an overwrite of
existing files modifier is checked.

· Only Security for Files and Folders

Restores security information for the backed up files that exist in the restore location. This
option will have no effect if the destination does not support ACLs.
You can review the settings before finishing the Create Archive Restore Task wizard,
then click Finish to complete the wizard.

ストアアクション

コンソールツリーの ストア フォルダでストアが強調表示されたとき、利用できるクションは次のとおりです。

· 使用履歴

履歴を使用 アクションは、ストアに対して実行されたタスクを表示します。タスクごとに「開始時間」「停止時間」「結果」などの
統計が表示されます。

タスクリストの下には、ストアの 空きスペースのトレンド  を示すグラフがあります。グラフの線は左から始まり、これはストアが作
成されたとき使用できるスペースを示します。線が右に進むと、これは通常、ストアに対して保護プランが実行されたとき使用で
きる空きスペースが少なくなったことを示します。  大きいデータセットが1つ (保護プラン1つ) ストアに数回保存されたとすると、
保護プランの最初の実行で線は下がり、ベースライン実行に使われるスペースが示されます  (通常、データ縮小比 2:1 )。 線
はそれからフラットになり、徐々に下がり、変更され、「デダプリケートされた」データだけのストレージが示されます。

· ストアタスク

このビューは、ストアに作成されたすべての ストアタスク  を表示します。各タスクの最後の実行のステータス、スケジュール、最
後の実行時間をすぐに確認できます。

リストに現在選択されているタスクのアクションは、 アクション ペインの「サブアクション」として表示されます。これらのアクションに
より、タスク設定、スケジュールの編集、タスクのマニュアル実行、タスクの削除が行えます。

詳しくは ストアタスク をご覧ください。

· タスク履歴
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タスク履歴 を選択すると、ストアタスクが実行された時間を示すリストが表示されます。  履歴を使用  のように、実行された
ストアタスクごとに開始時間、停止時間、結果が示されます。  履歴を使用  とは違い、リストから実行時間を選択し、下
の  ログ表示 リンクをクリックして実行ログを表示できます。

· ストアタスクの作成

詳しくは ストアタスク をご覧ください。

ストアプロパティ

ストアプロパティページでは、データ保持設定、共有、帯域制限をコントロールできます。

· 有効期限

デフォルト設定は、保存データを無期限に保持することです。この設定を無効にするには、ストアプロパティページの 有効期
限 タブを使います。選択されたラジオボタンを   無期限に保持  から   リカバリポイントを維持する日数 に変更します。   保
存されたデータを保持する日数を選択し、オプションとして  維持する最小リカバリポイント数  の値を変更します。デフォルト
設定は、時間にかかわらず10のリカバリポイントを維持することです。この設定は増減できますが、ソフトウェアは常に少なくとも
1つのリカバリポイントをキープします。

ストア有効期限設定が有効になるのは、  ストア無効化タスクを作成  が作成・実行され、ソフトウェアがストアをスキャンし、
保存日設定よりも古いリカバリポイントをチェックしてからです。 最小保存数を除き、保存日設定よりも古いリカバリポイント
は、ストアの  ごみ箱  に移されます。リカバリポイントのカタログは、  復元 アクションを介して元のアーカイブに復元されるか、ま
たはストアパージタスクの実行により削除されるまで、ごみ箱に残ります。

注: アーカイブはそれぞれプロパティページを持っていて、ここでストアの有効期限設定を無効にすることができます。詳しくは ア
ーカイブ をご覧ください。
詳しくは ストアの有効期限 、 ストアパージ をご覧ください。

· 共有

リモートコンピュータの保護プランは、共有フォルダを通してファイルをストアに保存します。共有設定の編集と追加シェアの作
成は、ストアプロパティページの 共有 タブから行えます。

ストアのシェアが2つ以上ある場合、 保護プランウィザードの ストアの選択 ページでプランを作成するとき、リモートコンピュータ
の保護プランに使用するものにいずれか1つを選択できます。  既存のリモートコンピュータ保護プランを別のシェアを使用するよ
うに変更するには  プラン設定 アクションをクリックし、 設定 タブの 変更 ボタンをクリックします。

· 帯域幅

ストアプロパティページの 帯域幅 タブから帯域幅の使用を管理することができます。

リモートコンピュータの帯域制限を有効にし設定するには、 追加 をクリックし、コンピュータ名または管理するリモートコンピュー
タの  IP アドレスを入力します。  帯域制限  ウィンドウで 帯域幅の調整を有効化  をチェックし、必要に応じて速度と日付・
時刻を調整します。

適用 をクリックして設定を保存し、 追加 をクリックして別のコンピュータを追加するか、または単に OK をクリックして設定を保
存し、ストアプロパティページを閉じます。

アーカイブ

保護プランが最初に実行されるとき、プランのターゲットになるストアにアーカイブが作成されます。このアーカイブは、アーカイブマネー
ジャ コンソールツリーに、ストアのアーカイブフォルダのサブフォルダとして表示され、保護プランと同じ名前がつきます。この時点をチェックし
復元するためリカバリポイントも作成されます。後でプランが実行されるごとに、別のリカバリポイントがアーカイブに追加されます。

アーカイブに可能なアクションは次のとおりです。

· 復元

アーカイブのリカバリポイントを表示するには、アーカイブを選択し、その復元アクションをクリックします。リカバリポイントを含む日
にちがカレンダーに太字で表示されます。復元するリカバリポイントを選択すると、画面右下の復元ボタンがアクティブになりま
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す。復元をクリックすると復元ダイアログボックスが表示されます。詳しくは、 データの復元 をご覧ください。リカバリポイントがファ
イル、フォルダの保護プランからのものだった場合、エクスプロアボタンもアクティブになり、 プランのチェック で述べているように、
ファイルをチェックし復元することができます。

· プロパティ

プロパティ アクションから、親ストアの設定に優先する有効期限設定を定義できます。ストアからデータの有効期限を設定す
ることについては、 ストアプロパティ の「ストアの有効期限」をご覧ください。

Store Generations

Starting with version 9, the store architecture provides significant performance
improvements for archiving and store task execution. Storage efficiency is also improved.
The software supports both types of stores but the performance improvement will only be
realized when using the new architecture. Older stores are not compatible with the new
store architecture. This means that store copy tasks won't be able to copy from one
generation to the other. Fortunately, conversion of older stores to the new architecture is a
simple process.

To convert a store to the new version 9 architecture open its Properties page and click the
Improve storage performance button. Note: The Improve storage performance button
will only be available if the store has not yet been converted. Clicking the button will open
the Store Conversion Wizard. To convert the store simply click the Convert now button.

For more information regarding store copy tasks and store generations see Store Copy.

Store Groups

A store group is a logical collection of Stores that facilitates creating multiple copies of
protected data on different storage devices. Store groups enable automatic fail-over
between online media, dynamic rotation of removable media, and round-robin selection of
fixed drive media.

· Automatic fail-over between online media

The first available store will be used in the priority order specified. With this option if the
primary store fills up or fails (goes offline), a secondary store in the group is automatically
selected allowing backup jobs to run uninterrupted.

· Dynamic rotation of removable media

The most recently used and available store in the group is used until the store is either
offline, or unavailable for normal use. With this option, media can be easily rotated offsite
and back onsite without any interaction with the software. Stores are selected automatically
by the software based on which stores are currently available.

· Round-robin selection of fixed drive media

The least recently used and available store in the group is always used. Stores are selected
in circular order creating copies of data on multiple stores. With this option copies of data
are maintained independently by continuously rotating to different stores, eliminating any
single point of secondary storage failure.
 
After a store group is created, it appears in the All Store Groups folder. Creating and
maintaining the settings for a store group includes specifying which stores are members of
the group and how the software will select available member stores when the group is used
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by Protection Plans and Store Copy Tasks.

See the following topics for more information about store groups:

· Adding Store Groups

· Store Group Properties

Adding Store Groups

A Store Group is a logical grouping of stores. Store groups are required when you desire to
configure a Protection Plan or Store Copy Task to use multiple pieces of media in rotation.
Using a store group with removable media is a good practice for getting data off premise
providing an offsite copy in case of a site wide disaster.

To create a new store group, right-click either the Storage node or All Store Groups node
then select the Add a Store Group action. The Add Store Group wizard starts and asks
you to provide a name for the store group. Choose a meaningful store group name. For
example, if you wish to backup data to a new group of stores in media rotation each quarter
of the year, your first store group could be called "Q1 Backups Group".

After you have named the group, click Next and select which stores will be members of the
group. Check each store you would like to have in the group. You can change the priority of
the stores within the group using the up or down arrows to the right of the list. Store
priority is one method of selecting a store. See "Store selection preference" below.

When you have finished choosing the stores you would like to have as members of the
group, click Next and choose a "Store selection preference".

When a Protection Plan or Store Copy Task is configured to store data to a store group, the
stores in the group are analyzed and a determination is made to use an available store
based on the store selection preference setting for the group.

If you choose "Selects the first available store in the order specified", the first available store
will be used in priority order specified in the list. The store at the top of the list is checked
for availability first, and selected for use if available. If offline, the next store in the list is
checked, and selected for use if available, and so on until an available store is selected. A
store is considered unavailable if it is offline, read-only or has less than the minimum free
space required.

If you choose "Selects the most recently used available store", the most recently used and
available store in the group will be used for subsequent plan or copy task runs until the
store is either offline or has less than the minimum free space required available. This is
the suggested option for stores on removable media.

If you choose "Selects the least recently used available storage", each available store will
alternate being used by plans or copy tasks creating a number of copies of data on multiple
stores. This is the suggested option for stores on fixed drives.

After you have chosen the stores to include in the group and the selection preference, click
Next. You can review the store group settings before finishing the Add Store Group
wizard.

Store Group Properties

From a store group property page, you can add or remove stores as members, order the
stores within the group to change their priority, and change the store selection preference



DATASTOR Shield™ Enterprise Protection Server in Japanese

41 / 59

setting.

All stores are listed in the store group property page. To include a store in the group, check
the box next to the store you would like to add. To remove a store from the group, uncheck
the box.

The order of checked stores from top to bottom in the list is important to the store selection
preference setting. To order the stores in the box use the up and down arrows to switch the
position of the selected store.

When a Protection Plan or Store Copy Task is configured to store data to a store group, the
stores in the group are analyzed and a determination is made to use an available store
based on the store selection preference setting for the group.

If you choose "Selects the first available store in the order specified", the first available store
will be used in priority order specified in the list. A store is considered unavailable if it is
offline, read-only and has less than the minimum free space required.

If you choose "Selects the most recently used available store", the most recently used and
available store in the group will be used for subsequent plan or copy task runs until the
store is either offline or has less than the minimum free space required available. This is
the suggested option for stores on removable media.

If you choose "Selects the least recently used available storage", each available store will
alternate being used by plans or copy tasks creating a number of copies of data on multiple
stores. This is the suggested option for stores on fixed drives.

See Adding Store Groups for more information.

Vaults

A vault is a storage location on cloud or tape storage targeted by a store vaulting task and
is created automatically when the store vaulting task is created. After a vault is created, it
will appear in the All Cloud Vaults or All Tape Vaults folder. Underneath the new vault
will be an empty Archives folder for holding archive restore points grouped by protection
plan name.

You can explore and restore vaulted data, although before you can restore data the vaulted
point in time must be transferred from either cloud or tape to a local (cache) store.

See Vaulting for more information.

Vaulting

Vaults and stores are both created and used by the software to store data. A store is a
storage location on disk targeted by local and remote protection plans. A vault is a storage
location on cloud or tape storage targeted by store vaulting tasks.

Whereas a store is a container for data storage designed for random access devices, a vault
is a container for longer-term data storage, designed for cloud and tape. The vault design
allows for fast streaming of data to and from the cloud/tape device. It does not, however,
allow for direct restoring of files.

Instead of archiving data directly to a vault, data to be archived is first deduplicated and
written to a store using a Protection Plan. Then a Store Vaulting Task "copies" the data from
the store to the vault. A cache drive is required for staging the data as it is being vaulted
and for preparing data to be restored from a vault.
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Vaults are created automatically when a store vaulting task is created. The default vault
name is the store name plus " Vault" and the location for staging the data is at the root of
the cache drive specified in the Configure Vaulting wizard.

See the following for more information about vaulting:

· Configure Vaulting

· Store Vaulting Task

· Restoring Vaulted Data

Configure Vaulting

Before you can create a Store Vaulting Task or run the Archive Manager Import Settings
action, you need to configure vaulting. Vaulting only needs to be configured one time.

Select the Storage folder in the Archive Manager console tree and then choose its
Configure Vaulting action to launch the Configure Vaulting Properties wizard. The
settings you specify here apply to both cloud and tape vaulting. The wizard will guide you in
configuring the following settings:

· Cache Location

Vaulting requires a disk drive for staging data as it is being vaulted and for preparing
to restore data from a vault. Click the "Select Cache Drive Location" link, then select a
drive from the list provided, then click Next to proceed to the Encryption page.

· Encryption

The software uses AES-256 strong encryption to safeguard your data. A private
encryption key is automatically generated when you initialize the system using the
passphrase provided. Enter a passphrase, then initialize by pressing the Initialize
button. The status should change from red "not initialized" to green "initialized." Click
Next to proceed to the Owner ID page.

Note: If you later change the passphrase, vaulted data encrypted with the original
passphrase will not be accessible for restoring until you change the passphrase back
to the original.

Note: Encryption is required when vaulting to cloud storage but is optional when
vaulting to tape. This allows you to take advantage of hardware encryption, if
available, without also requiring software encryption.

· Owner ID

Enter an Owner ID to be used for identifying the owner of the media, and then click
Initialize. The status should change from red "not initialized" to green "initialized."
Click Next to go to the Finish page. Review the summary, revise as necessary using
the Back buttons, then click Finish to close the wizard.

Store Vaulting
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Store vaulting tasks copy selected archives to 'vaults' for longer-term storage. Vaults can be
in the cloud or on tape, and they are created automatically when the store vaulting task is
created.

Prior to creating a Store Vaulting Task vaulting needs to be configured. See Configure
Vaulting.

If you haven't already done so, you can set up a cloud account for vaulting to cloud and you
can add tape volume sets during the creation of a Store Vaulting Task.

Creating a Store Vaulting Task

To create a Store Vaulting Task, select the store to vault and choose its Create Store
Task action. On the Create Store Task screen choose "Create Store Vaulting Task" to
begin the Create Store Vaulting Task wizard. Select either Cloud Account or Tape
Device. If you are vaulting to cloud, you can sign up for a cloud account and add it to the
Archive Manager system from here. If vaulting to tape, you can add a tape device here.

Note: If you know there is a tape library attached to the system but it is not showing up,
check the device to make sure there is not a tape loaded into the drive.

Once you have chosen a cloud account or tape device for your vault, choose to vault all
archives from the store or select individual archives to vault.

On the Configure Restore Points to Copy screen choose to copy all restore points, a
range of restore points, or only the most recent restore point.

On the Copy Task Name screen, choose a name for the task and a name for the vault,
then click Next to continue to the Schedule Copy Task screen.

You can schedule this task to run automatically or click Next to accept the No Schedule
default. The task runs as the currently-logged-on user unless you change the Run as
account information on the Task tab of the task scheduler.

Review the store copy task settings shown on the Completing the Create Store Vaulting
Task wizard screen. If you need to make changes, navigate back via the Back button.
When you are satisfied with the settings, click the Finish button. If you have not entered
account information on the User Account tab of Archive Manager Properties, you will be
prompted for the password of the account specified to run the plan. After you enter the
password, the task is created, the Create Store Vaulting Task wizard closes, and the new
task appears in the store tasks of the store where the task was created. The new vault will
appear either in the All Cloud Vaults folder or the All Tape Vaults folder, depending on
whether the vaulting task is for cloud or tape.

Cloud Storage

Vaults and stores are both created and used by the software to store data. A store is a
storage location targeted by local and remote protection plans. A vault is a storage location
targeted by store vaulting tasks.

Whereas a store is a container for data storage designed for random access devices, a vault
is a container for longer-term data storage, designed for tape and cloud. The vault design
allows for fast streaming of data to and from the cloud/tape device. It does not, however,
allow for direct restoring of files.

Instead of archiving data directly to a vault, data to be archived is first deduplicated and
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written to a store using a Protection Plan. Then a Store Vaulting Task "copies" the data from
the store to the vault. A cache drive is required for staging the data as it is being vaulted
and for preparing data to be restored from a vault.

Vaults are created automatically when a store vaulting task is created. The default vault
name is the store name plus " Vault" and the location for staging the data is at the root of
the cache drive specified in the Configure Vaulting wizard.

See the following for more information about vaulting:

· Configure Vaulting

· Store Vaulting Task

· Restoring Vaulted Data
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Cloud Accounts

Before you can store data to the cloud you need to create a Cloud Account. To create a
cloud account, right-click the Cloud Storage folder and select the Add Cloud Account
action to open the Cloud Accounts screen. Note: You can also create a cloud account as
part of creating a Store Vaulting Task. Click the link at the bottom of the Cloud Accounts
screen to open the Amazon "Sign In or Create an AWS Account" web page. Enter your
email address and select "I am a new user" to sign up for an account. If you've already
signed up but need to get a fresh activation key, choose "I am a returning user and my
password is:" In either case, enter a password to get your activation key. This key will be
valid for 1 hour. Highlight and copy the activation key to your clipboard.

Return to the Cloud Accounts screen and click Add to register your account with the
Archive Manager server. Paste your activation key into the "Activation key" text box. Enter
a descriptive name for your account in the "Display name" text box and choose a default
data center. The default data center is where export files will be kept if this cloud account is
selected when creating an Export Settings Task. You can override the default data center
when creating Store Vaulting Tasks. Even though your data is encrypted by the software,
you can still select "Use SSL" if you want to transfer your data over a Secure Sockets Layer.
Now click the "Test Connection" button to make sure everything is working. You will either
get a "Connection failed" message or a "Connection success" message. Assuming it was
successful, click OK to add the account and Close to return to the Archive Manager. Your
new cloud account should appear in the Cloud Storage folder and will be available as a
target for Export Settings and Store Vaulting tasks.

Properties of a cloud account show the account's details and its usage statistics.

Tape Storage

Vaults and stores are both created and used by the software to store data. A store is a
storage location on disk targeted by local and remote protection plans. A vault is a storage
location on cloud or tape storage targeted by store vaulting tasks.

Whereas a store is a container for data storage designed for random access devices, a vault
is a container for longer-term data storage, designed for cloud and tape. The vault design
allows for fast streaming of data to and from the cloud/tape device. It does not, however,
allow for direct restoring of files.

Instead of archiving data directly to a vault, data to be archived is first deduplicated and
written to a store using a Protection Plan. Then a Store Vaulting Task "copies" the data
from the store to the vault. A cache drive is required for staging the data as it is being
vaulted and for preparing data to be restored from a vault.

Vaults are created automatically when a store vaulting task is created. The default vault
name is the store name plus " Vault" and the location for staging the data is at the root of
the cache drive specified in the Configure Vaulting wizard.

See the following for more information about vaulting:

· Configure Vaulting

· Store Vaulting Task

· Restoring Vaulted Data
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Volume Sets

A Volume is another term for a tape. A Volume Set is a logical grouping of Volumes, or
tapes. A volume set is the destination for store vaulting tasks that target tape. When
creating a vaulting task for tape you must choose a volume set as its destination. A volume
set can be created by right-clicking the All Volume Sets folder and clicking its Add
Volume Set action or by clicking the Add volume set button when creating a tape
vaulting task, or it can be created when labeling a tape in a standalone drive. Blank
unassigned tapes (volumes) are automatically added to a volume set as needed and are
drawn from configured tape libraries. After a volume set is created, it appears in the All
Volume Sets folder of the Tape Storage node.

Multiple tape vaulting tasks can write to the same volume set, and a tape vault can span
more than one volume in a volume set.

A volume will be appended to until it becomes full or is unavailable, at which time the next
available volume in the volume set will be used. If there are no more volumes in the
volume set the software will automatically assign a blank, unassigned volume from a
configured library, if available. If no volumes are available the vaulting task will fail with an
indication that no usable media was available.

Tape Rotation

A tape rotation scheme can be configured by having two tape vaulting tasks, each writing to
a different volume set. One task, for instance, runs on Mondays, Wednesdays and Fridays to
one volume set and the other task runs on Tuesdays, Thursdays and Saturdays to the other
volume set. A particular tape in the volume set will be written to every other day until it
becomes full, at which time it can be removed from the library. If a tape that was just
written to is removed, the next run of the vaulting task will use the next available tape in
the volume set. If there are no available tapes in the volume set a new blank unassigned
tape will automatically be assigned to the volume set. If no tapes are available the vaulting
task will fail with an error indicating that no media is available.

If using a standalone tape drive, setting the Eject option (available from the Advanced
Settings of a tape vaulting task) to True will cause the tape to be ejected upon completion
of the task. Each day one tape can be taken off-site and one from the other volume set
inserted into the drive.

If using a tape library, tapes in one magazine can be assigned to one volume set and tapes
in another magazine can be assigned to the other volume set. The magazines can be
rotated daily with one magazine taken off-site and the other inserted into the library.

Removing volume sets

A volume set cannot be removed until all vaults in the set have been removed. To remove a
vault you must first delete the associated vaulting task. Once a volume set is removed, all
of the tapes in that volume set are marked 'erase pending'. Tapes in the erase pending state
can be erased by using the Erase action from the Volumes folder view.
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Tape Device

Before data can be stored to tape a tape device must be added to the software. Assuming
the device has been attached to the computer and necessary drivers loaded, select the
Tape Storage folder and choose its Configure Tape Devices action to launch the
Configure Tape Devices wizard. After completing the wizard the tape devices will appear in
the Tape Storage folder as a <device name> sub-folder.

The tape device folder will contain one or more tape drives, and a Volumes folder that
shows each volume (tape) and its status. Standalone tape drives will have the same name
for the tape device folder and the tape drive sub-folder.

Barcodes are required for tapes in libraries and are optional but recommended for
standalone drives in case a library is added at some point in the future. Tapes in libraries
are automatically labeled by the software using the barcode label of the tape. Tapes in
standalone drives should be labeled to match the barcode using the barcode format of 6
alpha-numeric characters plus the LTO generation of the tape, for example 123456L6 or
DEV001L5. To label a tape click its Label and Assign action from the standalone device's
Volumes folder. See Label and Assign for more information.

Actions for a tape device include:

· Synchronize Library Inventory - This action launches a library inventory command
to synchronize the software with the current state of the library. Because the media
will be mounted and read, this action can take several minutes.

· Device Properties - This action opens the Windows properties for the device.

Tape Drives

A tape library will contain one or more tape drives that are automatically added to the
software when the library is added. The drives will be shown grouped with their respective
library and each has its own Device Properties action for displaying its properties.

Tape Volumes

Tape library

Volumes (tapes) that are in a library are automatically labeled using the volume's barcode
when the software first writes to them.

Each volume and its status is shown in the library's Volumes folder. To update the status of
all volumes, run the autoloader's Synchronize Library Inventory action. Actions for an
individual volume or multi-selected volumes include:

· Assign - This action allows you to assign media to a particular volume set. Once the
media has been written to you cannot change its assignment.

· Unassign - This action allows you to unassign media from a volume set, making it
available for assignment to another volume set. Once the media has been written to
you cannot change its assignment.

· Erase - This action will erase the media. You cannot erase media that is being used
by the system.

· Identify - This action identifies the media by reading its on-media-label.
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Standalone tape drives

Volumes for standalone tape drives must be labeled manually using the volume's Label and
Assign action. See Label and Assign for more information.

The Volumes folder shows the status of the currently-loaded volume. To update the status
of the volume, run the drive's Synchronize Library Inventory action. Actions for an
individual volume include:

· Label and Assign - This action allows you to label and assign media to a particular
volume set. Once the media has been written to you cannot change its assignment.

· Unassign - This action allows you to unassign media from a volume set, making it
available for assignment to another volume set. Once the media has been written to
you cannot change its assignment.

· Erase - This action will erase the media. You cannot erase media that is being used
by the system.

· Identify - This action identifies the media by reading its header information.

Label and Assign

Barcodes are required for tapes in libraries and are optional but recommended for
standalone drives in case a library is added at some point in the future. Tapes in libraries
are automatically labeled by the software using the barcode label of the tape. Tapes in
standalone drives should be labeled to match the barcode using the barcode format of 6
alpha-numeric characters plus the LTO generation of the tape, for example 123456L6 or
DEV001L5. To label a tape click its Label and Assign action from the standalone device's
Volumes folder.

The Label and Assign dialog lets you label a tape and assign it to a Volume Set.
Optionally, you can create a new volume set by clicking the Add Volume Set button. Note:
Volume sets can also be created from the Add Volume Set action of the All Volume Sets
folder or during creation of a Store Vaulting task that is targeting tape (vs. cloud). See
Volume Sets for more information.

履歴のエクスポート
ストア使用状況、ストアタスク、保護プランの履歴を Excel スプレッドシート (.xls) フォーマットにエクスポートできます。目的のエクスポー
トアクションをクリックした後、エクスポート前に履歴データを構成する非常にパワフルなツールが表示されます。

プラン履歴をエクスポート アクションは  アーカイブマネージャ コンソールツリーの次の場所から可能です。

· ストア - 現在選択されているストにすべてのプラン履歴をエクスポート

· ローカルプラン フォルダ - すべてのローカルプラン履歴をエクスポート

· リモートコンピュータグループフォルダ - 現在選択されているグループのすべてのコンピュータのすべてのプラン履歴をエクスポート

· リモートコンピュータ - 現在選択されているコンピュータのすべてのプラン履歴をエクスポート

プラン履歴をエクスポートするほかに、コンソールツリーでストアを選択すると、  タスク履歴をエクスポート  アクションでタスク履歴をエクス
ポートでき、  使用履歴のエクスポート  アクションでストア使用履歴をエクスポートできます。

エクスポートしたデータの構成

エクスポート履歴アクションをクリックした後、データとデフォルトのフォーマット設定が表示されます。フォーマットをカスタマイズする方法は、
次に示すようにいくつかあります。

列を隠すには、そのカラムを右クリックし、 カラムを隠す を選択します。隠したカラムを表示するには、カラムを右クリックし、 カラムチュー
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ザ  を選択し、表示したいカラムをダブルクリックします。

カラムのサイズを変更するには、カラムセパレータを左右にドラッグし、カラムを移動するには、カラムヘッダーを目的の位置までドラッグしま
す。

結果をフィルタするには、カラムのファネルアイコンをクリックし、使用できるフィルタのリストから選択します。

結果をグループ分けするには、カラムのタイトルをカラムタイトル上のバーまでドラッグします。たとえば、データをコンピュータ名でグループ分
けするなら、カラムタイトルの  コンピュータ をカラムタイトル行の上にあるバーまでドラッグします。 サブグループを作成するには、別のカラ
ムタイトルをカラムタイトル行の上までドラッグします。表示を復元するには、 タイトルの 'X' をクリックするか、タイトルを戻すようにドラッグし
ます。

フォーマットされたデータを Excel スプレッドシートにエクスポートするには、 履歴ページ右上の エクスポート ボタンをクリックし、場所とファ
イル名を指定し、  保存 をクリックします。

ベストプラクティス
ソフトウェアを活用するためのヒントなどについては、次のリンクを参照してください。

· このソフトウェアを最大限に活用する

· ユーザアカウント

· Protecting Your Archive Manager System

このソフトウェアを最大限に活用する

はじめに

このソフトウェアは、「デダプリケーション」または「容量最適化」という先進技術を採用しています。この技術は、一般的なビジネスデータ
を、ディスクにバックアップする間に、元のサイズの20分の1にまで縮小 します。このレベルの最適化を実現するため、保存されたファイルか
ら冗長なデータを削除し、時間がたっても変わらない一意のデータのみ保存する一方、ほぼ即座にデータの時点復元を可能にします。
また、ソフトウェアはデータの縮小率を高めるため、 LZ データ圧縮を行います。

動的ファイルと固定ファイル

コンピュータ上のファイルは普通、固定ファイルと動的ファイルに分けることができます。固定ファイルは、作成されて一度もあるいはめったに
変更されないファイルです。ビデオ、音楽、イメージ（画像）などが内容固定ファイルの例です。 ワープロ文書、スプレッドシート、プレゼン
テーション、プロジェクトなどのファイルは動的コンテンツファイルの例です。開いて編集できるからです。

上に述べたように、このソフトウェアは、バックアップのサイズを大幅に縮小します。 この動的縮小が起きるのは、プランが実行されるごと
に、ソフトウェアが、各ファイルの変更されたバイトとメタデータを見つけ、それらの変更だけをディスクに保存するからです。したがって、時間
が経てば変更される可能性の大きい大量の動的ファイルをターゲットにした保護プランを作成することで、ソフトウェアにより、データ縮小
率を最大にすることができます。

バックアップシナリオ

このソフトウェアは、ニーズに合ったバックアッププロセスをつくる柔軟性を備えています。

バックアップするフォルダそれ自体を選択でき、保護プランを必要に応じて何回でも、1日2回以上でも、実行できます。

このソフトウェアでは、特定の保護プランに特定のストレージを指定することができます。

このソフトウェアを使ってデータを保存する方法を決めるときは、最も頻繁に復元するファイル、または最も重要なファイルを考えるといいか
もしれません。それから、それらのファイルを保護する保護プランを最も頻繁に実行するようにスケジュールを立てます。

ユーザアカウント

Windows は、そのリソースへのアクセスを拒否あるいは許可するとき、ユーザアカウントを使います。 このソフトウェアをドメインで実行す
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るとき、ドメインユーザアカウントは、このソフトウェアによる使用に限って作成します。アカウントは ドメイン管理グループ  に追加し、これに
より必要なリソースにアクセスできるようにします。このアカウントは、 保護プランの作成  (またはストアタスク) ウィザードのスケジュールペ
ージから、もしくは各保護プランのスケジュール タスクの  別のユーザーとして実行  フィールドで指定します。

アーカイブマネージャ  サーバまたはリモートコンピュータがドメインではなくワークグループにあるなら、 アーカイブマネージャ  サーバおよび
各リモートコンピュータで一致するユーザアカウントとパスワードを作成する必要があります。このユーザアカウントは、ローカル  管理者 グ
ループのメンバーでなければなりません。  アーカイブマネージャ  サーバにはこのアカウントでログオンします。リモートコンピュータ保護プラ
ンを作成するとき、 スケジュール タスクの ファイル名を指定して実行  フィールド にリモートコンピュータのアカウントを指定します。この構
成により、資格情報を、必要なリソースにアクセスする他のコンピュータにパスすることができます。

管理者アカウントはブランクパスワードで使用しないでください。

Protecting Your Archive Manager System

The Archive Manager system can automatically create restore points of its configuration
files. Archives protected by Store Vaulting Tasks can also be recovered if the vault is
available.

Usage Scenario

Let's assume that you have been periodically running an Export Settings Task to archive
your settings to a folder or cloud storage. Then one day your Archive Manager computer
dies. No problem; you can quickly and easily restore your system and data as follows:

Install the Archive Manager software and license keys on a new computer. If you have the
media containing your stores, attach it to the new computer. If you were vaulting to cloud
then add your Cloud Account to the Archive Manager system.

Run the Archive Manager Import Settings action to start the import settings wizard and
choose an export file to restore. When you click Finish and enter credentials the task will
run and the settings will be imported to your new system. Stores attached to the new
computer will be discovered and reconnected. Vaults will be shown in the Archive Manager
but you will need to recover the vault information for each vault by running its Restore
Vault Information action. At this point the vaults will contain recovery points that you can
restore data from. See Restoring Data from a Vault for more information.

Creating an Export Settings Task

To configure the system to save configuration settings, open the Archive Manager
Properties page and choose the Export Settings tab.

This feature runs as a scheduled task called "ExportSettingsTask - <computername>." As
with Store Tasks and Protection Plans, you can set a schedule for automatically running the
task. You can also run the task manually from the Windows Task Scheduler. Choose Modify
Schedule and then click "New" on the Schedule tab to create a new task.

The settings are exported into a compressed file that can be saved to either a folder
location or, if a cloud account has been set up, to a Cloud Account. Note: When saving to a
cloud account, the export file will be saved to the default data center specified in the cloud
account's Properties page. Choose where to save the export file, then specify a number of
versions to keep. Oldest versions beyond the number to keep will be deleted. The export file
name contains a timestamp indicating when the export was performed and the computer
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name of the system that was exported, as follows: "<computer
name>.<timestamp>.export.zip."

Importing Settings

Prior to importing settings, you must install the software and activate your license keys.
Add your Cloud Accounts if applicable. Add your tape libraries and removable disks to the
computer if applicable. If you have backups of your stores, attach them to the new
computer.

To import saved configuration settings, select the Archive Manager folder and then choose
the Import Settings action to launch the Archive Manager Import Settings wizard. You will
be prompted for a user name and password of the Scheduled Task's "Run as" user account
for running protection plans. All imported tasks will be saved with this "Run as" user
account.

After importing the Archive Manager settings, close and reopen the Archive Manager user
interface to refresh the Archive Manager system.

トラブルシューティング
このソフトウェアは、トラブルシューティングをサポートするため、アクティビティをログファイルに記録し、重要イベントを Windows アプリケ
ションアプリケーション イベント ログ に書き込みます。 詳しくはトピック、ログファイル をご覧ください。

保護プランをリモートコンピュータに追加することについては、 リモートコンピュータとの接続の問題 をご覧ください。

ログファイル

ソフトウェアは、トラブルシューティングや履歴管理に役立つ情報を記録します。このソフトウェアに使用されるログは2種類、「内部コンポ
ーネントログ」と「保護プランログ」です。

注: デフォルトは、要約情報だけが保護プランログファイルに書き込まれます。  保護プランの構成の LogLevel 設定 を変更して記録
する情報を加減できます。

内部コンポーネントログ

これらのログは、ソフトウェアの内部コンポーネントに特有のログで、インストールディレクトリに  <内部コンポーネント名>.log として置かれ
ます。
 
これらのログのうち2つ、  aiq.log と aiqRemote.log は  アーカイブマネージャ  内から表示できます。 aiq ログはローカルプランの実行
に関する情報を格納します。   aiqRemote ログはリモートコンピュータのプラン実行に関する情報を格納します。   aiq ログを見るには ロ
ーカルプラン  を選択し、  ログ表示  アクションを選択します。  aiqRemote ログを見るには、 リモートコンピュータ  を選択し、  ログ表
示  アクションを選択します。

プランログ

プランが実行されるたびに、その結果がログファイル、 <インストールディレクトリ >\Logs\<プラン名>.log に追加されます。最近のログ情
報はファイルの終わりにあります。デフォルトではサマリー（要約）情報だけが記録されますが、 構成 LogLevel 設定 を変更し、記録す
る情報を増やしたり減らしたりすることができます。

プランが実行に失敗するか警告で終了した場合、そのログファイルで詳細をチェックする必要があります。そのため LogLevel=なし はお
すすめできません。

保護プランのログファイルを見るには、 履歴 アクションを選択し、 結果詳細 セクションで ログ表示  リンクをクリックします。
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次の統計は、フォルダとファイルの保護プランが実行されるごとにログファイルに書き込まれます。

· "Total transfer time" - 更新されたアーカイブ情報をストアに書き込むのにかかった時間
· "Directories processed" - 保護プランによって処理されたディレクトリの総数
· "Protected items" - 保護プランの現在の実行で処理されたファイルの総数とサイズ (バイト)
· "Protected data" - プランによって保護されたデータの総数
· "New files" - 保護プランの最後の実行以降の新しいファイル数
· "Changed files" -  保護プランの最後の実行以降に変更されたファイル数
· "New and changed" - 保護プランの最後の実行以降に変更された保護データ数 (およびパーセント)
· "Factored" - 適合コンテンツファクタリングによりサイズが縮小されたデータ数
· "Total stored" - 保護プランのこの実行でストアに書き込まれたデータ数
· "Data reduction" -  新規・変更データの総数  ("New and changed") の、保護プランの現在の実行によりストアに書き込

まれたデータの総数  ("Total stored") に対する比
· "CCF ratio" - プランにより保護された全データ  ("Protected data")  の、保護プランのこの実行でストアに書き込まれたデ

ータの総数  ("Total stored") に対する比
· "Common content" - データデダプリケーションの対照となる共通データ数  (およびパーセント)
· "Elapsed time" - 総転送時間を含む保存操作全体の時間

リモートコンピュータの接続の問題

ここでは次のシナリオについて説明します。

アーカイブマネージャ  でドメインのメンバーであるリモートコンピュータを追加します。  アーカイブマネージャ  サーバにログオンするため、
リモートコンピュータにネットワークから接続するパーミッションを持つアカウントを使います。リモートコンピュータが追加された後、これをクリッ
クし、通信の確立を待ちます。その後、リモートコンピュータアイコンに黄色い三角が表示されます。  アーカイブマネージャ  下にエラーが
短く表示され、ネットワークパスが見つからない、または  RPC サーバ が利用できないと告げられます。 (注:  エラーをもう一度見るには、
コンピュータを右クリックして最新の情報に更新します。)  アクション ペインで保護プランを作成するオプションを利用できなくなります。

考えられる原因は次のとおりです。

· リモートレジストリ  サービスが実行されていない。  リモートレジストリ  サービスのスタートアップタイプは  自動 に設定し、サー
ビスを起動しておく必要があります。  このサービスはシステムをリモートで管理するために必要です。

· Windows ファイアウォールが  アーカイブマネージャ  サーバとの通信の妨げになっている可能性があります。

· リモートコンピュータのリモート管理に必要な他のサービスが実行されていないか、正しいパーミッションを持っていない可能性が
あります。

リモートレジストリ  サービスのスタートアップタイプが  自動 に設定されていて、サービスが実行されているか確認するには、次のようにしま
す。

1. スタート (または スタート アイコン) をクリックし、  マイ コンピューター  (または コンピューター) を右クリックし、 管理 を選択し
ます。

2. コンピューターの管理  が開いたら、 サービス セクションを選択・展開します。

3. リモートレジストリ  サービスまでスクロールし、そのステータス  (開始 になっているはずです) と スタートアップタイプ  (自動 に
なっているはずです) をチェックします。必要なら、  リモートレジストリ  サービスをダブルクリックし、 スタートアップタイプを  自
動 に設定します。 スタート ボタンをクリックします。

4. もう一度 アーカイブマネージャ  からリモートコンピュータとの通信を確立してみます。  からリモートコンピュータを右クリック
し、  最新の情報に更新 を選択します。 アクション ペインに  保護プランの作成  アクションが表示されたら、 保護プランの
作成  ウィザードを起動します。表示されない場合は次のステップに進みます。

ファイアウォールが例外を許容することでコンピュータのリモート管理の妨げになっていないことを確認します。

1. リモートコンピュータで スタート、コントロールパネル  をクリックします。
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2. ファイアウォールに次の例外を追加します。 注: いくつかは表示されない可能性があります。このリストは別の Windows オペ
レーティングシステムによってコンパイルされたものだからです。例外がコンピュータに表示される場合、それをファイアウォールの例
外として追加します。表示されない場合は、次のリストの次の例外に進みます。

· ファイルとプリンタの共有
· リモート管理
· Windows Management Instrumentation (WMI)
· コアネットワーキング

注: これらはグループポリシーレベルで設定することもできます。  グループ ポリシーの管理  で目的のグループポリシーを選択
し 編集 を選択します。 Computer Configuration\Administrative Templates\Network\Network
Connections\Windows Firewall\Domain Profile  までナビゲートします。  localsubnet の  リモート管理例外を許
可する  を有効にします。  ファイルとプリンタの共有の例外を許可する   も同様にします。  ポリシー更新後、 アーカイブマ
ネージャ  を閉じて開き、もう一度接続します。  ドメインコントローラとリモートコンピュータ両方で gpupdate コマンドにより
グループポリシーを強制的に更新することができます。リモートコンピュータから例外をマニュアルで設定することもできます。
 ファイルとプリンタの共有  は、グループポリシーで無効になっていなければ、 ファイアウォール設定の例外タブから利用できま
す。 管理者は、リモートコンピュータのコマンドプロンプトで  Netsh firewall set service
type=remoteadmin mode=enable scope=all profile=all により リモート管理 例外を設定する
こともできます。

3. もう一度、  アーカイブマネージャ  からリモートコンピュータとの通信を確立します。  リモートコンピュータを右クリックし、  最新
の情報に更新 を選択します。 保護プランの作成 アクションが  アクション ペインに表示されない場合は、次のステップに進
みます。

4. アーカイブマネージャ  は、現在ログオンしているアカウントの資格情報を使ってリモートコンピュータに接続します。ドメイン管理
者アカウントでログオンしているか確認し、リモートコンピュータがドメイン内かどうか確認します。

5. まだ問題が解決しない場合は、リモートコンピュータのグループポリシー設定で、  ローカルログオン、  バッチジョブとしてログオ
ン、  サービスとしてログオン  をチェックする必要があるかもしれません。

6. リモートコンピュータで次のサービスが起動しているか確認します。  リモート プロシージャ コール 、 リモート レジストリ  、 および
COM です。  スタート、 実行  をクリックし、 services.msc と入力して OK  をクリックします。 サービスを検索し、起
動しているか確認します。

7. WMI テスター で  WMI リモート接続をテストします。  アーカイブマネージャ  サーバで スタート、 実行  をクリック
し、 WBEMTEST と入力し、  \\<コンピュータ名>\root\cimv2 など、ネームスペースとの UNC パスによりリモートコンピュータと
の接続を試み、 接続  をクリックします。 エラーメッセージが表示される場合は、 DCOM がリモートコンピュータで実行されて
いるか確認し、  DCOMCNFG に対する DCOM パーミッションをチェックします。  スタート/ファイル名を指定して実
行 で dcomcnfg を入力し OK をクリックします。 dcomcnfg で  マイ コンピュータ/プロパティ/既存のプロパティ  とナビゲ
ートし、 DCOM が有効になっているか、 接続 と 識別 のセットで確認します (変更があれば再起動が必要です)。  COM
セキュリティ タブで  起動 と ライセンス認証 のパーミッションを確認します。  アーカイブマネージャ  サーバにログインしたアカ
ウントには   リモートからの起動  と リモートからのアクティブ化  のパーミッションが必要です。  必要に応じてアカウントを追
加し、パーミッションをチェックします。
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の商標です。

本書に記載のの企業および製品の名称はそれぞれの所有者の商標である可能性があります。
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Restore Point
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Alerts 
This software uses alerts for update/upgrade notification and certain other conditions that
require attention. When an Alert occurs the software will create a popup from the Windows
notification area (also known as "system tray"). The popup will be visible for 7 seconds.
Additionally, the Alerts tab of the Archive Manager folder will contain the Alert. The Alerts
tab will change from "Alerts (0)" to "Alerts (1)". If more than one Alert is active the display
of the number of Alerts will change from 1 to 2 and so on. 

Archive 
An archive is the result of running a protection plan, and contains protected data as the
data exists at each protection plan runtime. Each time a protection plan executes, a new
restore point is added to the archive associated with the plan. When a protection plan runs
for the first time, an archive is created in the store that is targeted by the plan. This archive
appears in the Archive Manager console tree as a sub-folder of the Archives folder of the
store, and it is given the same name as the protection plan. A restore point is also created
for exploring and restoring the archive at this point in time. Each subsequent run of the
plan adds another restore point to the archive. 

Archive Manager 
The user interface is called the Archive Manager. It is the "control console" for the software
and runs on the computer where the software is installed. 

Archive Manager Service 
This is a Windows software service that provides the core functionality of the product. 

Archive Restore Task 
An Archive Restore Task restores archives from the selected store to an alternate location
on local disk, RDX media or LTFS volume. This feature allows for keeping archival copies of
data in native (original) format. 

ArchiveIQ 
ArchiveIQ is a trademarked term for the deduplication technology used by the software. 

BMR 
Bare Metal Restore (BMR) is a term used to describe restoring a computer operating system
and its data volumes in their entirety. It allows for restoring a backed up system to the
same or similarly configured piece of hardware. The Computer System protection plan type
provides BMR capability. 

Checkup Report 
The Checkup Report is a convenient way to monitor the status of your system by generating
a report of the store and protection plan status for the past 24 hours. Any plan or store task
errors are highlighted in red, and warnings are highlighted in yellow for quick identification
of problems. 

Cloud Gateway Service 
This is a Windows software service that provides the bridge between this software and cloud
storage. 

Cloud Storage 
The term Cloud Storage is used by this software to describe networked online storage. 

Cloud Vaulting 
Cloud vaulting is the term used to describe storing backed up data to the cloud. 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Copy Task 
Short for Store Copy Task, a store copy task copies selected archives from one store to
another. 

Expire Task 
A store can be configured to expire older restore points based on daily, weekly, monthly,
quarterly and yearly age. Expire tasks evaluate a store's current restore points and moves
expired catalogs to the store's recycle bin. 

Local Plans 
Local Plans are protection plans that protect data stored on the server where the software
in installed. 

Log File 
The software writes output to files called log files. 

LTFS 
LTO generation 5 and newer tapes can be formatted with the Linear Tape File System
(LTFS), available from third-party vendors. LTFS allows an LTO tape to be used like a hard
disk. 

Plan 
Plan is an abbreviation of the term Protection Plan. 

Point-in-Time Explorer 
The Point-in-Time Explorer is a Windows Explorer-like interface for viewing a backed up set
of data at a specific point in time. Data can be restored back to disk through copy and paste
functionality or a Point-in-Time Restore action. 

Protection Plan 
A Protection Plan is the set of parameters used by the ArchiveIQ engine to protect data on a
given computer. It defines which data is to be archived, which store to save it in, and when
it should run. Each remote computer requires at least one protection plan. There are four
protection plan types available: Files and Folders, Computer System, Exchange Data and
SQL Databases. Protection plans initiate snapshots of computer systems and generate
archives of data in targeted stores. 

Purge Task 
A Purge Task is a store task that recovers disk space from expired or deleted restore points.
 
Quarantined Items 
If the software encounters a problem file in the stored content it will move the item to the
s tore s̓  Qu a ra n t in e d It e m s  folde r, and update plan indexes to reflect the quarantine. The
store is then prepared to auto-heal during a subsequent protection plan execution. The
software verifies a store's contents for corrupt and missing files through Store Verify Tasks
and automatically during plan runtime, or as part of other operations like Store Copy and
Store Purge tasks. When an item is quarantined it is marked with a red flag icon. The
software will rewrite the data into the store if it comes across the item again during a
Protection Plan run. If it successfully "repairs" the item, the red flag on the item in the
Quarantined Items folder is changed to a green flag, at which time it can safely be deleted
from the folder. 

Recover 
This term is used to describe the act of recovering a computer system. 

Recovery Point 
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A Recovery Point is the result of running a Computer System plan type. Each time a
Computer System Protection Plan executes it creates a Recovery Point that can be used to
recover the entire computer system, or individual files within it. 

Recycle Bin 
Each Store has its own recycle bin where expired catalogs are kept until purged by a store
Purge task. 

Remote Computers 
Networked computers protected by the software are called Remote Computers. Each remote
computer is listed and managed by its network computer name under the Remote
Computers folder in Archive Manager. The computer that the software is installed on is
called the Local computer, or sometimes the Archive Manager server. 

Restore 
The Restore action initiates data recovery as the data existed at a point in time. Data is
restored by choosing a particular restore point from a particular archive in a store. Files can
be restored to their original location or to an alternate location of your choice. The original
directory structure and permissions are also restored. 

Restore Point 
A restore point is an archive of selected data as it exists at protection plan runtime. The
plan initiates volume shadow copies for consistent and application-aware restore points.
Each time a Protection Plan is executed a new restore point is created corresponding to that
particular point in time. 

Search Service 
The Search Service is a Windows software service for performing file lookups within stores.
Search is not compatible with all editions of the software. 

Service 
This is a Windows computer program that runs in the background. 

SRE 
The System Recovery Environment (SRE) is a bootable pre-installation environment used in
the process of recovering a computer system that has been protected with a Computer
System plan type. An SRE ISO image can be downloaded and burned to media using the
Save System Recovery Environment action in Archive Manager. It contains a lightweight
Windows operating system and an interface for configuring the new hardware and choosing
a recovery point. 

Storage 
The term Storage refers to disk, cloud and tape storage used by the software. It is
sometimes used to describe a store or set of stores used by the software. 

Store 
A store is a disk storage location targeted by local and remote protection plans for keeping
archived data. Protected file content originating from all associated computers is
deduplicated and stored in a common content location within the store. Information specific
to each protection plan (metadata) is abstracted and tracked in individual store archives. 

Store Group 
Store Groups facilitate running a protection plan using rotating media and allow for taking
media off-site. Copy Tasks can also select a destination store group instead of a specific
destination store to enable media rotation. When stores have been created on multiple
storage devices, stores can be grouped together into a Store Group. Protection Plans can
then target a Store Group instead of targeting a specific store.. At plan startup time, the
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plan selects a store in the store group based on the Store Group settings. Stores can also
be added or removed from the group without affecting the plan configuration. 

Store Task 
Store tasks are tasks that operate at the store level and run processes on the Archive
Manager server. Types of store tasks are: Vaulting, Copy, Verify, Expire, Purge and Archive
Restore. 

System Recovery Environment 
The System Recovery Environment (SRE) is a bootable pre-installation environment used in
the process of recovering a computer system that has been protected with a Computer
System plan type. An SRE ISO image can be downloaded and burned to media using the
Save System Recovery Environment action in Archive Manager. It contains a lightweight
Windows operating system and an interface for configuring the new hardware and choosing
a recovery point. 

Tape 
This software can store data on LTO tapes for long-term retention. Primarily, tape is used by
a vault task to write to tape selected archives that already exist in a store on disk. A Store
Va u lt in g Ta sk re form a t s  a  s tore s̓  de du plica t e d da t a  in to a  form  ca lle d a  Va u lt, suitable for
high-speed streaming. In addition, LTO generation 5 and newer tapes can be formatted with
the Linear Tape File System (LTFS). LTFS tapes can be used as a Store location and Archive
Restore Task targets. 

Tape Storage 
Tape Storage is a folder of the Archive Manager user interface that contains all of the tape-
related items. Here you will find Volume Sets, Tape Vaults and Tape Devices, for instance. 

Tape Vaulting 
The process of backing up selected archive data to tape is called Tape Vaulting. Deduplicated
data is reformatted from the store into a Vault, suitable for high-speed streaming to tape
for long-term retention. 

Task 
Tasks are configurable commands that may be scheduled or run on demand. Tasks are
stored and executed as Windows Scheduled Tasks. Task types consist of Protection Plans and
Store Tasks. 

User Account 
Windows denies or grants access to its resources by means of user accounts. For best
results, a user account should be created for exclusive use by this software. Plans and tasks
should run using this account to avoid conflicts. The Properties page of the Archive Manager
folder in the user interface contains a tab called User Account. Here you can specify account
credentials that will automatically be used when creating or editing tasks. This avoids being
frequently prompted for user account credentials. 

Vault 
A vault is a cloud or tape storage location targeted by a store vaulting task and is created
automatically when the store vaulting task is created. After a vault is created, it will appear
in the All Cloud Vaults or All Tape Vaults folder. 

Vaulting 
Vaulting is the process of storing previously archived, deduplicated data to cloud or tape for
long-term retention. 

Vaulting Task 
A Vaulting Task is a store task for saving data in its deduplicated state either to cloud or
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tape for long-term retention. 

Verify Task 
A Verify Task is a store task for verifying store consistency. 

ViewStor Service 
The ViewStor Service is a Windows service for viewing the contents of an archive restore
point in the point-in-time explorer window. 

Volume 
A Volume is another term for a tape. 

Volume Set 
A Volume Set is a logical grouping of Volumes, or tapes. A Vaulting Task targets a Volume
Set. A Vault can span Volumes within a Volume Set. Multiple Vaulting Tasks can target the
same Volume Set, as well. A single volume, therefore, can contain zero or more vaults or
partial vaults.
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