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第 1 章： エージェントの紹介 
 

CA ARCserve Backup は、アプリケーション、データベース、分散サーバおよびファイル 
システム向けの包括的かつ分散的なストレージ ソリューションです。 データベース、ビ

ジネス クリティカルなアプリケーション、およびネットワーク クライアントにバックアップ機

能およびリストア機能を提供します。  

CA ARCserve Backup に用意されているエージェントの 1 つに、CA ARCserve 
Backup Agent for Microsoft Data Protection Manager（DPM）があります。 Microsoft 
Data Protection Manager は、Microsoft Windows Server System の統合コンポーネント

で、ほぼ連続的にデータ保護を行うと共にデータ回復機能を提供します。 
 

DPM は、ボリューム シャドウ コピー サービスを使用して、バックアップおよびデータ

回復機能を提供し、ディスク ベースのデータ保護とデータ回復を可能にします。 DPM 
によって実稼動サーバが保護され、CA ARCserve Backup では、この DPM データ

ベースとレプリカのバックアップ、DPM サーバの保護、長期間のアーカイブ機能、アプ

リケーション保護、およびベア メタル惨事復旧機能が提供されます。 

注： DPM とは、適切な場合はガイド全体を通じて DPM 2006 のことを指します。 

このセクションには、以下のトピックが含まれます。 

このエージェントを使用する利点（8 ページ） 
エージェントの動作（9 ページ） 
アーキテクチャ（11 ページ） 
テクニカル サポートの連絡先（14 ページ） 
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このエージェントを使用する利点 
 

このエージェントを使用する利点 

 CA ARCserve Backup  for DPM は、包括的なデータ保護ソリューションを提供し、

Data Protection Manager と共に使用することで以下の利点をもたらします。  

DPM サーバ保護 

DPM サーバでは、多数のリモート サーバ システムにあるデータを保護できます。 
DPM サーバで障害が発生すると、これらのリモート サーバにあるデータが失われ、

DPM サーバを使用して復旧させることができません。 CA ARCserve Backup は、

DPM サーバ自体を保護するため、DPM サーバで障害が発生しても、CA 
ARCserve Backup によってバックアップされていたデータを使用して DPM サー

バを復旧させることができます。  

DPM レプリカ保護 

DPM サーバは、DPM で保護されたサーバからファイル システム データを収集

し、このデータをディスクに格納します。 DPM サーバに格納できるファイル バー

ジョンの数に制限がありますが、CA ARCserve Backup を使用すれば、このデータ

を DPM サーバからディスク アレイやテープ ライブラリに移動することができます。

これらのデータは、DPM サーバにリストアしたり、DPM ファイル エージェント シス

テムに直接リストアすることができます。  
 

長期間のアーカイブ 

このエージェントは、惨事復旧および規制順守のために、データをテープにアーカ

イブする機能を提供します。 このエージェントを使用すると、DPM で保護された

データをテープ、アーカイブ ディスク、または 仮想テープ ライブラリ（VTL）格納

システムに移動できます。 CA ARCserve Backup の暗号化機能により、テープ上

のデータは不正にアクセスされたとしても悪用されることはありません。 

ベア メタル惨事復旧 

このエージェントには、高速で効率的なファイル回復機能が用意されています。 た
だし、サーバが完全にクラッシュした場合、DPM でファイルを回復する前に、サー

バを再設定し再インストールする必要があるので、復旧時間は通常よりかなり長くな

ります。 Agent for Microsoft DPM と共に CA ARCserve Backup Disaster 
Recovery Option を使用すると、DPM サーバ障害後の復旧時間を短縮することが

できます。   

アーカイブ ファイルからの直接回復 

このエージェントにより、DPM サーバにあるファイルの回復時間が改善されていま

す。テープにアーカイブされたファイルは、 DPM サーバまたは DPM で保護さ

れていた元のサーバに高速で回復させることができます。 
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エージェントの動作 
 

エージェントの動作 

エージェントは、Microsoft Data Protection Manager のデータベースおよびレプリカを、

CA ARCserve Backup サーバに バックアップして保護します。 
 

エージェントは以下の作業を実行します。 

 バックアップ項目の参照および選択 

 バックアップ ジョブの実行 

 バックアップ メディアへのデータの書き込み 

 必要な情報の CA ARCserve Backup データベースへの格納 

 リストア項目の参照および選択 

 リストア ジョブの実行 

 バックアップ メディアからのデータの取得、およびディスクへのリストア 
 

Agent for DPM は、DPM サーバと統合され、データ保護、長期間のアーカイブ機能、

アプリケーションの保護、および多くの機能を備えた惨事復旧機能を提供します。 この

エージェントは、Microsoft Volume Shadow Copy Service（VSS）インフラストラクチャを使

用して、DPM サーバのスナップショット（DPM のデータベースとレプリカを含む）を取り、

スナップショットをテープまたはディスク デバイスにバックアップします。 データは、

DPM で保護されたサーバのライブ データからではなく、DPM サーバのレプリカから

バックアップされます。 バックアップはデータの読み取り専用のスナップショットから行

われるため、DPM で保護されたサーバのパフォーマンスに影響を与えずにバックアッ

プ ジョブをいつでも実行できます。 CA ARCserve Backup とこのエージェントを使用

することによって、DPM で作成したアーカイブ データを、DPM サーバを介さずに、

アーカイブ メディアから DPM で保護されたサーバに直接リストアできます。 
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エージェントの動作 
 

CA ARCserve Backup、エージェント、および DPM の間のデータ フローについては、

以下の図を参照してください。 
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アーキテクチャ 
 

アーキテクチャ 

CA ARCserve Backup は、DPM サーバと同じシステムにインストールして DPM デー

タおよび設定情報をローカルにバックアップすることも、リモートにインストールしてネット

ワーク経由で複数の DPM サーバをバックアップすることもできます。 ネットワークの帯

域幅によってはバックアップ サーバへのデータ転送が制限されることがあるため、DPM 
サーバに大量のデータがある場合は、リモート バックアップのパフォーマンスに影響が

出ることがあります。 ローカル バックアップでは、データがアーカイブされるテープ ド
ライブまたは仮想テープ ライブラリ （VTL）は、 DPM サーバに直接接続します。 
DPM サーバと CA ARCserve Backup が同じシステムにインストールされている場合、

ネットワークをバイパスして、DPM データをディスクからテープに直接移動できます。 

 
 

コンポーネント 

CA ARCserve Backup の DPM データ保護ソリューションには、以下のコンポーネント

が含まれています。 

CA ARCserve Backup 

アプリケーション エージェントおよび Client Agent for Windows を使用し、ディス

ク アレイ、テープ ライブラリ、および VTL にバックアップすることで、ミッション ク
リティカルなデータベース アプリケーションおよびシステムを保護します。 
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アーキテクチャ 
 

CA ARCserve Backup Agent for Microsoft DPM 

このエージェントは、Microsoft DPM を実行するサーバにインストールします。CA 
ARCserve Backup は、このエージェントを使用して Microsoft DPM を保護しま

す。 

CA ARCserve Backup Client Agent for Windows 

このエージェントは、システム状態の情報をバックアップし、サーバーのベア メタル

復旧を実行し、バックアップ サーバから DPM で保護されたサーバにファイルを

直接リストアします。 Microsoft DPM エージェントではシステム状態の設定情報を

バックアップできないため、ベア メタル復旧には Microsoft DPM バックアップを使

用できません。 これらの機能は、DPM サーバがオフラインでも動作するので、

DPM サーバがクラッシュしても、ファイル システム データを CA ARCserve 
Backup サーバから直接リストアできます。 

注： 上記の 1 つ以上のコンポーネントを同一のサーバにインストールできます。  
 

サービス機能 

DPM バックアップを正常に行うには、バックアップの準備および実行のために、以下の

構成要素が VSS と共に機能する必要があります。 

 リクエスタ 

 プロバイダ 

 ライタ 

 コンポーネント 
 

リクエスタ 

リクエスタは、以下のタスクを行うソフトウェア（通常はバックアップ アプリケーション）で

す。 

 DPM バックアップのリクエストの開始 

 ライタからのバックアップ指示の処理。これには、コンポーネントの選択時にバック

アップ対象とするファイル、それらのファイルのバックアップおよびリストアに使用す

る方法などが含まれます。 

 シャドウ コピー データのメディアへのバックアップ 

 シャドウ コピー データのディスクからの削除によるバックアップの完了の通知 

CA ARCserve Backup は、DPM バックアップのリクエスタとして機能するように設計さ

れています。 
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アーキテクチャ 
 

プロバイダ 

プロバイダは、シャドウ コピー バックアップに関わるボリュームの管理およびシャドウ コ
ピー自体の作成を行います。プロバイダは、オペレーティング システムの一部（ソフト

ウェアベース）またはディスク アレイ上（ハードウェアベース）のシャドウ コピー作成機

能と連携して機能します。 

ハードウェア ディスク アレイ ベンダは、VSS フレームワークと接続して機能する独自

のプロバイダを提供して、シャドウ コピーの作成場所と方法を指示することができます。 
 

プロバイダには、ソフトウェア ベースとハードウェア ベースの 2 種類があります。 

 ソフトウェアベースのプロバイダは、ストレージを管理する DLL やフィルタとして一

般的に実装されます。 シャドウ コピーはソフトウェアにより作成されます。この種類

のプロバイダで作成されるシャドウ コピーには、シャドウ コピーを行う前の時点で

の元のボリュームのビュー、およびそれ以降に変更されたデータのみからなるス

ナップショットが含まれます。 

 ハードウェアベースのプロバイダは、ハードウェア レベルで実装され、ハードウェア 
コントローラやストレージ アダプタと共に機能します。シャドウ コピーは、オペレー

ティング システム外のストレージ機器、ホスト アダプタ、または RAID デバイスに

よって作成されます。ハードウェアベースのプロバイダによって作成されたシャドウ 
コピーはボリューム全体のシャドウ コピー（フル コピー）であり、一般的には元のボ

リュームのミラー ビューです。また、転送可能なシャドウ コピーを作成すると、同じ

システム内の別のサーバにインポートすることができます。 
 

ライタ 

ライタは VSS 対応のアプリケーションまたはサービスの一部で、以下のようにバック

アップに関わっています。 

 VSS と共に機能して、アプリケーションまたはサービスのデータをフリーズさせま

す。 

 シャドウ コピーを作成する間、元のボリュームへの書き込みを保留にします。 

 VSS およびリクエスタへのバックアップ（およびリストア）に含まれるコンポーネントの

リストを作成します。 
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アーキテクチャ 
 

シャドウ コピーの作成に使用するデータ内部の整合性を保つため、VSS はバックアッ

プに含まれるファイルを制御するアプリケーションまたはサービスにフリーズするよう通

知します。 アプリケーションまたはサービスがフリーズすると、その制御下にあるファイ

ルは整合性のとれた状態になります。 ライタは、アプリケーションまたはサービスのファ

イルが整合性のとれた状態になったことを VSS に伝えます。 

シャドウ コピーを作成している間にこの状態が変更されないように、ライタはアプリケー

ションまたはサービスによるシャドウ コピーのソース ボリュームへの変更を保留にしま

す。 アプリケーションまたはサービスのライタによって、シャドウ コピー作成時のデータ

の整合性が確保されます。 元のボリュームで通常どおりの作業を続行できますが、シャ

ドウ コピーの作成が完了するまでは、データへの変更は行われません。 
 

ライタには、コンポーネントのリストをライタのメタデータ ドキュメント形式で VSS やリク

エスタに提供するという役割もあります。 ライタのメタデータ ドキュメントは、ライタによっ

て作成される XML ファイルで、リクエスタへの指示（バックアップするコンポーネント、

使用するバックアップおよびリストアの方式、バックアップから除外すべきファイルのリスト

など）が含まれています。 

注： CA ARCserve Backup では、Windows XP でのライタをサポートしていません。 こ
れは、Windows Server 2003 では必須のライタ サポートの一部が、Windows XP オペ

レーティング システムには含まれていないことが原因です。 
 

コンポーネント 

コンポーネントは、ライタによってひとまとめに扱われるファイルのグループです。コン

ポーネントを構成するファイルは、相互に依存しているため、グループ化されています。

たとえば、データベースでは、各ファイルは、データベースの一部として重要な機能を

果たしますが、データベースの 1 ファイルを単独で使用することは無意味です。これらの

必要なファイルすべてをコンポーネントにグループ化することで、アプリケーションおよ

びその関連ファイルを正常にバックアップするために必要となるすべてのデータがバッ

クアップされ、後でリストアできるようになります。 シャドウ コピーを作成する際にコン

ポーネントを構成するファイルのいずれかにアクセスできないと、このコンポーネントの

バックアップは失敗します。 
 

テクニカル サポートの連絡先 

オンライン テクニカル サポートの詳細については、弊社テクニカル サポートの Web 
サイト（http://www.ca.com/jp/support/）を参照してください。 
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第 2 章： エージェントのインストール 
 

この章では、Windows プラットフォームに Agent for Microsoft Data Protection Manager 
をインストールする際に役立つ情報について説明します。 この章の説明は、読者が 
Windows Server 2003 および Microsoft Data Protection Manager 2006 の一般的な特

徴と要件に習熟していることを前提としています。また、この作業には管理者権限が必

要です。 

エージェントをインストールすると、Microsoft DPM の初回のバックアップを開始できま

す。 Microsoft DPM をバックアップおよびリストアするために、このエージェントに他の

情報を設定する必要はありません。 

このセクションには、以下のトピックが含まれます。 

前提条件（15 ページ） 
ライセンス登録（16 ページ） 
インストール時の注意事項（16 ページ） 
エージェントのインストール（16 ページ） 

 

前提条件 

Agent for Microsoft Data Protection Manager をインストールする前に、以下の前提条

件を満たしていることを確認してください。 

 エージェントのインストールに必要な最小要件を満たすシステム構成であること。 

これらの要件については Readme ファイルを参照してください。 

 エージェントをインストールするマシンの管理者権限またはソフトウェアをインストー

ルするための適切な権限を持っていること。 

注： これらの権限を有していない場合は、CA ARCserve Backup 管理者に問い合

わせて適切な権限の割り当てを依頼してください。 

 CA ARCserve Backup for Windows のこのリリースのサーバとマネージャをバック

アップ ホストにインストールしてあること。 

注： バックアップする Data Protection Manager と同じホストにエージェントをインス

トールする必要があります。 

 エージェントをインストールするマシンのユーザ名とパスワードが分かっていること。  
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ライセンス登録 
 

ライセンス登録 

エージェントを使用するには、Data Protection Manager の保護に使用するバックアップ 
サーバにエージェントのライセンスを入力する必要があります。 バックアップ サーバに

よって、エージェントのライセンス情報がチェックされます。 

ライセンス登録の詳細については、「実装ガイド」を参照してください。 
 

インストール時の注意事項 

CA ARCserve Backup Client Agent for Windows および CA ARCserve Backup Agent 
for Microsoft DPM は、Microsoft DPM と同じマシンにインストールする必要がありま

す。 

CA ARCserve Backup for Windows は、Microsoft DPM と同じマシンまたは別のマシ

ンにインストールできます。 
 

エージェントのインストール 

CA ARCserve Backup でバックアップする各 Data Protection Manager  サーバにエー

ジェントをインストールします。 

CA ARCserve Backup のシステム コンポーネント、エージェント、およびオプションの標

準的なインストール手順に従って、このエージェントをインストールします。 この手順の

詳細については、「実装ガイド」を参照してください。 
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第 3 章： エージェントの使用法 
 

この章では、CA ARCserve Backup Agent for Microsoft DPM を使用してデータのバッ

クアップとリストアを行う手順とオプションを説明します。 バックアップ機能の概要につい

ては、「管理者ガイド」を参照してください。 

このセクションには、以下のトピックが含まれます。 

バックアップ処理（17 ページ） 
DPM データのバックアップ（18 ページ） 
リストア操作（24 ページ） 
復旧のシナリオ（30 ページ） 
レポート（37 ページ） 

 

バックアップ処理 

Microsoft DPM データをバックアップするには、CA ARCserve Backup サーバ コン

ポーネントまたは CA ARCserve Backup Client Agent for Windows がインストールされ

ているマシンに、CA ARCserve Backup for Microsoft DPM をインストールしておく必要

があります。 
 

バックアップ オプション 

DPM サーバをバックアップ対象として選択した場合は、CA ARCserve Backup の標準

オプションを使用できます。 
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DPM データのバックアップ 
 

リモートにインストールされた DPM サーバの追加 

リモートにインストールされた DPM サーバをバックアップ ソースとして CA 
ARCserve Backup に追加する方法 

1. バックアップ マネージャの［ソース］タブで、表示されたツリーの［Windows システ

ム］を右クリックします。 

2. コンテキスト メニューから［マシン/オブジェクトの追加］を選択します。 

［エージェントの追加］ダイアログ ボックスが表示されます。 

3. DPM サーバのホスト名と IP アドレスを入力します。 IP アドレスがわからない場

合、［コンピュータ名の解決を使用］チェック ボックスをオンにします。  

4. ［追加］ボタンをクリックします。 

 CA ARCserve Backup にサーバが登録されます。 
 

DPM データのバックアップ 

Microsoft DPM を保護するために、Microsoft System Center Data Protection Manager 
2006 Writer をバックアップできます。 あるいは、DPM データベースまたは DPM レ
プリカのみバックアップすることもできます。 

バックアップ マネージャの［ソース］タブのツリーから、Microsoft System Center Data 
Protection Manager 2006 Writer、DPM データベース、または DPM レプリカを選択し、

Microsoft DPM データを保護します。 DPM レプリカ バックアップ処理は、ファイルま

たはディレクトリ レベルでデータをバックアップします。 
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DPM データのバックアップ 
 

DPM データベースのバックアップ 

DPM データベースをバックアップする方法 

1. バックアップ マネージャの［ソース］タブで［Microsoft System Center Data 
Protection Manager 2006 Writer］を展開します。  

使用可能なデータベースが表示されます。 

 
 

2. バックアップする DPM データベースの隣にある緑色のボックスをクリックします。 
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DPM データのバックアップ 
 

3. ［デスティネーション］タブで、バックアップ ジョブのターゲット デバイスを選択しま

す。 

 
 

4. ［スケジュール］タブの［繰り返し方法］ドロップダウン リストから適切な方式を選択し

ます。 

注： DPM ライタのバックアップでは、増分バックアップ方式および差分バックアッ

プ方式はサポートされていません。 バックアップ ジョブは、常にフル バックアップ

になります。 
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DPM データのバックアップ 
 

5. ［開始］をクリックします。 

［セキュリティおよびエージェント情報］ダイアログ ボックスが開きます。 

 
 

6. ［セキュリティおよびエージェント情報］ダイアログ ボックスに表示された情報を編集

または確認して、［OK］をクリックします。 

［ジョブのサブミット］ダイアログ ボックスが表示されます。 
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DPM データのバックアップ 
 

7. 適切なジョブ実行タイプを選択します。 以下のいずれかを選択できます。 

 即実行： バックアップ ジョブがただちに開始されます。 

 実行日時指定: バックアップ ジョブを開始する日付と時刻を指定します。 

8. ［OK］をクリックします。 

ジョブ ステータス マネージャを使用して、ジョブの進捗状況をモニタできます。 

注： ジョブ ステータス マネージャの詳細については、「管理者ガイド」を参照して

ください。 
 

DPM レプリカのバックアップ 

DPM レプリカをバックアップする方法 

1. バックアップ マネージャの［ソース］タブで［Microsoft System Center Data 
Protection Manager 2006 Writer］を展開します。  

DPM サーバ上のレプリカが表示されます。 個別のファイルやフォルダをバック

アップすることも、レプリカ全体をバックアップすることもできます。 

 
 

2. バックアップするファイル、フォルダ、またはレプリカを選択します。 
 

22  Agent for Microsoft Data Protection Manager ガイド 
 



DPM データのバックアップ 
 

3. ［デスティネーション］タブで、バックアップ ジョブのターゲット デバイスを選択しま

す。 

 
 

4. ［スケジュール］タブの［繰り返し方法］ドロップダウン リストから適切な方式を選択し

ます。 

注： DPM ライタのバックアップでは、増分バックアップ方式および差分バックアッ

プ方式はサポートされていません。 バックアップ ジョブは、常にフル バックアップ

になります。 
 

5. ［開始］をクリックします。 

［セキュリティおよびエージェント情報］ダイアログ ボックスが開きます。 
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リストア操作 
 

 

6. ［セキュリティおよびエージェント情報］ダイアログ ボックスに表示された情報を編集

または確認して、［OK］をクリックします。 

［ジョブのサブミット］ダイアログ ボックスが表示されます。 

 
 

7. 適切なジョブ実行タイプを選択します。 以下のいずれかを選択できます。 

 即実行： バックアップ ジョブがただちに開始されます。 

 実行日時指定: バックアップ ジョブを開始する日付と時刻を指定します。 

8. ［OK］をクリックします。 

ジョブ ステータス マネージャを使用して、ジョブの進捗状況をモニタできます。 

注： ジョブ ステータス マネージャの詳細については、「管理者ガイド」を参照して

ください。 
 

リストア操作 

データを元の場所、DPM サーバ上の場所、またはリモート マシン上の場所にリストア

できます。 
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リストア操作 
 

リストア方式 

エージェントのリストア方式は、リストア マネージャの［ソース］タブにあるドロップダウン 
リストで指定できます。 DPM サーバがリストアの対象として選択されている場合、使用

できる方式は以下のとおりです。 

 ツリー単位 - ツリー単位方式では、バックアップされたデータが格納されていた

ソース マシンごとに、リストア ジョブのオブジェクトを選択できます。この方式を選

択した場合、サーバの内容全体をまとめてリストアすることができないため、代わり

に従属するすべてのオブジェクトを個々に選択する必要があります。この方法は、

必要なデータが格納されているメディアがどれなのか不明だが、リストア対象の

データおよびそのバックアップ元マシンがどれなのか見当がつく場合に使用します。

リストア マネージャではこの方式がデフォルトになっています。 
 

 セッション単位 - セッション単位方式では、バックアップに使用したすべてのメディ

アとそこに格納されているファイルのリストが表示されます。この方式では、リストア 
ジョブのオブジェクトをバックアップ セッションに基づいて選択できます。 

 

ツリー単位方式を使用したリストア 

ツリー単位方式を使用してリストアする方法 

1. リストア マネージャの［ソース］タブで、［ツリー単位］方式を選択します。 
 

2. ナビゲーション ツリーで、DPM ライタがバックアップされたコンピュータを展開しま

す。 

リストアに使用できる DPM ライタ コンポーネントが表示されます。  
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リストア操作 
 

3. リストアする DPM ライタ コンポーネントの隣にある緑色のボックスをクリックしま

す。 
 

4. ［デスティネーション］タブで、リストア ジョブのターゲット パスを選択します。 
 

5. ［開始］をクリックします。  

［セッション ユーザ名およびパスワード］ダイアログ ボックスが開きます。 
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リストア操作 
 

6. ［セッション ユーザ名およびパスワード］ダイアログ ボックスに表示された情報を編

集または確認して、［OK］をクリックします。 

［ジョブのサブミット］ダイアログ ボックスが表示されます。 

 
 

7. 適切なジョブ実行タイプを選択します。 以下のいずれかを選択できます。 

 即実行： バックアップ ジョブがただちに開始されます。 

 実行日時指定： リストア ジョブを開始する日付と時刻を指定します。 

8. ［OK］ボタンをクリックします。 

ジョブ ステータス マネージャを使用して、ジョブの進捗状況をモニタできます。 

注： ジョブ ステータス マネージャの詳細については、「管理者ガイド」を参照して

ください。 
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リストア操作 
 

セッション単位方式を使用したリストア 

セッション単位方式を使用してリストアする方法 

1. リストア マネージャの［ソース］タブで［セッション単位］方式を選択します。 

CA ARCserve Backup でバックアップされたセッションのリストが表示されます。 

 
 

2. リストアするセッションの隣にある緑色のボックスをクリックします。 
 

3. ［デスティネーション］タブで、リストアのターゲット パスを選択します。 
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リストア操作 
 

4. ［開始］をクリックします。  

［セッション ユーザ名およびパスワード］ダイアログ ボックスが開きます。 

 
 

5. ［セッション ユーザ名およびパスワード］ダイアログ ボックスに表示された情報を編

集または確認して、［OK］をクリックします。  

［ジョブのサブミット］ダイアログ ボックスが表示されます。 
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復旧のシナリオ 
 

6. 適切なジョブ実行タイプを選択します。 以下のいずれかを選択できます。 

 即実行： バックアップ ジョブがただちに開始されます。 

 実行日時指定： リストア ジョブを開始する日付と時刻を指定します。 

7. ［OK］ボタンをクリックします。 

ジョブ ステータス マネージャを使用して、ジョブの進捗状況をモニタできます。 

注： ジョブ ステータス マネージャの詳細については、「管理者ガイド」を参照して

ください。 
 

復旧のシナリオ 

以下の種類のデータ損失は、DPM データに影響を及ぼすことがあります。   

 個々のファイルの損失 

 DPM で保護されたサーバの損失 

 DPM サーバの損失 

 DPM サーバおよび DPM で保護されたサーバの損失 

 CA ARCserve Backup サーバの損失 

以下のセクションでは、各種の障害とその障害からの復旧方法について説明します。  
 

個々のファイルの損失 

DPM サーバで保護されている個々のファイルやボリュームの損失は、以下のように分

類できます。  

 DPM サーバに保存されているファイルやボリュームの損失 

 CA ARCserve Backup サーバにアーカイブされたファイルやボリュームの損失  
 

DPM サーバに保存されているファイルの損失 

DPM サーバに保存されているファイルが損失した場合、それらのファイルを DPM 
サーバから回復できます（DPM 管理者の権限を持っている、またはエンド ユーザ回復

が有効になっているエンド ユーザである必要があります）。Windows Explorer または 
Microsoft Office 2003 を使用して、ワークステーションから DPM シャドウ コピーにア

クセスし、特定の日時のファイル コピーを回復します。 

詳細については、「Microsoft Data Protection Manager 計画および展開ガイド」を参照

してください。 
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復旧のシナリオ 
 

CA ARCserve Backup サーバに移動したファイルの損失 

DPM サーバから CA ARCserve Backup サーバに以前移動したファイルが損失した場

合、これらのファイルをリストアし、Client Agent for Windows がインストールされている 
DPM 保護対象サーバに移動することにより、回復させることができます。 

 

CA ARCserve Backup サーバからの回復 

CA ARCserve Backup サーバから DPM で保護されたデータを回復する方法 

1. 管理者ユーザとして CA ARCserve Backup 管理ワークステーションにログ オンし

ます。 

2. リストア対象のボリュームが存在することを確認します。 

3. リストア マネージャを起動します。 
 

4. リストア マネージャの［ソース］タブで、［ツリー単位］方式または［セッション単位］方

式を選択します。 

5. リストアする DPM ライタ コンポーネントの隣にある緑色のボックスをクリックしま

す。 
 

6. ［デスティネーション］タブで、［ファイルを元の場所にリストア］チェック ボックスをオ

フにして、リストア ジョブのターゲット パスを指定します。 

 
 

7. [スケジュール] タブで［繰り返し方法］に適切な値を選択します。  
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復旧のシナリオ 
 

8. ［開始］をクリックします。  

［セッション ユーザ名およびパスワード］ダイアログ ボックスが開きます。 

 
 

9. ［セッション ユーザ名およびパスワード］ダイアログ ボックスに表示された情報を編

集または確認して、［OK］をクリックします。 

［ジョブのサブミット］ダイアログ ボックスが表示されます。 
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復旧のシナリオ 
 

10. 適切なジョブ実行タイプを選択します。 以下のいずれかを選択できます。 

 即実行： リストア ジョブがただちに開始されます。 

 実行日時指定： リストア ジョブを開始する日付と時刻を指定します。 

11. ［OK］ボタンをクリックします。 

ジョブ ステータス マネージャを使用して、ジョブの進捗状況をモニタできます。 

注： ジョブ ステータス マネージャの詳細については、「管理者ガイド」を参照して

ください。 

12. Windows エクスプローラを起動し、ファイルをリストアした場所を参照して、リストア

されたファイルを DPM で保護されたサーバにドラッグ アンド ドロップします。 
 

サーバ データの損失 

サーバを惨事から保護するには、あらじかじめ CA ARCserve Backup サーバに CA 
ARCserve Backup Disaster Recovery Option をインストールし、惨事が発生する前に必

要なメディアを作成して、フル バックアップを実行しておく必要があります。 惨事復旧

計画は、必ず作成しておくことをお勧めします。 
 

惨事から復旧するには、惨事が発生する前に、惨事復旧用メディアを作成しておく必要

があります。 このようなメディアを作成していない場合、システムを復旧させることはでき

ません。 Disaster Recovery Option の詳細については、「Disaster Recovery Option 
ユーザ ガイド」を参照してください。 

 

惨事復旧計画の作成 

惨事復旧の準備の一環として、惨事復旧テスト計画を作成する必要があります。  

計画を作成してテストする方法 

 オフサイトに保管する惨事復旧用メディアを作成します。 惨事復旧用メディアの作

成は、後述のセクションの説明に従います。 

 テスト サーバは、元のサーバと同様に構成されたものをセットアップします。 

 本書の惨事復旧手順に従って、テスト サーバで惨事復旧作業をシミュレートしま

す。 
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復旧のシナリオ 
 

DPM で保護されたサーバの損失 

DPM で保護されたサーバを損失した場合は、再構築する必要があります。 サーバに 
CA ARCserve Backup Client Agent for Windows と Disaster Recovery Option をインス

トールしてあり、ファイル システムのフル バックアップを取得してある場合、惨事復旧処

理は簡単です。   

CA ARCserve Backup Disaster Recovery Option を使用して復旧メディアから起動し、

重要なサーバ設定情報のあるディスク（CA ARCserve Backup マネージャから作成でき

ます）を挿入することにより、惨事復旧を行うことができます。  
 

リストア処理により、システムとブート ボリュームがリストアされ、システムがフル バック

アップ実行時の状態に戻ります。  

システムに Client Agent for Windows がインストールされていない場合、またはシステ

ムがフル バックアップされていない場合は、以前の構成を手動で再構築し、Microsoft 
DPM ファイル エージェントをインストールしてから、DPM サーバ内のファイルをリスト

アする必要があります。  

惨事復旧の詳細については、「管理者ガイド」と「Disaster Recovery Option ユーザ ガイ

ド」を参照してください。 
 

DPM サーバの損失 

データ損失後の DPM サーバのリストアは、DPM で保護されたサーバの復旧と似て

います。 主な違いは、DPM サーバでオペレーティング システムをリストアした後に、

CA ARCserve Backup サーバから DPM データベースと DPM レプリカをリストアする

必要があることです。 

惨事復旧オプションの詳細については、「Disaster Recovery Option ユーザ ガイド」を

参照してください。 
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復旧のシナリオ 
 

DPM サーバの復旧 

CA ARCserve Backup、Agent for DPM および Disaster Recovery Option を使用

して DPM サーバを復旧する方法 

1. Disaster Recovery Option を使用して、DPM サーバのオペレーティング システム

を復旧させます。 

惨事復旧処理の詳細については、「Disaster Recovery Option ユーザ ガイド」を参

照してください。 

2. システムを再起動し、オペレーティング システムと重要なシステム データがリストア

されていることを確認します。  

3. ［プログラムの追加と削除］を使用して、［アンインストール オプション］ダイアログ 
ボックスで［データの削除］または［データの保持］オプションを選択し、Microsoft 
Data Protection Manager 2006 をアンインストールします。 

アンインストール処理が終了したら、［閉じる］ボタンをクリックします。 
 

4. ［プログラムの追加と削除］を使用して、DPM で必要とされる以下のソフトウェアを

削除します。 これらのプログラムは、以下の順序でアンインストールする必要があり

ます。 

a. SQL Server 2000 Reporting Services  

b. IIS（Internet Information Services） 

c. Microsoft SQL Server 2000 （MICROSOFT$DPM$） 

5. すべてのプログラムをアンインストールした後でコンピュータを再起動します。 

6. Microsoft DPM を再インストールします。 

DPM ライタ サービスが開始されていることを確認します。 Windows の［管理ツー

ル］から［サービス］を使用して、サービスのステータスを確認します。 

7. CA ARCserve Backup マネージャを起動し、標準のリストア手順に従って 
Microsoft DPM Database DPMDB と Database ReportServer を元の場所にリストア

します。 
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復旧のシナリオ 
 

8. DOS プロンプトで C:¥Program Files¥Microsoft Data Protection 
Manager¥DPM¥bin から以下のコマンドを実行します。 

DpmSync -Sync 

DPM サーバがデフォルトの場所にインストールされていない場合は、レジストリ 
キー HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Microsoft¥Microsoft Data 
Protection Manager¥Setup¥DatabasePath を調べてインストール パスを確認しま

す。 

注： DPM サーバが MOM（Microsoft Operations Manager）2005 でモニタされて

いる場合は、DPM データベースのリストア後に、MOM の警告と DPM サーバの

警告を同期させる必要があります。 詳細については、Microsoft TechNet サイト

「MOM 2005 Management Pack Guides」
（http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=50206）の「Data Protection Manager 2006 
Management Pack Guide」を参照してください。 

 

9. DPM 管理者コンソールを起動し、ディスクをストレージ プールに追加します。 

注： DPM に元々割り当てられていたディスクにオペレーティング システムからア

クセスできる場合、この手順を実行する必要はありません。 

10. CA ARCserve Backup マネージャを起動し、標準のリストア手順に従って DPM の
レプリカを元の場所にリストアします。 

11. すべての保護リソースを回復した後で、DPM 管理者から各レプリカについて整合

性チェックを実行します。 

これらの手順の詳細については、Microsoft DPM のマニュアルを参照してくださ

い。 
 

DPM サーバおよび DPM で保護されたサーバの損失 

大規模なデータ損失が発生すると、DPM サーバと 1 つまたは複数の DPM で保護

されたサーバを同時に失う可能性もあります。 このような場合は、以下のいずれかのオ

プションを使用します。 

 まず DPM サーバを復旧し、このサーバを使用して DPM で保護されたサーバを

復旧させます。 

 DPM で保護されたサーバを直接復旧し、重要なサーバがオンラインに戻ってから 
DPM サーバを復旧させます。  
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レポート 
 

DPM サーバを先に復旧する方法 

DPM サーバを先に復旧させる場合は、より時間がかかります。 まず、複数のレプリカ

を DPM サーバに復旧し、次にデータを DPM で保護されたサーバにリストアする必

要があります。  

このオプションの主な利点は、DPM で保護されたサーバがオンラインに戻ったときに、

すでにこのサーバが保護されている点です。 ただし、この方式では、 DPM サーバに

通常必要とされるディスク ストレージ容量がすべて必要になります。 大規模な障害が

発生した場合に、予備のディスク リソースを確保できない可能性があります。 また、再

構築するサーバの数が多い場合、この処理に時間がかかる場合があります。  
 

DPM で保護されたサーバを先に復旧する方法 

DPM で保護されたサーバの少なくとも数台を復旧させる方法は、DPM サーバを先に

復旧させる方法よりも短時間で処理できます。 CA ARCserve Backup では、DPM との
ビルトイン統合が提供されているため、DPM サーバを実行していなくても、実稼動デー

タをテープから直接簡単にリストアできます。これは、DPM で保護されたサーバ上で実

行されている Client Agent for Windows 経由で行われます。 通常、ミッション クリティ

カルなサーバやデータをリストアする場合は、この応答時間が重要になります。 
 

CA ARCserve Backup サーバの損失 

CA ARCserve Backup サーバの損失からの復旧は、DPM で保護されたサーバの損失

からの復旧に似ています。  

バックアップ サーバが自動的に復旧するよう設定するには、サーバの障害が発生する

前に以下の手順を実行します。 

 サーバに CA ARCserve Backup Disaster Recovery Option をインストールします。 

 サーバのセットアップ時に、惨事復旧情報を保存するための復旧情報の複製先を

設定します。  

 バックアップ サーバに対して定期的にフル バックアップを実行します。 

注： 定期的なフル バックアップの実行方法の詳細については、「Disaster 
Recovery Option ユーザ ガイド」を参照してください。 

 

レポート 

CA ARCserve Backup には、数種類のレポートが用意されています。 CA ARCserve 
Backup レポート マネージャを使用すると、これらのレポートにアクセスできます。 レ
ポート マネージャは、レポートとログの両方を管理するための機能を備えています。 レ
ポートの詳細については、「管理者ガイド」を参照してください。 
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用語集 
 

DPM ライタ 
DPM ライタ は Windows のサービスで、そのデータがシャドウ コピーおよびバック

アップに対して、休止および安定した状態であることを保証します。 また、リストア処理

と連携し、可能な場合にはファイルのロックを解除したり、必要に応じて復旧情報の複製

先情報を提供します。 

Microsoft Data Protection Manager 2006 
Microsoft Data Protection Manager はサーバ ソフトウェア アプリケーションで、

Windows NTFS ファイル システム ベースのバックアップおよび回復を提供します。 

Microsoft Windows Server System 
Microsoft Windows Server System は統合化サーバ ソフトウェア製品のポートフォリオ

で、IT 運用、アプリケーションの開発と統合、セキュリティ、およびコラボレーションのた

めのインフラストラクチャを提供します。 

仮想テープ ライブラリ（VTL） 
VTL はストレージ システムで、テープまたはテープ ライブラリをエミュレートするため

のディスク、プロセッサ、およびソフトウェアが含まれています。 

ベア メタル復旧 
ベア メタル復旧は、致命的な障害の後にデータを回復またはコンピュータを再構築す

る処理です。 

ボリューム シャドウ コピー サービス（VSS） 
VSS は、Microsoft Windows Server 2003 および Microsoft Windows XP オペレー

ティング システムのバックアップ インフラストラクチャ、および特定の時点のデータの一

貫したコピー（シャドウ コピー）を作成するためのメカニズムを提供します。 シャドウ コ
ピーの作成処理中もアプリケーションはディスク ボリュームにデータを書き込むことがで

き、営業時間の前後にバックアップを実行する必要がなくなります。 さらに、ボリューム 
コピー バックアップを行なうとファイルのリストアを実行でき、基本的なリストア操作の管

理コストを最小限にできます。 

レプリカ 
レプリカはコンテナで、DPM 保護サーバの保護されたボリュームまたは共有フォルダを

ホストします。 各レプリカは DPM 保護サーバの共有フォルダまたはボリュームを表し

ます。 
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