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第 1 章： オプションの紹介 
 

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 システム向けの分散的で包括的なストレージ 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 が提供するオプションの 1 つが、CA ARCserve Backup Image 
Option です。 Image Option では、ファイル システムを介さず高速にバックアップを行

うことができます。この方法では、ディスクからデータ ブロックを読み取ってドライブのス

ナップショット イメージを作成します。 この方法では、ドライブ全体を 1 つの大きな

ファイルとみなします。 旧来のファイル単位でファイル システム全体をトラバースすると

いった時間がかかる処理を置き換えることができます。 
 

このマニュアルでは、CA ARCserve Backup Image Option のインストール、設定、およ

びトラブルシューティングについて説明します。 この章では、CA ARCserve Backup 
Image Option のテクノロジの特徴と機能、および動作要件について説明します。 

ドライブ全体をバックアップする必要はありますが、リストア時にはドライブ全体または

個々のファイルを選択できます。 

このセクションには、以下のトピックが含まれます。 

Image Optionを使用する利点（7 ページ） 
オプションの動作（8 ページ） 

 

Image Option を使用する利点 

CA ARCserve Backup Image Option には以下の利点があります。 

 パフォーマンスを最適化するファイル スキャン機能があります。 スキャン処理によ

りドライブがスキャンされ、すべてのファイルから必要な情報が収集されます。この

情報に基づき、バックアップおよびリストアのパフォーマンスが最適化されます。 

 最適化されたイメージ ドライブ レベルのバックアップおよびリストア。 ドライブ レ
ベルでバックアップおよびリストアを行う際、処理を最適化するためにファイル シス

テムをバイパスします。 

 デバイスを問わない。 メディア デバイス、メディア ライブラリ、メディア RAID デ
バイスなど、CA ARCserve Backup がサポートするすべてのデバイスに書き込むこ

とができます。 
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オプションの動作 
 

 ファイル単位、またはドライブ全体のリストア。 ファイル単位およびドライブ単位で、

データをリストアできます。 

 Windows NT ファイル システム（NTFS）とファイル アロケーション テーブル（FAT）
ファイル システムの両方をバックアップできます。また、NTFS 上の圧縮または暗号

化されたファイル、ディレクトリ、およびドライブをバックアップできます。 

 ファイルの名前、サイズ、日付、およびセキュリティなど、すべてのファイル情報を保

持します。 
 

オプションの動作 

CA ARCserve Backup Image Option では、バックアップが 2 つの段階で実行されま

す。 

1. スキャン フェーズ - このフェーズでは、CA ARCserve Backup Image Option により

ドライブ内のすべてのファイルに関する情報が収集されます。収集される情報は、

ファイル名、ファイル サイズ、日付、時刻、属性、そのファイルに使用されているク

ラスタ、ファイル セキュリティ属性、およびその他のバックアップ フェーズでのファ

イルのバックアップに必要な情報です。 

FAT/FAT32 であれば、ファイルのスキャンは常に有効です。 NTFS のファイルの

スキャンは、CA ARCserve Backup Image Option のディスプレイまたはウィザードで

［ファイル レベルのリストアを有効にする］を選択した場合にのみ実行されます。 
それ以外の場合でも、バックアップ対象となるドライブの使用領域を検出するため

に、最低限のドライブ スキャンは実行されます。 
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オプションの動作 
 

2. バックアップ フェーズ - このフェーズでは、ドライブがバックアップされます。 ス
キャン フェーズで収集された情報は、CA ARCserve Backup Image Option バック

アップ エンジンにより調査され、可能なかぎり迅速にバックアップ メディアにスト

リーミングされます。 
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オプションの動作 
 

スナップショット機能 

CA ARCserve Backup Image Option を利用すると、バックアップ対象パーティションの

ある時点でのスナップショットを取得してバックアップできます。 バックアップ処理から見

るとドライブは特定の時刻にフリーズされたように見えますが、他のアプリケーションから

は通常の状態に見えます。 これにより、他のアプリケーションから、そのパーティション

への読み取りおよび書き込みリクエストを送り続けることが可能です。 Image Option をイ

ンストールすると、スナップショット機能は自動的にインストールされます。 

スナップショット機能には以下の利点があります。 

 バックアップ処理の開始時に、バックアップ対象ドライブがロックされません。 

 バックアップの実行中にアプリケーションがドライブに書き込みをしても、バックアッ

プ データの整合性が常に保たれます。 バックアップ実行中にファイルの書き込み

が行われても、バックアップは最後まで続行されます。 
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第 2 章： オプションのインストール 
 

この章では、CA ARCserve Backup Image Option のインストール方法について説明し

ます。 本章の説明は、読者が指定された Windows オペレーティング システムの一般

的な特徴と要件、およびこれらのオペレーティング システムの管理者の役割について

熟知していることを前提としています。 

このセクションには、以下のトピックが含まれます。 

インストールの前提条件（11 ページ） 
ライセンス登録（11 ページ） 
インストールの手順（12 ページ） 
インストールの完了（12 ページ） 

 

インストールの前提条件 

オプション をインストールする前に、以下のことを確認してください。 

 以下のアプリケーションがインストール済みで、正常に動作している。 

 CA ARCserve Backup 

 CA ARCserve Backup Enterprise Module 

重要： 同じマシン上に、Image Option（CA ARCserve Backup Enterprise Module 
の一部としてインストール）および CA ARCserve Backup をインストールする必要

があります。 そのマシンは、ローカル マシンでもリモート マシンでもかまいませ

ん。 

 システム構成が、このオプションのインストールに必要な最小要件を満たしている。 

要件の詳細については、Readme ファイルを参照してください。 

 このオプションをインストールするコンピュータの管理者権限を持っている。 
 

ライセンス登録 

Enterprise Module は Image Option を含めるように拡張されています。 CA ARCserve 
Backup Enterprise Module に Image Option を使用する適切なライセンスがあること確

認します。  

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。 
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インストールの手順 
 

インストールの手順 

Image Option のイメージは、Enterprise Module をインストールする際にローカルにイン

ストールされます。 このオプションをインストールするには、以下の方法のいずれかを使

用します。 

 インストール後に、Enterprise Module 環境設定ユーティリティ（EMConfig.exe）を使

用してこのオプションをインストールします。 

 Enterprise Module をインストールした後、ARCserve ホーム ディレクトリにある 
EMConfig.exe ユーティリティを実行して Image Option をインストールします。 

注： ExConfig.exe ユーティリティは、Windows の［スタート］メニューから（［スター

ト］-［プログラム］-［CA］-［ARCserve Backup］-［Enterprise Module 環境設定］）もア

クセスできます。 

インストール手順が完了したら、指示に従ってコンピュータを再起動します。 
 

インストールの完了 

CA ARCserve Backup Image Option を使用する前に以下の 2 つのインストール後の

作業を完了する必要があります。 

 インストール後、レジストリ キーにドライバがあるかどうかを調べて、CA ARCserve 
Backup Image Option のドライバが正常にロードされていることを確認します。 レジ

ストリ キーは、たとえば、次の場所にあります。 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\hbmnt 

 再起動後、Windows のイベント ビューアを調べて、HBMNT5.SYS というドライバが

正常にロードされていることを確認します。 このドライバは、次の場所にインストー

ルされています。 

[System Root]\System32\drivers\hbmnt5.sys 
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第 3 章： オプションの使用法 
 

この章では、CA ARCserve Backup Image Option の使用法について説明します。 バッ

クアップ マネージャを使用してバックアップを設定する方法、およびデータのリストア方

法を説明します。 

このセクションには、以下のトピックが含まれます。 

一般的な考慮事項（13 ページ） 
バックアップ マネージャを使用したバックアップ ジョブの定義（13 ページ） 
ジョブ ステータスの表示（18 ページ） 
リストア方式（20 ページ） 

 

一般的な考慮事項 

バックアップとリストアを正常に実行するためには、以下の点を考慮してください。 

 Image Option がインストールされているドライブ上に、ある程度の空き領域を確保し

ます。 Image Option ではパフォーマンスの向上とログのために、一時ファイルをこ

のドライブ上に作成します。 必要となる空き領域は 15～20 MB 程度です。 

 Image Option では、スナップショット機能を利用できるように、一時ファイルを空き領

域の最も大きいローカル ドライブに作成します。 この機能を利用するには、上述

の 15～20 MB の空き領域以外に、最低 20 MB の空き領域が必要です。 

 アクティブなシステム ドライブをリストアする際には、そのドライブに少なくとも 
50MB の空き領域が必要となります。 この領域は、バックアップおよびリストア時に

作成される追加の一時ファイルやレジストリ ファイルを格納するために使用されま

す。 
 

バックアップ マネージャを使用したバックアップ ジョブの定義 

バックアップ マネージャを使用すると、バックアップ ジョブの環境設定およびセットアッ

プができます。  

注： 

 イメージ バックアップを実行できるのは、CA ARCserve Backup と Image Option 
の両方がインストールされているマシンのみです。 

 パーティションをファイル システム デバイスにバックアップできます。 ファイル シ
ステム デバイスは、同じパーティション上に配置できますが、他のドライブに十分な

ディスク領域がない場合はバックアップが失敗する可能性があります。 異なるデバ

イス上にファイル システム デバイスを置くことを推奨します。 
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バックアップ マネージャを使用したバックアップ ジョブの定義 
 

バックアップ中には、バックアップ アプリケーションからスナップショット機能に対して、ド

ライブをフリーズするリクエストが送られます。 その後、ドライブが同期化されます。つま

り、ドライブへの書き込み待機時間の終了を待機することになります。 書き込み非アク

ティビティ期間が検出されなかった場合、指定時間後に同期処理はタイムアウトになり、

フリーズ リクエストは失敗します。 非アクティビティ期間とは、ドライブを安全にフリーズ

できる状態になるまでの間、そのドライブが待機している期間を秒数で表したものです。 
 

SyncTimeout、InactivityPeriod、および PreviewFilename のデフォルトのレジストリ値を

変更するには、以下のキーを作成してから、これらのパラメータの値を設定する必要が

あります。 

Software\ComputerAssociates\CA ARCserve Backup\Base\TapeEngine\Image 

SyncTimeout のデフォルト値は 80 秒です。 InactivityPeriod のデフォルト値は 3 秒で

す。 

PreviewFilenameのキーおよび値がレジストリに含まれている場合、プレビュー ファイル

の場所はパス名によってわかります。 ファイル名が指定されていない場合は、空き領域

が最も大きく、バックアップ対象のドライブ上にないボリュームがパス名によって示されま

す。   ドライブが 1 つしかない場合、パス名によってその唯一のドライブが示されます。 
PreviewFilenameで1つ以上のサブディレクトリが示されている場合、それらのサブディレ

クトリは自動的に作成されます。 

注：ディレクトリの検証は、実行されません。 バックアップの実行中に、ディレクトリにアク

セスできない場合やディレクトリを作成できない場合（通常はボリュームが無効であること

が原因）、バックアップは失敗します。 

グローバル バックアップ オプションの暗号化は、サポートされていません。 
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バックアップ マネージャを使用したバックアップ ジョブの定義 
 

バックアップ ジョブの設定とセットアップを行う手順を以下に説明します。 

バックアップ ジョブの設定およびセットアップの方法 

1. ［バックアップ マネージャ］を開いて［ソース］タブを選択します。  

バックアップ可能なすべてのソースが左側に表示されます。 

注： バックアップ マネージャを使用してバックアップを正常に完了するには、バッ

クアップ対象のドライブ全体を選択する必要があります。 バックアップ マネージャ

では、［バックアップ マネージャ］ダイアログ ボックスの［ソース］タブでドライブを右

クリックし、［イメージ オプションの使用］を選択することにより、バックアップ ジョブ

を設定できます。 ［デスティネーション］タブでは、バックアップ データの格納場所

を指定できます。  

2. バックアップ マネージャの［ソース］タブで、コンピュータ ノードを右クリックし、［イ

メージ/サーバレス バックアップ オプションの使用］を選択します。  

以下のダイアログ ボックスが開きます。 
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バックアップ マネージャを使用したバックアップ ジョブの定義 
 

3.  ［イメージ/サーバレス バックアップを有効にする（このドライブ/ボリューム）］を選択

します。 

注： このダイアログを使用すると、目的のコンピュータ全体で使用する値を設定で

きます。 

4. 以下のオプションを選択または選択解除します。 

– ［ボリュームに開いたファイルがある場合、プロンプト表示］ - このオプションを

選択した場合、開いた状態にあるファイルが見つかると、バックアップ ジョブの

キャンセルまたは続行を選択する画面が表示されます。 

– ［ファイル レベルのリストアを有効にする］ - このオプションを選択すると、ボ

リューム上のファイルを個別にリストアできます。 

5. 以下のオプションからいずれか 1 つをクリックして、ボリュームのフリーズに失敗した

場合の処理方法を指定します。 

– ［すぐにバックアップを中止する］ - バックアップ プロセスを停止します。 

– ［バックアップを続行する］ - バックアップ プロセスを続行します。 

– ［指定回数まで再試行し、バックアップを中止する］ - 指定した回数のバック

アップを試行します。 

［再試行回数］ - バックアップの試行回数を選択します。 

［再試行間隔 (分)］ - バックアップが失敗した場合に次回のバックアップ試行

まで待機する時間（秒）を指定します。 

6. ［OK］をクリックします。 

7. バックアップ マネージャの［ソース］タブで、ディスク ノードを右クリックし、［イメージ

/サーバレス バックアップ オプションの使用］を選択します。  

以下のダイアログ ボックスが開きます。 
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バックアップ マネージャを使用したバックアップ ジョブの定義 
 

8. ［この設定をマシン オプションよりも優先する］を選択し、バックアップに必要なオプ

ションを選択します。 このダイアログを使用すると、特定のディスク ドライブまたは

ボリュームで使用する値を設定できます。 

9. 以下のオプションを選択または選択解除します。 

– ［ボリュームに開いたファイルがある場合、プロンプト表示］ - このオプションを

選択した場合、開いた状態にあるファイルが見つかると、バックアップ ジョブの

キャンセルまたは続行を選択する画面が表示されます。 

– ［ファイル レベルのリストアを有効にする（NTFS でのバックアップが減速）］ - 
ボリュームにファイルを個別にリストアするにはこのオプションを選択します。 

10. 以下のオプションからいずれか 1 つをクリックして、ボリュームのフリーズに失敗した

場合の処理方法を指定します。 

– ［すぐにバックアップを中止する］ - バックアップ プロセスを停止します。 

– ［バックアップを続行する］ - バックアップ プロセスを継続します。 

– ［指定回数まで再試行し、バックアップを中止する］ - あらかじめ設定された回

数、バックアップを継続して試行します。 

 ［再試行回数］ - バックアップの試行回数を選択します。 

 ［再試行間隔（秒）］ - バックアップの試行が失敗してから、次の試行まで

の間隔を分単位で指定します。 

11. ［OK］をクリックします。 

これで、バックアップ マネージャを使用したバックアップ ジョブの設定とセットアッ

プが完了しました。 

バックアップ マネージャによるバックアップの詳細については、オンライン ヘルプを参

照してください。 
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ジョブ ステータスの表示 
 

ジョブ ステータスの表示 

サブミットしたイメージ バックアップ ジョブのステータスを［ジョブ ステータス］ウィンドウ

で確認するには、以下の手順に従います。 

1. ［ジョブ キュー］タブ上で、ジョブを選択します。 

2. そのジョブを右クリックして、コンテキスト メニューから［プロパティ］を選択します。 

［ジョブ モニタ］ダイアログ ボックスが表示されます。 

 
 

［ジョブ モニタ］ダイアログ ボックスに、現在のジョブの属性と、完了した処理の

パーセンテージが表示されます。 このダイアログ ボックスには、以下の情報も表

示されます。 

ジョブ名 

バックアップまたはリストアなど、実行中のジョブの種類が表示されます。 

ソース 

バックアップ ソース マシン名、バックアップおよびリストアのサイズ、現在バック

アップまたはリストア中のドライブが表示されます。 
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ジョブ ステータスの表示 
 

ステータス 

現在のジョブのステータスが表示されます。 

ファイル 

バックアップまたはリストアされるファイルの総数が表示されます。 

［統計］タブには以下の内容が表示されます。 

ストリーム総数 

バックアップまたはリストア内のストリームの総数が表示されます。 

MB/分 

バックアップまたはリストアにおいてファイル転送に使用される現在のデータ転

送速度が表示されます。 

バックアップ済みファイル総数 

バックアップ内のファイルの総数が表示されます。 

処理量 (MB) 

現時点で処理が完了しているメガバイト数が表示されます。 

推定量 (MB) 

現在のバックアップまたはリストア処理における推定メガバイト数が表示されま

す。 

経過時間 

バックアップまたはリストアを開始してから経過した時間（分および秒）が表示さ

れます。 

残り時間 

バックアップまたはリストアの完了に要する推定残り時間（分および秒）が表示

されます。 

［ログ］タブには以下の内容が表示されます。 

エラー 

バックアップまたはリストア処理中に発生したエラーが表示されます。 

エラーと警告 

バックアップまたはリストア処理中に発生したエラーおよび警告が表示されま

す。 

All 

バックアップまたはリストア ジョブの情報が表示されます。 
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リストア方式 
 

リストア方式 

以下の方法を使って、CA ARCserve Backup Image Option を使用してバックアップした

データをリストアすることができます。 

 ［イメージ単位］ - 1 回の受け渡しでドライブ全体をリストアします。 イメージ/サーバ

レス モードでのリストアは、処理を最後まで完了させる必要があります。 途中で処

理をキャンセルすると、リストア対象のドライブの整合性が保てず、アクセス不可に

なることがあります。 

– イメージ単位のリストアではボリューム全体が対象になります。 この方法では、

ターゲット ドライブが上書きされます。リストア対象のドライブが正しく選択され

ていることを確認してください。 

重要： ［イメージ単位］オプションを使用すると、ドライブが完全に上書きされま

す。 必ず、上書きしても問題がないことを確認してから実行してください。

– ソースで［イメージ単位］が選択されている場合、デスティネーションで［ファイル

を元の場所へリストア］が選択されているときのみ、複数のソースを選択できま

す。 
 

– イメージ単位のリストアでは、NTFS ドライブでは 16 KB 以下のアロケーション 
ユニット サイズがサポートされ、正しく機能するには複数のドライブまたはパー

ティションが必要です。 ドライブまたはパーティションが 1 つしか存在しない場

合、Image Option は動作しません。 

– イメージ単位のリストアでは、どのリストア オプションを選択したかにかかわらず、

リストア処理によって常に既存ファイルが上書きされます。 
 

– イメージ単位のリストアでは、ネットワーク ドライブにリストアすることはできませ

ん。 同容量以上のローカル ハード ディスク ドライブが必要です。 

– イメージ単位でのリストア中は、対象ドライブ上のファイルをすべて閉じておく必

要があります。 Image Option では、リストア処理を開始する前にドライブをロッ

クしようとします。したがって、開いているファイルがあるとドライブをロックできな

いため、リストア ジョブは失敗します。 

 ［セッション単位］ - 個々のファイルやディレクトリを選択してリストアします。 ジョブ

を途中でキャンセルすると、完全にリストアされなかった多くのファイルが対象ドライ

ブに残ってしまう場合があります。 
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リストア方式 
 

以下のグローバル リストア オプションは、現時点ではサポートされていません。 

 ［デスティネーション］- ディレクトリ構造および同名のファイルに対する処理 

 ［操作］ - ［レジストリ ファイルおよびイベント ログをリストア］ 

 ［ウイルス］ - ［ウイルス スキャンを実行する］、［スキップ］、［ファイル名の変更］、

［削除］ 

現時点の CA ARCserve Backup Image Optionでは、［メディア単位］のリストアはサポー

トされていません。 
 

ドライブのリストア 

CA ARCserve Backup では、CA ARCserve Backup Image Option によってバックアッ

プされたドライブ全体をリストアできます。  

ドライブのリストア方法 

1. リストア マネージャを開きます。 

2. ［ソース］タブのドロップダウン ボックスで［イメージ単位］オプションを選択します。 

3. CA ARCserve Backup Image Option によって実行されたバックアップ セッションを、

［ソース］タブで選択します。 

4. ［実行］ボタンをクリックしてジョブをサブミットします。 
 

個々のファイルを選択してリストアする 

CA ARCserve Backup では、CA ARCserve Backup Image Option によってバックアッ

プされた個々のファイルをリストアできます。  

ファイル単位でリストアする方法 

1. リストア マネージャを開きます。 

2. ［ソース］タブのドロップダウン メニューで［セッション単位］オプションまたは［ツリー

単位］オプションを選択します。 

3. CA ARCserve Backup Image Option によって実行されたバックアップ セッションを、

［ソース］タブで選択します。 

4. ［実行］ボタンをクリックしてジョブをサブミットします。 
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付録 A: トラブルシューティング 
 

この付録では、発生する可能性のある問題の解決に役立つトラブルシューティング情報

を紹介します。 

問題が発生した場合は、ジョブ ステータス マネージャの［アクティビティ ログ］タブをク

リックして、ジョブの状態を確認してください。 実行した操作について、タイムスタンプ付

きのイベント情報、およびエラーの説明が表示されます。 エラーとなったイベントには、

「E」で始まるエラー番号が記録されています。 たとえば、「E11018」という番号です。 

このセクションには、以下のトピックが含まれます。 

トラブルシューティングのヒント（23 ページ） 
 

トラブルシューティングのヒント 

問題点 - バックアップの際にドライブをフリーズできない。 

考え得る原因および解決策  - ドライブ内のデータを使用中の場合、 CA ARCserve 
Backup Image Option でドライブをフリーズできないことがあります。 バックアップの際

にドライブをフリーズできないと、以下のようなことが起こります。 

 ドライブをフリーズすることができず、［ボリュームのフリーズ失敗時のアクション］で

［バックアップを続行する］オプションが選択されている場合、Image Option は排他

アクセスできるようドライブをロックしようとします。 

 ドライブがロックされずにデータに変更が加えられた場合、バックアップされるデー

タが不整合となり使用できなくなる可能性があります。 

以下のような場合、ドライブをロックすることはできません。 

 エクスプローラで対象ドライブが展開されている場合 ドライブを展開しないでくださ

い。 

 コマンド プロンプトでカレント ドライブになっている場合。 バックアップ対象のドラ

イブがカレント ドライブになっているコマンド プロンプトを閉じてください。 

 他のアプリケーションがそのドライブのファイルを開いている場合。 バックアップ対

象のドライブ上のファイルを開く可能性のあるアプリケーションを、すべて閉じてくだ

さい。 
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トラブルシューティングのヒント 
 

問題点 - バックアップ処理が非常に遅い。 

考え得る原因および解決策 - バックアップ処理が遅い場合、最も一般的な原因と解決

策は以下のとおりです。 

 プロセッサの処理速度が遅い - 古いマシンのプロセッサは処理速度が遅く、バック

アップおよびリストアにおいて処理されるデータ量に対処できない場合があります。 
これは、処理速度の遅いプロセッサが搭載された古いマシンでは当然のことです。 
最新のマシンを使用している場合は、ハードウェア パフォーマンスを確認し、マシ

ンを再起動してください。 

 プロセッサのパフォーマンス低下 - ハードウェア パフォーマンスを確認し、マシン

を再起動してください。 

 アプリケーションが開いている - 非常に負荷の大きいアプリケーションを実行してい

る可能性があります。 バックアップおよびリストア プロセスを開始する前に、アプリ

ケーションをすべて閉じてください。 
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