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本ユーザー ガイド内の新機能 

• 付録 G: プラットフォーム バックアップ & リストアで対応している SharePoint 2016 コンポ

ーネント セクションの Nintex ワークフロー 2016 の対応状況を更新しました。 
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DocAve プラットフォーム バックアップ & リストアについ

て 

プラットフォーム バックアップ & リストアは、SharePoint 環境全体のバックアップおよびリストアを行い、災害か

ら組織およびデータを保護するための総合的なツール セットです。このツールは、すべてのコンテンツ、カスタマイ

ズ機能、ソリューション、機能のほか、バックエンドの SQL データベース、すべての構成、インデックス / ジョブ サ

ーバー、フロントエンド IIS 設定、ファイル システム リソース、カスタム アプリケーション データベースをバックアップ

します。また、プラットフォーム全体または個別の SharePoint 環境コンポーネントをリストアすることができます。 

*注意: このツールは SharePoint Online 環境では機能しません。  

補完製品 

DocAve 6 プラットフォームでは、各 AvePoint 製品を互いに連携させて実行することができます。プラットフォ

ーム バックアップ & リストアは、次の製品を併せて使用することをお勧めします。 

• DocAve 最小単位バックアップ & リストア: すべてのファーム コンテンツをバックアップし、コンテ

ンツをアイテム レベルまでリストアします。 

• DocAve レプリケーター: SharePoint ファーム間での SharePoint コンテンツのコピーを実

行します。 

• DocAve コンテンツ マネージャー: SharePoint のコンテンツを再構成・移動します。 

• DocAve レポート ポイント: SharePoint 環境内の問題点を調べ、SharePoint ユーザー

による操作や変更内容をレポート化します。 

• DocAve データ保護: バックアップ & リストア ポイントを設定することで、この製品における 

SharePoint ガバナンス ポリシーを調整します。  
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AvePoint へのドキュメント フィードバックについて 

AvePoint では、弊社の製品ドキュメントに対するお客様からのフィードバックをお待ちしています。次の URL 

をクリックして、弊社 Web サイト上から フィードバックを送信 フォームにアクセスしてください。 

 

 

  

http://www.avepoint.co.jp/resources/documentation-feedback/?flush=1
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使用開始前の準備 

プラットフォーム バックアップ & リストアのインストール・使用前に、まずシステムとファームの要件を確認してくださ

い。 

AvePoint のテスト ポリシーと対応する環境 

対応するソフトウェア環境 

AvePoint は、マイクロソフト社がサポートと互換性を発表した SharePoint のすべてのメジャー バージョンお

よびサービス パック、Windows Server と SQL Server の最新バージョンをテストすると承諾します。  

*注意: AvePoint は、クライアント オペレーティング システム上の DocAve インストールを推奨 / 対応してい

ません。  

対応するハードウェア 

AvePoint は、ハードウェアに依存しないプラットフォームを維持し、DocAve が共通の Windows ファイル共

有および仮想化プラットフォームで操作できることを確保します。ハードウェアに依存しないプラットフォームを実現

するために、AvePoint は SharePoint および DocAve のインフラストラクチャ、記憶域ターゲット、ハードウェ

ア ベースのバックアップ & リストアに対応するハードウェア (AvePoint パートナーシップにも対応) をテストしま

す。 

AvePoint は直接、すべてのネットシェア、FTP、Amazon S3、AT&T Synaptic、Box、Caringo ストレー

ジ、Cleversafe、DELL DX ストレージ、Dropbox、EMC Atmos、EMC Centera、Google ドライブ、

HDS Hitachi コンテンツ プラットフォーム、IBM Spectrum Scale オブジェクト、IBM Storwize ファミリー、

Microsoft Azure ストレージ、NetApp Data ONTAP、NFS、OneDrive、Rackspace Cloud Files、

TSM と統合します。  

UNC アドレス指定可能な記憶装置に対応するその他のすべてのハードウェア プラットフォームが使用できます。 

*注意: プロバイダーが Caringo ストレージおよび DELL DX ストレージ プラットフォームのメンテナンスを終了

したため、AvePoint は DocAve 6 SP7 CU1 以降のバージョンでこの 2 種類のプラットフォームに対するテ

スト・開発を停止しました。 
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*注意: IBM Tivoli Storage Manager API の変更により、DocAve 6 SP6 以降のバージョンの場合

は、TSM Client バージョン 7.1.2 がコントロール サービスおよびメディア サービスのサーバーにインストールされ

ている必要があります。 

*注意: 本ユーザー ガイドで参照された大部分のハードウェア パートナーシップは、高度機能 (例えば、スナップ

ショットのミラーリング、BLOB スナップショット、インデックス処理、長期ストレージ、WORM ストレージなど) を使

用するために用意されたものです。基本的なサポートの場合は、製品への変更は必要ありません。多くの場

合、製品に変更を行わなくてもハードウェアに対応可能です。 

対応するバックアップ & リストア 

DocAve では、上記のハードウェア プラットフォームに基づいた BLOB バックアップ ストレージが使用できます。

ただし、BLOB スナップショット機能は、現在 OEM バージョンおよび NetApp ハードウェア上でのみ使用でき

ます。  

DocAve では、上記で一覧表示されているすべての Windows と SQL サーバー プラットフォーム上の 

SharePoint ボリューム シャドウ コピー サービス (VSS) 経由での SQL コンテンツおよびアプリケーション デー

タベースのバックアップが使用できます。また、DocAve では、ハードウェア パートナーがマイクロソフトでサポート

を認定した、上記で一覧表示されているすべてのハードウェア上でのスナップショット ベースの SharePoint 

VSS も使用できます。  

DocAve では、上記で一覧表示されているすべての対応するすべてのソフトウェア環境でのアプリケーションおよ

び構成サーバーのバックアップが使用できます。DocAve 6 SP5 以降のバージョンは、オペレーティング システ

ム Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、

Microsoft Hyper–V Server 2012 R2 での Hyper-V/VMWare 経由の VM バックアップに対応してい

ます。  

代表的な環境の例外 

対応する DocAve 環境の代表的な例外については、以下のとおりです。以下は機能レベルの対応ではなく、

環境レベルの対応情報です。機能レベルの対応 (特定の各機能) は本ガイド内、該当箇所で説明します。 

• API を使用して SQL Server ステートメントを返す方法の制約により、プラットフォーム バッ

クアップ & リストアは SQL クラスターの Microsoft クラスター サービス (MSCS) のみに対応

します。 

• プラットフォーム バックアップ & リストアは、BLOB データをネットシェアと IBM Storwize ファミ

リー デバイスへ別の場所へリストアすることのみに対応します。  
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構成 

プラットフォーム バックアップ & リストアを使用するためには、DocAve 6 プラットフォームをお使いのファームにイ

ンストールし、正しく構成しておく必要があります。DocAve 6 がファームにインストールされていない場合、プラッ

トフォーム バックアップ & リストアは機能しません。 

エージェント 

DocAve エージェントは、DocAve ジョブの実行を担当し、SharePoint オブジェクト モデルと連携して作動

します。プラットフォーム バックアップ & リストアでは、DocAve エージェントを次のサーバーにインストールする必

要があります。 

• SharePoint 全体管理サーバー 

• Search Service Application のコンポーネントをバックアップする Search Service 

Application サーバー 

• SharePoint Foundation (ヘルプ) 検索のコンポーネントをバックアップする SharePoint 

Foundation (ヘルプ) 検索サーバー 

• IIS 設定、SharePoint Hive、グローバル アセンブリ キャッシュ、カスタム機能、

SharePoint サイト定義およびその他のファイル システム フォルダをバックアップする各 

SharePoint サーバー 

• FAST Search server 設定をバックアップする各 FAST Search server 

• Microsoft SQL サーバーをインストールしたサーバー 

• Microsoft SQL クラスターの各ノード 

*注意: プラットフォーム バックアップは SQL クラスター (MSCS のみ) に対応しています。フェ

ールオーバーはサード パーティ クラスターには対応していませんが、手動の対処法があります。

クラスター フェールオーバー対応が必要である場合、各 SQL クラスター ノードに DocAve エ

ージェントをインストールします。 

必要でない場合、アクティブなノードのみに DocAve エージェントをインストールする必要があ

ります。DocAve エージェントの構成時、DocAve エージェント ホストのテキスト ボックスにロ

ーカル SQL サーバーの名前を入力します。 



16  

 
DocAve 6: プラットフォーム バックアップ & リストア 

 

• Microsoft SQL AlwaysOn 可用性グループの各レプリカ (SQL Server 2012 を使用

している場合) 

• プラットフォーム バックアップ & リストア ジョブを実行する SQL ミラーリング データベースのソー

ス SQL Server およびフェールオーバー SQL Server 

• Hyper-V フェールオーバー クラスターの各ノード (Hyper-V フェールオーバー クラスター内の 

VM をバックアップする場合) 

*注意: インストールしたエージェントがアクションを実行すると、サーバーのシステム リソースの使用率が上昇する

ため、サーバー パフォーマンスに影響を与えることがあります。サーバーにインストールされたエージェントを使用し

ない場合、システム リソースの使用率を低く抑えることができるため、サーバー パフォーマンスへの影響は減少し

ます。  

DocAve プラットフォーム、DocAve マネージャー、DocAve エージェントのインストールについては、DocAve 

6 インストール ガイド を参照してください。  

必要な権限 

プラットフォーム バックアップ & リストアを正しくインストール・使用するには、エージェント アカウントが以下の権限

を持っていることを確認してください。  

エージェント グループに含まれている、SharePoint エージェントで構成され

たエージェント アカウント 

 ローカル システム権限  

• Adminitrators ローカル グループのメンバー 

 SharePoint 権限:この権限は自動的には構成されないため、DocAve 6 プラットフォーム バックアッ

プ & リストアを使用する前に手動で構成する必要があります。 

• ファーム管理者 グループのメンバー 

*注意: SharePoint 2010、SharePoint 2013、SharePoint 2016 の場合、プラットフォーム

最小単位リストアではエージェント アカウントが Web アプリケーションのすべての領域へのフル コントロ

ールを持っている必要があります。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/DocAve_6_Installation_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/DocAve_6_Installation_Guide.pdf
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バックアップ済み個人用サイトをリストアする際、プラットフォーム最小単位リストア ジョブの実行に使用

するエージェント アカウントが以下の権限を持っている必要があります。 

• 個人用サイトが存在する Web アプリケーションに関連する User Profile Service 

Application に対するフル コントロール 

• 個人用サイトが存在する Web アプリケーションに使用されているアプリケーション プールのセキ

ュリティ アカウント 

 SQL 権限:これらの権限は自動的には構成されないため、DocAve 6 プラットフォーム バックアップ & 

リストアを使用する前に手動で構成する必要があります。 

• SharePoint 構成データベース、全体管理コンテンツ データベース、すべてのコンテンツ デー

タベース、サービス アプリケーション データベースなど SharePoint に関連するすべてのデータ

ベースの db_owner データベース ロール 

• SQL Server の public および Security Admin サーバー ロール 

• SQL Server の dbcreator サーバー ロール・データベースの変更 権限・定義の表示 権

限 

• SQL Server の サーバー状態の表示 データベース権限 

• SQL Server の サーバーの制御 データベース権限 (SQL Server 2012 の 

AlwaysOn 可用性グループ 機能を使用する場合にのみ、この権限が必要です。

AlwaysOn 可用性グループ 内のすべての SQL インスタンス でこの権限を構成する必要

があります。) 

*注意: バックアップ プラン設定で 最小単位インデックスの生成で InstaMount を有効化 オプションが選

択されている場合、エージェント グループ内のエージェント上で構成されたエージェント アカウントは、ステージン

グ ポリシーに登録された SQL Server の サーバー状態の表示 権限を持っている必要があります。  

*注意: SQL Server レポート サービスのバックアップおよびリストアに使用するエージェント アカウントは、SQL 

レポート サーバー上のローカル Administrators グループのメンバーである必要があります。 

*注意: SharePoint アプリをリストアする場合、エージェント アカウントが SharePoint システム アカウントで

ないことを確認してください。 
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SQL Server と FAST Search Server を除き、他の SharePoint 

Web フロントエンド サーバーで構成されたエージェント アカウント 

 ローカル システム権限 

• Administrators グループのメンバー 

 SharePoint 権限 

• ファーム管理者 グループのメンバー 

 SQL 権限 

• SharePoint 構成データベースの db_owner データベース ロール 

*注意: SharePoint ヘルプ検索をバックアップするには、SharePoint Foundation Search V4 サー

ビスを開始するユーザーを該当マシンの Administrators グループに追加する必要があります。  

*注意: SharePoint 2010 で SharePoint Search Service Application をバックアップするには、

SharePoint Server Search 14 サービスを開始するユーザー (ログオン ユーザー) を該当マシンの 

Administrators グループに追加する必要があります。SharePoint 2013 および SharePoint 2016 

では、SharePoint Search Host Controller サービスを開始するユーザー (ログオン ユーザー) を該当

マシンの Administrators グループに追加する必要があります。ローカル管理者と同様の権限を構成するに

は、以下のセクションを参照してください。 

• HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\VSS\Diag 

に対するフル コントロール 

• HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\VSS\VssA

ccessControl (値のデータ が 1 に設定必要) に対するフル コントロール 

• 次のローカル グループのメンバー:Distributed COM Users、Certificate Service 

DCOM Access、WSS_WPG(default) 

• ログオン ユーザーに対して、COM セキュリティへのアクセス、起動、アクティブ化を許可する 

*注意: これらの権限をログオン ユーザーに追加した後、サービスを再起動します。 

FAST Search Server で構成されたエージェント アカウント 

 ローカル システム権限 
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• 次のローカル グループのメンバー: 

 Administrators 

 FASTSearchAdministrators (この権限は、Fast Search 管理 サーバー

で構成されたエージェント アカウントにのみ必要です) 

 SQL Server  

• SQL Server の public サーバー ロール （この権限は、Fast Search 管理 サーバーで

構成されたエージェント アカウントにのみ必要です） 

インデックス サーバーで構成されたエージェント アカウント 

インデックス コンポーネントが存在するサーバーで構成されたエージェント アカウントはローカル 

Administrators グループのメンバーである必要があります。 

SQL Server で構成されたエージェント アカウント 

 ローカル システム権限 

• Backup Operators  

• IIS WPG (IIS 6.0 の場合) または IIS IUSRS (IIS 7.0 の場合) 

• Performance Monitor Users 

• DocAve Users  

• DoAve エージェント サービス のログオン ユーザー 

• リストア元とリストア先両方のデータベース ファイルのディレクトリに対する フル コントロール 

*注意: InstaMount を有効化できるユーザーはローカル Administrators グループのメ

ンバーである必要があります。 

 SQL Server 権限 

• master データベースの db_owner データベース ロール 

• バックアップ プランに含まれているすべてのデータベースの db_owner データベース ロール 

• SQL Server の dbcreator サーバー ロールおよび processadmin 権限 

• SQL Server の サーバーの制御 データベース権限 
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*注意: TDE で暗号化されている証明書をバックアップ・リストアするユーザーは 

securityadmin サーバー ロールを持っている必要があります。 

SQL ログインをリストするユーザーは securityadmin サーバー ロールを持っている必要が

あります。 

*注意: プラットフォーム最小単位リストア ジョブを実行するユーザーが、プラットフォーム バック

アップ ジョブを実行したユーザーと異なる場合、プラットフォーム最小単位リストアを実行するユ

ーザーはリストア先 SQL Server の sysadmin データベース ロールを持っている必要があ

ります。 

別の場所へのデータベース レベルのプラットフォーム リストア ジョブを実行するユーザーは、

SQL Server の sysadmin データベース ロールを持っている必要があります。 

別のファームの SQL Server を使用しているステージング ポリシーを使用して、元の場所への

プラットフォーム リストア ジョブを実行するユーザーは、ステージング ポリシーに使用されている 

SQL Server の sysadmin データベース ロールを持っている必要があります。 

*注意: ファイル シェア ディレクトリ内のファイルをバックアップ・リストアするには、エージェント ア

カウントがファイル シェア ディレクトリの 読み取り および 書き込み 権限を持っており、かつファ

イル シェア サーバー上のローカル Administrators グループのメンバーである必要がありま

す。 

SQL Server で構成された SQL Server Service アカウント 

SQL Server で構成された SQL Server Service アカウントは、コントロール パネル > エージェント モニ

ター > 構成 で構成された 一時バッファ への 読み取り および 書き込み 権限を持っている必要があります。 

Hyper-V にホストされている VM で構成されたエージェント アカウント 

1. ローカル システム権限: 

• ローカル Administrators グループのメンバー  

2. Hyper-V VM 権限: 

• 指定の VM が保存されているフォルダーに対するフル コントロール 
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• すべての仮想ハード ディスクに対するフル コントロール 

ESX/ESXi または vCenter にホストされている VM で構成されたエージェ

ント アカウント 

ローカル システム権限 

• ローカル Administrators グループのメンバー  

ESX/ESXi または vCenter ホスト サーバーで構成されたホスト プロファイ

ル エージェント 

ESX/ESXi または vCenter ホスト サーバーへの接続に使用するホスト プロファイルに入力したアカウントは、

ESX/ESXi または vCenter ホスト サーバーの 管理者 ロールを持っている必要があります。 

*注意: ユーザーが ESX/ESXi または vCenter ホスト サーバーの管理者ロールを持っていない場合、このユ

ーザーには最低限、以下の表内の権限が有効になっているロールが割り当てられていることを確認してください。  

権限 

データストア 領域の割り当て 

データストアの参照 

下位レベル ファイルの操作 

ファイルの削除 

フォルダー フォルダーの作成 

リソース リソース プールへの ｖApp の割り当て 

リソース プールへの仮想マシンの割り当て 

リソース プールの作成 

vApp 

 

 

仮想マシンの追加 

リソース プールの割り当て 

vApp の割り当て 

作成 

vApp アプリケーションの構成 

vApp インスタンスの構成 

ネットワーク  ネットワークの割り当て 

仮想マシン 構成 
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権限 

 相互作用 質問の回答 

CD メディアの構成 

フロッピー メディアの構成 

デバイス接続 

パワーオン 

パワーオフ 

インベントリ 新規作成 

登録 

削除 

未登録 

スナップショット管理 スナップショットの作成 

スナップショットの削除 

プロビジョニング 

 

ディスク アクセスの許可 

読み取り専用ディスク アクセス

の許可 

仮想マシン ダウンロードの許

可 

ゲストの操作 ゲスト操作の変更 

ゲスト操作プログラムの実行 

ゲスト操作のクエリ 

アクセス許可 権限の変更 

ロールの変更 

アラーム アラームの作成 

アラーム アクションの無効化 

ホスト インベントリ クラスターの変更 

データストア クラスター データストア クラスターの構成 

グローバル DisableMethods 

EnableMethods 

ライセンス 
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ローカル システム権限 

以下のローカル システム権限は、DocAve 6 のインストール中に自動的に構成されます。ユーザーは次のロー

カル グループのメンバーとなります。 

• IIS WPG (IIS 6.0) または IIS IUSRS (IIS 7.0) 

• Performance Monitor Users 

• DocAve Users (このグループは DocAve によって自動的に作成され、次の権限を持ちま

す): 

 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AvePoint\DocAve6 レジストリに

対するフル コントロール 

 HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Eve

ntlog レジストリに対するフル コントロール  

 通信証明書に対するフル コントロール 

 バッチ ジョブとしてログオン 権限 (コントロール パネル > 管理ツール > ローカル 

セキュリティ ポリシー > セキュリティの設定 > ローカル ポリシー > ユーザー権利

の割り当て で確認可能) 

 DocAve エージェント インストール ディレクトリに対するフル コントロール権限 

Hyper-V ホスト サーバーに対応するオペレーティング システム 

VM バックアップ & リストアは Hyper-V ホスト サーバーに対して、以下の英語オペレーティング システム エディ

ションに対応しています。 

• Windows Server 2008 R2 

• Windows Server 2012 

• Windows Server 2012 R2 

• Microsoft Hyper-V Server 2012 R2 

• Windows Server 2016 
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*注意: Hyper-V ホスト サーバーのオペレーティング システムが Windows Server 2016 である場合、

プラットフォーム バックアップは Hyper-V フェールオーバー クラスター内の VM をバックアップする際に共有ディス

ク VHDS ファイルをバックアップすることができません。 

*注意: Hyper-V ホスト サーバーのオペレーティング システムが Windows Server 2008 R2 または 

Windows server 2012 である場合、このホスト サーバー上の VM がバックアップ プロセス中に正常に機

能することを確保するため、以下の要件を確認する必要があります。 

• Hyper-V VM に対して バックアップ (ボリューム スナップショット) サービスが提供されてい

る 

• Hyper-V VM のオペレーティング システムは VSS スナップショットに対応する 

• Hyper-V VM 内の Hyper-V ボリューム シャドウ コピー リクエスター サービスはバックア

ップ プロセス中に実行している 

対応する ESXi ホスト サーバー バージョン 

VM バックアップ & リストアは以下の ESXi ホスト サーバー バージョンに対応しています。 

• VMware ESXi 5.0 

• VMware ESXi 5.5 

• VMware ESXi 6.0 

対応する vCenter ホスト サーバー バージョン 

VM バックアップ & リストアは以下の vCenter ホスト サーバー バージョンに対応しています。 

• VMware vCenter server 5.5 

• VMware vCenter server 6.0 
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DocAve 6 プラットフォーム バックアップ & リストアに対応するハー

ドウェア 

Windows Storage Server 2008 R2 Enterprise、Dell EqualLogic FS7500、HP 3PAR、

NetApp Data ONTAP に対応しています。 

ヘルス アナライザー 

DocAve プラットフォーム バックアップ & リストアを正しく使用するために、ヘルス アナライザーを使用して必要

な前提条件を確認することが推奨されています。  

*注意: ヘルス アナライザーを使用できるのは DocAve Administrators グループ内のユーザーのみです。 

*注意: SharePoint アプリをバックアップ･リストアしない場合、エージェント アカウントが SharePoint シス

テム アカウントになることはできない ルールを無視することができます。 

ヘルス アナライザー の詳細については、DocAve 6 インストール ガイド を参照してください。 

  

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/DocAve_6_Installation_Guide.pdf


26  

 
DocAve 6: プラットフォーム バックアップ & リストア 

 

はじめに 

プラットフォーム バックアップ & リストアを開始するための重要情報については、以下のセクションを参照してくだ

さい。 

プラットフォーム バックアップ & リストアの開始 

プラットフォーム バックアップ & リストアの起動および使用については、以下の説明を参照してください。 

1. DocAve にログインします。既にログインしている場合、DocAve タブをクリックします。 

2. [DocAve] タブから、[データ保護] をクリックします。バックアップ モジュールが表示されます。 

3. [プラットフォーム バックアップ & リストア] をクリックして、モジュールを開始します。  

 

図 1: DocAve モジュール起動ウィンドウ 
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ユーザー インターフェイスの概要 

プラットフォーム バックアップ & リストアのユーザー インターフェイスは、[バックアップ] タブをアクティブ化すること

でアクセス可能になります。このタブにお使いのファーム環境が表示され、ここからプラットフォーム バックアップ & 

リストア機能のリストにすばやくアクセスすることができます。  

 

図 2: プラットフォーム バックアップ & リストアのユーザー インターフェイス 

 リボン には、選択したノードに対して実行可能なアクションおよびウィザードが表示されます。

SharePoint ツリーでの選択によって、表示される内容が変わります。 

 ワークスペース 画面には、DocAve 製品で実行する操作の構成中に使用するすべてのフォーム ベ

ースのコンテンツが表示されます。 

*注意: メンテナンス ジョブは [バックアップ] または [リストア] タブの ダッシュボード で計算されません。  
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DocAve のナビゲート 

DocAve は Windows の多くの製品と類似した外観と使用感を持ち、直感的に使用することができます。

DocAve 製品にはウィンドウやポップアップ表示、メッセージなどが多く存在しますが、これらの表示は同様の特

徴を持ち、同じ方法でナビゲートすることができます。 

以下は DocAve ウィンドウの例です。使いやすい、動的なリボンおよび検索可能なコンテンツ リスト ビューが表

示されています。   

 

図 3: DocAve のナビゲート 

1. リボン タブ - DocAve ウェルカム ページに、またはアクティブなモジュール内部で移動します。  

2. リボン パネル - アクティブな DocAve モジュールの機能にアクセスします。  

3. 列の管理 ( ) – リストに表示する列を管理します。列の管理ボタン ( ) をクリックして、ドロップダウ

ン リストで列名の隣のチェックボックスを選択します。  

4. 列をフィルターする ( ) - リスト ビュー内の情報をフィルターします。列をフィルターする ( ) ボタンを

クリックして、列名の隣のチェックボックスを選択します。 
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5. 列を隠す ( ) – 選択した列を非表示にします。  

6. 検索 - リスト ビュー画面でキーワードまたは語句を検索します。検索範囲として すべてのページを検

索 もしくは 現在のページを検索 を選択することができます。  
*注意: 検索において、大文字と小文字の区別はありません。  

7. 管理パネル - DocAve モジュールで実行可能なコンテンツを表示します。 
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デバイスの構成とストレージ ポリシーの設定 

プラットフォーム バックアップ & リストアを使用してバックアップ ジョブを実行するためには、まず 1 件以上の物理

デバイスを構成してからストレージ ポリシーを設定する必要があります。 

DocAve には、バックアップ データの保存時に複数のストレージ ドライブを単一の論理単位として扱う機能が

あります。これにより小容量のドライブを複数統合することができるため、大容量のバックアップ プランを処理する

場合に便利です。バックアップ プランを作成する前に、論理ドライブを定義する必要があります。 

プラットフォーム バックアップ & リストアは以下のデバイスを書き込むことができます。  

• ネットシェア 

• FTP  

• Amazon S3 

• AT&T Synaptic 

• Caringo ストレージ 

• DELL DX ストレージ 

• EMC Atmos 

• EMC Centera 

• HDS Hitachi コンテンツ プラットフォーム 

• Rackspace Cloud File 

• TSM 

• IBM Storwize ファミリー 

• IBM Spectrum Scale オブジェクト 

• Microsoft Azure ストレージ 

デバイスの定義およびストレージ ポリシーの設定については、DocAve 6 コントロール パネル ユーザーガイド を

参照してください。  

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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*注意: 物理デバイスのストレージ タイプがネットシェアまたは IBM Storwize ファミリーである場合、パフォーマ

ンスを保持するため、論理デバイスのデータ ストレージ タイプとして並行ストレージ デバイスを使用し、バックアッ

プ データを保存します。 
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ステージング ポリシーについて 

ステージング ポリシーは、バックアップ･メンテナンス･リストアの処理中に作成される一時データベースの保存場

所を指定します。 InstaMount を使用せずにプラットフォーム最小単位レベル リストアを実行する場合、デー

タはまず SQL 内の一時データベースへリストアされます。リストア先となる SQL サーバーの空き容量が不足し

ている場合、ステージング ポリシーを構成することができます。これにより、必要な一時データベースはステージン

グ ポリシーで構成された SQL サーバーに保存されます。InstaMount を使用してプラットフォーム最小単位レ

ベル リストアを実行する場合、ステージング ポリシーで入力された SQL サーバーは InstaMount 一時データ

ベースの保存に使用されます。 

ステージング ポリシーの使用に関する詳細については、次のシナリオを参照してください。  

シナリオ 1 – バックアップ ジョブ中に最小単位インデックスを生成する オプションが有効になっているプラット

フォーム バックアップ ジョブの例です。最小単位リストアで使用されるバックアップ データ インデックスは、

InstaMount 一時データベースから生成されます。 

• ステージング ポリシーがバックアップ ジョブで選択されている場合、ステージング ポリシーに入力

された SQL サーバーで InstaMount 一時データベースが作成されます。 

• ステージング ポリシーがバックアップ ジョブで選択されていない場合、データがバックアップされる 

SQL サーバーで InstaMount 一時データベースが作成されます。 

シナリオ 2 – 最小単位インデックスを生成する または データベース バックアップ データを確認する オプショ

ンが有効になっており、InstaMount に対してカスタム SQL サーバーを選択するプラットフォーム メンテナンス 

ジョブの例です。 

• リモート SQL Server オプションを選択してステージング ポリシーを選択する場合、ステージ

ング ポリシーに入力された SQL サーバーで InstaMount 一時データベースが作成されま

す。 

• バックアップに使用する SQL Server オプションを選択する場合、データがバックアップされ

る SQL サーバーで InstaMount 一時データベースが作成されます。 

シナリオ 3 – InstaMount でインデックスを参照するプラットフォーム最小単位リストア ジョブの例です。最小

単位コンテンツをリストアする データの選択 ステップで、InstaMount で生成されたインデックスを使用してバッ

クアップ データ ツリーを参照します。 
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• InstaMount でインデックスを参照する際にステージング ポリシーが選択されている場合、ス

テージング ポリシーで指定されている SQL サーバーで InstaMount 一時データベースが作

成されます。 

• InstaMount でインデックスを参照する際にステージング ポリシーが指定されていない場合、

データが DocAve によってバックアップされる元の SQL サーバーで InstaMount 一時デー

タベースが作成されます。 

シナリオ 4 – InstaMount の使用 オプションが有効になっているプラットフォーム最小単位リストアジョブの

例です。InstaMount 一時データベースは、最小単位コンテンツのリストアに使用されます。 

• リストア ジョブを実行する際にステージング ポリシーが選択されている場合、ステージング ポリ

シーに入力した SQL サーバーで InstaMount 一時データベースが作成されます。 

• リストア ジョブを実行する際にステージング ポリシーが選択されていない場合、リストア先の 

SQL サーバーで InstaMount 一時データベースが作成されます。 

次の場合には、InstaMount 一時データベースを既定の SQL サーバーに保存することはできません。プラット

フォーム バックアップ & リストア ジョブを正しく実行するには、以下の場合にステージング ポリシーを使用する必

要があります。 

• リストアするファームの  SQL サーバーが破損している  

• リストア先の SQL サーバーに対して適切な権限を持っていない 

• SQL サーバーに一時データベースを保存する空き容量が不足している  

ステージング ポリシーの構成 

ステージング ポリシーを構成するには、以下の説明を参照してください。 

 [バックアップ] または [リストア] タブの 設定 グループで [ステージング ポリシー] をクリックします。

ステージング ポリシーの構成 ウィンドウが表示されます。  

 [管理] グループから [作成] をクリックします。ステージング ポリシーの構成 ページが表示されます。

以下の設定を構成します。 

 ステージング ポリシー名 – ステージング ポリシーの 名前 と 説明 (必須ではありません) を

入力します。 
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 SQL エージェント名とインスタンス名 – SQL エージェント名 (SQL サーバー データベース

にインストールされた DocAve エージェント) を選択します。SQL インスタンス名 (一時デー

タベースの保存先) を選択します。 

 SQL エージェント名 – SQL データベース サーバーにインストールされているすべての 

DocAve エージェントがドロップダウン ボックスに一覧表示されます。  

 SQL インスタンス名 – DocAve エージェントがインストールされている SQL サーバ

ー データベースのすべてのインスタンスが、ドロップダウン ボックスに一覧表示されます。 

 データベース アクセス証明書 – データベースの作成に使用する認証方法を選択します。 

 Windows 認証 (推奨) (既定のオプション) – ユーザー ID が Windows によっ

て認識される場合、この方法を使用します。 

 SQL 認証 – 入力した管理アカウントによって SQL サーバーが直接ユーザー ID を

認識します。アカウントを SQL サーバーの sysadmin ロールに追加しておく必要が

あります。 

[検証テスト] をクリックして、SQL サーバーへのアクセスを確認します。 

 一時データベースの構成 – 一時データベースの構成を設定します。 

o 最小空き容量 – データベース ファイルの保存先とログ ファイルの場所の最小空き容

量を入力します。ジョブの開始前に、入力したアカウントが適切な場所に存在すること

を確認します。入力した最小空き容量が場所にジョブの開始前に確保されていない

場合、または一時データベースが入力した場所に保存された後に、入力した数値が

存在しなくなった場合、該当するジョブは失敗します。 

o 一時データベースのファイル場所 – 一時データベースのデータ ファイル (.mdf) を

保存する SQL サーバーのローカル パスを入力します。パスの形式は C:\data で

す。既定の場所は、SQL Server のデータベース データの既定となっている場所で

す。例: C:\Program Files\Microsoft SQL 

Server\MSSQL10_50.MSSQLSERVER\MSSQL\Data 

o 一時ログ ファイルの場所 – 一時データベースのログ ファイル (.ldf) を保存する 

SQL サーバーのローカル パスを入力します。パスの形式は C:\data です。既定の

場所は、SQL Server のデータベース ログの既定となっている場所です。例: 

C:\Program Files\Microsoft SQL 

Server\MSSQL10_50.MSSQLSERVER\MSSQL\Data 
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*注意: クラスター化された SQL Server インスタンスに対して、一時データベース フ

ァイルおよびログ ファイルの場所はこのクラスターのすべてのノードに共有する必要があ

ります。 
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操作コマンドについて 

バックアップ スナップショット作成およびプラットフォーム リストア ジョブの前後に、操作の開始前にコマンド プロフ

ァイルを自動的に実行するか、操作の完了後に実行するかを選択することがあります。操作コマンド 機能は、

定義済みスクリプトを使用して高度な機能を実現することができます。プラットフォーム バックアップ プランまたは

プラットフォーム リストア ウィザードの構成時、コマンド プロファイルを選択して、バックアップ スナップショット作成

またはリストア ジョブの前後に複数の高度機能を実現することができます。 

スクリプト プロファイルの構成 

バックアップ スナップショット作成またはリストアの前後に、定義済みスクリプトを使用してスクリプト プロファイルを

作成･管理し、高度機能を実行します。 

スクリプト プロファイルを構成する方法については、以下の説明を参照してください。 

 操作コマンド 画面で、[スクリプト プロファイル] ボタンをクリックし、[作成] をクリックしてスクリプト プ

ロファイルを作成します。  

 ポップアップ ウィンドウで、スクリプト プロファイル名 フィールドにプロファイル名と説明 (必須ではありま

せん) を入力します。 

 操作のタイミング – ドロップダウン リストからこのスクリプトを実行するタイミングを選択します。  

• バックアップ スナップショットの作成前 – スクリプトはバックアップ スナップショットの作成前に

実行されます。 

• バックアップ スナップショットの作成後バックアップ スナップショットの作成後 – スクリプトはバッ

クアップ スナップショットの作成後に実行されます。 

• データのリストア前 – スクリプトは、プラットフォーム リストア ジョブでリストア プロセスの開始前

に実行されます。 

• データのリストア後 – スクリプトは、プラットフォーム リストア ジョブでリストア プロセスの完了後

に実行されます。 

 エージェントの選択 – ドロップダウン リストからスクリプトの実行先となるエージェントを選択します。 

*注意: 実行するスクリプトは、定義済みであり、かつ選択したエージェントに保存されている必要があり

ます。 
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 スクリプト ファイル – 選択したエージェント上の 

…\AvePoint\DocAve6\Agent\data\SP2010\Platform\Scripts ディレクトリに保存され

ているすべてのスクリプト ファイル (.bat、.ps1、.exe) が読み込まれます。 ドロップダウン リストから実

行するスクリプト プロファイルを選択します。  

 プロバイダー – このフィールドは、操作のタイミング として データのリストア前 または データのリスト

ア後 を選択する場合にのみ使用可能です。スクリプトの実行に使用するプロバイダーを選択します。 

 DocAve はスクリプトが完了するまで待機する必要がありますか? – はい を選択すると、

DocAve はスクリプトが完了するまで待機します。その必要がない場合は、いいえ を選択します。い

いえ を選択した場合、スクリプトは選択した操作のタイミングで実行されます。 

プラットフォーム バックアップ & リストアは、バックアップ･リストア ジョブ レポートにスクリプト プロセス状態

を説明するメッセージを更新します。ジョブ レポート内のスクリプト状態が スキップ である場合 (スクリ

プト実行が完了していないことを意味します)、DocAve はスクリプト操作の完了まで影響を与えませ

ん。はい を選択した場合、DocAve プロセスおよびスクリプト プロセスは選択した操作のタイミング後

に実行されます。DocAve プロセスはスクリプトの完了後にも引き続き実行されます。  

 セッション タイムアウト – はい を選択してスクリプトの実行中に DocAve を待機させる場合、セッシ

ョン タイムアウト値を指定します。スクリプト プロセスが構成された期間中に完了しない場合は、自動

的に終了されます。  

• 制限時間なし – スクリプトは完了するまで中断されません。 

• 次の時間経過以降: _ 分 / 時間 – 実行時間が構成された期間を超過する場合、スクリ

プトが停止されます。 

 [OK] をクリックして、構成されたスクリプト プロファイルを保存します。保存しない場合は、[キャンセ

ル] をクリックして、スクリプト プロファイルの管理画面に戻ります。 

スクリプト プロファイルの管理 

作成されたスクリプト プロファイルは、操作コマンド ウィンドウで管理することができます。バックアップ または リ

ストア タブで、設定 グループ内の [操作コマンド] をクリックすると、操作コマンド ウィンドウが表示されます。す

べての作成済み コマンド プロファイル はメイン表示画面に表示されます。リボン上で [スクリプト プロファイ

ル] をクリックして、すべての構成済みスクリプト プロファイルを表示します。 

この画面で、ページ毎のスクリプト プロファイルの表示件数を変更することができます。ページ毎のスクリプト プロ

ファイルの表示件数を変更するには、右下隅にある 行の表示 ドロップダウン メニューから希望の件数を選択し
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ます。 スクリプト プロファイルを並べ替えるには、名前、説明、スクリプト ファイル、操作のタイミング、エージェ

ント などの列見出しをクリックします。 

スクリプト プロファイルを管理するには、リボンから以下のアクションを実行します。 

• 作成 – リボン上で [作成] をクリックして、スクリプト プロファイルを作成します。 

• 編集 – スクリプト プロファイルを選択してリボン上で [編集] をクリックし、選択したスクリプト 

プロファイルの構成を変更します。設定を変更して [OK] をクリックし、変更を保存することが

できます。変更を保存しない場合は [キャンセル] をクリックします。 

• 削除 - 削除するスクリプト プロファイルを選択して、リボン上で [削除] をクリックします。削除

を確認するポップアップ ウィンドウが表示されます。[OK] をクリックして、選択したスクリプト プ

ロファイルを削除します。削除しない場合は [キャンセル] をクリックします。 

コマンド プロファイルの構成 

コマンド プロファイルを作成･管理して、含まれるスクリプトの実行方法を構成します。コマンド プロファイルを構

成する方法については、以下の説明を参照してください。 

 操作コマンド ウィンドウで、[コマンド プロファイル] ボタンをクリックして、[作成] をクリックしてコマンド 

プロファイルを作成します。 

 ポップアップ ウィンドウで、コマンド プロファイル名 フィールドにプロファイル名と説明 (必須ではありませ

ん) を入力します。 

 コマンドの処理 – 含まれるスクリプト プロファイルを実行するタイプを選択します。含まれるスクリプトを

順次に実行するには、順次 を選択します。含まれるスクリプトを並行して実行するには、並行 を選択

します。 

*注意: スクリプトを実行する方法として 順次 を選択する場合、実行するスクリプトのリスト 表で実

行されるスクリプトの順序を定義することができます。順序 列で、ドロップダウン リストから必要に応じて

該当するスクリプト プロファイルの序数を選択します。 

 スクリプト プロファイルの追加 – 使用する作成済みスクリプト プロファイルをコマンド プロファイルに追

加します。左側の表でスクリプト プロファイルを選択します (複数選択可能)。[>>] をクリックして、ス

クリプト プロファイルを右側の表に追加します。[<<] をクリックして、表からコマンド プロファイルに追加

した選択済みスクリプト プロファイルを削除します。 
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 新しいスクリプト プロファイルを作成して現在のコマンド プロファイルに追加するには、[新しいスクリプト 

プロファイルの作成] リンクをクリックします。スクリプト プロファイル設定を構成して、プロファイルを保存

します。詳細については、スクリプト プロファイルの構成 を参照してください。 

 [OK] をクリックして、構成をコマンド プロファイルに保存します。保存しない場合、[キャンセル] をクリ

ックしてコマンド プロファイルの管理表に戻ります。 

コマンド プロファイルの管理 

作成済みコマンド プロファイルに対して、操作コマンド ウィンドウで管理することができます。バックアップ または 

リストア タブで、設定 グループ内の [操作コマンド] をクリックすると、操作コマンド ウィンドウが表示されます。

すべての作成済み コマンド プロファイル がメイン表示画面に表示されます。既に 操作コマンド 画面に移動

した場合、リボン上で [コマンド プロファイル] をクリックして、すべての構成済みスクリプト プロファイルを表示し

ます。この画面で、ページ毎のコマンド プロファイルの表示件数を変更することができます。ページ毎のコマンド プ

ロファイルの表示件数を変更するには、右下隅にある 行の表示 ドロップダウン メニューから希望の件数を選択

します。 コマンド プロファイルを並べ替えるには、名前、説明、タイプ などの列見出しをクリックします。 コマンド 

プロファイルを管理するには、リボンから以下のアクションを実行します。 

• 作成 – リボン上で [作成] をクリックして、コマンド プロファイルを作成します。 

• 編集 – コマンド プロファイルを選択してリボン上で [編集] をクリックし、選択したコマンド プロ

ファイルの構成を変更します。設定を変更して [OK] をクリックし、変更を保存することができ

ます。変更を保存しない場合は [キャンセル] をクリックします。 

• 削除 - 削除するコマンド プロファイルを選択して、リボン上で [削除] をクリックします。削除を

確認するポップアップ ウィンドウが表示されます。[OK] をクリックして、選択したコマンド プロフ

ァイルを削除します。削除しない場合は [キャンセル] をクリックします。 
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VM スクリプト プロファイルについて 

スクリプトを構成し、サード パーティ ツールを使用して VM バックアップ･VM リストアを実行することができます。

VM スクリプト プロファイル 機能では、DocAve を使用せず、選択したエージェントでユーザー定義のスクリプ

トを実行して VM をバックアップ･リストアすることができます。  

VM スクリプト プロファイルの構成 

VM スクリプト プロファイルを作成･構成して、サード パーティ ツールを使用して定義済みスクリプトで VM バッ

クアップ･VM リストアを実行します。作成された VM スクリプトは、VM バックアップ･VM リストアのバックアップ 

プランまたはファームの再構築ウィザードに使用することができます。 

VM スクリプト プロファイルを構成する方法については、以下の説明を参照してください。 

 バックアップ または リストア タブで、[VM スクリプト プロファイル] ボタンをクリックして、[作成] をク

リックしてスクリプト プロファイルを作成します。  

 ポップアップ ウィンドウで、プロファイル名 フィールドにプロファイル名と説明 (必須ではありません) を入

力します。 

 操作のタイミング – ドロップダウン リストからこのスクリプトを実行するタイミングを選択します。  

• VM バックアップ – スクリプトを実行して、スクリプト ファイルで指定された VM をバックアップ

します。 

• VM リストア – ファームの再構築中にスクリプトを実行して、スクリプト ファイルで指定された 

VM をリストアします。 

 エージェントの選択 – ドロップダウン リストからスクリプトの実行先となるエージェントを選択します。 

*注意: 実行するスクリプトは、定義済みであり、かつ選択したエージェントに保存されている必要があり

ます。  

 スクリプトの選択 – 選択したエージェント上の 

…\AvePoint\DocAve6\Agent\data\SP2010\Platform\Scripts ディレクトリに保存され

ているすべてのスクリプト ファイル (.bat、.ps1、.exe) が読み込まれます。 ドロップダウン リストから実

行するスクリプト プロファイルを選択します。[更新] をクリックして選択したエージェントのディレクトリ配

下のスクリプトを再読み込みます。 
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 [保存] をクリックして構成済み VM スクリプト プロファイルを保存します。[キャンセル] をクリックして 

VM スクリプト プロファイルの管理画面に戻ります。 

VM スクリプト プロファイルの管理 

VM スクリプト プロファイル ウィンドウで、作成済み VM スクリプト プロファイルを管理することができます。バッ

クアップ または リストア タブで、リボン上で [VM スクリプト プロファイル] をクリックすると、VM スクリプト プ

ロファイル ウィンドウが表示されます。  

この画面で、ページ毎の VM スクリプト プロファイルの表示件数を変更することができます。ページ毎の VM ス

クリプト プロファイルの表示件数を変更するには、右下隅にある 行の表示 ドロップダウン メニューから希望の件

数を選択します。 VM スクリプト プロファイルを並べ替えるには、名前、説明、スクリプト ファイル、操作のタイ

ミング、エージェント などの列見出しをクリックします。 

スクリプト プロファイルを管理するには、リボンから以下のアクションを実行します。 

• 作成 – リボン上で [作成] をクリックして、VM スクリプト プロファイルを作成します。 

• 編集 – VM スクリプト プロファイルを選択してリボン上で [編集] をクリックし、選択したスクリ

プト プロファイルの構成を変更します。設定を変更して [OK] をクリックし、変更を保存するこ

とができます。変更を保存しない場合は [キャンセル] をクリックします。 

• 削除 - 削除する VM スクリプト プロファイルを選択して、リボン上で [削除] をクリックします。

プロファイルが現在使用中である場合、削除不可を通知するポップアップ ウィンドウが表示され

ます。  
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移行ツールについて 

DocAve 移行ツールを使用して、移行元ストレージ場所からローカル ストレージ システムへ SQL Server デ

ータベースおよびインデックスを移行し、データベース ファイルおよびログ ファイルを個別のローカル パスに分けま

す。 

データベースの移行 

データベースの移行 ツールは SharePoint データベースをローカル移行先に移行します。移行可能なデータ

ベースには、SharePoint 構成データベース、Service Application データベース、Web アプリケーション デ

ータベースなどが含まれます。  

*注意: データベースの移行 ツールは、システム データベース、AlwaysOn 可用性グループ内のデータベー

ス、SQL ミラーリング データベースの移行には対応していません。 

*注意: データベースは移行プロセス中、使用できなくなります。 

データベースの移行 ツールにアクセスするには、バックアップ タブで 移行ツール グループ内の [データベース

の移行] をクリックします。データベースの移行 ツールを使用する方法については、以下の説明を参照してくだ

さい。 

 データベースの移行 - 以下の説明を参照してください。 

 エージェントの選択 ドロップダウン リストからエージェントを選択して、選択したエージェント サ

ーバー上のデータベースを移行します。  

 [次へ] をクリックすると、データベースの関連付け ページが表示されます。 

 データベースの関連付け - 以下の説明を参照してください。 

 移行するデータベースまたはデータベース ファイルの隣にあるチェックボックスを選択します。To 

フィールドが使用可能になります。 

 To ドロップダウン リストからディスクを選択します。  

 データベース ファイルの保存先となる移行先パスを入力します。選択したデータベースは 

From に表示される場所から To フィールドに入力されたパスへ移行されます。  
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 [次へ] をクリックします。アクティブな接続 ページが表示されます。 

 アクティブな接続 - 以下の説明を参照してください。 

 [次へ] をクリックします。選択したデータベースのアクティブな接続の中、移行の開始後に切

断されるすべての接続を通知するポップアップ ウィンドウが表示されます。ジョブの完了時ま

で、データベースを使用することはできません。 

 [OK] をクリックします。通知 ページが表示されます。 

 通知 - 以下の説明を参照してください。 

 ユーザーにデータベースの移行ジョブを通知するには、プロファイルの選択 ドロップダウン リスト

から構成済み通知プロファイルを選択するか、[通知プロファイルの新規作成] リンクをクリッ

クして新しいメール通知プロファイルを作成します。 

 [表示] をクリックすると、選択した通知プロファイルの詳細構成が表示されます。  

 [開始] をクリックして、データベースの移行ジョブを開始します。 

インデックスの移行 

インデックスの移行 ツールは、SharePoint Foundation ヘルプ検索 インデックスおよび Search 

Service Application インデックスのローカル移行先への移行に使用されます。 

1. [バックアップ] タブで、移行ツール グループの [インデックスの移行] をクリックします。インデックスの

移行 画面が表示されます。 

2. インデックスの移行 - 以下の説明を参照してください。 

 ファームの選択 フィールドで、移行する SharePoint インデックスを含むファームを選択しま

す。インデックスの移行 ツールが SharePoint Foundation ファームのインデックス ファイル

の移行に対応していないため、SharePoint Foundation ファームはドロップダウン リストで

読み込まれません。 

 エージェント グループ フィールドで、負荷分散およびパフォーマンス向上のため、ドロップダウン 

リストからエージェント グループを選択してインデックスの移行ジョブを実行します。 

 [次へ] をクリックします。インデックスの関連付け ページが表示されます。 
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3. インデックスの関連付け - 以下の説明を参照してください。 

 移行するインデックスのチェックボックスを選択します。To フィールドが使用可能になります。  

 To ドロップダウン リストからディスクを選択します。選択したインデックスは From に表示され

る場所から To フィールドに入力されたパスへ移行されます。  

 [次へ] をクリックします。通知 ページが表示されます。 

4. 通知 - ユーザーにインデックスの移行ジョブを通知するには、以下の説明を参照してください。 

 プロファイルの選択 ドロップダウン リストから構成済み通知プロファイルを選択するか、[通知

プロファイルの新規作成] リンクをクリックして新しいメール通知プロファイルを作成します。  

 [表示] をクリックすると、選択した通知プロファイルの詳細構成が表示されます。 

5. [開始] をクリックして、インデックスの移行ジョブを開始します。 
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バックアップ タイプの概要 

DocAve プラットフォーム バックアップ & リストアでは、Microsoft Volume Shadow Copy Services 

(VSS) を使用してスナップショット (VSS シャドウ コピー ) を生成し、SharePoint ファームを保護します。バッ

クアップ スケジュールを構成する、またはバックアップ プランを実行する際に選択できるバックアップ タイプは、完

全、増分、差分 です。 

*注意: Microsoft Volume Shadow Copy Services (VSS) の既知問題により、プラットフォーム バック

アップは名前が先頭のスペース･末尾のスペース･印刷不可能な文字を含むデータベースのバックアップに対応し

ていません。詳細については、Backing up a SQL Server database using a VSS backup 

application may fail for some databases の Microsoft 記事を参照してください。  

*注意: ESX/ESXi または vCenter にホストされている VM は 完全バックアップ･増分バックアップ･差分

バックアップ に対応していますが、Hyper-V にホストされている VM は 完全バックアップ のみに対応してい

ます。バックアップ ジョブのタイプが 増分バックアップ または 差分バックアップ に設定された場合、Hyper-V 

にホストされている VM で完全バックアップを実行するかどうかを選択することができます。 

完全 – トランザクション ログをはじめ、選択されたコンテンツを毎回すべてバックアップします。このオプションは最

も多くのストレージ空き容量を必要とします。お使いの SharePoint の環境によっては、各バックアップ ファイル

のサイズが非常に大きくなることがあります。増分または差分バックアップと異なり、完全バックアップはそれぞれ独

立しており、他のバックアップ データ ファイルに依存しません。ただし、各バックアップが総合的なものであるため、

完全バックアップ ジョブは実行に最も時間がかかるオプションとなります。  

増分 – トランザクション ログのみをバックアップするため、作成されるバックアップ ファイルのサイズは大幅に小さく

なります。なお、増分バックアップは、トランザクション ログの切り捨てを行う唯一のバックアップ オプションです。切

り捨て機能をトリガーするには、SP2010PlatformConfiguration.xml 構成ファイルを編集します。詳

細については、トランザクション ログの縮小 を参照してください。 

完全または差分バックアップよりも必要な空き容量は少なくなります。増分バックアップでは実行時間も削減でき

るため、バックアップ全体の時間を短縮することができます。ただし、増分バックアップから直近の SharePoint 

データをすべて復旧する場合は、完全バックアップ サイクル内の最新完全バックアップが使用可能である必要が

あることに注意してください。 

https://support.microsoft.com/ja-jp/kb/2014054
https://support.microsoft.com/ja-jp/kb/2014054
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前の増分バックアップを基に増分バックアップを行う場合、前の増分バックアップが使用できる状態である必要が

あります。増分バックアップ ファイルのそれぞれが、SharePoint 環境全体を構成する 1 ピースだとイメージして

ください。ファイルが 1 つでも不足していると、SharePoint 環境全体のリストアは実行できません。 

例えば、以下のバックアップは、この順番 (完全バックアップ、増分バックアップ、増分バックアップ、増分バックアッ

プ) で実行されていきます。  

 

図 4: 完全バックアップの実行後、3 件の増分バックアップが実行されます。 

1. 1 回目の増分バックアップでは、青色の期間 で新たに追加されたデータをバックアップします。 

2. 2 回目の増分バックアップでは、緑色の期間 で新たに追加されたデータをバックアップします。 

3. 3 回目の増分バックアップでは、オレンジ色の期間 で新たに追加されたデータをバックアップします。 

*注意: 増分バックアップ ジョブが失敗する場合、後続の増分バックアップ ジョブは既定で失敗します。必要に

応じて、PlatformRecoveryConfig.config ファイルを作成し、完全バックアップ機能を有効にして失敗

した増分バックアップを置き換えます。詳細については、PlatformRecoveryConfig.Config を参照してくだ

さい。  

差分 – 前回の完全バックアップ以降に更新されたすべてのコンテンツをバックアップします。差分バックアップのフ

ァイル サイズは、増分バックアップのファイルよりは大きくなりますが、完全バックアップのファイルより小さくなります。

すべての最新 SharePoint コンテンツをリストアするには、元の完全バックアップ ファイルと最新の差分バックアッ

プ ファイルが必要です。 

例えば、以下のバックアップは、この順番 (完全バックアップ、差分バックアップ、差分バックアップ、差分バックアッ

プ) で実行されていきます。 

 

図 5: 完全バックアップ の実行後、3 件の差分バックアップが実行されます。 

 

 



 47 

 
DocAve 6: プラットフォーム バックアップ & リストア 

 

1. 1 回目の差分バックアップでは、青色の期間 で新たに追加されたデータをバックアップします。 

2. 2 回目の差分バックアップでは、緑色の期間 で新たに追加されたデータをバックアップします。 

3. 3 回目の差分バックアップでは、オレンジ色の期間 で新たに追加されたデータをバックアップします。 
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バックアップに対応している SharePoint コンポーネント 

バックアップに対応している SharePoint 2016/2013/2010 コンポーネントは以下のとおりです。 

SharePoint 2016 

DocAve プラットフォーム バックアップ & リストアは、SharePoint 2016 コンポーネントのバックアップに対応し

ています。詳細については、付録 G: プラットフォーム バックアップ & リストアで対応している SharePoint 

2016 コンポーネント を参照してください。  

SharePoint 2013 

DocAve プラットフォーム バックアップ & リストアは、以下の SharePoint 2013 コンポーネントのバックアップ

に対応しています。 

• すべての SharePoint データベース – 構成データベース、全体管理用のコンテンツ データベ

ース、コンテンツ データベース、State Service データベース、共有サービス アプリケーション 

データベース、Session State Service データベース、使用状況とヘルス サービス データベ

ースに対応しています。 

これらのデータベースは、SQL メンバー エージェントによって、プラットフォーム バックアップを使

用してバックアップされます。VSS 方法は、FAT 32 形式のディスク上のデータのバックアップお

よびクラスターの共有ボリューム上のコンテンツ データベースのバックアップに対応していません。

VSS 方法は、SMB 3.0 以降を使用し、データベース場所が Windows Server 2012 

以降のサーバー上の、\\IP or servername\sharename\directory\filename 形

式の UNC パスに存在するデータベースのバックアップに対応していますが、\\IP or 

servername\C$\directory\filename 形式の UNC パスに存在するデータベース ファ

イルのバックアップには対応していません。 

*注意: データの完全性を確保するには、データ ファイル (.mdf/.ndf) とログ ファイル (.ldf) 

をバックアップ済みデータベースに追加すると、バックアップ オプションの増分または差分が選択

されているかどうかに関係なく、プラットフォーム バックアップ & リストアは完全バックアップを実行

します。  

*注意: オンライン 状態のデータベースのみをバックアップすることができます。  
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• データベース マスター キー – データベースのバックアップ時、サービス マスター キーによって暗

号化されたデータベース マスター キーのみがデータベースと一緒にバックアップされます。 

• SharePoint 検索インデックス – Server Search インデックスが含まれます。検索インデッ

クス ファイルは、インデックス メンバー エージェントにバックアップされます。 

• SharePoint コンポーネントと設定 – Web アプリケーション、InfoPath Forms 

Services、State Service、SharePoint アプリと AppData、共有サービス アプリケーショ

ン、共有サービス プロキシ、グローバル検索の設定、Managed Metadata Service が含

まれます。 

• SharePoint ソリューション – ソリューションとして SharePoint に展開される SharePoint 

のカスタム ソリューションがすべて含まれます。これらのソリューションとそれぞれの展開状態がバ

ックアップされます。  

• Nintex データベース – Nintex ワークフロー構成データベース、コンテンツ データベース、ソリ

ューションが含まれます。 

• NewsGator 4.0 – Enrich Service、News Stream Service、Social Platform 

Service、Video Stream Service (該当するデータベースを含む)、プロキシ、ソリューショ

ンが含まれます。 

*注意: SharePoint 2013 用の Social Sites (NewsGator) 4.0 は、DocAve 6 

SP4 以降に対応しています。SharePoint 2013 用の Social Sites (NewsGator) 

5.0 は、DocAve 6 SP6 以降に対応しています。 

• SharePoint フロントエンド リソース – フロントエンド メンバー エージェントが、IIS 設定 (メタ

データとファイル)、SharePoint サイト定義、SharePoint ハイブ ファイル、グローバル アセン

ブリ キャッシュ ファイル、カスタム機能、その他のファイル システム フォルダーをバックアップしま

す。 

*注意: DocAve プラットフォーム バックアップ & リストアを使用して Office 2013 Web Apps サーバーをバ

ックアップ･リストアするには、プラットフォーム バックアップ ジョブを実行し、バックアップ リスト内の Web Apps サ

ーバーの VM を追加してファーム全体を VM と一緒にバックアップする必要があります。 

SharePoint 2010 

DocAve プラットフォーム バックアップ & リストアは、以下の SharePoint 2010 コンポーネントのバックアップ

に対応しています。 
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• すべての SharePoint データベース – 構成データベース、全体管理用のコンテンツ データベ

ース、コンテンツ データベース、State Service データベース、Application Registry 

Service データベース、共有サービス アプリケーション データベース、Session State 

Service データベース、使用状況とヘルス サービス データベース、ヘルプ検索データベースに

対応しています。これらのデータベースは、SQL メンバー エージェントによって、プラットフォーム 

バックアップを使用してバックアップされます。 

VSS 方法は、FAT 32 形式のディスク上のデータのバックアップおよびクラスターの共有ボリュ

ーム上のコンテンツ データベースのバックアップに対応していません。VSS 方法は、SMB 3.0 

以降を使用し、データベース場所が Windows Server 2012 以降のサーバー上の、\\IP 

or servername\sharename\directory\filename 形式の UNC パスに存在するデ

ータベースのバックアップに対応していますが、\\IP or 

servername\C$\directory\filename 形式の UNC パスに存在するデータベース ファ

イルのバックアップには対応していません。 

*注意: データの完全性を確保するには、データ ファイル (.mdf/.ndf) とログ ファイル (.ldf) 

をバックアップ済みデータベースに追加すると、バックアップ オプションの増分または差分が選択

されているかどうかに関係なく、プラットフォーム バックアップ & リストアは完全バックアップを実行

します。  

*注意: オンライン 状態のデータベースのみをバックアップすることができます。 

• データベース マスター キー – データベースのバックアップ時、サービス マスター キーによって暗

号化されたデータベース マスター キーのみがデータベースと一緒にバックアップされます。 

• SharePoint 検索インデックス – Server Search インデックスが含まれます。検索インデッ

クス ファイルは、インデックス メンバー エージェントにバックアップされます。 

• SharePoint コンポーネントと設定 – Web アプリケーション、InfoPath Forms 

Services、State Service、Microsoft SharePoint Foundation Sandboxed 

Code Service、Microsoft SharePoint Server Diagnostics Service、

Application Registry Service、共有サービス アプリケーション、共有サービス プロキシ、

グローバル検索の設定、Managed Metadata Service が含まれます。  

*注意: サービス アプリケーションのバックアップ時、プラットフォーム増分バックアップ ジョブは単

純復旧モードのデータベースを使用してサービス アプリケーションをバックアップしません。

DocAve では、サービス アプリケーションに対して単純復旧モードのデータベースを使用して完

全バックアップ ジョブを実行するか、増分バックアップを実行する場合にはサービス アプリケーシ
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ョンに使用されるデータベース全体が完全復旧モードであることを確保することが推奨されま

す。 

*注意: SQL Server 2008 R2 用の SQL Server Reporting Services を正常にバッ

クアップするには、バックアップ ジョブを実行するエージェント グループに含まれるエージェントは 

SQL Server Reporting Services 機能が構成されているサーバーであるか、別のサーバ

ーにインストールされている SQL Server Reporting Services 機能と同一の SQL 

Server Reporting Services アドイン バージョンを持つサーバーである必要があります。  

• SharePoint ソリューション – ソリューションとして SharePoint に展開される SharePoint 

のカスタム ソリューションがすべて含まれます。これらのソリューションとそれぞれの展開状態がバ

ックアップされます。 

• Nintex データベース – Nintex ワークフロー構成データベース、コンテンツ データベース、ソリ

ューションが含まれます。 

• NewsGator 1.2 および 2.5 – NewsGator Social Platform Services (該当のデー

タベースを含む)、NewsGator Social Platform Services プロキシ、ソリューションが含ま

れます。 

*注意: SharePoint 2010 用の Social Sites (NewsGator) 1.2 および 2.5 は、

DocAve 6 SP1 以降に対応しています。 

• KnowledgeLake – KnowledgeLake Imaging データ、KnowledgeLake サービス 

アプリケーション、KnowledgeLake プロキシ、ソリューションが含まれます。 

• SharePoint フロントエンド リソース – フロントエンド メンバー エージェントが、IIS 設定 (メタ

データとファイル)、SharePoint サイト定義、SharePoint ハイブ ファイル、グローバル アセン

ブリ キャッシュ ファイル、カスタム機能、その他のファイル システム フォルダーをバックアップしま

す。  

• FAST Search Server ファーム – FAST Search Server ファームのバックアップが使用

可能です。 

*注意: 一部のコンポーネントは関連性を持つサブコンポーネントを持ちます。コンポーネントと

サブコンポーネントは同時にバックアップする必要があります。このような複数のコンポーネントを

正しくリストアするためには、例えば、サービス アプリケーションとそのアプリケーションの接続タイ

プを一緒にバックアップする必要があります。 



52  

 
DocAve 6: プラットフォーム バックアップ & リストア 

 

プラン ビルダーを使用したデータのバックアップ 

プラン ビルダー を使用すると、バックアップのスケジュールを設定し、バックアップ タイプ (完全、増分、差分) を

指定することができます。  

プラン ビルダーを使用するには、以下の説明を参照してください。 

1. バックアップ タブから [プラン ビルダー] をクリックします。 

2. ドロップダウン メニューから、手順ごとに表示される説明に従って構成を行う ウィザード モード か、また

はプランを迅速に設定できる フォーム モード (上級ユーザーにのみ推奨) を選択します。  

選択によって以下の該当するセクションを参照してください。 

ウィザード モードでのバックアップ プランの作成 

ウィザード モード では、手順ごとの説明を参照しながら新しいプランを構成することができます。ウィザード モ

ード を使用してプランを構成するには、以下の説明を参照してください。ユーザー インターフェイスの赤いアスタリ

スク (*) は必須フィールド・手順を示します。  

1. プラン名 と 説明 (必須ではありません) を入力してください。[新しいプランを作成する] を選択する

か、[テンプレートから保存したプランの設定をコピーする] を選択して保存済みプラン テンプレートか

ら開始します。  

2. 範囲の選択 フィールドで、ファーム ドロップダウン リストからファームを選択して、エージェント グループを

選択してファーム ツリーを参照し、バックアップ ジョブを実行します。 

*注意: お使いの環境に DMZ が構成されている場合、エージェント グループ内のすべてのエージェント

が DocAve マネージャーと同一の LAN に存在しており、SQL サーバーおよびメディア サービスと通信

できることを確認してください。  

*注意: プラットフォーム バックアップ および プラットフォーム リストア は、SharePoint サーバーと 

SQL サーバーがすべて Azure VM に存在する SharePoint ファームのコンポーネントをバックアップ･

リストアすることができます。  

*注意: 選択したファームに大量のコンポーネントが含まれる場合、ファーム ツリーの参照に時間がかか

る可能性があります。コントロール パネル > システム オプション > セキュリティ設定 に移動して セ
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ッション タイムアウト を構成します。詳細については、DocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイ

ド を参照してください。 

3. バックアップ コンポーネントの選択 フィールドで、バックアップのコンポーネント範囲を選択します。 

*注意: プランの範囲が変更されると、プランを引き続き使用する前にツリーを更新します。  

• 選択したコンポーネントをバックアップする – データの選択 ステップで、ファーム ツリーを展開

し、ファームでバックアップする特定のコンポーネントを選択することができます。 

• ファーム全体をバックアップする – データの選択 ステップのファーム ツリー内のすべてのファー

ム コンポーネントが自動的にバックアップに選択されますが、このプランに含まないコンポーネント 

(SharePoint 構成データベース、管理データベース、Web フロントエンド サーバーを除外す

る) を選択解除することもできます。 

• 全ファームと VM をバックアップする – データの選択 ステップのファーム ツリー内のすべての

ファーム コンポーネントが自動的にバックアップに選択されます。希望の VM をこのプランに追

加してバックアップすることもできます。データの選択 ステップのファーム ツリーで、バックアップに

含まないコンポーネント (SharePoint 構成データベースと管理データベースを除外する) を

選択解除することができます。  

*注意: プラットフォーム バックアップは、ESX/ESXi、Hyper-V、Hyper-V クラスター、

vCenter にホストされている VM のバックアップに対応しています。詳細については、Hyper-

V ホスト サーバーに対応するオペレーティング システム、対応する ESXi ホスト サーバー バー

ジョン、対応する vCenter ホスト サーバー バージョン を参照してください。 

4. データの選択 ステップで、ファーム コンポーネントを選択･選択解除してこのバックアップ プランに含めま

す / バックアップ プランから除外します。  

バックアップするコンテンツの選択については、以下の説明を参照してください。  

 ファームのノードをクリックしてツリーを展開し、バックアップできるすべての SharePoint コンポ

ーネント (データベース、サービス、ソリューション、インデックス コンポーネントなど) を表示しま

す。  

*注意: 新しく作成した SharePoint オブジェクトがツリーに表示されない場合、ルートの ファ

ーム (ファーム名) ノードを右クリックして [更新] をクリックし、ツリーの表示を更新します。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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必要に応じて、[新規を含む] ノードを選択し、プラットフォーム バックアップ プランに新しく作

成した SharePoint オブジェクト (子ノード) を含みます。既定では、各 Web アプリケーショ

ンの 新規を含む ノードが選択されています。新規を含む 機能に対応しているノード: 

 ファーム 

 ソリューション 

 Microsoft SharePoint Foundation Web Application およびその下にある 

Web アプリケーション ノード 

 共有サービス アプリケーション 

 共有サービス プロキシ 

 InfoPath Form Services 

▪ データ接続 

▪ フォーム テンプレート 

▪ 適用除外ユーザー エージェント 

*注意: ファームで Social Sites (NewsGator) 5.0 をバックアップする場合、選

択したエージェント グループのエージェントが存在するすべてのサーバーで Microsoft 

SharePoint Foundation Web Application を [開始] します。 

 以下のスクリーンショットでは、次の SharePoint オブジェクトがプラットフォーム バックアップ プ

ランによってバックアップされています。 

 Microsoft SharePoint Foundation Web Application ノード配下の新

しく作成された Web アプリケーション ([新規を含む] が選択されているため)  

 Microsoft SharePoint Foundation Web Application ノードの下で選

択されている / 新しく作成された Web アプリケーションの既存･新しく追加されたコン

テンツ データベース 

 以下の例: Finance Web と HR Web Web アプリケーション 
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 図 6: SharePoint ファーム コンテンツを選択します。 

また、SharePoint コンポーネント ツリーに一覧表示されていないカスタム データベースを手動で追加

することができます。カスタム データベースには、ソリューション データベース、サード パーティ ソフトウェア 

データベースなどが含まれます。ツリーに追加されたカスタム データベースに対しては、完全、増分、差

分のバックアップ タイプを使用し、バックアックすることができます。  

カスタム データベースをバックアップ プランに追加するには、以下の説明を参照してください。 

 データの選択 ステップで、リボン上で [カスタム データベース] を選択します。カスタム デー

タベース ウィンドウが表示されます。 

 カスタム データベース ウィンドウで、右側パネルの [カスタム データベース] ノードをクリック

し、ツリーを展開します。DocAve エージェントがインストールされている SQL サーバーのすべ

てのカスタム データベースが、ツリー内の該当する SQL インスタンス ノード配下に表示されま

す。 

 バックアップ ツリーに表示するデータベースを選択するには、データベースの隣のチェック ボックス

をオンにします。 

*注意: リストア中 状態のデータベースをバックアップすることができず、ツリー上にも表示されま

せん。 

 該当するものを選択したら、[OK] をクリックします。この時点で選択されているデータベース

が [カスタム データベース] ノード配下のバックアップ ツリーに表示されます。  
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5. [次へ] をクリックします。バックアップ コンポーネントの選択 フィールドで 全ファームと VM をバックア

ップする オプションを選択した場合、VM バックアップ設定 ステップが表示されます。プラットフォーム 

バックアップを使用して VM をバックアップするか、サード パーティ ツールを使用して VM をバックアップ

するかを選択する必要があります。既定では、プラットフォーム バックアップを使用して VM をバック

アップする オプションが選択されています。 

プラットフォーム バックアップを使用して VM をバックアップする – この方法では、バックアップする 

VM を VM バックアップ リスト に追加し、VM がバックアップするホスト プロファイルおよびエージェント

を選択して、構成済み情報をテストする必要があります。 

*注意: vCenter データストア クラスターに存在するデータストアに保存されている VM と同一の名前

を持つ VM をバックアップ･リストアすることはできません。 

• VM の追加 – DocAve エージェントがインストールされており、特定のサーバー ロールを持つ 

VM をこのバックアップ プランに追加します。 

i. VM バックアップ リスト フィールドで、表の上にある [VM の追加] をクリックします。

VM の追加 ウィンドウが表示されます。 

このバックアップに使用可能な VM はすべて VM の追加 ウィンドウに一覧表示され

ます。サーバー名の前にあるチェックボックスを選択して、リボン上で [追加] をクリック

して選択した VM をバックアップ リストに追加します。DocAve エージェントがインスト

ールされており、以下のサーバー ロールを持つ VM は VM の追加 ウィンドウに表示

されます。 

サーバー ロール 
SharePoint 

2010 

SharePoint 

2013 

SharePoint 

2016 

SharePoint 

Web フロントエン

ド サーバー 

○ ○ ○ 

アプリケーション サ

ーバー 

○ ○ ○ 

サーバーの全体管

理 

○ ○ ○ 

Office Web アプ

リケーション サーバ

ー 

○ ○ ○ 
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サーバー ロール 
SharePoint 

2010 

SharePoint 

2013 

SharePoint 

2016 

関連する SQL サ

ーバー (単独でイ

ンストール) 

× × × 

FAST Search 

Server 

○   

Project Server ○ ○ ○ 

アプリ サーバー  ○ ○ 

Azure ワークフロ

ー サーバー 

 ○ ○ 

分散キャッシュ   ○ 

カスタム   ○ 

分散キャッシュを

使用するフロント

エンド 

  ○ 

検索を使用するア

プリケーション 

  ○ 

*注意: サーバーの全体管理 ロールの VM はバックアップ リストに追加する必要が

あります。 

ii. VM バックアップ リスト フィールドで、追加された VM に対して作成済みホスト プロ

ファイルを選択するか、新しいホスト プロファイルを作成します。ホスト プロファイルの作

成の詳細については、DocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド を参照してく

ださい。エージェントを選択して該当する VM のバックアップを実行します。一括設定 

( ) に対応しています。 

*注意: Hyper-V にホストされている VM は、選択したホスト プロファイルで指定さ

れたエージェントを使用して VM バックアップを実行します。ホスト プロファイルは VM 

ホスト サーバー情報を含むように作成され、VM バックアップ･リストアのために 

DocAve に対してホスト サーバーとの通信を許可します。  

*注意: 追加された VM が Hyper-V クラスターにホストされている場合、選択した

エージェントは Hyper-V クラスター内のノードに存在する必要があります。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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*注意: 追加された VM が ESX/ESXi または vCenter ホスト サーバーにホストさ

れている場合、バックアップ リスト内の VM に存在するエージェントを選択しないことを

推奨します。 

iii. [テスト] をクリックして該当する VM をバックアップするバックアップ設定をテストする

か、列見出し上の [すべての選択のテスト] をクリックしてすべての選択した VM の

構成をテストします。追加したサーバーが VM ではないか、VM がホスト プロファイル

で指定されたホスト サーバーに存在しない場合、テストは失敗します。また、[VM の

削除] をクリックして、バックアップ リストから選択した VM を削除することができます。 

*注意: ESX/ESXi ホスト サーバーが vCenter ホストに管理されている場合、この 

vCenter ホストのホスト プロファイルを選択する必要があります。選択したホスト プロ

ファイルが ESX/ESXi ホストのために構成された場合、テストは失敗します。  

*注意: 複数の VM が同一の親ディスクを使用している場合、VM 中のいずれかの

バックアップ中に親ディスクを正常にバックアップした後、親ディスクは再度バックアップさ

れません。 

• カスタム VM の追加 – このプランにカスタム VM を追加します。  

*注意: DocAve では、既に SharePoint サーバー VM としてバックアップ リストに追加され

たカスタム VM のバックアップには対応していません。 

i. ホスト プロファイル – ホスト プロファイルを選択します。ホスト プロファイルで選択し

たホストによって管理されている VM はバックアップ範囲として読み込まれます。 

*注意: フェールオーバー クラスター内の Hyper-V ホスト サーバー上の VM をバック

アップする場合、Hyper-V クラスター タイプをホスト プロファイルとして選択します。 

*注意: Hyper-V ホスト サーバー上の VM をバックアップし、スナップショットの生成

に失敗した場合、バックアップ ジョブは失敗します。 

*注意: Hyper-V ホスト サーバー上の VM をバックアップする場合、デバイスのルー

ト パスに保存されている VHD･VHDX ファイルのスナップショットを正常に生成するこ

とができません。選択した VM を正常にバックアップするには、VHD･VHDX ファイル

の保存にルート パスを選択しないでください。 
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ii. エージェントの選択 – エージェントを選択して、選択したホスト プロファイル内のホス

ト サーバーに接続してバックアップ ジョブを実行します。 

*注意: 選択したホスト プロファイルの VM ホスト タイプが Hyper-V である場合、こ

のホスト プロファイルのために選択されたエージェントは自動的に取得されます。エー

ジェントの選択 フィールドは無効になります。 

*注意: フェールオーバー クラスター内の Hyper-V ホスト サーバー上の VM をバック

アップするために Hyper-V クラスターをホスト プロファイルとして選択する場合、選択

したエージェントは選択されたホスト プロファイルで指定されたクラスターに存在する必

要があります。  

iii. VM の選択 – 読み込まれたツリーで VM を選択します (複数選択可能)。読み込

まれた VM ツリーを展開して、バックアップする VM を選択します。ツリーの展開後、

検索 テキスト ボックスを使用して虫眼鏡 ( ) ボタンをクリックし、特定の VM を検

索します。 

*注意: VM のいずれかの上にマウス カーソルを移動させると、VM オペレーティング 

システムおよびメモリーが表示されます。Windows オペレーティング システムがインス

トールされている Hyper-V VM の場合、統合サービス > データ交換 設定が選

択されており、電源がオンになっている VM はオペレーティング システムの特定情報を

表示します。 

*注意: 名前に # { } を含む VM 構成ファイルおよび VM ディスク ファイルのバック

アップには対応していません。 

*注意: フェールオーバー クラスター内の Hyper-V ホスト サーバー上の VM を選択

してバックアップする場合、ツリーは仮想マシンの役割とその他タイプまでにのみ展開す

ることができます。 

*注意: ESX/ESXi または vCenter ホスト サーバー上の VM に SCSI バス共有 

の 物理 または 仮想 オプション が構成されている場合、VM のスナップショット作成･

VM のバックアップを実行することはできません。 
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*注意: VM を VM バックアップ リスト に追加した後、以下の状況に従って [テスト] をクリ

ックする必要があるかどうかが決定されます。 

 VM が Hyper-V クラスターに存在する場合、[テスト] をクリックして、選択したエー

ジェントがホスト プロファイルで指定されたクラスターに存在するかを確認する必要があ

ります。 

 VM が Hyper-V クラスターに存在しない場合、[テスト] はグレーアウトされており、

テストする必要がありません。 

サード パーティ ツールを使用して VM をバックアップする – この方法では、プラットフォーム バックア

ップを使用せず、定義済みスクリプト経由でサード パーティ ツールを使用して VM バックアップを実行し

ます。ドロップダウン リストから作成済みの VM スクリプト プロファイルを選択して VM バックアップを実

行するか、ドロップダウン リストから [VM スクリプト プロファイルの新規作成] リンクをクリックして新し

い VM スクリプト プロファイルを作成します。VM スクリプト プロファイルの構成の詳細については、VM 

スクリプト プロファイルの構成 を参照してください。 

 [次へ] をクリックします。[バックアップ オプション] ページが表示されます。 

 バックアップ オプションを選択します。バックアップ タイプの詳細情報については バックアップ タイプの概

要 を参照してください。 

 バックアップ オプション – プラットフォーム バックアップ & リストア を唯一のバックアップ方法として

使用するかどうかを選択します。 

• DocAve プラットフォーム バックアップ & リストアを SharePoint データベースの唯一

のバックアップ方法として使用する – SharePoint データベースの唯一のバックアップ方法と

して、DocAve プラットフォーム バックアップ & リストアを使用する場合にのみ、このオプション

を選択します。このオプションを選択する場合、ジョブの開始後に完全、増分、差分バックアッ

プのいずれかを実行します。このバックアップでは、データベースのデータ ファイルとログ ファイルの

両方をバックアップします。  

このオプションを選択すると、すべての DocAve プラットフォーム バックアップ オプションを使用

することができるため、バックアップ プロセスをより柔軟・効率的に進めることができます。また、バ

ックアップ時間を記録し、バックアップを追跡するために、この方法はバックアップ中にデータベー

スのログ シーケンス番号 (LSN) を変更します。 

• DocAve プラットフォーム バックアップ ＆ リストアおよび他の SQL バックアップ方法を 

SharePoint データベースのバックアップ方法として使用する – SharePoint データベー
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スのその他 SQL バックアップ方法と DocAve プラットフォーム バックアップ & リストアを一緒に

使用する場合、このオプションを選択します。このオプションを選択すると、データベースの完全

バックアップのみが可能となりますが、バックアップの長時間化やバックアップ データの拡大、シス

テム効率の低下が発生します。 

このオプションは、SQL Server の コピーのみのバックアップ と同じです。コピーのみのバック

アップ は、データベースのバックアップ･リストア手順全体に影響を与えることなく、特定の目的

のために従来の SQL Server バックアップの順番から独立している SQL Server バックアッ

プです。このオプションを選択すると、プラットフォーム最小単位リストアは使用可能ですが、それ

ぞれの完全バックアップからの最小単位のみをリストアします (DocAve が参照する増分また

は差分バックアップが存在しないためです)。 

*注意: DocAve プラットフォーム バックアップ ＆ リストアおよび他の SQL バックアップ

方法を SharePoint データベースのバックアップ方法として使用する を選択する場合、

完全バックアップのみが使用可能となります。 

9. ログ バックアップ – 完全バックアップ ジョブでログ バックアップを実行するかどうかを選択します。このオ

プションの既定設定は いいえ です。完全バックアップ後にログ バックアップを実行する オプションで 

はい を選択すると、完全バックアップ後に増分バックアップ ジョブをただちに実行します。増分バックアッ

プはバックアップを行い、ログ ファイルの切り捨てを行います。データベース内のログ ファイルの無秩序な

拡大を防止するために、このオプションを選択することを推奨します。ユーザーがデータベースのデータに

対して変更を実行している途中で大きなデータベースをバックアップする場合、増分バックアップによっ

て、バックアップ データの最新状態を確保することができます。  

このオプションを選択しない場合、スケジュール ステップで増分バックアップのスケジュールを設定します。

なお、増分バックアップのスケジュール設定に失敗すると、非常に大きなログ ファイルが作成されてしまい

ます。 

*注意: このオプションを選択した際の InstaMount の使用は推奨しません。 

10. [次へ] をクリックします。ストレージ ポリシー ページが表示されます。 

11. ドロップダウン リストから [ストレージ ポリシー] を選択するか、[ストレージ ポリシーの新規作成] リン

クをクリックして新しいストレージ ポリシーを設定します。詳細については、デバイスの構成とストレージ 

ポリシーの設定 を参照してください。[ここ] リンクをクリックすると、下部に プライマリ ストレージ、合計

容量、空き容量、添付の物理デバイス数 の詳細情報が表示されます。 
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*注意: 全ファームと VM をバックアップする を選択した場合、並行ストレージ デバイス の論理デ

バイスに関連するストレージ ポリシーのみが使用可能です。  

*注意: プラットフォーム バックアップ & リストアは、Cleversafe 物理デバイスのストレージ ポリシーに

対応していません。  

12. バックアップ用に複数のメディア サービスを並行して使用する – 既定では、このオプションが選択さ

れています。これにより、このプランでバックアップ ジョブの実行する際、選択したストレージ ポリシーの使

用可能なメディア サービスが並行して使用されます。 

13. バックアップ データに対して実行する操作を選択します (必須ではありません)。 

 [データの圧縮] の設定 (必須ではありません) を選択します。圧縮 チェックボックスを選択

すると、データ圧縮が有効になります。スライド バーを使用して圧縮レベルを選択することがで

きます。低圧縮レベルを使用すると、圧縮速度は向上しますが、データ セットが比較的大きく

なります。高圧縮レベルを使用すると、圧縮速度は低下しますが、データ セットは比較的小

さくなります。 

高圧縮レベルは低圧縮レベルより、バックアップ･リストアにより長い時間がかかる場合があるこ

とに注意してください。圧縮に DocAve メディア サーバー (メディア サービス) リソースを使

用するか、SharePoint サーバー (SharePoint エージェント) リソースを使用するかを選

択します。 

 データの暗号化を有効にする場合、[暗号化] チェックボックス (必須ではありません) を選択

します。暗号化を行うと機密情報が保護されますが、暗号化されたデータのバックアップとリカ

バリーには時間がかかります。暗号化に DocAve メディア サーバー (メディア サービス) リソ

ースを使用するか、SharePoint サーバー (SharePoint エージェント) リソースを使用す

るかを選択します。セキュリティ プロファイル ドロップダウン リストから暗号化に使用するセキ

ュリティ プロファイルを指定するか、[セキュリティ プロファイルの新規作成] リンクをクリックして

新しいセキュリティ プロファイルを作成します。セキュリティ プロファイルの詳細については、

DocAve 6 コントロール パネル 参照ガイド を参照してください。 

*注意: このバックアップ プランに対して選択したストレージ ポリシーが 並行ストレージ デバイス タイプ

の論理デバイスを使用している場合、圧縮 および 暗号化 フィールドを構成することができず、非表示

となります。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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*注意: 圧縮 と 暗号化 の両方が有効になっている場合、この 2 つの操作を同時に実行できるの

は、両方の操作に対して同じリソース (DocAve メディア サーバー  [メディア サービス] または 

SharePoint サーバー [SharePoint エージェント]) を選択した場合のみです。 

14. [次へ] をクリックします。バックアップ方法 ページが表示されます。 

15. 選択したオブジェクトの 連続スナップショットを作成 するかどうかを選択します。スナップショットには、バ

ックアップ済みのコンテンツ データベース ファイルと、これからバックアップされるトランザクション ログが含ま

れます。既定では、いいえ が選択されます。バックアップ データをスナップショットから該当するストレージ 

ポリシーにコピーした後、スナップショットは削除されます。はい を選択すると、バックアップ ジョブの完了

後、連続スナップショットを作成してスナップショットを保持します。各完全バックアップまたは差分バックア

ップが開始される際に、DocAve はハードウェアでスナップショットを保存します。  

SQL サーバーでハードウェア プロバイダーを持つ場合、連続スナップショットを使用することを推奨しま

す。連続スナップショットの作成 が有効になっており、SQL サーバーがクラスター化された場合、ハード

ウェア プロバイダーのみが連続スナップショットを作成します。  

はい を選択すると、以下の選択肢が表示され、各項目を構成する必要があります。 

 スナップショット保持ポリシー を構成して前のスナップショットを削除します。現在のプランで作

成可能なスナップショットの最大数をテキスト ボックスに入力します。既定の値は 32 です。こ

の値は 64 以下に設定することを推奨します。 

 [詳細設定] をクリックし、しきい値ポリシーをさらに詳しくカスタマイズします。保存場所のボリ

ューム毎のスナップショット数が入力した値を超過する場合に、適用されるポリシーを定義しま

す。詳細については、スナップショット保持ポリシー を参照してください。 

ハードウェア プロバイダーがインストールされている状態で 連続スナップショットの作成 機能を有効に

する場合、メンテナンス ステップでスナップショットからバックアップ データをメディア サーバーに転送するタ

イミングを選択することができます。 詳細については メンテナンス オプション を参照してください。 

16. ただちに実行 画面でスナップショットからバックアップ データ ストレージにバックアップ データを転送するタ

イミングを構成することもできます。詳細については、[ただちに実行] 画面の構成 を参照してください。 

[次へ] をクリックします。詳細設定 ページが表示されます。 

17. ODX 互換モード - お使いの環境に ODX (オフロード データ転送) が構成されている場合、この設

定を使用してコピーと移動操作のスピードを向上させることを推奨します。この設定を使用するには、は

い を選択します。使用しない場合は いいえ を選択します。ODX 互換モード の詳細情報について
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は、https://docs.microsoft.com/ja-jp/windows-

hardware/drivers/storage/offloaded-data-transfer を参照してください。 

*注意: このバックアップ プランに対して 全ファームと VM をバックアップする オプションを選択した場

合、ODX 互換モード 機能は使用できなくなります。  

*注意: はい を選択する場合、バックアップ プランのテスト実行ジョブを実行して、お使いの環境が 

ODX 互換モード に対応できるかどうかを確認することができます。テスト実行の詳細については、プラ

ンの管理 を参照してください。 

*注意: ODX 互換モード は Web フロントエンド データ、BLOB データ、FAST Search データに

対応していますが、データベース スナップショット内のデータには対応していません。制限の詳細について

は、「オフロードされたデータ転送」 の Microsoft 記事を参照してください。 

*注意: この設定は ODX に関連する特定のストレージ デバイスおよびオペレーティング システムのみと

併用することができます。詳細については、Windows Offloaded Data Transfers Overview 

(英語) を参照してください。 

18. 最小単位インデックスの生成で InstaMount を有効化 するかどうかを選択します。InstaMount 

を使用すると、マッピング ファイルが使用され、InstaMount 一時データベースとバックアップ データとの

関係が記録されるため、アイテム レベルのリストアの効率が向上します。なお、InstaMount を使用す

ると、ディスク容量の消費を抑制することができます。詳細については、InstaMount について を参照

してください。 

*注意: InstaMount は、ネットシェア、IBM Storwize ファミリー、IBM Spectrum Scale オブジ

ェクト、TSM、DELL DX ストレージ、HDS Hitachi コンテンツ プラットフォーム ストレージ タイプと使

用することができます。 

はい を選択する場合、InstaMount 一時データベースを保存する ステージング ポリシー を選択す

ることができます。ステージング ポリシーを構成しない場合、バックアップ済みデータが存在する SQL イ

ンスタンスは InstaMount に使用されます。ステージング ポリシーの詳細については、ステージング ポ

リシーの構成 を参照してください。 

19. 壊れているログ チェーン用のオプション - データベース ログ チェーンがサード パーティ アプリケーション

によって中断された場合、データベースに対して完全バックアップを実行するか、実行しようとしている増

分または差分バックアップを失敗させるかを選択します。  

https://docs.microsoft.com/ja-jp/windows-hardware/drivers/storage/offloaded-data-transfer
https://docs.microsoft.com/ja-jp/windows-hardware/drivers/storage/offloaded-data-transfer
https://docs.microsoft.com/ja-jp/windows-hardware/drivers/ifs/offloaded-data-transfers
https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh831628.aspx
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*注意: DocAve プラットフォーム バックアップ & リストアを SharePoint データベースの唯一

のバックアップ方法として使用する オプションを選択する場合にのみ、壊れているログ チェーン用のオ

プション フィールドを構成することができます。  

• データベースの完全バックアップを実行する - データベース ログ チェーンが壊れている場合、

データベースに対して完全バックアップを実行します。 

• データベースのバックアップを失敗させる - データベース ログ チェーンが壊れている場合、デ

ータベースの増分または差分バックアップを失敗させます。 

20. 関連するプラン グループ - ドロップダウン リストからプラン グループを選択して、プランを該当するグル

ープに追加します。追加されたプランは、関連するプラン グループ設定に従って実行されます。また、ド

ロップダウン リストから [プラン グループの新規作成] リンクをクリックし、新しいプラン グループを作成

することもできます。プラン グループの詳細情報については、DocAve 6 コントロール パネル ユーザー 

ガイド を参照してください。 

21. プラットフォーム バックアップ ジョブをユーザーに対して通知するには、通知 設定を構成します。アドレス

のみのプロファイルの選択 ドロップダウン リストから構成済み通知プロファイルを選択するか、[通知プ

ロファイルの新規作成] リンクをクリックして新しいメール通知プロファイルを作成します。[表示] をクリッ

クすると、選択した通知プロファイルの詳細構成が表示されます。 

22. [次へ] をクリックします。スケジュール ページが表示されます。 

23. スケジュール タイプ を選択します。 

• スケジュールなし – バックアップ ジョブを手動で実行し、プラン マネージャーにプランを保存する

場合は、このオプションを選択します。 

• 手動でスケジュールを構成する – カスタム スケジュールを構成し、スケジュールでバックアップ 

ジョブを実行する場合は、このオプションを選択します。[スケジュールの追加] をクリックしてス

ケジュールを設定します。スケジュールの追加 ウィンドウが表示されます。バックアップ オプシ

ョン セクションで、ドロップダウン リストからバックアップ タイプを選択します。詳細については、バ

ックアップ タイプの概要 および バックアップ スケジュール を参照してください。 

 完全バックアップ – 選択したオブジェクトとログ ファイルの完全バックアップです。  

 増分バックアップ – トランザクション ログのみをバックアップし、ログの切り捨てを実行

する部分的なバックアップです。トランザクション ログを切り捨てるバックアップは、この増

分バックアップのみです。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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 差分バックアップ – 最新の完全バックアップ以降に追加されたデータのみを対象とす

る部分的なバックアップです。 

プラットフォーム バックアップのスケジュールを構成した後に [カレンダー ビュー] をクリックする

と、[日]、[週]、[月] 毎にスケジュール ジョブが表示されます。すべてのスケジュールが サマリ

ー テーブルに表示されます。削除 (X) ボタンをクリックしてスケジュールを削除します。 

*注意: 頻繁に完全バックアップを実行しても、同じデータのバックアップの繰り返しとなる場合があり、急

激にディスク容量を圧迫する原因となります。高い頻度でバックアップを実行する場合には、増分バック

アップの使用を推奨します。増分バックアップは、選択したすべてのオブジェクト全体をバックアップせず

に、今回の増分バックアップと前回のバックアップの差分のみをバックアップするため、時間とストレージの

空き容量が節約されます。  

24. [次へ] をクリックします。メンテナンス ページが表示されます。  

*注意: メンテナンス ジョブの詳細は該当するバックアップ ジョブのジョブ詳細に追加され、メンテナンス

の詳細 タブに表示されます。 

25. 次のメンテナンス設定を構成します。 

 メンテナンス オプション – メンテナンス中に連続スナップショットおよびバックアップ データに対

して実行する処理を選択します。  

 最新 … 回分のバックアップのスナップショット データをメディア サーバーへ転送す

る – 入力した回数の最新バックアップのスナップショット データは、ストレージ ポリシー 

ステップで選択したストレージ ポリシーへ転送されます。 

*注意: このオプションは、連続スナップショットの作成を選択する場合にのみ表示され

ます。  

 最新の … 回分のバックアップの最小単位リストア インデックスを作成する – 選

択した ストレージ ポリシー 内の入力した回数の最新バックアップに対して、最小単

位リストア インデックスを生成します。このインデックスは、プラットフォーム最小単位リス

トアで使用されます。 

 最新 … 回分のデータベース バックアップ データを確認する – 選択した ストレー

ジ ポリシー 内の入力した回数の最新バックアップに対して、データベース バックアップ 

データを検証します。 
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*注意: 最新の … 回分のバックアップの最小単位リストア インデックスを作成する または 

最新 … 回分のデータベース バックアップ データを確認する を選択する場合、メンテナンス 

ジョブを実行するための ステージング SQL Server を構成する必要があります。 

 ステージング SQL Server – データベース バックアップ検証の実行または最小単位リスト

ア インデックスの生成に使用される SQL Server インスタンスを選択します。既定では、バッ

クアップに使用する SQL Server が選択されています。ドロップダウン リストからステージン

グ ポリシーを選択して リモート SQL Server を使用するか、[ステージング ポリシーの新

規作成] をクリックして新しいステージング ポリシーを作成することができます。ステージング ポ

リシーの新規作成の詳細については、ステージング ポリシーの構成 を参照してください。リモー

ト サーバーを使用することで、本番環境のパフォーマンスへの影響を軽減することができます。 

*注意: メンテナンス オプション を選択する場合、メンテナンス ジョブを実行するスケジュール

を構成する必要があります。  

 メンテナンスのスケジュール – スケジュール メンテナンス ジョブの スケジュール タイプの選択 

を定義します。なお、メンテナンス ジョブを実行できる対象は、完了 および 完了 (実行中に

例外あり) のバックアップ ジョブのみです。これらのバックアップ ジョブは、連続スナップショットか

らのデータ コピーを延期するか、InstaMount マッピングの作成を延期するか、最小単位リス

トア インデックスの作成を延期する必要があります。メンテナンス ジョブは、延期された処理を

実行します。  

 スケジュールなし – 手動でメンテナンス ジョブを実行します。該当するバックアップ ジ

ョブの完了後、ジョブ モニターでメンテナンス ジョブを手動で実行する場合に、このオプ

ションを選択します。 

 手動でスケジュールを構成する – カスタム スケジュールを構成して、スケジュールに

従ってメンテナンス ジョブを実行します。 [スケジュールの追加] をクリックしてスケジュ

ールを設定します。スケジュールの追加 ウィンドウが表示されます。メンテナンス ジョブ

のスケジュール構成が完了した後、[カレンダー ビュー] をクリックして、[日]、[週]、

[月] 毎にスケジュール ジョブを表示します。追加できるスケジュールは 1 件のみで

す。追加されたスケジュールは サマリー テーブルに表示されます。削除 (X) ボタンを

クリックしてスケジュールを削除します。 

 メンテナンス通知 – メンテナンス ジョブをユーザーに通知するには、通知を構成します。 アド

レスのみのプロファイルの選択 ドロップダウン リストから構成済み通知プロファイルを選択する



68  

 
DocAve 6: プラットフォーム バックアップ & リストア 

 

か、[通知プロファイルの新規作成] リンクをクリックして新しいメール通知プロファイルを作成

します。[表示] をクリックすると、選択した通知プロファイルの詳細構成が表示されます。 

*注意: ジョブ モニター でメンテナンス ジョブを手動で実行することもできます。詳細について

は、手動のメンテナンス を参照してください。 

26. 完了後、[次へ] をクリックします。概要 画面が表示されます。 

27. プランの選択内容をレビュー・編集します。変更するには、行の中間の [編集] をクリックします。該当

する設定ページに移動し、構成を編集することができます。 

28. 現在のプランをプラン テンプレートとして保存する チェック ボックスをオンすると、現在のプランがプラン 

テンプレートとして保存されます。テキスト ボックスにテンプレート名を入力します。プラン テンプレートは

プランの保存時に保存されます。次回、このプラン テンプレートを選択して新しいプランを作成すること

ができます。 

29. 画面右下またはリボン上で、以下のアクションを実行します。 

• [完了] をクリックして、プランを実行せずに構成を保存します。 

• [完了して実行] をクリックして、構成を保存し、保存済みプランをただちに実行します。このバ

ックアップ プランは プラン マネージャー に一覧表示されるようになります。 

• [完了してテスト実行] をクリックして、構成を保存し、プランに基づいてただちにテスト実行ジョ

ブを実行します。このバックアップ プランは プラン マネージャー に一覧表示されるようになりま

す。 

バックアップ スケジュール  

新しいバックアップ スケジュールを作成するには、次の設定を構成します。ユーザーは 基本 および 詳細設定 

タブ両方でスケジュール設定を構成することができます。 

 基本 タブで基本設定を構成します。バックアップ タイプ フィールドで、スケジュール バックアップ ジョブ

のバックアップ タイプを選択します。詳細については、バックアップ タイプの概要 を参照してください。  

*注意: プラットフォーム バックアップ プランを初めて実行すると、選択されているバックアップ プランとは

関係なく、完全 バックアップが実行されます。最初の完全バックアップは、すべてのプランで必須です。 

*注意: ESX/ESXi または vCenter にホストされている VM は 完全バックアップ･増分バックアッ

プ･差分バックアップ に対応していますが、Hyper-V にホストされている VM は 完全バックアップ の

みに対応しています。バックアップ ジョブのタイプが 増分 または 差分 に設定された場合、Hyper-V 
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VM のバックアップ フィールドで Hyper-V にホストされている VM に対して完全バックアップを実行

するか、Hyper-V にホストされている VM のバックアップをスキップするかを選択することができます。 

 リストア粒度レベル - ドロップダウン リストから粒度レベルを選択します。生成された最小単位インデッ

クスは、リカバリー中にバックアップ データ ツリーの参照および 高度検索 機能を使用する最小単位コ

ンテンツの検索に使用されます。サイト コレクション レベル、サイト レベル、フォルダー レベル、アイテ

ム レベル、アイテム バージョン レベル、なし を選択することができます。 

 データベース バックアップ データを確認する - バックアップ データをリカバリーに使用できることを確保

するため、バックアップ ジョブの完了後にデータベース バックアップ データを検証するかどうかを選択しま

す。 

 バックアップ用エージェント アカウント権限の確認 - プラットフォーム バックアップ ジョブでバックアップ

用のエージェント アカウント権限を確認するかどうかを選択します。はい を選択すると、バックアップ ジョ

ブでバックアップ用のエージェント アカウント権限を確認します。お使いのエージェント アカウントが確実

にプラットフォーム バックアップ & リストアを使用する必要な権限を持つ場合は、いいえ を選択してこの

プロセスをスキップします。このプロセスをスキップすると、ジョブの実行が速くなる可能性があります。エー

ジェント アカウントの権限が不十分であるためにジョブが失敗する場合は、バックアップ ジョブ レポートに

詳細が表示されます。 

 ジョブ レポート - バックアップ ジョブのレポート レベルを選択します。 簡易 を選択すると、バックアップ 

データのサマリーを作成します。 詳細 を選択すると、すべてのバックアップ オブジェクトの完全リストを作

成しますが、パフォーマンスに影響を与える可能性があります。バックアップにストレージ マネージャーまた

はコネクタ BLOB データを選択する場合、ジョブ モニター の ジョブの詳細 画面に BLOB 詳細 タ

ブが表示されます。  

 タイプ - 使用する定期スケジュールを選択します。時間毎、日毎、週毎、月毎 ラジオ ボタンを選択

することができます。 

 スケジュール設定 - スケジュール バックアップ ジョブの実行頻度を設定します。タイプ として 時間毎、

週毎、月毎 を選択する場合、0 以上の整数を入力して定期頻度を設定します。詳細設定を使用

してジョブの頻度を構成するには、詳細設定 チェックボックスを選択して追加のオプションを表示しま

す。  

• 時間毎 の詳細設定は以下のとおりです。 

 業務時間を指定 - ドロップダウン リストからジョブ実行の業務期間を選択します。開

始時刻は 開始時刻 フィールド内の時間となります。バックアップ ジョブは 終了時刻 

フィールドに入力された時間まで時間毎に実行されます。 
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 時刻を選択 - ドロップダウン リストから開始時刻を選択します。バックアップ ジョブは

入力した時刻に開始します。[追加] をクリックして複数の開始時刻を追加すること

ができます。 

• 週毎 の詳細設定 - 実行間隔: _ 週間 のテキスト ボックスに 0 以上の整数を入力して、

指定日: _ ドロップダウン リストから週の日を選択します。例えば、実行間隔: 2 週間、指定

日: 火曜日と水曜日 の場合、バックアップ ジョブは 2 週間毎の火曜日と水曜日に実行され

ます。  

• 月毎 の詳細設定は以下のとおりです。 

 指定日: _ _ 日 - 選択した月と日にバックアップ ジョブを実行します。例えば、指定

日: 2 月、3 月、4 月 1 日 の場合、バックアップ ジョブは 2 月 1 日、3 月 1 

日、4 月 1 日に実行されます。 

 指定日: _ ヶ月毎の _ 日 - 入力した数値の月間毎の選択した日にバックアップ ジ

ョブを実行します。例えば、指定日: 2 ヶ月毎の 1 日 の場合、構成された終了時

間まで、バックアップ ジョブは今月の 1 日、来月の 1 日、再来月の 1 日に繰り返し

て実行されます。 

 指定日: _ ヶ月毎の _ _ - 入力した数値の月間毎の指定番号の曜日にバックアッ

プ ジョブを実行します。例えば、指定日: 2 ヶ月毎の 第 2 月曜日 の場合、バック

アップ ジョブは 2 ヶ月毎の第 2 月曜日に実行されます。 

 指定日: _ の _ _ - 入力した月の指定番号の曜日にバックアップ ジョブを実行しま

す。例えば、指定日: 2 月、3 月、4 月の 第 2 月曜日 の場合、バックアップ ジョ

ブは 2 月の第 2 月曜日、3 月の第 2 月曜日、4 月の第 2 月曜日に実行されま

す。 

 再実行期間 – スケジュールの開始時刻と終了時刻を選択します。 

 [詳細設定] タブを選択して、バックアップ スケジュールの詳細設定を構成します。  

 最小単位インデックス オプション - 最小単位インデックスを生成するタイミングを選択します。このイン

デックスを使用すると、リカバリー中にコンテンツ データベースの検索を実行することができます。バックア

ップ ジョブ中に最小単位インデックスを生成する を選択すると、多くのリソースを消費する可能性が

あります。リソースの競合を回避するため、メンテナンス ジョブ中に最小単位インデックスを生成する 

を選択します。 

 並行して Web フロントエンド サーバーをバックアップする - 並行して Web フロントエンド サーバー

をバックアップするかどうかを選択します。並行して Web フロントエンド サーバーをバックアップする オ
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プションを選択すると、テキスト ボックスに並行してバックアップする Web フロントエンド サーバー数を入

力する必要があります。 

*注意: 大量の Web フロントエンド サーバーを並行してバックアップすると、メディア サービスで過負荷

が発生する可能性があります。 

*注意: 以下の推奨は、お使いのネットワーク帯域幅が 60 MB/s であることを前提にしています。 

その他のファイル システム フォルダー ノード配下のコンテンツが 1 GB を超過する場合、最大 3 ま

たは 4 に設定することを推奨します。 

その他のファイル システム フォルダー ノード配下のコンテンツが 1 GB を超過しない場合、平均バッ

クアップ速度が 1 MB/s 以下であるため、最大値を 4 以上に設定することができます。 

 最小単位インデックスの生成方法 - バックアップ データの最小単位インデックスを生成する方法を選

択します。各 SQL サーバーで一回につき 1 件のデータベースのインデックスを 順次 に生成して、リソ

ース要件を最小限に抑えます。また、各 SQL サーバーで複数のデータベースのインデックスを同時に 

並列 して生成します。並列 を選択する場合、プラットフォーム バックアップは既定で 1 件の SQL サ

ーバーで (最大) 5 件のデータベース インデックスを同時に生成します。 

 操作コマンドの実行 - ドロップダウン リストからコマンド プロファイルを選択して、バックアップ ジョブでス

ナップショット生成の前後に実行します。連続スナップショットの作成 オプションを選択しない場合、こ

のフィールドを構成することはできません。 

 選択した範囲内のスタブ データベースのバックアップ - スタブ データベースを、選択済みのバックアッ

プするコンテンツと一緒にバックアップするかどうかを選択します。このオプションを選択すると、ユーザーは

粒度レベル リストアを実行して、バックアップ済みスタブ データベースからスタブをリストアすることができま

す。 

選択した範囲内の BLOB のバックアップ – ストレージ マネージャーが生成した BLOB コンテンツと

コネクタの接続パスのファイルをバックアップするかどうかを選択します。BLOB データをバックアップする場

合、該当するチェックボックスを選択します。BLOB データは並列してバックアップされます。コネクタ 

BLOB はストレージ マネージャー BLOB の前にバックアップされます。既定では、最大 5 件のコネクタ 

BLOB またはストレージ マネージャー BLOB が同時にバックアップされます。

…\AvePoint\DocAve6\Agent\data\SP2010\Platform\SP2010PlatformConfigur

ation.xml ディレクトリに移動して、並列してバックアップする BLOB データの最大数を構成することが
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できます。詳細については、並列して実行する BLOB バックアップの最大数の定義 を参照してくださ

い。  

*注意: 既定値は 5 に設定されています。最大 5 件の BLOB バックアップが同時に実行されること

を意味します。 

*注意: NFS ストレージ内の BLOB データは、プラットフォーム バックアップ & リストアを使用してバック

アップ･リストアすることができません。  

*注意: プラットフォーム バックアップ & リストアは、Cleversafe デバイスに保存されているストレージ 

マネージャー BLOB に対応しています。   

*注意: アーカイバ の 各ドキュメントのスタブを SharePoint に保持する (ストレージ マネージャ

ーを使用) 機能経由で生成された BLOB データをバックアップするには、ストレージ マネージャー 

BLOB をバックアップする オプションを選択します。同様に、バックアップ範囲で アーカイバ 経由で生

成された BLOB データが存在する場合、ストレージ マネージャー BLOB をバックアップする オプシ

ョンを選択すると、バックアップ ジョブ中にアーカイバ BLOB データはストレージ マネージャー BLOB デ

ータと一緒にバックアップされます。 

*注意: VSS を使用してファイル シェアから BLOB データをバックアップする場合、ファイル サーバーで

ファイル サーバー VSS エージェント サービスを有効にする必要があります。 

*注意: 以下の場合に、同期ストレージ グループに保存されているストレージ マネージャー BLOB デ

ータをバックアップすることができません。 

• デバイスが存在するコンピューターの電源が切れている 

• デバイスが存在するコンピューターがオフラインである 

 BLOB データ圧縮 - ストレージ マネージャー BLOB をバックアップする および コネクタ BLOB 

をバックアップする のいずれかまたは両方を選択する場合、このフィールドが表示されます。このチェック

ボックスを選択すると、このプランのバックアップ ジョブの実行中に BLOB データ圧縮が使用可能になり

ます。  

*注意: このオプションはネットシェアおよび IBM Storwize ファミリー デバイスに対応しています。スト

レージ最適化 で圧縮･暗号化されたデータは再度圧縮されません。 

 ジョブの制限時間 - バックアップ ジョブの制限時間を選択します。  
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• 制限時間なし - すべてのバックアップ ジョブに制限時間がありません。 

• _ _ (分、時間、日) 後に停止する - ジョブの実行時間が入力した制限時間を超過する

と、DocAve はこのバックアップ ジョブを自動的に停止します。  

 [OK] をクリックして構成をスケジュールとして保存します。変更を保存しない場合は [キャンセル] を

クリックします。 

手動のメンテナンス 

メンテナンス ジョブは、バックアップ ジョブ中に延期されたすべての操作を実行します。これらの操作には、スナップ

ショット データのメディア サーバーへの転送、最小単位インデックスの生成、データベース バックアップ データの検

証が含まれます。メンテナンス ジョブを実行できる対象は、完了 および 完了 (実行中に例外あり) のバックア

ップ ジョブのみです。 

スケジュール メンテナンス ジョブ (バックアップ プランで構成できます) の他に、完了 / 完了 (実行中に例外あ

り) のジョブに対し、ジョブ モニター でメンテナンス ジョブを手動で実行することができます。  

ユーザーにメンテナンス ジョブの実行を通知するには、メンテナンス通知 を構成します。アドレスのみのプロファ

イルの選択 ドロップダウン リストから構成済み通知プロファイルを選択するか、[通知プロファイルの新規作成] 

リンクをクリックして新しいメール通知プロファイルを作成します。[表示] をクリックすると、選択した通知プロファイ

ルの詳細構成が表示されます。 

フィルター グループ > モジュール > プラットフォーム メンテナンス マネージャー の順に選択して、ジョブ モニ

ター でメンテナンス ジョブを表示することができます。詳細については、DocAve 6 ジョブ モニター参照ガイド を

参照してください。メンテナンス ジョブの詳細は該当するバックアップ ジョブのジョブ詳細に追加され、メンテナンス

の詳細 タブに表示されます。 

*注意: メンテナンス ジョブを実行できる対象は、完了 および 完了 (実行中に例外あり) のバックアップ ジョブ

のみです。これらのバックアップ ジョブは、連続スナップショットからのデータ コピーの延期、InstaMount マッピン

グの作成の延期、最小単位リストア インデックスの作成の延期のいずれかを実行する必要があります。メンテナ

ンス ジョブは、延期された処理を実行します。メンテナンス ジョブが完了すると、該当のメンテナンス オプション / 

ボタンはグレーアウトされます。InstaMount マッピングの生成 機能および インデックス マッピングの生成 

機能はコンテンツ データベースのみで機能します。InstaMount マッピングの生成 機能は増分バックアップ 

ジョブに対応していません。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Job_Monitor_Reference_Guide.pdf
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*注意: 連続スナップショットを使用してファイル ストリーム データでコンテンツ データベースをバックアップした場

合、インデックス生成のメンテナンス ジョブは失敗します。 

スナップショット保持ポリシー 

スナップショットに保持ポリシーを適用する場合、構成ファイル内の MaxSnapshotCount ルールおよびプラ

ン ビルダーで構成されたスナップショットしきい値ルールの両方はバックアップ ジョブの完了後に確認されます。ス

ナップショット保持ポリシーの構成の詳細については、本セクションおよび 構成ファイルでスナップショット保持ルー

ルの設定 セクションを参照してください。 

*注意: 失敗･停止したジョブのスナップショットはただちに削除されます。完了したバックアップ ジョブのみに保持

ポリシーを適用することができます。 

*注意: DocAve は、サード パーティ製品で取得されてハードウェアに保存されたスナップショットを、現在のもの

に至るまで順にカウントします。ただし、サード パーティ製品や他のプランで取得されたスナップショットは、保持ポ

リシーの実行時に削除できません。  

*注意: バックアップ ジョブの実行時に スナップショットからメディア サーバーへデータを転送する オプションを

選択していない場合、プラン ビルダーでスナップショット保持の ポリシー 1 を有効にしている間は、該当するス

ナップショットが削除されます。 

バックアップ ジョブの実行中、DocAve は構成された保持ルールを 2 回確認します。保持ルールのロジックの

詳細について、以下で説明します。 

 1 回目の確認は、希望のデータをバックアップする前に実行されます。DocAve は、現在のハードウェ

アのスナップショット数と、構成されたハードウェアに保存されているスナップショットの最大数 (構成ファイ

ルの MaxSnapshotCount) を比較します。  

1 回目の確認後、DocAve プラットフォーム バックアップ & リストア プラン ビルダーで構成された スナ

ップショットしきい値ポリシー に従って、スナップショットを保持します。 3 件のポリシー オプションが存

在します。 

• ポリシー 1: まず最初のジョブのスナップショット データを転送し、その後スナップショットを

削除して新規ジョブを開始する – 現在のプランのデータから、最も古いスナップショットが構成

済みの論理デバイスにただちに転送され、そのスナップショットはハードウェアから削除されます。

その後、現在のプランの新規ジョブが開始されます。 
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• ポリシー 2: 新しいジョブを中断し、最初のスナップショット ジョブをそのまま保持する – 現

在のプランの新規ジョブは失敗し、ハードウェアに保存されているすべてのスナップショットは保持

されます。  

• ポリシー 3: スナップショットによる最初のジョブを中断し、データ転送前にスナップショット

を削除して新規ジョブを開始する – まず、現在のジョブの転送済みかつ最も古いスナップショ

ットがハードウェアから直接削除されます。次に、完全バックアップ ジョブまたは差分バックアップ 

ジョブに続く差分バックアップ ジョブのスナップショットが削除され、最も古い差分バックアップ ジョ

ブのスナップショットが削除され、削除されたスナップショットに関連するすべてのジョブは失敗し

ます。その後、現在のプランの新規ジョブが開始されます。 

*注意: スナップショット データが転送されていない完全バックアップ ジョブのスナップショットは削

除されません。 

*注意: 

• ハードウェアの現在のスナップショット数が構成ファイルの MaxSnapshotCount 以上であ

る場合、DocAve プラットフォーム バックアップ & リストア プラン ビルダーで選択したポリシー

が実行されます。   

• DocAve は保持ジョブの実行をシミュレートし、保持後の新規スナップショットの空き容量が十

分に確保されるかどうかを判断します。空き容量が不足している場合、超過分のスナップショッ

トは削除されず、新規ジョブは失敗します。  

 ポリシー 1 または ポリシー 3 を選択すると、DocAve は現在のプランの最も古い

超過分のスナップショットを削除し、新しいバックアップ データ用に空き容量を確保して

から、バックアップ ジョブを実行します。 

 ポリシー 2 を選択すると、バックアップ ジョブは失敗します。 

• ハードウェアの現在のスナップショット数が構成ファイルの値 MaxSnapshotCount より少

ない場合、DocAve は新しいバックアップ ジョブを直接実行します。 

 2 回目の確認は、希望のデータのバックアップ後に実行されます。  

DocAve は、現在のプランのバックアップ ジョブ数とプラン ビルダーで構成された スナップショットを保

持するバックアップ ジョブ数 の値を比較します。 

確認後、以下の スナップショットしきい値ポリシー に従って、スナップショットの保持を実行します。  
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• ポリシー: まず最初のジョブのスナップショット データを転送し、その後スナップショットを削

除する – 現在のプランの最も古いスナップショットがただちに論理デバイスへ転送され、そのス

ナップショットはハードウェアから削除されます。  

*注意: 

• 現在のプランのバックアップ ジョブ数がプラン ビルダーで構成された スナップショットを保持する

バックアップ ジョブ数 値より多い場合、DocAve は現在のプランの最も古いスナップショット

を論理デバイスへコピーし、そのスナップショットをハードウェアから削除します。   

*注意: 保持後、現在のプランのスナップショット数がしきい値 (プラン ビルダー内の スナップシ

ョットを保持するバックアップ ジョブ数 値) を超えているかどうかを再度確認します。しきい値

を超えている場合、超過分のスナップショットは削除されません。 ただし、新しいスナップショット

の作成後に、新規バックアップ ジョブが実行されます。 

• 現在のプランのバックアップ ジョブ数がプラン ビルダーで構成された スナップショットを保持する

バックアップ ジョブ数 値以下の場合、DocAve は新規バックアップ ジョブを完了します。 

構成ファイルでスナップショット保持ルールの設定  

SP2010PlatformConfiguration.xml ファイルを試用して、ハードウェアに保存できるスナップショットの

最大数を構成します。このファイルは DocAve エージェント インストール パスに存在します。既定のパスは 

…\AvePoint\DocAve6\Agent\data\SP2010\Platform です。  

*注意: SharePoint 2010 環境と SharePoint 2013 環境の両方はこの同じ構成ファイルを使用します。 

ストレージ ハードウェアに接続しているエージェント サーバーにある構成ファイルの内部に存在する、以下の属性

を変更する必要があります。変更が行われない場合、この構成ではカスタム構成が使用されず、既定の設定が

使用されます。 

以下の形式の赤枠にある複数のノードを追加します。 

 

図 7: 変更された構成ファイル 
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<VolumeConfig providerOption="0" MaxSnapshotCount="32"> 

<DriverLetter path="c:"/> 

</VolumeConfig> 

上図の赤い枠内の属性を構成するには、次の説明を参照してください。 

• providerOption – スナップショット撮影の実行に使用するプロバイダーを入力します。  

 0 – ハードウェアの既定プロバイダーを使用します。システム ディスクにはシステムの 

VSS プロバイダーが使用され、他のハードウェア ディスクにはハードウェア プロバイダー

が使用されます。 

 1 – システムの VSS プロバイダーを使用します。  

 2 – 入力したプロバイダーを使用します。このオプションを使用する場合、

providerId 属性のプロバイダー ID を入力する必要があります。  

プロバイダー ID を表示するには、管理者として実行 オプションでコマンド プロンプトを実行

し、図 8 内のコマンドを入力します。  

 

  図 8: プロバイダー ID の表示 

• MaxSnapshotCount – ハードウェアに保存可能なスナップショットの最大数です。

Microsoft Windows システム ディスクについては、オペレーティング システムで認められるパ

フォーマンスを確保するために、この属性の値を 32 以下にすることをお勧めします。 
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• パス – ハードウェアにリンクするドライブ名です。 

 

転送可能なスナップショット構成 

DocAve では、転送可能なスナップショットを使用してバックアップ ジョブのパフォーマンスおよび効率を向上させ

ることができます。 

環境要件 

• バックアップするデータが存在するサーバーでハードウェア プロバイダーをインストールします。 

• 上記のサーバーとストレージ サーバーに対して同一の iSCSI セッションを作成します。 

構成ファイルの構成 

転送可能なスナップショット機能を有効にするには、構成ファイルを構成します。以下の説明を参照してくださ

い。 

1. …\AvePoint\data\SP2010\Platform に移動します。

SP2010PlatformConfiguration.xml ファイルを検索します。 

2. SP2010PlatformConfiguration.xml ファイルをメモ帳で開きます。<BackupConfig> 

要素を検索します。 

 <DataTransferOptionConfig TransferOption> 属性を変更します。適切な値は 2 種

類存在します。  

o 0 - 転送可能なスナップショット機能を無効にします。  

 1 - 転送可能なスナップショット機能を有効にします。 

 構成を保存して、ファイルを閉じます。 

環境要件がすべて満たされた場合、転送可能なスナップショット機能は VSS を使用してプラットフォーム バック

アップ ジョブを実行する際に機能します。 

 

  



 79 

 
DocAve 6: プラットフォーム バックアップ & リストア 

 

構成ファイル内の BLOB バックアップ設定の変更 

必要に応じて構成ファイルで BLOB バックアップ設定を変更するには、以下のセクションを参照してください。  

並列して実行する BLOB バックアップの最大数の定義 

バックアップ プラン スケジュールまたは ただちに実行 画面で ストレージ マネージャー BLOB をバックアップす

る オプションおよび コネクタ BLOB をバックアップする オプションを選択した場合、プラットフォーム バックアップ 

ジョブ中に BLOB データは並列してバックアップされます。  

プラットフォーム バックアップ ジョブは、ストレージ マネージャー BLOB データをバックアップする前にコネクタ 

BLOB データをバックアップします (データが同一のサーバーに存在することを前提にしています)。最大 5 件の

コネクタ ライブラリの BLOB データを並列してバックアップすることができます。サーバー上のコネクタ BLOB デー

タ バックアップの完了後、ストレージ マネージャー サイト コレクションの BLOB データがバックアップされます。最

大 5 件のストレージ マネージャー サイト コレクションの BLOB データを並列してバックアップすることができま

す。 

*注意: 既定の値は 5 に設定されており、並列して実行する BLOB バックアップ ジョブが最大 5 件であること

を意味します。 

並列して実行する BLOB バックアップの最大数を構成するには、以下の説明を参照してください。 

 DocAve エージェントがインストールされている SQL サーバーにログインします。 

 …\AvePoint\DocAve6\data\SP2010\Platform ディレクトリで 

SP2010PlatformConfiguration.xml ファイルを検索します。 

 メモ帳でファイルを開きます。 

 ParallelConfig BackupLimit 属性を検索します。  

 必要に応じて値を変更します。  

 ファイルへの変更を保存して閉じます。 

BLOB データをバックアップする場所の定義 

既定では、ストレージ マネージャー BLOB データは SharePoint エージェント サーバーのみで、コネクタ 

BLOB データはメディア サービスがインストールされているサーバーのみでバックアップすることができます。   
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必要に応じて、SP2010PlatformConfiguration.xml ファイルを変更し、SharePoint エージェント 

サーバーでコネクタ BLOB データをバックアップします。 構成ファイルの変更の詳細については、以下の説明を参

照してください。  

 DocAve エージェントがインストールされている SQL サーバーにログインします。 

 …\AvePoint\DocAve6\data\SP2010\Platform ディレクトリで 

SP2010PlatformConfiguration.xml ファイルを検索します。 

 メモ帳でファイルを開きます。 

  以下の情報を参照して <BlobService useControlServiceExtender="true" 

useControlServiceConnector="false"/> ノードを構成します。  

• useControlServiceExtender 属性は、SharePoint エージェント サーバー上のストレ

ージ マネージャー BLOB データがバックアップされたことを示します。値は true であり、変更

することはできません。 

• useControlServiceConnector 属性は 2 種類の値があります。  

 既定の値は false であり、メディア サーバーがインストールされているサーバー上のコ

ネクタ BLOB がバックアップされたことを意味します。 

 値を true に設定して、SharePoint エージェント サーバー上のコネクタ BLOB を

バックアップします。useControlServiceConnector 属性の値を true に変

更しないことは推奨します。  

 構成をファイルに保存して閉じます。 

*注意: TSM サーバー 6.3.x であるストレージ デバイスへのストレージ マネージャー BLOB またはコネクタ 

BLOB のバックアップ データの書き込みに対応するため、BLOB をバックアップする場所である DocAve エージ

ェント サーバーに TSM Client 7.1.2 が必要です。 

  



 81 

 
DocAve 6: プラットフォーム バックアップ & リストア 

 

フォーム モードでのバックアップ プランの作成 

フォーム モードは、DocAve バックアップ プランの構成に慣れているユーザー向けのオプションです。フォーム モー

ドでバックアップ プランを作成するには、バックアップするコンテンツを選択して、プラン ビルダー > フォーム モー

ド を選択します。各オプションの詳細については、ウィザード モードでのバックアップ プランの作成 を参照してくだ

さい。 

*注意: プランを初めて構成する場合、またはそれぞれのプラン コンポーネントに関する説明を参照しながら作

業を進めたい場合は、ウィザード モードを使用することを推奨します。 

バックアップ ジョブの即時実行 

ウィザード モードを使用してプランを設定する場合、プランを保存する際に [完了して実行] をクリックすると、バ

ックアップ ジョブをただちに実行することができます。プランが保存された直後にジョブがに実行されます。 

フォーム モードを使用してプランを設定する場合、プランを保存する際に [保存して実行] をクリックすると、プラ

ンが保存された直後にジョブが実行されます。 
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プランの管理 

作成済みプラットフォーム バックアップ プランは、プラン マネージャー を使用して管理することができます。プラッ

トフォーム バックアップ & リストア 画面の起動後、[リストア] タブの隣にある [プラン マネージャー] をクリッ

クします。プラン マネージャー 画面では、すべての作成済みのプランがメイン表示画面に表示されます。 

この画面で、ページ毎のプランの表示件数を変更することができます。ページ毎のプランの表示件数を変更する

には、右下隅にある 行の表示 ドロップダウン メニューから希望の件数を選択します。 プランを並べ替えるには、

プラン名、説明、プラン グループ、ファーム、最終更新日時、プラットフォーム タイプ などの列見出しをクリッ

クします。 

プラン マネージャー 画面では次のアクションを実行することができます。 

*注意: プランの範囲が変更されると、プランを引き続き使用する前にツリーを更新します。 

• 詳細の表示 - プランを選択して、[詳細の表示] をクリックします。バックアップ範囲およびプラ

ンの設定が 詳細の表示 画面に表示されます。選択したノードまたはバックアップ設定を変更

する場合には、リボン上で [編集] をクリックします。  

• 編集 - プランを選択して、リボン上で [編集] を選択して、選択したプランの構成を変更しま

す。選択したノードを変更し、プラットフォーム バックアップ プランの設定を変更することができま

す。また、ストレージ ポリシー、ステージング ポリシー、カスタム データベース をクリックして該

当するアクションを実行することができます。 

• 削除 - 削除するプランを選択して、リボン上で [削除] をクリックします。削除を確認するポッ

プアップ ウィンドウが表示されます。[OK] をクリックして選択したプランを削除します。削除し

ない場合は、[キャンセル] をクリックして プラン マネージャー 画面に戻ります。 

• テスト実行 - [テスト実行] をクリックすると、本番の移行ジョブをシミュレートするテスト ジョブ

を実行します。テスト実行のジョブ レポートをレビューして、移行元コンテンツのバックアップに成

功できるかどうかを判断し、プランの調整および設定の最適化を実行することができます。   

• ただちに実行 - [ただちに実行] をクリックして ただちに実行 画面に移動します。ただちに実

行 画面の設定の詳細については、[ただちに実行] 画面の構成 を参照してください。 
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[ただちに実行] 画面の構成 

ただちに実行 画面で、基本 タブおよび 詳細設定 タブでバックアップ ジョブの設定を構成することができます。

基本 タブの詳細については、以下のセクションを参照してください。 

*注意: プランの範囲が変更されると、プランを引き続き使用する前にツリーを更新します。 

• バックアップ タイプ - 選択したプランで実行するバックアップ ジョブのタイプを選択します。ドロ

ップダウン リストから 完全バックアップ、増分バックアップ、差分バックアップ を選択すること

ができます。詳細については、バックアップ タイプの概要 を参照してください。 

*注意: プラットフォーム バックアップ プランを初めて実行すると、選択されているバックアップ プ

ランとは関係なく、完全 バックアップが実行されます。最初の完全バックアップは、すべてのプラ

ンで必須です。  

*注意: ESX/ESXi または vCenter にホストされている VM は 完全バックアップ･増分バ

ックアップ･差分バックアップ に対応していますが、Hyper-V にホストされている VM は 完

全バックアップ のみに対応しています。バックアップ ジョブのタイプが 増分 または 差分 に設

定された場合、Hyper-V VM のバックアップ フィールドで Hyper-V にホストされている 

VM で完全バックアップを実行するか、Hyper-V にホストされている VM のバックアップをスキ

ップするかを選択することができます。 

• リストア粒度レベル - バックアップ ジョブでインデックス生成の最小単位インデックス レベルを

選択します。最小単位リストア インデックス レベルとして、サイト コレクション レベル、サイト 

レベル、フォルダー レベル、アイテム レベル、アイテム バージョン レベル、なし を選択すること

ができます。  

• データベース バックアップ データを確認する - バックアップ ジョブの完了後にデータベース バ

ックアップ データを確認するかどうかを選択します。 

*注意: データベース バックアップ データを確認するチェックボックスを選択する場合、ステージ

ング SQL Server 設定を構成する必要があります。 

• ステージング SQL Server - データベース バックアップ確認の実行に使用される SQL 

Server インスタンスを選択します。既定では、バックアップに使用する SQL Server が選

択されています。ドロップダウン リストからステージング ポリシーを選択して リモート SQL 

Server の使用を選択することができます。 
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• バックアップ用エージェント アカウント権限の確認 - プラットフォーム バックアップ ジョブでエー

ジェント アカウントのバックアップ権限を確認するかどうかを選択します。はい を選択して、バッ

クアップ ジョブでエージェント アカウント権限を確認します。お使いのエージェント アカウントが確

実にプラットフォーム バックアップ & リストアを使用する十分な権限を持つ場合、いいえ を選

択してこのプロセスをスキップします。このプロセスをスキップすると、ジョブの実行が速くなる可能

性があります。エージェント アカウント権限が不十分であるためにジョブが失敗する場合、バック

アップ ジョブ レポートに詳細が表示されます。 

• ジョブ レポート – バックアップ ジョブのレポート レベルを選択します。 簡易 を選択すると、バッ

クアップ データのサマリーを作成します。 詳細 を選択すると、すべてのバックアップ オブジェクト

の完全リストを作成しますが、パフォーマンスに対する影響を与える可能性があります。ストレー

ジ マネージャーまたはコネクタ BLOB データを選択する場合、ジョブ モニター の ジョブの詳

細 画面に BLOB 詳細 タブが表示されます。 

• 設定を記憶させる - はい、この設定を記憶させます。 を選択して、将来使用するために現

在のユーザーがバックアップ ジョブを実行する際に設定を記憶させます。記憶させない場合は、

いいえ、次回プランを実行する際に、この設定を改めて構成します。 を選択します。 

詳細設定 タブの設定の詳細については、以下のセクションを参照してください。 

• データ転送オプション - スナップショットからバックアップ ストレージにデータを転送するタイミング

を選択します。スナップショットからバックアップ データを転送することで、本番サーバーがオフライ

ンである場合にリカバリー用のバックアップ データの可用性を確保します。転送に一部のリソー

スを使用する可能性があります。このフィールドは、連続スナップショットの作成 が はい に設

定されている場合にのみ使用可能です。 

 バックアップ ジョブ中に連続スナップショットからバックアップ データ ストレージへデ

ータを転送する - スナップショットの完了後、ハードウェアから該当するストレージ デバ

イスにただちにスナップショット データを転送します。このオプションがオフの場合、ストレ

ージ デバイスにバックアップ データは書き込まれません。 

*注意: バックアップ ジョブの実行中に連続スナップショットを作成しない場合、このオ

プションの選択と関係なく、スナップショット データは該当の論理デバイスへコピーされま

す。 

 メンテナンス ジョブ中に連続スナップショットからバックアップ データ ストレージへデ

ータを転送する - バックアップ ジョブ中にスナップショット データはストレージ デバイス

に転送されません。このオプションを選択する場合、バックアップ ジョブの完了後に実
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行されるスケジュール / 手動のメンテナンス ジョブで、スナップショット データは該当の

ストレージ デバイスへ転送されます。 

 連続スナップショットからバックアップ データ ストレージへデータを転送せず、スナッ

プショットをデータのバックアップのみに使用する - スナップショット データをメディア 

サーバーに転送しません。 

• 最小単位インデックス オプション - 最小単位インデックスを生成するタイミングを選択します。

バックアップ ジョブ中に最小単位インデックスを生成する を選択すると、多くのリソースを消

費する可能性があります。リソースの競合を回避するため、メンテナンス ジョブ中に最小単位

インデックスを生成する を選択します。 

• 並行して Web フロントエンド サーバーをバックアップする - 並行して Web フロントエンド 

サーバーをバックアップするかどうかを選択します。並行して Web フロントエンド サーバーをバ

ックアップする オプションを選択すると、テキスト ボックスに並列してバックアップする Web フロ

ントエンド サーバー数を入力する必要があります。 

*注意: 大量の Web フロントエンド サーバーを並列してバックアップすると、メディア サービス

で過負荷が発生する可能性があります。  

*注意: 以下の推奨は、お使いのネットワーク帯域幅が 60 MB/s であることを前提にしてい

ます。 

 その他のファイル システム フォルダー ノード配下のコンテンツが 1 GB を超過する

場合、最大 3 または 4 に設定することを推奨します。 

 その他のファイル システム フォルダー ノード配下のコンテンツが 1 GB を超過しない

場合、平均バックアップ速度が 1 MB/s 以下であるため、最大値を 4 以上に設定

することができます。 

• 最小単位インデックスの生成方法 - インデックスを生成する方法を選択します。順次 を選

択すると、一回につき 1 件のデータベースのインデックスを生成します。並列 を選択すると、デ

ータベースのインデックスを同時に生成します。 

• 操作コマンドの実行 - ドロップダウン リストからコマンド プロファイルを選択して、バックアップ ジ

ョブでスナップショット生成の前後に実行します。連続スナップショットの作成 オプションを選択

しない場合、このフィールドを構成することはできません。 

• 選択した範囲内のスタブ データベースのバックアップ - スタブ データベースを選択済みのバ

ックアップするコンテンツと一緒にバックアップするかどうかを選択します。 
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*注意: プランの範囲が変更されると、プランを引き続き使用する前にツリーを更新します。  

選択した範囲内の BLOB のバックアップ – ストレージ マネージャーが生成した BLOB コン

テンツとコネクタの接続パスのファイルをバックアップするかどうかを選択します。BLOB データをバ

ックアップする場合は、該当するチェック ボックスを選択します。BLOB データは並列してバック

アップされます。コネクタ BLOB はストレージ マネージャー BLOB の前にバックアップされます。

既定では、最大 5 件のコネクタ BLOB またはストレージ マネージャー BLOB が同時にバッ

クアップされます。

…\AvePoint\DocAve6\Agent\data\SP2010\Platform\SP2010PlatformCo

nfiguration.xml ディレクトリに移動して、並列してバックアップする BLOB データの最大数

を構成することができます。詳細については、並列して実行する BLOB バックアップの最大数

の定義 を参照してください。  

*注意: プランの範囲が変更されると、プランを引き続き使用する前にツリーを更新します。  

*注意: 既定値は 5 に設定されています。最大 5 件の BLOB バックアップが同時に実行さ

れることを意味します。 

*注意: NFS ストレージ内の BLOB データは、プラットフォーム バックアップ & リストアを使用

してバックアップ･リストアすることができません。 

*注意: アーカイバ の 各ドキュメントのスタブを SharePoint に保持する (ストレージ マ

ネージャーを使用) 機能経由で生成された BLOB データをバックアップするには、ストレージ 

マネージャー BLOB をバックアップする オプションを選択します。同様に、バックアップ範囲で 

アーカイバ 経由で生成された BLOB データが存在する場合、ストレージ マネージャー 

BLOB をバックアップする オプションを選択すると、バックアップ ジョブ中にアーカイバ BLOB 

データはストレージ マネージャー BLOB データと一緒にバックアップされます。 

*注意: VSS を使用してファイル シェアから BLOB データをバックアップする場合、ファイル サ

ーバーでファイル サーバー VSS エージェント サービスを有効にする必要があります。 

*注意: デバイスが存在するコンピューターの電源が切れているか、デバイスが存在するコンピュ

ーターがオフラインである場合、同期ストレージ グループに保存されているストレージ マネージャ

ー BLOB データをバックアップすることができません。  
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• BLOB データ圧縮 - ストレージ マネージャー BLOB をバックアップする および コネクタ 

BLOB をバックアップする のいずれかまたは両方を選択する場合、このフィールドが表示され

ます。このチェックボックスを選択すると、このプランのバックアップ ジョブの実行中に BLOB デー

タ圧縮が使用可能になります。  

*注意: このオプションはネットシェアおよび IBM Storwize ファミリー デバイスに対応していま

す。ストレージ最適化 で圧縮･暗号化されたデータは再度圧縮されません。 

• ジョブの制限時間 - バックアップ ジョブの実行時間に対して制限時間を定義するかどうかを

選択します。  

 制限時間なし - バックアップ ジョブの実行時間に関係なく、DocAve はこのジョブを

自動的に停止しません。 

 _ _ (分、時間、日) 後に停止する - ジョブの実行時間が入力した制限時間を超

過すると、DocAve はこのバックアップ ジョブを自動的に停止します。 

• 設定を記憶させる - はい、この設定を記憶させます。 を選択して、将来使用するために現

在のユーザーがバックアップ ジョブを実行する際に設定を記憶させます。記憶させない場合は、

いいえ、次回プランを実行する際に、この設定を改めて構成します。 を選択します。 

• [OK] をクリックすると、プランに基づいてプラットフォーム バックアップ ジョブをただちに実行しま

す。プラットフォーム バックアップ ジョブを実行しない場合は、[キャンセル] をクリックして プラン 

マネージャー 画面に戻ります。  
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InstaMount について 

ファイル サイズの小さいアイテムをリストアする場合は、InstaMount 機能を有効にしておくことをお勧めします。

InstaMount 一時データベースのサイズは、通常のリストアで使用される一時データベースよりはるかに小さく、

使用する SQL サーバーの容量も少なくなります。そのため、InstaMount の使用時はプラットフォーム最小単

位リストアの処理が大幅に速くなります。 

InstaMount 機能は、バックアップでもリストア ジョブでも有効にすることができます。バックアップ プランを作成

する際に、最小単位インデックスの生成で InstaMount を有効化 フィールドで はい を選択していない場

合でも、リストア プランの作成時に InstaMount 内のインデックスを参照する または InstaMount の使

用 機能を使用することができます。 

ただし、大量のデータをリストアする場合は、InstaMount の使用の効果はほとんどないため、使用は推奨され

ません。デバイスの読み取りスピードが低速である場合、InstaMount の使用によってセッション タイムアウトが

発生する可能性があります。この場合は InstaMount の使用を推奨しません。 

*注意: InstaMount は、ネットシェア、IBM Storwize ファミリー、IBM Spectrum Scale オブジェクト、

TSM、DELL DX ストレージ、HDS Hitachi コンテンツ プラットフォーム ストレージ タイプと使用することができ

ます。  

InstaMount およびリストア インデックス 

最小単位リストア インデックスは、プラットフォーム最小単位リストアに使用されます。最小単位リストア インデッ

クスを作成できるのは、プラットフォーム バックアップ ジョブまたはメンテナンス ジョブ実行中です。 

• 最小単位インデックスの生成で InstaMount を有効化 を無効にしてプラットフォーム バッ

クアップ ジョブを実行する場合、バックアップされているデータベースから直接インデックスが生成

されます。これによって、該当の SQL サーバーのシステム リソースがより多く消費される可能

性があります。 

• InstaMount 機能は、メンテナンス ジョブ実行中の最小単位リストア インデックスの作成に

使用されます。 
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SQL ミラーリング データベースのプラットフォーム バックア

ップ & リストアについて 

SharePoint 環境では、SQL Server にプリンシパル データベースとミラーリング データベースが存在する場

合、本番環境内の安全性のため、完全 / 増分 / 差分プラットフォーム バックアップを使用してプリンシパル デ

ータベースをバックアップすることができます。プリンシパル データベースがフェールオーバー データベースとして使用

されている該当のミラーリング データベースに切り替えられると、フェールオーバーがログ チェーンを壊すため、増分 

/ 差分プラットフォーム バックアップ ジョブは完全プラットフォーム バックアップとして強制的に実行されます。 

*注意: SharePoint コンテンツ データベースのデータベース認証として SQL 認証を選択する場合、エージェ

ント アカウントがバックアップ先の SQL Server へのログイン権限を持っていることを確認してください。権限を

持っていない場合、フェールオーバー データベースとして使用するミラーリング データベースをバックアップすることが

できません。 

*注意: データベース レベルの 元の場所へのリストア の実行前に、手動でミラーリング関係を終了する必要が

あります。これは、使用中のデータベースは削除または上書きすることができないため、データベースを削除して

元の場所へのリストアを有効にする必要があるためです。データベース レベルで元の場所へのリストアの完了

後、手動でミラーリング関係を復元することができます。 
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AlwaysOn 可用性グループ内のデータベース用のプラッ

トフォーム バックアップ & リストアについて 

AlwaysOn 可用性グループ 機能が有効になっており、お使いの SharePoint 環境に SQL サーバーでプ

ライマリー レプリカおよびセカンダリ レプリカが構成されている場合、本番環境内の安全性のため、完全･増分･

差分プラットフォーム バックアップを使用して AlwaysOn 可用性グループ 内のデータベースをバックアップする

ことができます。  

*注意: レプリカに存在するデータベースをバックアップするには、AlwaysOn 可用性グループ 内の各レプリカ

に DocAve エージェントをインストールする必要があります。  

*注意: フェールオーバーがログ チェーンを壊すため、AlwaysOn 可用性グループ のフェールオーバー後に差

分プラットフォーム バックアップ ジョブは完全プラットフォーム バックアップとして強制的に実行されます。 

*注意: セカンダリ レプリカをバックアップする場合、完全バックアップ･差分バックアップ･増分バックアップ タイプは

以下のとおりです。  

• 完全バックアップと差分バックアップ タイプを使用する場合、データは SQL サーバーの コピー

のみのバックアップ 方法でバックアップされます。  

• 増分バックアップ タイプを使用する場合、データはログ バックアップ方法でバックアップされます。 
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フェールオーバー データベース用のプラットフォーム バック

アップ & リストアについて 

プラットフォーム バックアップ & リストアに対応している SharePoint 2010 フェールオーバー データベースの情

報については、以下のセクションを参照してください。 

• コンテンツ データベース 

• 管理コンテンツ データベース 

• State Service データベース 

• Business Data Connectivity Service データベース 

• PerformancePoint Service アプリケーション データベース 

• Managed Metadata Service データベース 

• Web Analytics Service データベース 

• Word Automation Services データベース 

• Secure Store Service アプリケーション データベース 

• Search Service Application データベース 

• Usage and Health Service データベース 

• User Profile Service データベース 

• Help Search データベース 

• Subscription Service データベース 

• Session State Service データベース 

• Application Registry Service データベース 
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プラットフォーム バックアップ & リストアに対応している SharePoint 2013 および SharePoint 2016 フェー

ルオーバー データベースの情報については、以下のセクションを参照してください。 

• コンテンツ データベース 

• 管理コンテンツ データベース 

• State Service データベース 

• Business Data Connectivity Service データベース 

• PerformancePoint Service アプリケーション データベース 

• Managed Metadata Service データベース 

• Word Automation Services データベース 

• Secure Store Service アプリケーション データベース 

• Search Service Application データベース 

• Usage and Health Service データベース 

• User Profile Service データベース 

• App Management Service データベース 

• Subscription Service データベース 

• Session State Service データベース 

• Machine Translation Service データベース 
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リストアの実行  

プラットフォーム バックアップ & リストアは、Microsoft Volume Shadow Copy Services (VSS) スナップ

ショット技術を使用し、SharePoint ファームを保護します。プラットフォーム リストアは、DocAve プラットフォー

ム バックアップ & リストアを使用してバックアップを行ったデータに対してのみ実行することができます。リストア プ

ランを設定する前に、ファーム コンポーネントのリストアに関する重要事項については、指定されたファーム コンポ

ーネントのリストアの詳細情報 を参照してください。 

実行できるリストア タイプは次のとおりです。 

1. 元の場所へリストア (データベース レベルまたは最小単位リストア レベル) – SharePoint で選択し

たバックアップ済みデータを元の場所へリストアします。 

2. 別の場所へリストア (データベース レベルまたは最小単位リストア レベル) – 選択したバックアップ済

みデータを、元の SharePoint ファームの別の場所または (元の場所ではない) 他の SharePoint 

ファームへリストアします。  

3. 元のデータベースのリストア – SQL サーバーへデータベースのみをリストアします。  

*注意: プラットフォーム バックアップ & リストアに対応している SharePoint コンポーネントについては、付録 

D: プラットフォーム バックアップ & リストアで対応している SharePoint 2010 コンポーネント および 付録 E: 

プラットフォーム バックアップ & リストアで対応している SharePoint 2013 コンポーネント を参照してください。 

*注意: 該当のサイト管理レベルの検索範囲をリストアするには、SharePoint 全体管理サーバーで構成され

たプラットフォーム バックアップ & リストア エージェント アカウントが、選択されているサイト コレクションの 管理者 

である必要があります。 

リストア プランの構成 

元の場所および別の場所へのリストア プランの設定手順は、リストア タイプ ステップまで同じです。すべてのリ

ストア タイプについて以下の説明に従い、その後は選択したプラン タイプの説明に進んでください。 

 [リストア] タブを選択し、[管理] グループの [リストア] をクリックします。[タイム ベース リストア] タ

ブが表示されます。 

 [フィルタリング対象] エリアのオプションを構成し、バックアップ データの範囲を制限します。既定のフィ

ルター ルールでは、最新 7 日間分のバックアップ ジョブがすべてフィルターされます。 
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 プランでフィルター – ドロップダウン リストのプラン情報に従って、バックアップ データをフィルタ

ーします。 

 ファーム – ドロップダウン リストからファームを選択し、指定ファームのすべてのプランを

表示します。[すべてのファーム] を選択すると、すべてのファームのプランが表示され

ます。 

 プラン名 – ドロップダウン リストから表示するプランを選択します。[すべてのプラン] 

を選択すると、すべてのプランが表示されます。 

 リストア粒度レベル – ドロップダウン リストからリストア粒度レベルを選択します。選択

したリストア粒度レベルに対応しているバックアップ ジョブのみが表示されます。[すべて

のタイプ] を選択すると、すべてのレベルのバックアップ ジョブが表示されます。  

 ジョブでフィルター – ドロップダウン リストのジョブ タイプによってバックアップ ジョブを制限しま

す。 

 バックアップ タイプ – ドロップダウン リストからバックアップ タイプを選択します。選択

したタイプのバックアップ ジョブのみが表示されます。[すべてのタイプ] を選択すると、

3 つのすべてのタイプのバックアップ ジョブが表示されます。 

 期間でフィルター – ドロップダウン リストの完了期間によってバックアップ データをフィルターし

ます。 

 すべてのジョブ – すべての 完了 / 完了 (実行中に例外あり) のプラットフォーム バ

ックアップ ジョブが表示されます。 

 バックアップ ジョブの開始期間を指定する – 期間を選択します。開始時間が選択

した期間内にある、すべての 完了 / 完了 (実行中に例外あり) のプラットフォーム 

バックアップ ジョブが表示されます。  

2. フィルターの選択後、[フィルター対象] エリアまたはリボン上の [フィルター] ボタンをクリックします。フィ

ルター ルールを満たすバックアップ ジョブがすべてカレンダーに一覧表示されます。必要に応じて、[フィ

ルター対象] エリアまたはリボン上の [リセット] をクリックし、すべての 完了 / 完了 (実行中に例外

あり) のプラットフォーム バックアップ ジョブを消去します。 

*注意: バックアップ ジョブの検索範囲が非常に大きく、一部のバックアップ データが使用できない場

合、バックアップ ジョブの読み込みに時間がかかる可能性があります。コントロール パネル > システム 

オプション > セキュリティ設定 の順に移動して セッション タイムアウト を構成します。詳細について

は、DocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド を参照してください。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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*注意: 差分バックアップ ジョブを選択してリストアする場合、この差分ジョブの基準である完全バックア

ップ ジョブのバックアップ データもリストアされます。増分バックアップ ジョブを選択してリストアする場合、

以下の 2 種類のシナリオが発生する可能性があります。 

• このバックアップ サイクルで (完全バックアップ ジョブは常に新しいサイクルを開始する) 選択し

た増分バックアップ ジョブの前に実行される差分バックアップ ジョブが存在する場合、完全バッ

クアップ ジョブおよび最新の差分バックアップ ジョブのバックアップ データがリストアされ、最新の

差分バックアップ ジョブと選択した増分バックアップ ジョブの間の増分バックアップ ジョブのバック

アップ データもリストアされます。 

• このバックアップ サイクルで選択した増分バックアップ ジョブの前に実行される差分バックアップ 

ジョブが存在しない場合、このバックアップ サイクル内の完全バックアップ ジョブ、選択した増分

バックアップ ジョブ、完全バックアップ ジョブと選択した増分バックアップ ジョブの間のすべての増

分バックアップ ジョブのバックアップ データがリストアされます。 

3. ジョブをクリックし、リストアするバックアップ ジョブを選択します。実行できる追加のアクションは次のとおり

です。 

• マウス カーソルをバックアップ ジョブの上に置くと、プラン名、ジョブ ID、バックアップ オプショ

ン、リストア粒度レベル、バックアップ方法、連続スナップショットの作成、InstaMount の

有効化、インデックスの状態、データのコピー、InstaMount マッピングの作成、ジョブ ス

テータス などのジョブ情報が表示されます。[日]、[週]、[月] をクリックするとビューが変更さ

れ、指定された期間内のすべての有効なジョブを表示します。  

• カレンダーの左上隅のページ変更 ( ) ボタンをクリックして、ページを変更します。  

 ここまでの操作で、リストアするデータを含むバックアップ ジョブの選択が完了しました。次に、リストア タ

イプに適したリンクをクリックし、ジョブ設定を続行します。 

• データベース レベルの元の場所へのリストア プランの設定  

• 元の場所へのプラットフォーム最小単位リストア プランの設定  

• データベース レベルの別の場所へのリストア プランの設定  

• 別の場所へのプラットフォーム最小単位リストア プランの設定  

• 元のデータベースのリストア  

• バックアップ済み VM のリストア 

• バックアップ済み Web フロントエンド ファイルのリストア 
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• バックアップ済み BLOB データのリストア 

• バックアップ済みスタブ データベースのリストア  

• バックアップ済みカタログ サイト コレクションのリストア 

• バックアップ済みデータベース マスター キーのリストア 

*注意: SQL Server 2012 の Microsoft SQL AlwaysOn 可用性グループ へデータベースをリストアす

る際、リストアの実行前にリストア先データベースが AlwaysOn 可用性グループ から削除されていることを確

認してください。リストア後に AlwaysOn 可用性グループ にリストア済みデータベースを必ず追加してくださ

い。 

データベース レベルの元の場所へのリストア プランの設定 

データベース レベルで、SharePoint データベースの元の場所へのプラットフォーム リストアのジョブが完了した

後、リストアされた SharePoint データベースの完全バックアップは、次のバックアップ ジョブで自動的に実行さ

れます。これにより、データの完全性が確保され、ファームが保護されます。 

データベース レベルでの元の場所へのリストア ジョブの設定と実行については、以下の説明を参照してください。 

1. プラン設定の詳細については、リストアの実行 を参照してください。 

2. データの選択 - 選択したバックアップ ジョブのバックアップ プランで 全ファームと VM をバックアップす

る オプションが選択されている場合、SharePoint ファーム バックアップ データまたは VM バックアップ 

データを選択してリストアする必要があります。この場合は、SharePoint ファーム バックアップ デー

タをリストアする を選択します。 

3. ファーム ツリーを展開し、リストアするコンテンツを検索します。ツリーのコンテンツは、選択しているバック

アップのタイプに従って変化します。ここでは、リストアするコンテンツ データベースを選択します。サイト 

コレクションの検索 機能を使用して、選択した Web アプリケーションまたはコンテンツ データベースで

希望のサイト コレクションを検索することができます。詳細については、付録 A: サイト コレクションの検

索について を参照してください。 

4. リストア タイプ – リストア タイプを構成し、このページのリストア ジョブを実行するエージェント グループ

を選択します。 

 リストア タイプ – コンテンツのリストア先を選択します。  
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 SharePoint ファーム コンポーネントをリストアする – バックアップ データのリストア

先を選択します。ここでは、[元の場所へ] を選択し、データベースを元の 

SharePoint の場所へリストアします。 

 元のデータベースをリストアする – バックアップのデータベースを別の SQL サーバー

へリストアします。オプション実行の詳細については、元のデータベースのリストア を参

照してください。 

 エージェント グループ – 負荷分散とパフォーマンス向上のためにリストア ジョブを実行するエ

ージェント グループを選択します。[表示] をクリックして、選択したエージェント グループの詳

細を表示します。 

*注意: お使いの環境に DMZ が構成されている場合、エージェント グループ内のすべてのエ

ージェントが DocAve マネージャーと同一の LAN に存在しており、SQL サーバーおよびメデ

ィア サービスと通信できることを確認してください。 

 リストア オプション - リストア先へコンポーネントのプラットフォーム バックアップ データをリストア

するか、サード パーティ バックアップ データをリストアするかを選択します。この後に続くリストア 

ウィザードは、選択したリストア オプションによって異なります。コンポーネントのサード パーティ 

バックアップ データのリストアを選択する場合、データベース レベルのサード パーティ バックアッ

プ データからの元の場所へのリストア を参照してください。 

*注意: サード パーティ バックアップ データからリストアする 機能は BLOB データのリストア

に対応していません。 

5. リストア設定 – リストア ジョブの詳細設定を選択します。 

 最新の情報によるデータベースのリストア – このオプションを有効にすると、データベースは

最新のデータベースのバックアップ後に行われた最新の変更を反映した状態でリストアされま

す。DocAve はまず選択したデータベースの増分バックアップを実行し、ジョブの選択 ステッ

プで選択したバックアップ ジョブからバックアップ済みデータベースをリストアしてから、最新の増

分バックアップでバックアップされたログ ファイルを使用してデータベースを最新の状態に変更し

ます。いいえ を選択して、バックアップ済みのデータベースのみをリストアします。  

*注意: バックアップされていないコンテンツ データベースに新しいデータベース ファイルが追加さ

れる場合、以下の既知の問題に注意してください。セーフ リストア オプションが選択されてい

る場合に 最新の情報によるデータベースのリストア のリストア ジョブを実行してデータベース
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をリストアすると、リストア ジョブはデータベースの最新状態へのリストアに失敗し、リストア後に

新規追加されたデータベース ファイルは削除されます。 

 データベース リストアのみ – はい が選択されていると、選択したデータベースは 

SharePoint 環境に接続を試行せずにリストアされます。例えば全体ファームのリストア中な

ど、SharePoint 環境がまだセットアップされていない場合に使用できます。また、データベー

スをリストアした後に、手動で指定の環境へ接続する場合にも使用することができます。[いい

え] の場合、リストアの後、データベースは通常通り SharePoint ファームへ接続されます。 

*注意: 構成データベースと全体管理データベースをリストアできるのは、このオプションが選択

されている場合のみです。 

 セーフ リストア – リストア ジョブが失敗した場合に備え、セーフ リストアがリストア先の整合

性を保持します。 

 上書きする リストア ジョブで、[はい] を選択すると、リストア ジョブが失敗した場合の

対策として、まずデータベースを一時データベースへリストアします。リストア ジョブが正

常に完了すると、元のデータベースは削除されます。その後、一時データベースは、元

のデータベースの名前に変更され、SharePoint ファームに接続されます。[いいえ] 

を選択した場合、上書きする リストア ジョブの開始直後に元のデータベースが削除さ

れます。  

 データベース レベルの スキップする リストア ジョブで、元のデータベース名とバックアッ

プのデータベース名が同じである場合、リストア ジョブはデータベースに対して何も行い

ません。  

 競合解決 – 元のデータベース名とバックアップ済みデータベース名が同一の場合、データベー

ス コンテンツを上書きするかどうかを選択します。 

 スキップする – バックアップ内の選択したデータベース名と元のファームのデータベース

名が同一である場合、バックアップ内の選択したデータベースをリストアしません。 

 上書きする – バックアップ内の選択したデータベース名と元のファームのデータベース

名が同一である場合、まず元のデータベースを削除し、その後にバックアップ内の選択

したデータベースをリストアします。 
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 操作コマンドの実行 - このフィールドは、リストアの実行に選択されたバックアップ ジョブで 連

続スナップショットの作成 機能が有効になっている場合にのみ使用可能です。ドロップダウン 

リストからコマンド プロファイルを選択して、リストア ジョブの前後に実行します。 

 メールの 通知 設定を構成します。プロファイルの選択 ドロップダウン リストから構成済み通

知プロファイルを選択するか、[通知プロファイルの新規作成] リンクをクリックして新しいメー

ル通知プロファイルを作成します。[表示] をクリックすると、選択した通知プロファイルの詳細

構成が表示されます。 

リストア設定の構成が終了したら、[次へ] をクリックします。スケジュール ページが表示されます。 

6. スケジュール – スケジュールに従ってリストア ジョブを実行するかどうかを選択します。  

• ウィザードの終了後ただちにリストアする を選択して、リストア ウィザードの完了直後にジョブ

を実行します。  

• 手動でスケジュールを構成するには、[手動でスケジュールを構成する] を選択し、スケジュー

ル設定 フィールドに開始時刻を入力します。必要に応じて 説明 を入力し、他のリストア ジョ

ブと区別できるようにします。 

完了後、[次へ] をクリックします。概要 ページが表示されます。 

7. リストア ジョブの データの選択、リストア タイプ、リストア設定、スケジュール をレビュー･編集します。

変更するには、行の中間の [編集] をクリックします。設定ページに移動し、構成を編集することができ

ます。 

8. [完了] をクリックしてジョブ構成を保存します。  

• リストア ジョブにスケジュールが設定されていない場合、[完了] を選択すると、ただちにジョブ

が実行されます。  

• リストア ジョブの実行がスケジュールで設定されている場合、[完了] を選択すると、ジョブ構

成は保存されますが、ジョブは実行されません。  

データベース レベルのサード パーティ バックアップ データからの元の場所への

リストア 

コンポーネントのサード パーティ バックアップ データをリストアするには、以下の説明を参照してください。 
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 通知 – メール通知設定を構成します。プロファイルの選択 ドロップダウン リストから構成済み通知プ

ロファイルを選択するか、[通知プロファイルの新規作成] リンクをクリックして新しいメール通知プロファ

イルを作成します。[表示] をクリックすると、選択した通知プロファイルの詳細構成が表示されます。 

 [次へ] をクリックします。選択してリストアするデータベースが一時切断され、検証 ステップで正常に確

認された後に再接続されるメッセージがポップアップ表示されます。[OK] をクリックして続行します。 

 検証 - 表に一覧表示されるデータベースのバックアップ データが 元の場所 列配下に表示されている

場所に保存されていることを確認して、右下にある [確認してリストア] をクリックします。データベース

の検証･リストアに成功した後、[完了] をクリックします。 

元の場所へのプラットフォーム最小単位リストア プランの設定 

最小単位データの元の場所へのリストアを設定して実行するには、以下の説明を参照してください。 

1. プラン設定の詳細については、リストアの実行 を参照してください。 

2. データの選択 - 選択したバックアップ ジョブのバックアップ プランで 全ファームと VM をバックアップす

る オプションが選択されている場合、SharePoint ファーム バックアップ データまたは VM バックアップ 

データを選択してリストアする必要があります。この場合は、SharePoint ファーム バックアップ デー

タをリストアする を選択します。 

3. ファーム ツリーを展開し、以下の設定を構成します。 

 リストアする最小単位コンテンツを含むデータベースを選択します。  

 コンテンツ データベースの隣にある [最小単位コンテンツを表示する] リンクをクリックして、選

択したデータベースの詳細情報を表示します。高度検索 機能を使用して最小単位データを

検索する詳細については、付録 B: 高度検索について を参照してください。 

*注意: フォーム ベース認証が有効になっているサイト コレクションでフォーム ベース認証ユーザーをリス

トアするには、ファームの各 Web フロントエンド サーバーで Web.Config ファイルを構成する必要が

あります。詳細については、Configure forms-based authentication for a claims-based 

web application in SharePoint 2013 を参照してください。   

4. [バックアップ データ] タブに直接に移動して最小単位データ ツリーを展開することができます。バック

アップ データの保存済みインデックスはバックアップ データ ツリーの読み込みに使用されます。希望の粒

度レベル ノードを選択してリストアします。保存済みインデックスが検出されない場合、InstaMount 

でインデックスを参照する オプションを選択してツリーを引き続き読み込む通知が送信されます。  

https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ee806890.aspx
https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ee806890.aspx


 101 

 
DocAve 6: プラットフォーム バックアップ & リストア 

 

また、データの選択 画面の上にある [コンテンツ、プロパティ、セキュリティのリストアのグローバル設

定] リンクをクリックして アイテム レベル設定 を構成することができます。 

• 最小単位コンテンツをリストアする – 最小単位コンテンツをリストアする場合は、このオプショ

ンを選択します。ツリーを参照してサイト コレクション配下のコンテンツを読み込む場合、最小

単位コンテンツをリストアする オプションは自動的に選択されます。これにより、サイト コレクシ

ョン レベル配下の最小単位コンテンツのリストアが有効になります。最小単位コンテンツをリス

トアする オプションを選択解除する場合、ツリーは再度読み込まれます。最小単位コンテンツ

をリストアする オプションが選択されていない状態では、ツリーのサイト コレクション レベルまで

のみ読み込むことができます。詳細については、最小単位コンテンツをリストアする機能の解除 

を参照してください。 

 参照方法 - InstaMount を使用して生成されたインデックスからツリーを参照する

かどうかを選択します。バックアップ データで保存済みインデックスの現在の粒度レベル

は画面左側にボールドで表示されます。  

 InstaMount 内のインデックスを参照する – InstaMount で作成されたインデ

ックスを参照します。最小単位コンテンツをリストアする が選択されている場合にこの

オプションを選択すると、ツリーがただちに生成され、データベースの元のリストア粒度と

関係なく、アイテム バージョン レベルまで表示されます。 

既定では、InstaMount 一時データベースは、バックアップ済みの SQL サーバーに

保存されます。InstaMount 一時データベースの場所を変更するには、ドロップダウ

ン リストから参照中に生成された InstaMount 一時データベースを保存するための

ステージング ポリシーを選択します。詳細については、ステージング ポリシーについて 

を参照してください。 

• コンテナ選択 - コンテナ構成のグローバル設定 チェックボックスを選択して、コンテナーのグロ

ーバル設定を有効にします。  

 コンテナのリストア - コンテナーをリストアします。コンテナーのセキュリティ設定をリスト

アする場合は、セキュリティ チェックボックス を選択します。コンテナーのプロパティ設定

をリストアする場合は、プロパティ チェックボックスを選択します。詳細については、付

録 H: SharePoint オブジェクトのセキュリティとプロパティ を参照してください。  

 セキュリティのみをリストアする - コンテナーのセキュリティ設定のみをリストアします。

競合解決 で マージする または 置き換える を選択することができます。マージする 

を選択すると、バックアップ内のコンテナーのセキュリティをリストア先の競合コンテナーに
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追加します。置き換える を選択すると、まずリストア先で競合コンテナーのセキュリティ

を削除して、バックアップ内のコンテナーのセキュリティをリストア先の競合コンテナーに

追加します。  

*注意: セキュリティのみをリストアする 機能は、バックアップ データ内の選択したノー

ドが親ノードの継承を中止する場合にのみ反映されます。 

*注意: セキュリティのみをリストアする オプションを選択すると、リストア設定 ページ

の コンテナ レベルの競合解決 構成フィールドに スキップする のみが表示され、この

ページで別の コンテナ レベルの競合解決 を構成することはできません。 

• コンテンツ選択 - コンテンツ構成のグローバル設定 チェックボックスを選択して、コンテンツの

グローバル設定を有効にします。  

 コンテンツのリストア - コンテンツのセキュリティ設定を一緒にリストアする場合、コンテ

ンツをリストアして セキュリティ チェックボックスを選択します。詳細については 付録 

H: SharePoint オブジェクトのセキュリティとプロパティ を参照してください。  

 セキュリティのみをリストアする - コンテンツのセキュリティ設定のみをリストアします。

競合解決 で マージする または 置き換える を選択することができます。マージする 

を選択すると、バックアップ内のコンテンツのセキュリティ設定をリストア先の競合コンテン

ツに追加します。置き換える を選択すると、まずリストア先で競合コンテンツのセキュリ

ティ設定を削除して、バックアップ内のコンテンツのセキュリティをリストア先の競合コンテ

ンツに追加します。 

*注意: セキュリティのみをリストアする 機能は、バックアップ データ内の選択したノー

ドが親ノードの継承を中止する場合にのみ反映されます。 

*注意: セキュリティのみをリストアする オプションを選択すると、リストア設定 ページ

の コンテンツ レベルの競合解決 構成フィールドに スキップする のみが表示され、こ

のページで別の コンテンツ レベルの競合解決 を構成することはできません。 

5. ツリーを展開し、リストアするコンテンツを検索します。アイテム ブラウザー のポップアップ ウィンドウに詳

細が表示されます。リストアするコンテンツの構成を選択します。 

 セキュリティ – セキュリティの詳細については、付録 H: SharePoint オブジェクトのセキュリ

ティとプロパティ を参照してください。 
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 プロパティ – プロパティの詳細については、付録 H: SharePoint オブジェクトのセキュリティ

とプロパティ を参照してください。  

6. トップレベル サイトおよびサブサイト ノード配下の ゴミ箱 ノードには、このバックアップ ジョブで選択した

リストア レベルのゴミ箱コンテンツが含まれます。ゴミ箱から削除されたコンテンツをリストアする場合、ゴ

ミ箱 ノードを選択します。ゴミ箱のアイテム ブラウザー ウィンドウが表示されます。リストアするオブジェ

クトを選択して、[OK] をクリックします。  

以下の点に注意してください。  

• ゴミ箱内のコンテンツがスタブである場合、プラットフォーム リストアを使用してスタブをリストアす

ることができますが、BLOB をリストアすることはできません。  

• サイト コレクション全体を選択してリストアする場合、ゴミ箱内のコンテンツをリストアすることは

できません。  

• ゴミ箱内のアプリをリストアすることはできません。   

7. 完了後、[次へ] をクリックします。スタブおよび BLOB 構成 ページが表示されます。 

8. スタブ データベース設定 - バックアップ済みスタブ データベースの使用 フィールで、バックアップ済み

スタブ データベースから最小単位データをリストアするかどうかを選択します。  

• はい を選択すると、バックアップ済みスタブ データベースから最小単位データをリストアします。

はい を選択する場合、使用したバックアップ方法を選択する必要があります。 

o 既定のプラットフォーム バックアップ - プラットフォーム バックアップ ジョブでバックアッ

プされたスタブ データベースを使用します。 

o その他 / サード パーティのバックアップ - スタブ データベースがその他 / サード パ

ーティのツールによってバックアップされた場合、このオプションを選択します。スタブ デー

タベースをリストア先 SQL Server へ手動でリストア･ステージする必要があります。 

▪ データベース アクセス証明書 - スタブ データベースが存在する SQL インス

タンス名およびスタブ データベース名を入力します。顧客のバックアップ済みス

タブ データベースへのアクセスに使用するデータベース認証を選択します。 

• いいえ を選択すると、元のコネクタ デバイスからスタブをリストアします。 

*注意: BLOB データがデバイスから削除された場合、リストアされたスタブは無効であり、関連する 

BLOB データにリンクすることはできません。  
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9. BLOB 設定 - バックアップ済み BLOB データから最小単位データをリストアするかどうかを選択しま

す。  

• はい を選択すると、バックアップ済み BLOB データから最小単位データをリストアします。はい 

を選択する場合、使用したバックアップ方法を選択する必要があります。 

o 既定のプラットフォーム バックアップ - プラットフォーム バックアップ ジョブでバックアッ

プされた BLOB データを使用してリストアします。 

o その他 / サード パーティのバックアップ - BLOB データがその他 / サード パーティ

のツールによってバックアップされた場合、このオプションを選択します。BLOB データを

論理デバイスとして構成された場所へ手動でリストアする必要があります。 

▪ 論理デバイス - 論理デバイス ドロップダウン リストから、BLOB データがステ

ージされた論理デバイスを選択します。 

• いいえ を選択すると、元のストレージ マネージャー / コネクタ デバイスから最小単位データを

リストアします。 

10. 完了後、[次へ] をクリックします。リストア タイプ ページが表示されます。 

11. リストア タイプ – コンテンツのリストア先を選択します。 

 リストア タイプ – バックアップ データのリストア先を選択します。ここでは、[元の場所へ] を

選択し、選択したコンテンツを元の SharePoint 場所へリストアします。 

 エージェント グループ – 負荷分散とパフォーマンス向上のためにリストア ジョブを実行するエ

ージェント グループを選択します。[表示] をクリックすると、選択したエージェント グループの詳

細を表示します。  

*注意: お使いの環境に DMZ が構成されている場合、エージェント グループ内のすべてのエ

ージェントが DocAve マネージャーと同一の LAN に存在しており、SQL サーバーおよびメデ

ィア サービスと通信できることを確認してください。 

12. 終了後に [次へ] をクリックします。リストア設定 ページが表示されます。 

13. リストア設定 – コンテンツのリストア方法を構成します。 

 競合解決 – コンテナ レベルおよびコンテンツ レベルでの競合の解決方法を指定します。 

o コンテナ レベルの競合解決 – サイト コレクション、サイト、リスト、フォルダー レベルの

競合解決を設定します。  
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▪ スキップする – リストア先と同じ名前を持つリストア元のコンテナを無視しま

す。 

▪ マージする – リストア元とリストア先のコンテナ構成を結合します。競合があ

る場合、リストア元がリストア先を上書きします。 

▪ 置き換える – リストア先コンテナを削除し、リストア元をストア先にリストアし

ます。選択したコンテナがルート サイトの場合、置き換える 機能がこのルート 

サイトを空にし (削除は実行されません)、リストア元をリストア先にリストアし

ます。このオプションはフォルダー / サイト / サイト コレクション レベルに対して

のみ使用可能です。 

*注意: ディスカッション掲示板アイテムはフォルダーと見なされるため、コンテナとしてリ

ストアされます。 

o コンテンツ レベルの競合解決 – アイテム レベルの競合解決を設定します。  

▪ スキップする – リストア先のアイテム / ドキュメントと同じアイテム ID / ドキ

ュメントの名前を持つリストア元のアイテム / ドキュメントを無視します。 

▪ 上書きする – リストア先のアイテム ID / ドキュメントを同じ名前を持つアイ

テム / ドキュメントで上書きし、リストア元のアイテム / ドキュメントをリストア

先にコピーします。  

▪ 最終更新日時に従って上書きする – 競合しているアイテム / ドキュメントの

中で更新日時が最新のものを保持し、それよりも古いアイテム / ドキュメント

を上書きします。  

▪ サフィックス付きのアイテム / ドキュメント名を追加する – 競合しているリ

ストア元のアイテム / ドキュメントをリストア先に追加し、ファイル名の最後に

サフィックス (_1, _2, _3…) を付け加えます。競合しているリストア先のア

イテム / ドキュメントは削除されません。   

▪ 新バージョンを追加する – 競合しているリストア元のアイテム / ドキュメント

をリストア先のアイテム / ドキュメントの新バージョンとしてリストア先に追加し

ます。  

 アプリの競合解決 – リストア元とリストア先内のアプリが競合する場合の競合解決を選択し

ます。ドロップダウン リストから [スキップする]、[アプリのみを更新する]、[アプリおよび 

AppData を置き換える] を選択することができます。 
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 スキップする – リストア先と同じ名前を持つリストア元のアプリを無視します。  

 アプリのみを更新する - リストア元のアプリ バージョンがリストア先のアプリ バージョン

より新しい場合、リストア先のアプリは更新されますが、AppData は更新されませ

ん。  

 アプリおよび AppData を置き換える – リストア元アプリが古いバージョンである場

合でも、リストア先アプリと AppData を置き換えます。 

 リストア先ごみ箱内の既存データを範囲に含める – バックアップ内のデータと元の 

SharePoint ファームのごみ箱内のデータを比較するかどうかを選択します。コンテナ レベル 

または コンテンツ レベル で スキップする を選択する場合、もしくは コンテンツ レベル で サ

フィックス付きのアイテム / ドキュメント名を追加する または 新バージョンを追加する を選

択する場合、リストア先ごみ箱内の既存データを範囲に含める オプションを構成することが

できます。 このフィールドで はい を選択して、かつバックアップで選択したコンテンツが元の 

SharePoint ファームのごみ箱に存在する場合、バックアップで選択したコンテンツはリストアさ

れません。 

 すべてのアイテムの詳細ジョブ レポートを含む – はい を選択すると、すべてのアイテムの詳

細なジョブ レポートを作成します。いいえ を選択すると、切り捨てられたリスト形式でのみジョ

ブ レポートを作成します。 

 InstaMount の使用 – プラットフォーム最小単位リストアを実行する際に InstaMount 

を使用するかどうかを選択します。はい を選択すると、プラットフォーム最小単位リストアで使

用される InstaMount 一時データベースを作成します。いいえ を選択すると、プラットフォー

ム最小単位リストアで使用される元の一時データベースを作成します。この一時データベース

は、最小単位コンテンツを保存しているバックアップ済みデータベースと同じです。詳細について

は、InstaMount およびリストア インデックス を参照してください。 

 ステージング ポリシー – 必要に応じて、プラットフォーム最小単位リストアで一時データベー

スを保存するステージング ポリシーを選択します。[なし] を選択すると、一時データベースはリ

ストア先の SQL サーバーに保存されます。詳細については、ステージング ポリシーについて を

参照してください。 

 ワークフロー – バックアップ済みワークフローのリストア方法を指定します。 

o ワークフロー定義を含む – バックアップ済みワークフローの定義のみをリストアします。 
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o ワークフロー インスタンスを 含む – 各アイテムの状態、履歴、タスクをリストアしま

す。 

*注意: リストア先にワークフロー インスタンスをバックアップする際、状態が 進行中 の

ワークフロー インスタンスは キャンセル されます。  

 アイテムに依存する列およびコンテンツ タイプ – アイテムに依存する列およびコンテンツ タイ

プをリストアするかどうかを選択します。  

*注意: データの選択 ステップで選択したノードの隣にある プロパティ を選択せず、依存する

列またはコンテンツ タイプがリストア先に存在しない場合、列またはコンテンツ タイプはリストア

されません。この場合には、このオプションを使用して列またはコンテンツ タイプをリストアします。  

o アイテムの完成性を維持するため、アイテムに依存する列およびコンテンツ タイプ

をリストアする – アイテムをリストアして、該当するリスト / ライブラリで依存する列お

よびコンテンツ タイプを作成します。このアイテムは引き続き依存する列およびコンテン

ツ タイプを使用します。 

o アイテムに依存する列およびコンテンツ タイプをリストアしない – アイテムに依存す

る列およびコンテンツ タイプをリストアしません。このオプションを選択する場合、依存す

る列およびコンテンツ タイプがリストア先に存在することを確認してください。存在しな

い場合、アイテムはリストアできません。 

 権限を持たないユーザー / グループを排除する – はい を選択すると、権限を持たないユ

ーザー / グループ はリストアされません。既定では、いいえ が選択されています。   

 バージョン設定 – SharePoint へリストアするコンテンツのバージョン設定を選択します。パフ

ォーマンスを向上させる場合は、リストアするバージョンを制限します。すべてのバージョンをリ

ストアする を選択すると、バックアップ データのすべてのバージョンをリストアします。最新バー

ジョンをリストアする を選択すると、選択したバックアップ データの最新の メジャー、もしくは 

メジャーとマイナー バージョンのみをリストアします。他のバージョンはリストアされません。  

*注意: 最新バージョンは現在のバージョンを含めません。 

 通知 – メールの 通知 設定を構成します。アドレスのみのプロファイルの選択 のドロップダウ

ン リストから構成済み通知プロファイルを選択するか、[通知プロファイルの新規作成] リンク
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をクリックして新しいメール通知プロファイルを作成します。[表示] をクリックすると、選択した通

知プロファイルの詳細構成が表示されます。 

14. リストア設定の構成が終了した後、[次へ] をクリックします。スケジュール ページが表示されます。 

15. スケジュール – スケジュールに従ってリストア ジョブを作成するかどうかを選択します。ウィザードの終了

後ただちにリストアする を選択すると、リストア ウィザードの完了直後にジョブが実行されます。手動で

スケジュールを構成するには、[手動でスケジュールを構成する] を選択し、スケジュール設定 フィール

ドに開始時刻を入力します。必要に応じて 説明 を入力し、他のリストア ジョブと区別できるようにしま

す。 

完了後、[次へ] をクリックします。概要 ページが表示されます。 

16. リストア ジョブの データの選択、リストア タイプ、リストア設定、スケジュール をレビュー･編集します。

変更するには、行の中間の [編集] をクリックします。設定ページに移動し、構成を編集することができ

ます。 

17. [完了] をクリックしてジョブ構成を保存します。リストア ジョブにスケジュールが設定されていない場合、

[完了] を選択すると、ただちにジョブが実行されます。リストア ジョブの実行がスケジュールで設定され

ている場合、[完了] を選択すると、ジョブ構成は保存されますが、ジョブは実行されません。 

データベース レベルの別の場所へのリストア プランの設定 

*注意: 連続スナップショットを使用してファイル ストリーム データでコンテンツ データベースをバックアップした場

合、データベース レベルの別の場所へのリストア ジョブは失敗する可能性があります。 

データベース レベルで別の場所へのリストア プランを設定･実行するには、以下の説明を参照してください。 

1. プラン設定の詳細については、リストアの実行 を参照してください。 

2. データの選択 - 選択したバックアップ ジョブのバックアップ プランで 全ファームと VM をバックアップす

る オプションが選択されている場合、SharePoint ファーム バックアップ データまたは VM バックアップ 

データを選択してリストアする必要があります。この場合は、SharePoint ファーム バックアップ デー

タをリストアする を選択します。 

3. ファーム ツリーを展開し、ツリーを使用してリストアするコンテンツを選択します。ツリーのコンテンツは、選

択しているバックアップのタイプに従って変化します。この場合に、バックアップ済みデータベースまたは 

Web アプリケーションを選択します。バックアップ データ ツリーで Web アプリケーション ノードを選択す
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る場合、バックアップ済みストレージ マネージャー BLOB データおよびスタブ データベースを選択した 

Web アプリケーションおよびコンテンツ データベースと一緒にリストア先にリストアすることができます。  

4. リストア タイプ – コンテンツのリストア先を選択します。  

*注意: プラットフォーム リストアは以下の環境からバックアップされたデータのリストアに対応していませ

ん。 

• SharePoint 2010 から SharePoint 2013 および SharePoint 2016 へ 

• SharePoint 2013 から SharePoint 2010 および SharePoint 2016 へ 

• SharePoint 2016 から SharePoint 2010 および SharePoint 2013 へ 

 リストア元ノードとリストア先ノードで、同一バージョンの SharePoint を使用していることを確認してく

ださい。SharePoint 2013 のサイトが SharePoint 2010 モードのサイトである場合、同じモードの

サイトに対してのみリストアすることができます。 

• SharePoint ファーム コンポーネントをリストアする – バックアップ データのリストア先を選

択します。ここでは、別の場所へリストア を選択し、データベースを他の SharePoint ファー

ムへリストアします。ドロップダウン リストから リストア先ファーム を選択します。 

• 元のデータベースをリストアする – バックアップのデータベースを別の SQL サーバーへリストア

します。詳細については、元のデータベースのリストア を参照してください。  

• BLOB データおよびスタブ データベースのリストア - データの選択 ステップで Web アプリ

ケーションを選択し、Web アプリケーションと一緒にストレージ マネージャー BLOB データおよ

びスタブ データベースをバックアップした場合、BLOB データおよびスタブ データベースのリス

トア フィールドが表示されます。選択したコンテンツ データベースと一緒にストレージ マネージャ

ー BLOB データおよびスタブ データベースをリストアするかどうかを選択します。ストレージ マ

ネージャー BLOB データおよびスタブ データベースをリストアする オプションを選択して、バ

ックアップ済みストレージ マネージャー BLOB データおよびスタブ データベースをリストアしま

す。 

*注意: SharePoint サイト コレクションからリストア済みアイテム / ドキュメントを編集する場

合、リストア先物理デバイス内の BLOB データは孤立され、スタブは実コンテンツに変換され

ます。コンテンツはアイテム / ドキュメントが存在するコンテンツ データベースに保存されます。 

*注意: バックアップ済みコンテンツ データベースにファイル ストリーム データが含まれる場合、リ

ストア先 SharePoint ファームに RBS プロバイダーをインストールする必要があります。 
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• エージェント グループ – 負荷分散とパフォーマンス向上のためにリストア ジョブを実行するエ

ージェント グループを選択します。[表示] をクリックして、選択したエージェント グループの詳

細を表示します。 

*注意: お使いの環境に DMZ が構成されている場合、エージェント グループ内のすべてのエ

ージェントが DocAve マネージャーと同一の LAN に存在しており、SQL サーバーおよびメデ

ィア サービスと通信できることを確認してください。 

• リストア オプション - リストア先へコンポーネントのプラットフォーム バックアップ データをリストア

するか、サード パーティ バックアップ データをリストアするかを選択します。この後に続くリストア 

ウィザードは、選択したリストア オプションによって異なります。コンポーネントのサード パーティ 

バックアップ データのリストアを選択する場合、データベース レベルのサード パーティ バックアッ

プ データからの別の場所へのリストア を参照してください。 

*注意: サード パーティ バックアップ データからリストアする 機能は BLOB データのリストア

に対応していません。 

5. [次へ] をクリックします。リストア先コンポーネント オプション ページが表示されます。 

6. リストア先コンポーネント オプション – リストアするリストア先コンポーネントの競合解決を選択しま

す。リストアするデータベースの名前とタイプを含む 詳細情報 が表示されます。詳細 列の [編集] を

クリックし、以下のプロパティを編集します。 

*注意: リストア タイプ ステップで ストレージ マネージャー BLOB データおよびスタブ データベー

スをリストアする オプションを選択する場合、バックアップ済みストレージ マネージャー スタブ データベー

スのリストア先設定を編集する必要があります。 

*注意: Web アプリケーション / サービス アプリケーション / サービス アプリケーション プロキシ全体を

別の場所へリストアするには、リストア先の Web アプリケーション / サービス アプリケーション / サービス 

アプリケーション プロキシの作成用の詳細情報を構成する必要があります。 

• コンテンツ データベース – バックアップ済みデータベースの名前です。 

• データベース サーバー – リストア先のデータベース サーバーです。 

• データベース名 – データベースは、ここで入力した名前を使用してリストアされます。 

• データベースとログ ファイル マッピング – [詳細] をクリックし、リストア先のデータベース ファイ

ル / ログ ファイルの名前とパスを入力します。  
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*注意: 指定したパスがリストア先サーバーに存在しない場合、パスはリストア中に自動的に作

成されます。 

• 親 Web アプリケーション URL – ここで入力した Web アプリケーションへデータベースをリ

ストアします。 

• データベース アクセス証明書 – データベースの作成に使用する認証方法を選択します。 

o Windows 認証 (推奨) (既定のオプション) – ユーザー ID が Windows によっ

て認識される場合、この方法を使用します。 

o SQL 認証 –入力したアカウントによって SQL サーバーが直接ユーザー ID を認識

します。入力したアカウントを SQL サーバーの sysadmin ロールに追加しておく必

要があります。 

o 格納されている資格情報 – この方法は SQL Server Reporting Services 

(SSRS) サービス データベースを認証する場合に表示されます。SQL 認証を使用

するには、データベースへの接続用の格納されている認証、および格納されている資

格情報を Windows 資格情報 として使用する必要があるかどうかを指定します。  

*注意: データベースの展開に使用されるアカウントは SharePoint サーバーの全体

管理のアプリケーション プール ID です。  

• フェールオーバー データベース サーバー – リストアするデータベースを、SQL サーバー データ

ベース ミラーリングと連携して使用される特定のフェールオーバー SQL サーバーに関連付ける

かどうかを選択します。 

*注意: 構成済みフェールオーバー データベース サーバー プロパティのみをリストア先にリストア

することができます。リストア ジョブ後、SQL サーバーでフェールオーバー構成を手動で実行し

てフェールオーバー機能を実現させる必要があります。 

7. 物理デバイス マッピング - リストア タイプ ステップで ストレージ マネージャー BLOB データおよび

スタブ データベースをリストアする オプションを選択する場合、物理デバイス マッピングを構成してリス

トア元物理デバイスをリストア先物理デバイスにマッピングする必要があります。リストア先物理デバイ

ス 列配下のボックスをクリックして、同一のストレージ タイプを使用するすべての使用可能なリストア先

物理デバイスを読み込んで、リストア元物理デバイスに対してリストア先物理デバイスを選択します。  

*注意: 1 件のリストア元物理デバイスは 1 件のリストア先物理デバイスのみにマッピングすることができ

ます。また、SharePoint サイト コレクションからリストア済みアイテム / ドキュメントを編集する場合、リ
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ストア先物理デバイス内の BLOB データは孤立され、スタブは実コンテンツに変換されます。コンテンツ

はアイテム / ドキュメントが存在するコンテンツ データベースに保存されます。 

物理デバイス マッピングは、すべての選択したリストア元物理デバイスを同一のリストア先物理デバイス

にマッピングする一括設定に対応しています。以下の説明を参照してください。 

 物理デバイス マッピング アイテムの隣にあるチェックボックスを選択して、リボン上で [リストア

先物理デバイス] をクリックします。BLOB の 一括設定 ページが表示されます。  

 ドロップダウン リストからリストア先物理デバイスを選択します。[表示] をクリックして、選択し

た物理デバイスのパスおよび使用状況情報を表示します。  

 [OK] をクリックして一括設定を保存し、物理デバイス マッピング 画面に戻ります。 

*注意: DocAve は、ネットシェアおよび IBM Storwize ファミリー デバイス以外の物理デバイスへの 

BLOB データの別の場所へのリストアには対応していません。 

8. [次へ] をクリックします。リストア設定 ページが表示されます。 

9. リストア設定 – リストア ジョブの詳細設定を選択します。 

• セーフ リストア – 上書きする リストア ジョブで、[はい] を選択すると、リストア ジョブが失敗

した場合の対策として、まずデータベースを一時データベースへリストアします。リストア ジョブの

完了後に リストア先 データベースは削除され、一時データベースはリストア先データベースの

名前に変更されて、SharePoint ファームに接続されます。[いいえ] を選択した場合、上書

きする リストア ジョブの開始直後にリストア元のデータベースが直接削除されます。データベー

ス レベルの スキップする リストア ジョブで、リストア先のデータベース名とバックアップのデータベ

ース名が同じである場合、リストア ジョブはデータベースに対して何も行いません。  

• 競合解決 – リストア先データベース名とバックアップ済みデータベース名が競合する場合、デー

タベース コンテンツを上書きするかどうかを選択します。 

 スキップする – バックアップで選択したデータベース名とリストア先ファームのデータベー

ス名が同一の場合、バックアップで選択したデータベースはリストアされません。 

 上書きする – バックアップで選択したデータベース名とリストア先のファームのデータベ

ース名が同じ場合、まずリストア先のデータベースを削除し、その後にバックアップで選

択したデータベースをリストアします。  

*注意: リストア先データベースが別の SharePoint コンポーネントによって使用され

ている場合でも、リストア ジョブは競合でリストア先データベースを上書きします。例え



 113 

 
DocAve 6: プラットフォーム バックアップ & リストア 

 

ば、リストア先で競合データベースを使用するサイト コレクションが存在する場合、リス

トア ジョブは競合データベースを上書きします。競合データベースが上書きされた後、

リストア先サイト コレクションは使用できなくなります。  

• マッピング設定 - データベースを代替場所にリストアする際に、該当するドロップダウン リストか

らユーザー マッピング プロファイルまたはドメイン マッピング プロファイルを選択して、権限および

メタデータを更新します。  

 ユーザー マッピング - ドロップダウン リストからユーザー マッピングを選択します。[ユ

ーザー マッピングの新規作成] を選択して新しいユーザー マッピングを作成すること

も可能です。ユーザー マッピング プロファイルの選択後、[表示] をクリックしてユーザ

ー マッピング プロファイル設定の詳細を表示します。ユーザー マッピングの設定の詳

細については、DocAve 6 コントロール パネル ユーザーガイド を参照してください。 

*注意: データベース レベルのユーザー マッピングは、マッピング設定で既定のユーザー

またはプレースホルダーを使用すること、および 2 件以上のリストア元ユーザーを同一

のリストア先ユーザーにマッピングすることには対応していません。 

 ドメイン マッピング - ドロップダウン リストからドメイン マッピングを選択します。[ドメ

イン マッピングの新規作成] を選択して新しいドメイン マッピングを作成することも可

能です。ドメイン マッピング プロファイルの選択後、[表示] をクリックしてドメイン マッピ

ング プロファイル設定の詳細を表示します。ドメイン マッピングの設定の詳細について

は、DocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド を参照してください。 

*注意: ユーザー マッピングおよびドメイン マッピングのジョブ詳細は、ジョブ レポートの [セキュ

リティの詳細] タブで表示することができます。 

*注意: メール形式でユーザー名を入力することでユーザー マッピングを構成する場合、または

完全修飾ドメイン名でドメインを入力することでドメイン マッピングを構成する場合、ユーザー 

マッピングまたはドメイン マッピングは機能しません。  

• 操作コマンドの実行 - このフィールドは、リストアの実行に選択されたバックアップ ジョブで 連

続スナップショットの作成 機能が有効になっている場合にのみ使用可能です。ドロップダウン 

リストからコマンド プロファイルを選択して、リストア ジョブの前後に実行します。  

• ジョブ レポート - リストア ジョブのレポート レベルを選択します。 簡易 を選択すると、リストア

するデータのサマリーを作成します。 詳細 を選択すると、リストアするすべてのオブジェクトの完

全リストを作成しますが、パフォーマンスに対する影響が発生します。ストレージ マネージャーま

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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たはコネクタ BLOB データを選択してリストアする場合、ジョブ モニター の ジョブの詳細 画

面に BLOB 詳細 タブが表示されます。 

• 通知 – メールの 通知 設定を構成します。プロファイルの選択 ドロップダウン リストから構成

済み通知プロファイルを選択します。[通知プロファイルの新規作成] リンクをクリックして、新

しいメール通知プロファイルを作成することもできます。[表示] をクリックすると、選択した通知

プロファイルの詳細構成が表示されます。 

10. リストア設定の構成が終了した後、[次へ] をクリックします。スケジュール ページが表示されます。 

11. スケジュール – スケジュールに従ってリストア ジョブを作成するかどうかを選択します。[ウィザードの終

了後ただちにリストアする] を選択すると、リストア ウィザードの完了直後にジョブが実行されます。手

動でスケジュールを構成するには、[手動でスケジュールを構成する] を選択し、スケジュール設定 フ

ィールドに開始時刻を入力します。必要に応じて 説明 を入力し、他のリストア ジョブと区別できるよう

にします。 

完了後、[次へ] をクリックします。概要 ページが表示されます。 

12. リストア ジョブの データの選択、リストア タイプ、リストア設定、スケジュール をレビュー･編集します。

変更するには、行の中間の [編集] をクリックします。設定ページに移動し、構成を編集することができ

ます。 

13. [完了] をクリックしてジョブ構成を保存します。リストア ジョブにスケジュールが設定されていない場合、

[完了] を選択すると、ただちにジョブが実行されます。リストア ジョブの実行がスケジュールで設定され

ている場合、[完了] を選択すると、ジョブ構成は保存されますが、ジョブは実行されません。 

データベース レベルのサード パーティ バックアップ データからの別の場所への

リストア 

データベース レベルでサード パーティ バックアップ データからの別の場所へのリストアのためにウィザードを続行す

るには、以下の説明を参照してください。 

1. リストア先コンポーネント オプション – リストアするリストア先コンポーネントの競合解決を選択しま

す。リストアするデータベースの名前とタイプを含む 詳細情報 が表示されます。詳細 列の [編集] を

クリックし、以下のプロパティを編集します。 

*注意: Web アプリケーション / サービス アプリケーション / サービス アプリケーション プロキシ全体を

別の場所へリストアするには、リストア先のアプリケーション作成用の詳細情報を構成する必要がありま

す。 
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• コンテンツ データベース – バックアップ済みデータベースの名前です。 

• 親 Web アプリケーション URL – ここで入力した Web アプリケーションへデータベースをリ

ストアします。 

• データベース サーバー – リストア先のデータベース サーバーです。 

• データベース名 – データベースは、ここで入力した名前を使用してリストアされます。 

• データベース アクセス証明書 – データベースの作成に使用する認証方法を選択します。 

o Windows 認証 (推奨) (既定のオプション) – ユーザー ID が Windows によっ

て認識される場合、この方法を使用します。 

o SQL 認証 – 入力したアカウントによって SQL サーバーが直接ユーザー ID を認識

します。入力したアカウントは SQL サーバーで sysadmin ロールを持っている必要

があります。 

o 格納されている資格情報 – この方法は SQL Server Reporting Services 

(SSRS) サービス データベースを認証する場合に表示されます。SQL 認証を使用

するには、データベースへの接続用の格納されている認証、および格納されている資

格情報を Windows 資格情報 として使用する必要があるかどうかを指定します。  

*注意:データベースの展開に使用されるアカウントは SharePoint サーバーの全体

管理のアプリケーション プール ID です。  

• フェールオーバー データベース サーバー – リストアするデータベースを、SQL サーバー データ

ベース ミラーリングと連携して使用される特定のフェールオーバー SQL サーバーに関連付ける

かどうかを選択します。 

*注意: 構成済みフェールオーバー データベース サーバー プロパティのみをリストア先にリストア

することができます。リストア ジョブ後、SQL サーバーでフェールオーバー構成を手動で実行し

てフェールオーバー機能を実現させる必要があります。 

2. [次へ] をクリックします。リストア設定 ページが表示されます。 

3. リストア設定 – リストア ジョブの詳細設定を選択します。 

• マッピング設定 - データベースを代替場所にリストアする際に、該当するドロップダウン リストか

らユーザー マッピング プロファイルまたはドメイン マッピング プロファイルを選択して、権限および

メタデータを更新します。  



116  

 
DocAve 6: プラットフォーム バックアップ & リストア 

 

 ユーザー マッピング - ドロップダウン リストからユーザー マッピングを選択します。[ユ

ーザー マッピングの新規作成] を選択して新しいユーザー マッピングを作成すること

も可能です。ユーザー マッピング プロファイルの選択後、[表示] をクリックしてユーザ

ー マッピング プロファイル設定の詳細を表示します。ユーザー マッピングの設定の詳

細については、DocAve 6 コントロール パネル ユーザーガイド を参照してください。 

*注意: データベース レベルのユーザー マッピングは、マッピング設定で既定のユーザー

またはプレースホルダーを使用することには対応していません。 

 ドメイン マッピング - ドロップダウン リストからドメイン マッピングを選択します。[ドメ

イン マッピングの新規作成] を選択して新しいドメイン マッピングを作成することも可

能です。ドメイン マッピング プロファイルの選択後、[表示] をクリックしてドメイン マッピ

ング プロファイル設定の詳細を表示します。ドメイン マッピングの設定の詳細について

は、DocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド を参照してください。 

*注意: メール形式でユーザー名を入力することでユーザー マッピングを構成する場合、または

完全修飾ドメイン名でドメインを入力することでドメイン マッピングを構成する場合、ユーザー 

マッピングまたはドメイン マッピングは機能しません。 

• 通知 – メールの 通知 設定を構成します。プロファイルの選択 ドロップダウン リストから構成

済み通知プロファイルを選択します。[通知プロファイルの新規作成] リンクをクリックして、新

しいメール通知プロファイルを作成することもできます。[表示] をクリックすると、選択した通知

プロファイルの詳細構成が表示されます。 

4. [次へ] をクリックします。選択してリストアするデータベースが一時切断され、検証 ステップで正常に確

認された後に再接続されるメッセージがポップアップ表示されます。[OK] をクリックして続行します。 

5. 検証 - 表に一覧表示されるデータベースのバックアップ データが 元の場所 列配下に表示されている

場所に保存されていることを確認して、右下にある [確認してリストア] をクリックします。データベース

の検証･リストアに成功した後、[完了] をクリックします。 

別の場所へのプラットフォーム最小単位リストア プランの設定 

プラットフォーム最小単位リストア プランを設定･実行するには、以下の説明を参照してください。 

 プラン設定の詳細については、リストアの実行 を参照してください。 

 データの選択 - 以下の設定を構成します。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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 リストアする最小単位コンテンツを含むデータベースを選択します。  

 選択したデータベースの隣にある [最小単位コンテンツを表示する] をクリックして、選択した

データベースのバックアップ データの詳細を表示します。高度検索 機能を使用して最小単位

データを検索する詳細については、付録 B: 高度検索について を参照してください。 

 [バックアップ データ] タブに直接に移動して、最小単位データ ツリーを展開します。バックア

ップ データの保存済みインデックスはバックアップ データ ツリーの読み込みに使用されます。  

 希望の粒度レベル ノードを選択してリストアします。保存済みインデックスが検出されない場

合、InstaMount でインデックスを参照する オプションを選択してツリーを引き続き読み込

む通知が送信されます。  

また、データの選択 画面の上にある [コンテンツ、プロパティ、セキュリティのリストアのグローバル設

定] リンクをクリックして アイテム レベル設定 を構成することができます。 

• 最小単位コンテンツをリストアする – 最小単位コンテンツをリストアする場合は、このオプショ

ンを選択します。ツリーを参照してサイト コレクション配下のコンテンツを読み込む場合、最小

単位コンテンツをリストアする オプションは自動的に選択されます。これにより、サイト コレクシ

ョン レベル配下の最小単位コンテンツのリストアが有効になります。 

最小単位コンテンツをリストアする オプションを選択解除する場合、ツリーは再度読み込まれ

ます。最小単位コンテンツをリストアする オプションが選択されていない状態では、ツリーのサ

イト コレクション レベルまでのみ読み込むことができます。詳細については、最小単位コンテン

ツをリストアする機能の解除 を参照してください。 

• 参照方法 - InstaMount を使用して生成されたインデックスからツリーを参照するかどうかを

選択します。バックアップ データで保存済みインデックスの現在の粒度レベルは画面左側にボ

ールドで表示されます。 

 InstaMount 内のインデックスを参照する – InstaMount で作成されたインデ

ックスを参照します。最小単位コンテンツをリストアする が選択されている場合にこの

オプションを選択すると、ツリーがただちに生成され、データベースの元のリストア粒度と

関係なく、アイテム バージョン レベルまで表示されます。 

既定では、InstaMount 一時データベースは、バックアップ済みの SQL サーバーに

保存されます。InstaMount 一時データベースの場所を変更するには、ドロップダウ

ン リストから参照中に生成された InstaMount 一時データベースを保存するための
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ステージング ポリシーを選択します。詳細については、ステージング ポリシーについて 

を参照してください。 

• コンテナ選択 - コンテナ構成のグローバル設定 チェックボックスを選択して、コンテナーのグロ

ーバル設定を有効にします。  

 コンテナのリストア - コンテナーをリストアします。コンテナーのセキュリティ設定をリスト

アする場合は、セキュリティ チェックボックス を選択します。コンテナーのプロパティ設定

をリストアする場合は、プロパティ チェックボックスを選択します。詳細については、付

録 H: SharePoint オブジェクトのセキュリティとプロパティ を参照してください。  

 セキュリティのみをリストアする - コンテナーのセキュリティ設定のみをリストアします。

競合解決 で マージする または 置き換える を選択することができます。マージする 

を選択すると、バックアップ内のコンテナーのセキュリティをリストア先の競合コンテナーに

追加します。置き換える を選択すると、まずリストア先で競合コンテナーのセキュリティ

を削除して、バックアップ内のコンテナーのセキュリティをリストア先の競合コンテナーに

追加します。 

*注意: セキュリティのみをリストアする 機能は、バックアップ データ内の選択したノー

ドが親ノードの継承を中止する場合にのみ反映されます。 

*注意: セキュリティのみをリストアする オプションを選択すると、リストア設定 ページ

の コンテナ レベルの競合解決 構成フィールドに スキップする のみが表示され、この

ページで別の コンテナ レベルの競合解決 を構成することはできません。 

• コンテンツ選択 - コンテンツ構成のグローバル設定 チェックボックスを選択して、コンテンツの

グローバル設定を有効にします。 

 コンテンツのリストア - コンテンツをリストアします。また、コンテンツのセキュリティ設定

を一緒にリストアする場合、セキュリティ チェックボックスを選択します。詳細について

は 付録 H: SharePoint オブジェクトのセキュリティとプロパティ を参照してください。  

 セキュリティのみをリストアする - コンテンツのセキュリティ設定のみをリストアします。

競合解決 で マージする または 置き換える を選択することができます。マージする 

を選択すると、バックアップ内のコンテンツのセキュリティ設定をリストア先の競合コンテン

ツに追加します。置き換える を選択すると、まずリストア先で競合コンテンツのセキュリ

ティ設定を削除して、バックアップ内のコンテンツのセキュリティをリストア先の競合コンテ

ンツに追加します。 
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*注意: セキュリティのみをリストアする 機能は、バックアップ データ内の選択したノー

ドが親ノードの継承を中止する場合にのみ反映されます。 

*注意: セキュリティのみをリストアする オプションを選択すると、リストア設定 ページ

の コンテンツ レベルの競合解決 構成フィールドに スキップする のみが表示され、こ

のページで別の コンテンツ レベルの競合解決 を構成することはできません。  

 ツリーを展開し、リストアするコンテンツを検索します。アイテム ブラウザー のポップアップ ウィンドウに詳

細が表示されます。リストアするコンテナーの構成を選択します。 

• セキュリティ – セキュリティの詳細については、付録 H: SharePoint オブジェクトのセキュリテ

ィとプロパティ を参照してください。 

• プロパティ – プロパティの詳細については、付録 H: SharePoint オブジェクトのセキュリティと

プロパティ を参照してください。 

 トップレベル サイトおよびサブサイト ノード配下の ゴミ箱 ノードには、このバックアップ ジョブで選択した

リストア レベルのゴミ箱コンテンツが含まれます。ゴミ箱から削除されたコンテンツをリストアする場合、ゴ

ミ箱 ノードを選択します。ゴミ箱のアイテム ブラウザー ウィンドウが表示されます。リストアするオブジェ

クトを選択して、[OK] をクリックします。  

以下の点に注意してください。  

• ゴミ箱のアイテム ブラウザー ウィンドウでは、1 件のオブジェクトのみを選択して別の場所への

リストアを実行することができます。1 件以上のオブジェクトを選択する場合、別の場所へリス

トア タイプはグレーアウトされます。 

• ゴミ箱内のコンテンツがスタブである場合、プラットフォーム リストアを使用してスタブをリストアす

ることができますが、BLOB をリストアすることはできません。  

• サイト コレクション全体を選択してリストアする場合、ゴミ箱内のコンテンツをリストアすることは

できません。  

• ゴミ箱内のアプリをリストアすることはできません。  

 完了後、[次へ] をクリックします。スタブおよび BLOB 構成 ページが表示されます。  

 スタブ データベース設定 - バックアップ済みスタブ データベースの使用 フィールで、バックアップ済み

スタブ データベースから最小単位データをリストアするかどうかを選択します。  

• はい を選択して、バックアップ済みスタブ データベースから最小単位データをリストアします。は

い を選択する場合、使用したバックアップ方法を選択する必要があります。 
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 既定のプラットフォーム バックアップ - プラットフォーム バックアップ ジョブでバックアッ

プされたスタブ データベースを使用してリストアします。 

 その他 / サード パーティのバックアップ - スタブ データベースがその他 / サード パ

ーティのツールによってバックアップされた場合、このオプションを選択します。スタブ デー

タベースをリストア先 SQL Server へ手動でリストア･ステージする必要があります。 

▪ データベース アクセス証明書 - スタブ データベースが存在する SQL インス

タンス名およびスタブ データベース名を入力します。顧客のバックアップ済みス

タブ データベースへのアクセスに使用するデータベース認証を選択します。 

• いいえ を選択して、元のコネクタ デバイスから最小単位データをリストアします。  

 BLOB 設定 - バックアップ済み BLOB データから最小単位データをリストアするかどうかを選択しま

す。  

• はい を選択して、バックアップ済み BLOB データから最小単位データをリストアします。はい 

を選択する場合、使用したバックアップ方法を選択する必要があります。 

 既定のプラットフォーム バックアップ - プラットフォーム バックアップ ジョブでバックアッ

プされた BLOB データを使用してリストアします。 

 その他 / サード パーティのバックアップ - BLOB データがその他 / サード パーティ

のツールによってバックアップされた場合、このオプションを選択します。BLOB データを

論理デバイスとして構成された場所へ手動でリストアする必要があります。 

▪ 論理デバイス - 論理デバイス ドロップダウン リストから、BLOB データがステ

ージされた論理デバイスを選択します。 

• いいえ を選択して、元のストレージ マネージャー / コネクタ ストレージ デバイスから最小単位

データをリストアします。 

 完了後、[次へ] をクリックします。リストア タイプ ページが表示されます。 

 リストア タイプ – コンテンツのリストア先を選択します。  

*注意: プラットフォーム リストアは以下の環境からバックアップされたデータのリストアに対応していませ

ん。 

• SharePoint 2010 から SharePoint 2013 および SharePoint 2016 へ 

• SharePoint 2013 から SharePoint 2010 および SharePoint 2016 へ 

• SharePoint 2016 から SharePoint 2010 および SharePoint 2013 へ 
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リストア元ノードとリストア先ノードで、同一バージョンの SharePoint を使用していることを確認してく

ださい。SharePoint 2013 のサイトが SharePoint 2010 モードのサイトである場合、同じモードの

サイトに対してのみリストアすることができます。 

• リストア タイプ – バックアップ データのリストア先を選択します。ここでは、[別の場所へ] を選

択し、コンテンツを他の SharePoint ファームまたは元のファームの異なる場所へリストアしま

す。 

• リストア先 – リストア ジョブのリストア先を選択します。ツリーで既存のノードを選択するか、手

動で作成されたノードを選択することができます。リストア先 SharePoint でノードを手動で

作成するには、空白のテキスト ボックスのノードを選択して、テキスト ボックスに表示される形

式でリストア先ノードの URL をテキスト ボックスに入力します。新しいサイト コレクションを作

成する場合、ドロップダウン リストから既存の管理パスを選択する必要があります。 

テキスト ボックスの隣の [コンテナの作成] をクリックし、リストア先ファームのノードを作成しま

す。また、[タイム ベース リストア] タブの [管理] グループの [コンテナの作成] をクリック

し、該当のノードを作成します。 

リストア先ファーム ツリーで希望の最小単位オブジェクト (サイト コレクション レベルからアイテ

ム レベルまで) を検索するには、高度検索 機能を使用します。選択した範囲 (ファームから

フォルダー レベルまで) から希望のオブジェクトを検索することができます。高度検索 画面の詳

細については、付録 B: 高度検索について 内の説明を参照してください。 

• エージェント グループ – 負荷分散とパフォーマンス向上のためにリストア ジョブを実行するエ

ージェント グループを選択します。[表示] をクリックして、選択したエージェント グループの詳

細を表示します。 

*注意: お使いの環境に DMZ が構成されている場合、エージェント グループ内のすべてのエ

ージェントが DocAve マネージャーと同一の LAN に存在しており、SQL サーバーおよびメデ

ィア サービスと通信できることを確認してください。 

• アクション - データをリストア先にリストアする方法を選択します。  

 マージする - マージする を選択すると、コンテンツがリストア先ノードに追加されます。 

 添付する - 添付する を選択すると、コンテンツが子として選択したノード配下にリスト

アされます。 

ジョブの実行後にリストア先ノードのデータ ツリーを表示するには、[プレビュー] をクリックしま

す。リストア先ツリーでプレビューできるのは、データの選択 ステップで展開されたツリー構造の

みです。[プレビューの非表示] をクリックして プレビュー エリアを非表示にします。以下のスク
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リーンショットには、リストア元サイト コレクションがリストア先 Web アプリケーションに添付され

たことが表示されます。 

 

図 9: DocAve 6 サイト コレクション バックアップ データのリストア先 Web アプリケーションへの

添付 

*注意: DocAve 5 からインポートされたバックアップ データに対して、サイト コレクションをリス

トア先 Web アプリケーションに添付する際に、リストア元 Web アプリケーション URL はサイ

ト コレクション URL に添付されます。以下のスクリーンショットを参照してください。 

 

図 10: DocAve 5 からインポートされたサイト コレクション バックアップ データのリストア先 

Web アプリケーションへの添付 

• マッピング設定 (必須ではありません) – マッピング設定を構成してユーザー、ドメイン、表示

のリスト、列のラベルをリストア先にマッピングします。      
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 ユーザー マッピング – 必要に応じて、ユーザー マッピングを構成してバックアップ済み

ユーザーをリストア先ユーザーにマッピングします。ユーザー マッピングの設定の詳細に

ついては、DocAve 6 コントロール パネル ユーザーガイド を参照してください。  

 ドメイン マッピング – 必要に応じて、ドメイン マッピングを構成してバックアップ済みド

メインをリストア先ドメインへマッピングします。ドメイン マッピングの設定の詳細について

は、DocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド を参照してください。 

 言語マッピング – 必要に応じて言語マッピングを構成して、バックアップ済みデータの

言語とは異なる言語でリストア先ノードを表示します。 言語マッピングの設定の詳細

については、DocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド を参照してください。 

*注意: ユーザー マッピングは、メール形式でユーザー名を構成した場合に機能しませ

ん。  

*注意: ドメイン マッピングは、完全修飾ドメイン名で構成した場合に機能しません。 

 終了後に [次へ] をクリックします。リストア設定 ページが表示されます。 

 リストア設定 – コンテンツのリストア方法を構成します。 

 競合解決 – コンテナー レベルおよびコンテンツ レベルでの競合の解決方法を指定します。  

 コンテナ レベルの競合解決 – サイト コレクション、サイト、リスト、フォルダー レベルの

競合解決を設定します。   

▪ スキップする – リストア先と同じ名前を持つリストア元のコンテナーを無視し

ます。 

▪ マージする – リストア元とリストア先のコンテナー構成を結合します。競合が

ある場合、リストア元がリストア先を上書きします。 

▪ 置き換える – リストア先コンテナーを削除し、リストア元をストア先にリストア

します。選択したコンテナーがルート サイトの場合、置き換える 機能がこのル

ート サイトを空にし (削除は実行されません)、リストア元をリストア先にリスト

アします。このオプションはフォルダー / サイト / サイト コレクション レベルに対

してのみ使用可能です。 

*注意: ディスカッション掲示板アイテムはフォルダーと見なされるため、コンテナーとして

リストアされます。  

 コンテンツ レベルの競合解決 – アイテム レベルの競合解決を設定します。  

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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▪ スキップする – リストア先のアイテム / ドキュメントと同じアイテム ID / ドキ

ュメントの名前を持つリストア元のアイテム / ドキュメントを無視します。 

▪ 上書きする – リストア先のアイテム ID / ドキュメントを同じ名前を持つアイ

テム / ドキュメントで上書きし、リストア元のアイテム / ドキュメントをリストア

先にコピーします。 

▪ 最終更新日時に従って上書きする – 競合しているアイテム / ドキュメントの

中で更新日時が最新のものを保持し、それよりも古いアイテム / ドキュメント

を上書きします。 

▪ サフィックス付きのアイテム / ドキュメント名を追加する – 競合しているリ

ストア元のアイテム / ドキュメントをリストア先に追加し、ファイル名の最後に

サフィックス (_1, _2, _3…) を付け加えます。競合しているリストア先のア

イテム / ドキュメントは削除されません。 

▪ 新バージョンを追加する – 競合しているリストア元のアイテム / ドキュメント

をリストア先のアイテム / ドキュメントの新バージョンとしてリストア先に追加し

ます。 

 アプリの競合解決 – リストア元とリストア先内のアプリが競合する場合の競合解決を選択し

ます。ドロップダウン リストから [スキップする]、[アプリのみを更新する]、[アプリおよび 

AppData を置き換える] を選択することができます。SharePoint アプリを正しくリストアす

るには、リストア ジョブを実行するエージェント アカウントが ローカル システム アカウント では

ないことを確認してください。 

 スキップする – リストア先と同じ名前を持つリストア元のアプリを無視します。  

 アプリのみを更新する - リストア元のアプリ バージョンがリストア先のアプリ バージョン

より新しい場合、リストア先のアプリは更新されますが、AppData は更新されませ

ん。  

 アプリおよび AppData を置き換える - リストア元アプリが古いバージョンである場

合でも、リストア先アプリと AppData を置き換えます。 

 リストア先ごみ箱内の既存データを範囲に含める – バックアップ内のデータとリストア先 

SharePoint ファームのごみ箱内のデータを比較するかどうかを選択します。コンテナー レベル

またはコンテンツ レベルで スキップする を選択するか、もしくはコンテンツ レベルで サフィック

ス付きのアイテム / ドキュメント名を追加する または 新バージョンを追加する を選択する



 125 

 
DocAve 6: プラットフォーム バックアップ & リストア 

 

場合、リストア先ごみ箱内の既存データを範囲に含める オプションを構成することができま

す。 このフィールドで はい を選択して、かつバックアップで選択したコンテンツがリストア先 

SharePoint ファームのごみ箱に存在する場合、バックアップで選択したコンテンツはリストアさ

れません。 

 すべてのアイテムの詳細ジョブ レポートを含む – はい を選択すると、すべてのアイテムの詳

細なジョブ レポートを作成します。いいえ を選択すると、切り捨てられたリスト形式でのみジョ

ブ レポートを作成します。 

 InstaMount の使用 – プラットフォーム最小単位リストアを実行する際に InstaMount 

を使用するかどうかを選択します。はい を選択すると、プラットフォーム最小単位リストアで使

用される InstaMount 一時データベースを作成します。いいえ を選択すると、プラットフォー

ム最小単位リストアで使用される一時データベースを作成します。この一時データベースは、

最小単位コンテンツを保存しているバックアップ済みデータベースと同じです。詳細については、

InstaMount およびリストア インデックス を参照してください。 

 ステージング ポリシー – 必要に応じて、プラットフォーム最小単位リストアで一時データベー

スを保存するステージング ポリシーを選択します。[なし] を選択すると、一時データベースはリ

ストア先の SQL サーバーに保存されます。詳細については ステージング ポリシーについて を

参照してください。 

 ワークフロー – バックアップ済みワークフローのリストア方法を指定します。  

 ワークフロー定義を含む – バックアップ済みワークフローの定義のみをリストアします。 

 ワークフロー インスタンスを 含む – 各アイテムの状態、履歴、タスクをリストアしま

す。 

*注意: リストア先にワークフロー インスタンスをバックアップする際、状態が 進行中 の

ワークフロー インスタンスは キャンセル されます。 

 アイテムに依存する列およびコンテンツ タイプ – アイテムに依存する列およびコンテンツ タイ

プをリストアするかどうかを選択します。  

*注意: データの選択 ステップで選択したノードの隣にある プロパティ を選択せず、依存する

列またはコンテンツ タイプがリストア先に存在しない場合、列またはコンテンツ タイプはリストア

されません。この場合には、このオプションを使用して列またはコンテンツ タイプをリストアします。  
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 アイテムの完成性を維持するため、アイテムに依存する列およびコンテンツ タイプ

をリストアする – アイテムをリストアして、該当するリスト / ライブラリで依存する列お

よびコンテンツ タイプを作成します。このアイテムは引き続き依存する列およびコンテン

ツ タイプを使用します。 

 アイテムに依存する列およびコンテンツ タイプをリストアしない – アイテムに依存す

る列およびコンテンツ タイプをリストアしません。このオプションを選択する場合、依存す

る列およびコンテンツ タイプがリストア先に存在することを確認してください。存在しな

い場合、アイテムはリストアできません。 

 権限を持たないユーザー / グループを排除する – はい を選択すると、権限を持たないユ

ーザー / グループ はリストアされません。既定では、いいえ が選択されています。   

 バージョン設定 – SharePoint へリストアするコンテンツのバージョン設定を選択します。パフ

ォーマンスを向上させる場合は、リストアするバージョンを制限します。すべてのバージョンをリ

ストアする を選択すると、バックアップ データのすべてのバージョンをリストアします。最新バー

ジョンをリストアする を選択すると、選択したバックアップ データの最新の メジャー、もしくは 

メジャーとマイナー バージョンのみをリストアします。他のバージョンはリストアされません。  

*注意: 最新バージョンは現在のバージョンを含めません。 

 通知 – メールの 通知 設定を構成します。プロファイルを選択 (プロファイル内のアドレス

のみ利用) ドロップダウン リストから構成済み通知プロファイルを選択します。[通知プロファ

イルの新規作成] リンクをクリックすると、新しいメール通知プロファイルを作成することもできま

す。[表示] をクリックすると、選択した通知プロファイルの詳細構成が表示されます。 

 リストア設定の構成が終了した後、[次へ] をクリックします。スケジュール ページが表示されます。 

 スケジュール – スケジュールに従ってリストア ジョブを作成するかどうかを選択します。[ウィザード完了

後にリストアする] を選択すると、リストア ウィザードの完了直後にジョブが実行されます。手動でスケ

ジュールを構成するには、[手動でスケジュールを構成する] を選択し、スケジュール設定 フィールドに

開始時刻を入力します。必要に応じて 説明 を入力し、他のリストア ジョブと区別できるようにします。 

完了後、[次へ] をクリックします。概要 ページが表示されます。 

 リストア ジョブの データの選択、リストア タイプ、リストア設定、スケジュール をレビュー･編集します。

変更するには、[設定] タブで行の中部にある [編集] をクリックして該当する設定ページに移動しま

す。設定ページに移動し、構成を編集することができます。[プレビュー] タブで、リストア後にリストア ア
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クションおよび予想されるファーム ツリーを表示するか、[編集] をクリックして リストア タイプ 画面に移

動してリストア アクションを変更することができます。 

 [完了] をクリックしてジョブ構成を保存します。リストア ジョブにスケジュールが設定されていない場合、

[完了] を選択すると、ただちにジョブが実行されます。リストア ジョブの実行がスケジュールで設定され

ている場合、[完了] を選択すると、ジョブ構成は保存されますが、ジョブは実行されません。 

元のデータベースのリストア 

バックアップの SharePoint 構成データベースを他の SQL サーバーへリストアする場合、このオプションを使用

する必要があります。 SQL サーバーに特定のデータベースのみをリストアする場合、リストア タイプとして 元のデ

ータベースをリストアする を選択し、リストア先コンポーネント オプション を構成します。 

*注意: 連続スナップショットを使用してファイル ストリーム データでコンテンツ データベースをバックアップした場

合、元のデータベースをリストアする を リストア タイプ として使用するリストア ジョブは失敗する可能性があ

ります。 

1. SQL エージェント – すべての SQL エージェント (SQL データベース サーバーにインストールされてい

る DocAve エージェント) がドロップダウン リストに表示されます。SQL エージェントを選択し、選択し

た SQL インスタンスにバックアップ済みデータベースをリストアします。 

2. SQL インスタンス – SQL インスタンスを選択し、リストア済みコンテンツ データベースを保存します。  

3. データベース アクセス証明書 – データベースの作成に使用する認証方法を選択します。 

• Windows 認証 (推奨) (既定のオプション) – ユーザー ID が Windows によって認識

される場合、この方法を使用します。 

• SQL 認証 –入力したアカウントによって SQL サーバーが直接ユーザー ID を認識します。

入力したアカウントを SQL サーバーの sysadmin ロールに追加しておく必要があります。 

4. 詳細情報 – リストアするデータベースの名前とタイプを含む詳細情報を表示します。詳細 列の [編

集] をクリックし、以下のプロパティを編集します。 

 データベース名 – データベースは、ここで入力した名前を使用してリストアされます。 

*注意: 元のデータベースをリストアする タイプを選択して選択したコンテンツ データベースを

リストアする場合、セーフ リストア オプションを選択解除する際に名前を変更しないでくださ

い。名前を変更すると、データベースは削除され、リストア ジョブは失敗します。 
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 データベースとログ ファイル マッピング – [詳細] をクリックし、リストア先のデータベース ファ

イル / ログ ファイルの名前とパスを入力します。  

*注意: 入力したパスがリストア先サーバーに存在しない場合、パスはリストア ジョブ中に自動的に作

成されます。 

バックアップ済み VM のリストア 

バックアップ済み VM をリストアするには、以下の説明を参照してください。 

1. プラン設定の詳細については、リストアの実行 を参照してください。VM を含むバックアップ ジョブを選択

します。 

*注意: vCenter ホスト クラスター内の ESX/ESXi VM をリストアする場合、以下の条件に注意し

てください。  

• クラスター内の元のホストが使用できない場合、VM はクラスター内の VM に使用されるすべ

てのデータベースを含むホストにリストアされます。 

• DRS ルールをリストアする場合、DocAve は DRS グループと DRS ルールの名前を使用し

てバックアップ済み VM の存在先である DRS グループが存在するかを確認します。DRS グ

ループが存在する場合、VM はこの DRS グループにリストアされます。DRS グループが存在

しない場合、DRS グループのリストアはスキップされます。 

*注意: vCenter データストア クラスター内のデータストアで ESX/ESXi VM をリストアする場

合、DocAve は仮想ディスクの VMDK アンチアフィニティ と VMDK アフィニティ データストア 

ルールのリストアに対応していますが、VM アンチアフィニティ または VM アフィニティ データストア 

ルールのリストアには対応していません。 

2. データの選択 - VM バックアップ データをリストアする を選択します。バックアップ済み VM は [バッ

クアップ データ] タブの表に一覧表示されます。  

3. 各 VM に対してエージェントを選択してリストア ジョブを実行します。既定では、バックアップ プランによ

って使用されるホスト プロファイル内のエージェントが選択されています。リストア後に対象 VM の電源

を入れるかどうかも選択できます。 

*注意: Hyper-V にホストされている VM はバックアップ ジョブの実行に使用されたエージェントをリス

トアに使用し、エージェントはリストア ウィザードで変更できません。 
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*注意: Hyper-V クラスターで VM をリストアする場合、選択したエージェントはクラスター内のノード

に存在する必要があります。 

*注意: ESX/ESXi または vCenter ホスト サーバーで VM をリストアする場合、リストアする VM 

上のエージェントを選択しないことを推奨します。 

4. [次へ] をクリックします。リストア設定 ページが表示されます。 

5. リストア設定 – VM をリストアする詳細設定を構成します。 

6. VM 競合解決 – VM 競合解決の動作を定義します。  

ESX/ESXi または vCenter にホストされている VM に対して、対象内の .vmx 構成ファイルがバッ

クアップ内の .vmx 構成ファイルと同一の場所に存在する場合、競合と見なされます。  

vCenter データストア クラスター内のデータストアに保存されている VM に対して、データストア クラス

ター内のバックアップ済み VM と同一の名前を持つ VM が存在する場合、競合と見なされます。 

Hyper-V にホストされている VM に対して、バックアップ内の VM ID と同じ VM ID が既にリストア

先に存在する場合、競合と見なされます。 

• スキップする – リストア元競合 VM をリストアせず、リストア先 VM の整合性を保持します。 

• 仮想ディスクのみを置き換える – 対象競合 VM の仮想ディスク内のデータを削除して、VM 

構成を含まずにバックアップ済み VM の仮想ディスク内のデータをリストア先 VM にリストアし

ます。 

*注意: 仮想ディスクのみを置き換える は Hyper-V ホストによって管理された VM に対し

て無効です。Hyper-V ホストで VM をリストアする場合に VM 競合解決を 仮想ディスク

のみを置き換える に設定すると、競合 VM は削除され、VM のバックアップ データはリストア

されます。 

• 上書きする – リストア先で競合 VM を削除して、バックアップ済み VM をリストアします。 

7. Hyper-V の親ディスクの競合解決 – Hyper-V の親ディスクの競合解決動作を定義します。リス

トア元内の Hyper-V 親ディスクが対象内の既存 Hyper-V 親ディスクと同一の完全パスを持ってい

る場合、競合と見なされます。このオプションは Hyper-V によってホストされている VM のリストアのみ

に対して機能します。バックアップ内の Hyper-V によってホストされている VM のリストアがスキップさ
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れた場合、Hyper-V の親ディスクの競合解決 の選択に関係なく、Hyper-V 親ディスクがリストさ

れないことに注意してください。 

• スキップする – リストア元の競合 Hyper-V 親ディスクをリストアしません。 

• 上書きする – 対象 Hyper-V 親ディスクを削除して、バックアップ済み親ディスクをリストアし

ます。 

8. 通知 – メールの 通知 設定を構成します。プロファイルの選択 ドロップダウン リストから、通知プロファ

イルを選択します。[通知プロファイルの新規作成] リンクをクリックすると、新しいメール通知プロファイ

ルを作成することもできます。[表示] をクリックすると、選択した通知プロファイルの詳細構成が表示さ

れます。 

9. リストア設定の構成が終了した後、[次へ] をクリックします。スケジュール ページが表示されます。 

10. スケジュール – スケジュールに従ってリストア ジョブを作成するかどうかを選択します。ウィザードの終了

後ただちにリストアする を選択すると、リストア ウィザードの完了直後にジョブが実行されます。手動で

スケジュールを構成するには、手動でスケジュールを構成する を選択し、スケジュール設定 フィールド

に開始時刻を入力します。必要に応じて 説明 を入力し、他のリストア ジョブと区別できるようにしま

す。 

完了後、[次へ] をクリックします。概要 ページが表示されます。 

11. リストア ジョブに対して、選択してリストアする VM リスト、リストア設定、スケジュール をレビュー･編

集します。変更するには、[リストア データ] タブで行の中部の [編集] または [設定] タブをクリックし

て該当するページに移動します。設定ページに移動し、構成を編集することができます。 

12. [完了] をクリックしてジョブ構成を保存します。リストア ジョブにスケジュールが設定されていない場合、

[完了] を選択すると、ただちにジョブが実行されます。リストア ジョブの実行がスケジュールで設定され

ている場合、[完了] を選択すると、ジョブ構成は保存されますが、ジョブは実行されません。 

バックアップ済み Web フロントエンド ファイルのリストア 

Web フロントエンド ファイルをリストアするには、以下の説明を参照してください。 

 プラン設定の詳細については、リストアの実行 を参照してください。 

 データの選択 - バックアップ データ ツリーを展開して、SharePoint Hive または その他のファイル 

システム フォルダー ノードからファイルを選択してリストアします。ファイルを選択して (複数選択可能) 

リストアするには、以下の説明を参照してください。 
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 ファイル ノードをクリックします。ファイルのアイテム ブラウザー ウィンドウが表示されます。 

 選択したフォルダー内のすべてのファイルが表示されます。希望のファイルを検索して選択し、

[OK] をクリックします。 

 バックアップ済み Web フロントエンド ファイルをリストアするために提供された設定を構成します。詳細

については、バックアップ済み Web フロントエンド ファイルのリストア オプション を参照してください。  

バックアップ済み Web フロントエンド ファイルのリストア オプション 

[タイム ベース リストア] タブの 設定 グループには、Web フロントエンド ファイルのリストアに使用することがで

きる 2 つのオプションがあります。 

• インストール済みプログラム – Web フロントエンド サーバー上のインストール済みアプリケー

ションの状態およびバックアップ時にプログラムのインストール状態を確認する機能です。 

• バックアップ リストのダウンロード – 指定の Web フロントエンド サーバー コンポーネントを

バックアップする際に、選択した Web フロントエンド サーバー上のデータの状態を確認する機

能です。リボン上で [バックアップ リストのダウンロード] ボタンをクリックし、バックアップ前の 

Web フロントエンド サーバー情報リスト または 現在の Web フロントエンド サーバー情

報リスト チェック ボックスを選択して [OK] をクリックします。詳細なリストを含む .zip ファイル

が入力したローカル パスにダウンロードされます。詳細なリストの .csv ファイルを含む .zip ファ

イルが指定のローカル パスにダウンロードされます。 

Web フロントエンド ファイルをリストアするための特別なリストア設定もあります。 

• Web フロントエンド ファイル セキュリティのリストア – このオプションは、IIS サイト ファイル 

(web.config ファイルを除く)、SharePoint Hive ファイル、その他のファイル システム ファイ

ルを含む、バックアップ済みフロントエンド ファイルのみに適用されます。このオプションを選択す

ると、ファイル コンテンツとセキュリティ権限の両方がリストアされます。このオプションを選択しな

い場合は、ファイル コンテンツのみがリストアされます。 

バックアップ済み Web フロントエンド ファイルのリストアの詳細については、付録 I: 構成ファイルの詳細設定 を

参照してください。 
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バックアップ済み BLOB データのリストア 

ストレージ マネージャー BLOB データまたはコネクタ BLOB データをバックアップする場合、該当のデータベース

のバックアップ データ ツリーに対応する ストレージ マネージャー または コネクタ のノードが作成されます。 

ストレージ マネージャー または コネクタ ノードを選択した後に、ノードの隣にある [詳細の表示] をクリックし、

選択したノードの詳細な BLOB バックアップ データを表示します。リストアするデータを選択し、設定を構成す

ると、バックアップ済み BLOB データが該当の ストレージ パス へリストアされます。  

*注意: 粒度レベルでプラットフォーム リストア ジョブを実行するには、[詳細の表示] リンクを使用して構成でき

るのは 1 件の BLOB ノード (1 件のストレージ マネージャーまたはコネクタ ノード) のみです。 

バックアップ済みスタブ データベースのリストア 

スタブ データベースを選択してバックアップ済みスタブをリストアします。スタブ データベースを個別にリストアする

方法については、以下のセクションを参照してください。 

*注意: 一回につき 1 件のスタブ データベースのみを選択してリストアすることができます。同時に複数のスタブ 

データベースを選択するか、コンテンツ データベースを選択してリストアすることはできません。 

*注意: 別の場所へのリストアを実行してスタブ データベース、関連する BLOB データ、コンテンツ データベース

をリストアするには、データベース レベルで別の場所へのリストアを実行して、BLOB データおよびスタブ デー

タベースのリストア オプションが有効になっている Web アプリケーションを選択することを推奨します。詳細につ

いては、データベース レベルの別の場所へのリストア プランの設定 を参照してください。 

1. バックアップ データ ツリーからスタブ データベース ノードを選択します。ノードの隣にある [詳細の表示] 

リンクをクリックして、このスタブ データベースの詳細情報 (コンテンツ データベース名、SQL サーバ

ー、ファーム など) を表示します。 



 133 

 
DocAve 6: プラットフォーム バックアップ & リストア 

 

 

図 11: スタブ データベースを選択してリストアします。 

 

図 12: スタブ データベースの詳細を表示します。 

2. 右下の [次へ] ボタンをクリックして、リストア タイプ ページに移動します。  

• SharePoint ファーム コンポーネントをリストアする – バックアップ データのリストア先を選

択します。ここでは、[元の場所へ] を選択し、データベースを元の SharePoint の場所へリ

ストアします。 
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• 元のデータベースをリストアする – バックアップのデータベースを別の SQL サーバーへリストア

します。オプション実行の詳細については、元のデータベースのリストア を参照してください。 

• エージェント グループ – 負荷分散とパフォーマンス向上のためにリストア ジョブを実行するエ

ージェント グループを選択します。[表示] をクリックして、選択したエージェント グループの詳

細を表示します。 

*注意: お使いの環境に DMZ が構成されている場合、エージェント グループ内のすべてのエ

ージェントが DocAve マネージャーと同一の LAN に存在しており、SQL サーバーおよびメデ

ィア サービスと通信できることを確認してください。 

3. 右下の [次へ] ボタンをクリックして、リストア設定 ページに移動します。  

4. リストア設定 ページで、必要に応じてオプションを構成します。各オプションの詳細については、データベ

ース レベルの元の場所へのリストア プランの設定 を参照してください。 

この例では、競合解決の方法として [上書きする] を選択して、右下の [次へ] ボタンをクリックしま

す。スケジュール ページへ移動します。 

5. スケジュール ページでは、必要に応じてスケジュール設定を構成します。手動でスケジュールを構成す

る を選択すると、選択した 開始時刻 にリストア ジョブが開始されます。各オプションの詳細について

は、データベース レベルの元の場所へのリストア プランの設定 を参照してください。 

この例では、既定の設定を使用します。右下の [次へ] ボタンをクリックして、概要 ページに移動しま

す。 

6. 概要 ページには、すべての構成済み設定を表示することができます。構成の完了後、[完了] をクリッ

クします。これにより、プラットフォーム リストア ジョブを実行します。  
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バックアップ済みカタログ サイト コレクションのリストア 

カタログ サイト コレクションのリストア先 Web アプリケーションまたはサイト コレクションへの別の場所へのリストア

を実行するには、以下の説明を参照してください。 

 プラン設定の詳細については、リストアの実行 を参照してください。 

 データの選択 - カタログ サイト コレクションが存在するコンテンツ データベースを選択します。サイト コ

レクションの検索 機能を使用して希望のカタログ サイト コレクションが存在するコンテンツ データベー

スおよび Web アプリケーションをすばやく特定することができます。詳細については、付録 A: サイト コ

レクションの検索について を参照してください。  

 該当するコンテンツ データベースの検索後、選択したコンテンツ データベースの隣にある [最小単位コ

ンテンツを表示する] リンクをクリックして最小単位データ ツリーを展開します。高度検索 機能を使用

して希望のサイト コレクションをすばやく検索することができます。この方法は、お使いのファームに大容

量のコンテンツとノードが含まれる場合に特に有効です。詳細については、付録 B: 高度検索について 

を参照してください。バックアップ データ ツリーからカタログ サイト コレクションを選択します。 

コンテンツ、プロパティ、セキュリティのリストアのグローバル設定 設定の詳細については、別の場所

へのプラットフォーム最小単位リストア プランの設定 を参照してください。 

 [次へ] をクリックします。リストア タイプ 画面で、別の場所へリストア オプションを選択します。 

 リストア先 フィールドで、リストア先 Web アプリケーションまたはサイト コレクションを選択します。リスト

ア先ファーム ツリーは、高度検索 機能にも対応しています。詳細については、付録 B: 高度検索につ

いて を参照してください。 

 アクション – データをリストア先にリストアする方式を選択します。  

• マージする – サイト コレクションをリストア先として選択した場合、マージする を選択します。

マージする を選択する場合、サイト コレクションがリストア先サイト コレクションに追加されま

す。 

• 添付する – Web アプリケーションをリストア先として選択した場合、添付する を選択します。

添付する を選択する場合、サイト コレクションは子として選択した Web アプリケーション配下

にリストアされます。 

 リストア設定 画面で、アプリ カタログ サイトとして使用する フィールドを構成することができます。は

い を選択して、現在のサイト コレクションをリストア先 Web アプリケーションのアプリ カタログ サイトとし

てリストアします。そうしない場合は、いいえ を選択します。 
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 別の設定の詳細については、別の場所へのプラットフォーム最小単位リストア プランの設定 を参照して

ください。 

バックアップ済みデータベース マスター キーのリストア 

バックアップ済みデータベースをリストアする場合、バックアップ済みデータベース マスター キーは一緒にリストアさ

れます。バックアップ済みデータベース マスター キーのみをリストアする場合、以下の説明を参照してください。 

1. エージェント グループに含まれるエージェント サーバーで 

…AvePoint\DocAve6\Agent\data\SP2010\Platform に移動します。 

SP2010PlatformConfiguration.xml ファイルを開きます。  

2. <FarmLevel> 属性から RestoreMasterKey を検索します。データベース マスター キーのみ

をリストアするには、RestoreMasterKey の値を true に設定します。 

3. バックアップ データ ツリーから、リストアするデータベース マスター キーが所属するデータベースを選択し

ます。  

4. スキップする を 競合解決 として選択します。 

5. プラットフォーム リストア ジョブを実行してバックアップ済みデータベース マスター キーをリストアします。  

*注意: 既定では、データベース マスター キー パスワードは 1qaz2wsxE にリストアされます。リスト

ア後に希望のパスワードに変更してください。詳細については、ALTER MASTER KEY (Transact-

SQL) の Microsoft 技術記事を参照してください。 

最小単位コンテンツをリストアする機能の解除 

最小単位コンテンツをリストアする チェックボックスをオフにすると、最小単位コンテンツの選択が無効になりま

す。このリストア方法は、サイト コレクション レベルのプラットフォーム最小単位リストア (元の場所へまたは別の

場所へ) でのみ使用することができます。サイト コレクション全体をリストアする必要がある場合、サイト コレクシ

ョン レベルでリストアを実行し、最小単位コンテンツをリストアする チェックボックスをオフにすることを推奨しま

す。この場合、リストアは、STSADM サイト コレクション レベル リストアと類似したものとなります。これは処理が

より迅速となる方法であり、内部ドキュメント ID を保持します。 

*注意: 最小単位コンテンツをリストアする オプションが選択されていない状態で SharePoint 2013 サイト 

コレクションを選択してリストアする場合、サイト コレクション内のアプリはリストアされません。 

https://docs.microsoft.com/ja-jp/sql/t-sql/statements/alter-master-key-transact-sql?view=sql-server-2017
https://docs.microsoft.com/ja-jp/sql/t-sql/statements/alter-master-key-transact-sql?view=sql-server-2017


 137 

 
DocAve 6: プラットフォーム バックアップ & リストア 

 

指定されたファーム コンポーネントのリストアの詳細情報 

ファーム コンポーネントのリストアに関する詳細と条件の一部を説明します。 

• 構成データベース – SharePoint ファームのコア コンポーネントです。リストアが可能であるの

は、データベース リストアのみ または 元のデータベースのリストア の使用時に限ります。

SharePoint サーバーの全体管理コンテンツ データベースが自動的にバックアップ･リストアさ

れるのは、バックアップ / リストアが SharePoint 構成データベースを含む場合です。また、

SharePoint 全体管理コンテンツ データベースと SharePoint 構成データベースを一緒にリ

ストアすることが推奨されます。これは、両データベースの関係を壊さないようにするためです。 

• Web アプリケーション – Web アプリケーションをファーム ツリーから選択してリストアすること

ができます。これには Web アプリケーション プロパティが含まれます。Web アプリケーションの

コンテンツ データベースを選択してリストアすることもできます。ただし、手動での変更、またはサ

ード パーティ ソフトウェアを使用し、その結果 IIS サイトに変更が発生した場合、フロントエン

ド メンバー エージェント上の IIS サイト バックアップも同時にリストアする必要があります。 

• コンテンツ データベース – コンテンツ データベースには、サイト コレクション、サイト、リスト、ラ

イブラリ、ファイル、すべてのアイテムなどの SharePoint データが含まれます。コンテンツ データ

ベースがリストアされた後、それらのデータは元の Web アプリケーションに自動的に添付されま

す。  

• SharePoint ソリューション - SharePoint ソリューションが元の場所へリストアされる場

合、ソリューションはバックアップ データ内の展開状態でリストアされます。SharePoint ソリュー

ションが別の場所へリストアされる場合、ソリューションの状態は 未展開 にリストアされます。

SharePoint ソリューションに含まれるカスタム ソリューションによっては、展開後にこのソリュー

ションを再構成する必要がある場合があります。 

• フロントエンド リソース – 既定の SharePoint 機能のみを使用する場合、フロントエンド リ

ソースをリストアする必要はありません。これは、他のファーム コンポーネントによりすべての要素

がカバーされているためです。IIS サイト (Web.config を含む) に適用される手動のカスタマ

イズが存在する場合は、IIS サイトをリストアする必要があります。カスタマイズが、

SharePoint 14 Hive フォルダー内部でのみ行われている場合、それらのカスタマイズをリス

トアすることもできます。IIS サイト ファイルも 14 Hive ファイルも、更なる検討のため、別の

場所へリストアすることができます。 

*注意: フロントエンド リソースをバックアップする場合、IIS サイトで使用された証明書はバック

アップされません。手動でバックアップおよびリストアする必要があります。 
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*注意: フロントエンド リソースを他のファーム コンポーネントと一緒にリストアすることはできませ

ん。他のファーム コンポーネントをリストアした後に、別々にリストアしてください。 
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障害復旧の実行 

SharePoint と DocAve の観点から、ファームの完全バックアップ データを使用する障害復旧 (DR) の実行

方法を説明します。なお、Active Directory (AD) または DocAve でバックアップされない他のコンポーネン

トをリストアする方法は、ここでは説明しません。リストアを開始する前に、次の要件が満たされている必要があり

ます。 

• SharePoint 構成データベースは障害復旧に使用するバックアップ ジョブでバックアップする必

要があります。  

• 障害復旧用のサイトでは、すべてのサーバー トポロジーは実稼働サイト (SharePoint のファ

ーム トポロジーおよび DocAve トポロジーの両方を含む) と同一である必要があります。シス

テム プラットフォームは、バックアップ時のプラットフォームに一致している必要があります。例え

ば、バックアップを行った際に x64 システムを使用していた場合、x64 システムを使用する必

要があります。 

*注意: SharePoint サーバーや SQL サーバーなど、障害復旧環境内のすべてのサーバー

に DocAve エージェントをインストールする必要があります。 

*注意: SQL サーバーが SharePoint サーバーにインストールされている場合、SQL 

Writer のログオン ユーザーと Osearch Service および Help Search Service のログオ

ン ユーザーが同一ではないことを確認します。同一である場合、データベースのリストアはファー

ムの再構築ウィザードで失敗します。  

• また、障害復旧用のサイトにインストールされている関連するすべてのソフトウェアが、以前と同

じバージョンとパッチ レベルである必要があります。関連するソフトウェアの例として、

SharePoint、SQL サーバー、DocAve、.NET Framework が挙げられます。  

• リストア元とリストア先のホスト名は、同一である必要があります。 

システム構成に IP を使用している場合 (例えば、IP を使用して DocAve メディア サービス

を構成している場合)、IP も同一である必要があります。SQL の場合、ポートを除き、インス

タンス名およびリストア元とリストア先のエイリアス名が同一である必要があります。他の場所で 

DocAve をインストールする場合、同一の DocAve のホスト名または IP を使用する必要

があります。ポートは異なっていても問題ありません。  
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この作業を実行する方法は複数存在します。例えば、障害復旧用のサイトの AD ドメインを

使用すると、同じサーバー トポロジーを保持することができます。また、障害復旧用のサイトが

実稼働サイトと同時に存在する必要がない場合、ディスク イメージまたは仮想化技術を使用

し、同じトポロジーが使用されていることを確保します。 

• ローカル サーバーと SQL サーバーに対するユーザー権限は、前と全く同じに設定する必要が

あります。 

• 障害復旧用のサイトは、元の場所と同じ AD ドメインに存在しています。 

すべてのサーバーを再構築し、以前と同一の条件を再現した後、次の障害復旧のステップを実行します。 

 必要となるすべてのソフトウェア コンポーネント (例: SQL サーバー) をインストールします。 

 SharePoint をインストールします。この際、ファーム リストアの際の構成は実行しないでください。これ

は、リストア プロセス実行中にファーム全体リストアで SharePoint ファームの構成が行われるためで

す。 

 DocAve マネージャーをインストールするには、DocAve 6 インストール ガイド 内の説明を参照してく

ださい。 

*注意: インポートされたデータが DocAve 6 SP1 またはそれ以降のバージョンのプラットフォーム バッ

クアップ & リストアでバックアップされた場合にのみ、SharePoint 2010 ファーム全体のインポートされ

たプラットフォーム完全バックアップ データに対してファームの再構築を実行することができます。 

インポートされたデータが DocAve 6 SP3 またはそれ以降のバージョンのプラットフォーム バックアップ 

& リストアでバックアップされた場合にのみ、SharePoint 2013 ファーム全体のインポートされたプラッ

トフォーム完全バックアップ データに対してファームの再構築を実行することができます。 

*注意: SharePoint サーバーで DocAve マネージャーをインストールしないことを推奨します。

SharePoint ファーム接続の切断時、SharePoint は自動的に IIS サイトを再開始します。これに

より、DocAve IIS サイトも再開始します。DocAve エージェントをインストールするには、DocAve 6 

インストール ガイド 内の説明を参照してください。 

 ファームの再構築を実行します。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/DocAve_6_Installation_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/DocAve_6_Installation_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/DocAve_6_Installation_Guide.pdf
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ファームの再構築について 

ファームの再構築 機能を使用して、ファームで障害が発生した場合、または SharePoint ファーム内の重大

な問題でファームを再構成する必要がある場合、ファームを再構築します。ファームが破損した場合、ファームの

再構築 を使用して、(ファームの再構築 ウィザード以外の手動構成は必要ありません) 環境を準備して 

SharePoint をインストールすることでファームを前の時刻に完全に再構築することができます。  

SharePoint ファーム環境で重大な問題が発生する場合、DocAve でも重大な問題が発生する可能性が

あります。そのため、DocAve が復旧に失敗し、ファームの再構築 を使用してお使いのファーム環境を復旧で

きなくなる事態を防ぐために、日常の使用中に DocAve コントロール データベースを保護すること (例えば、

SQL サーバー バックアップ方法を使用してコントロール データベースをバックアップする) を推奨します。 

ファームの再構築 機能は DocAve 6 にシームレスに統合されており、インテリジェントに機能します。元のファ

ーム接続の切断または SharePoint サービスの停止など、多くの操作が画面または単一のボタンに統合され

ています。また、ファームの再構築 の実行に使用されるバックアップ ジョブに VM バックアップ データが含まれる

場合、VM バックアップ データを使用してファームを再構築するか、バックアップ済み SharePoint データのみを

使用してファームを再構築するかを選択することができます。 

ファームの再構築 後にお使いの SharePoint ファームに統合されたサード パーティ ソフトウェアが正常に機能

することを確保するため、VM バックアップ データを使用して SharePoint サーバーをリストアすることを推奨しま

す。  

対応しているファーム トポロジー 

ファームの再構築 の実行に対応しているファーム トポロジーの詳細については、以下の情報を参照してくださ

い。 

環境の構成 

ファームの再構築 機能に対応している環境の構成については、以下のセクションを参照してください。 

• オペレーティング システム:  

 Windows Server 2008 R2 

 Windows Server 2008 R2 SP1 
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 Windows Server 2008 R2 SP1 サーバー コア 

 Windows Server 2012 

 Windows Server 2012 R2 

 Windows Server 2012 R2 SP1 

 Windows Server 2012 R2 SP1 サーバー コア 

 Windows Server 2016 

• Web アプリケーション:HTTP/HTTPS、FBA 認証、ユーザー定義のホスト ヘッダー 

*注意: ファームの再構築後、FBA 認証中に Web アプリケーションによって使用された FBA 

データベースは、競合解決 が 上書きする に設定された 元の場所へリストア を使用して手

動で再度リストアする必要があります。 

• ユーザー アカウント:ドメイン ユーザー  

*注意: ファームの再構築 は、SharePoint サーバーと SQL サーバーがすべて Azure VM に存在する 

SharePoint ファームの再構築に対応しています。  

必要な権限 

ファームの再構築 を正しく使用するには、エージェント アカウントに必要な権限が割り当てられていることを確

認してください。詳細については、必要な権限 を参照してください。  
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ファームの再構築で対応されているファーム トポロジー 

簡単 / 小容量の SharePoint 環境と複雑な環境の例については、以下の 2 件のトポロジーを参照してくだ

さい。  

 

図 13: SQL サーバーと SharePoint サーバーの簡単かつ小容量のトポロジー  

*注意: ファームの再構築は SharePoint 2016 (SharePoint 2016 Single-Server Farm を除外しま

す) に対応しています。  

 

図 14: SQL サーバー、サーバーの全体管理、Web フロントエンド サーバー、アプリケーション サーバーの複雑なト

ポロジー 

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/mt346121(v=office.16).aspx#minrole
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*注意: ファームの再構築は、サーバーの全体管理 Web サイトが SSL を使用して HTTPS でセキュア保護

された SharePoint 2016 ファームに対応しています。  

*注意: SharePoint サーバーで DocAve マネージャーをインストールしないことを推奨します。SharePoint 

ファーム接続の切断時、SharePoint は自動的に IIS サイトを再開始します。これにより、DocAve IIS サイ

トも再開始します。 

*注意: ファームの再構築環境で、すべてのサーバー (SharePoint サーバーおよび SQL サーバーを含む) で 

DocAve エージェントをインストールする必要があります。 

ファームの再構築の例 

お使いの環境でファームの再構築を実行する場合、以下の例を参照してください。 

 DocAve は機能しますが、ファーム環境で障害が発生しました。 

• この場合、環境を再構築するには ファームの再構築の実行 内の説明を参照してください。 

 DocAve は機能しませんが、ファームも機能しません。(例えば、コントロール データベースにアクセスで

きず、DocAve サービスを開始できず、ユーザーがプランの保存･ジョブの実行を実行できません。) 

• この場合、DocAve コントロール データベースを事前にバックアップする必要があります。メディ

ア サーバー上のデータの整合性が保持されていること確認します。 

• ファーム内のサーバーで障害が発生せずに正常に機能しており、これらのサーバー上の 

SharePoint 環境が機能できる場合、エンド ユーザーは DocAve 障害復旧の実行 内の

説明を参照して DocAve をリストアし、前のバックアップ データを使用してファームの再構築を

実行することができます。詳細については、ファームの再構築の実行 を参照してください。 

• ファーム内のすべてのサーバーで障害が発生した場合、マシンの構成情報が、障害が発生し

た環境と同一である SharePoint 環境セットを準備して、DocAve 障害復旧の実行 内の

説明を参照して DocAve をリストアする必要があります。DocAve のリストア後、ファームの

再構築を実行します。詳細については、ファームの再構築の実行 を参照してください。 

この 2 件の例を考慮して、ファームの再構築 機能は元のファームへのリストアおよび新しいファームへのリストア

の 2 種類のリストア方法に対応しています。 
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元のファームへのリストア 

ファームが機能しない場合、またはファーム内の一部のサーバーで障害が発生した場合、元のファームをファーム

の完全バックアップ内の状態に再構築することができます。ファームの再構築ジョブは元のファームからすべてのサ

ーバーを切断して、元のファームを再構築します。 

 ファーム全体をバックアップします。元のファームのバックアップ を参照してください。 

 DocAve 障害復旧を実行します。DocAve 障害復旧の実行 を参照してください。 

 ファームの再構築を実行します。ファームの再構築の実行 を参照してください。 

新しいファームへのリストア 

新しいファームをリストアするには、まず新しい SharePoint 環境を設定して、以下の情報が元のファームと同

一であることを確認する必要があります。 

• SharePoint サーバーのオペレーティング システム バージョン   

• マシン名と Active Directory 構成 

• SQL インスタンス 

• SharePoint バージョン 

• SQL Server バージョン 

• DocAve マネージャー 

*注意: 元のファームの管理に使用される元の DocAve マネージャーを使用して新しいファー

ムを管理するには、以下の方法のいずれかを選択します。 

 新しいファーム内の DocAve エージェントを元の DocAve マネージャーに登録する  

 元の DocAve マネージャーのバックアップ済みコントロール データベースを使用して新

しい DocAve マネージャーをインストールする 

*注意: SharePoint サーバー トポロジーとファームの完全バックアップ時のトポロジーが同一である必要があり

ます。また、システム プラットフォームとバックアップ時のプラットフォームが同一である必要があります。例えば、ファ

ームの完全バックアップを実行した際に x64 システムを使用した場合、x64 システムを使用します。再構築リ

ストア先にインストールするすべての関連するソフトウェアが、元のファーム内のコンテンツと同じバージョンおよびパ
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ッチ レベルである必要があります。関連するソフトウェアの例として、SharePoint、SQL サーバー、

DocAve、.NET Framework が挙げられます。 

新しいファーム内の DocAve エージェント アカウントの権限と元のファームのエージェント権限が同一であること

を確認する必要があります。同一ではない場合、エージェント アカウントが十分な権限を持っていることを確認

する必要があります。詳細については、必要な権限 を参照してください。各 SharePoint サーバーと SQL サ

ーバーで DocAve エージェントをインストールして、以下の説明を参照してください。 

 ファームをバックアップします。元のファームのバックアップ を参照してください。 

 DocAve 障害復旧を実行します。DocAve 障害復旧の実行 を参照してください。 

 ファームの再構築を実行します。ファームの再構築の実行 を参照してください。 

元のファームのバックアップ 

お使いの SharePoint ファームの構成およびプラットフォーム バックアップ & リストアを使用して元のファームをバ

ックアップする方法の詳細については、以下のセクションを参照してください。  

元の SharePoint 2010 ファーム環境の構成 

SharePoint 2010 ファーム環境の詳細情報 (ファーム内のサーバー、サービス アプリケーション、 Search 

Service Application、データベース、BLOB データなど) については、以下を参照してください。 

ファーム内のサーバー 

 

図 15: SharePoint 2010 ファーム内のサーバー 
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ファーム内のサービス アプリケーション 

 

図 16: SharePoint 2010 ファーム内のサービス アプリケーション 

 

図 17: SharePoint 2010 ファーム内のサービス アプリケーション 

ファーム内の Search Service Application 

 

図 18: SharePoint 2010 ファーム内の Search Service Application トポロジー 
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ファーム内のデータベース 

 

図 19: SharePoint 2010 ファーム内のデータベース 

ファーム内の BLOB データ 

DocAve 6 SP1 以降のバージョンでは、プラットフォーム バックアップ & リストアは BLOB データのバックアッ

プ･リストアに対応しています。DocAve 6 SP4 リリースで、ファームの再構築機能は ファームの再構築 ウィザ

ードで BLOB データのリストアを実行することができます。  

*注意: NFS ストレージ内の BLOB データはプラットフォーム バックアップ & リストアを使用してバックアップ･リス

トアすることができません。 

お使いの SharePoint ファームに BLOB データが含まれる場合、ファーム全体をバックアップする際に、ただち

に実行 画面で スタブ データベースをバックアップする オプション、ストレージ マネージャー BLOB をバック

アップする オプション、コネクタ BLOB をバックアップする オプションを選択する必要があります。 
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図 20: スタブ データベース、ストレージ マネージャーとコネクタ BLOB データのバックアップの選択 

*注意: BLOB データのバックアップ情報はバックアップ ジョブ詳細の BLOB 詳細 タブで記録されます。  
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元の SharePoint 2013 ファーム環境の構成 

SharePoint 2013 ファーム環境の詳細情報 (ファーム内のサーバー、該当するサービス アプリケーション、 

Search Service Application、データベース、BLOB データなど) については、以下を参照してください。 

ファーム内のサーバー  

 

図 21: SharePoint 2013 ファーム内のサーバー 

ファーム内のサービス アプリケーション  

 

図 22: SharePoint 2013 ファーム内のサービス アプリケーション 



 151 

 
DocAve 6: プラットフォーム バックアップ & リストア 

 

 

図 23: SharePoint 2013 ファーム内のサービス アプリケーション 

ファーム内の Search Service Application 

 

図 24: SharePoint 2013 ファーム内の Search Service Application トポロジー 
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ファーム内のデータベース 

 

図 25: SharePoint 2013 ファーム内のデータベース 

ファーム内の BLOB データ 

DocAve 6 SP1 以降のバージョンでは、プラットフォーム バックアップ & リストアは BLOB データのバックアッ

プ･リストアに対応しています。DocAve 6 SP4 以降のバージョンで、ファームの再構築機能は ファームの再

構築 ウィザードで BLOB データのリストアを実行することができます。 

*注意: NFS ストレージ内の BLOB データはプラットフォーム バックアップ & リストアを使用してバックアップ･リス

トアすることができません。  

お使いの SharePoint ファームに BLOB データが含まれる場合、ファーム全体をバックアップする際に、ただち

に実行 画面で スタブ データベースをバックアップする オプション、ストレージ マネージャー BLOB をバック
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アップする オプション、コネクタ BLOB をバックアップする オプションを選択する必要があります。

 

図 26: スタブ データベース、ストレージ マネージャーとコネクタ BLOB データのバックアップの選択 

*注意: BLOB データのバックアップ情報はバックアップ ジョブ詳細の BLOB 詳細 タブで記録されます。 

プラットフォーム バックアップを使用する元のファームのバックアップ 

元のファームをバックアップするには、新しいプラットフォーム バックアップ プランを作成します。以下の説明を参照

してください。 

1. DocAve にログインして、データ保護 > プラットフォーム バックアップ & リストア > プラットフォー

ム バックアップ へ移動します。 

2. リボン上で プラン ビルダー > フォーム モード をクリックし、新しいプランを作成します。  

3. 画面左側で、ドロップダウン リストからバックアップするファームを選択して、バックアップ コンポーネント

の選択 からこのバックアップ プランの希望のバックアップ範囲を選択します。ファーム名をクリックしてツリ

ーを読み込み、ファーム ノードを選択してバックアップを実行します。 

*注意: 既定では、バックアップ ツリー上の Web フロントエンド サーバー ノードが選択されており、フ

ァーム全体をバックアップする際に選択解除することができません。ただし、ファームの再構築の実行時、

Web フロントエンド データは別のコンポーネントと一緒にリストアされません。Web フロントエンド サー

バー上のファイルが構成されている場合、またはカスタム機能が更新された場合、Web フロントエンド 

サーバー ノードを SharePoint ファーム内の別のコンポーネントと一緒にバックアップすることを推奨しま

す。これにより、Web フロントエンド サーバー上のファイルおよび機能をバックアップ時の状態にリストア

することができます。これをしないと、ファイルへの変更およびサーバーの構成が失われます。 

*注意: Business Data Connectivity Service アプリケーション のデータ ソース データベー

スおよび PerformancePoint Service Application のカスタム データベースをカスタム データ

ベースとしてバックアップ ツリーに追加する必要があります。 
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4. プラン設定を構成し、保存してプランを実行します。詳細については、フォーム モードでのバックアップ プ

ランの作成 を参照してください。 

DocAve 障害復旧の実行 

DocAve 5 の システム リカバリー 機能を使用して、DocAve 障害復旧を実行することができます。この機

能は DocAve 6 に存在しません。 

DocAve 6 で システム リカバリー 機能が対応されていませんが、新しい DocAve 環境を構築して、前の 

DocAve コントロール データベースに接続することで障害復旧を実現することができます。日常の使用中に 

DocAve コントロール データベースを保護する (例えば、SQL バックアップまたは別のサード パーティ バックアッ

プ方法を使用してデータベースをバックアップします) 必要があります。 

DocAve で障害が発生しており、DocAve コントロール データベースが正常に機能している場合、DocAve 

障害復旧を実行します。以下の説明を参照してください。 

 DocAve 障害復旧に使用する Web フロントエンド サーバーおよび SQL サーバーを準備します。 

 バックアップ済み DocAve コントロール データベースを SQL サーバーにリストア・添付します。 

 SQL インストール方法を使用して DocAve マネージャーをインストールし、DocAve コントロール デ

ータベースに接続します。DocAve エージェントを Web フロントエンド サーバーおよび SQL サーバー

でインストールします。 

これで DocAve 障害復旧が完了します。ユーザーのデータが破損していない場合、リストア ウィザード / ファ

ームの再構築 ウィザードでバックアップ データ ツリーからバックアップ データを選択して希望のデータをリストアす

ることができます。 

ファームの再構築の実行 

ファームの再構築を実行するには、以下の説明を参照してください。 

*注意: ファームの再構築の完成に時間がかかるため、実行中にブラウザーを閉じないでください。ファームの再

構築プロセスの完了前に停止された場合、DocAve が最新の操作を記録しないため、最初から ファームの

再構築 ウィザードを実行する必要があります。 



 155 

 
DocAve 6: プラットフォーム バックアップ & リストア 

 

 [リストア] タブを選択し、管理 グループの [ファームの再構築] をクリックします。[ファームの再構

築] タブから、[フィルター対象] エリアのオプションを構成します。  

*注意: [ファームの再構築] タブで、SharePoint 構成データベースおよび管理データベースのバック

アップに成功したバックアップ ジョブのみが、ファームの再構築を実行するためにカレンダー ビューに表示･

フィルターされます。 

 フィルター対象 – 希望のファームの完全バックアップ ジョブをフィルターし、リストアするバックアップ デー

タの範囲を制限します。 

• プランでフィルター – ドロップダウン リストのプラン情報に従って、ファームの完全バックアップ デ

ータをフィルターします。  

 ファーム – ドロップダウン リストからファームを選択し、指定ファームのすべてのプランを

表示します。[すべてのファーム] をオンにすると、すべてのファームのプランが表示され

ます。 

 プラン名 – ドロップダウン リストから表示するプランを選択します。[すべてのプラン] 

を選択し、すべてのプランのジョブを表示します。 

 リストア粒度レベル – ドロップダウン リストからリストア粒度レベルを選択します。選択

したリストア粒度レベルのバックアップ ジョブのみが表示されます。[すべてのタイプ] を

選択すると、すべてのレベルのバックアップ ジョブが表示されます。 

• ジョブでフィルター – ドロップダウン リストのジョブ タイプによってファームの完全バックアップ ジョ

ブを制限します。  

 バックアップ タイプ – ドロップダウン リストからバックアップ タイプを選択します。選択

したタイプのバックアップ ジョブのみが表示されます。[すべてのタイプ] を選択すると、

3 つのすべてのタイプのバックアップ ジョブが表示されます。 

• 期間でフィルター – ドロップダウン リストの完了期間によってファームの完全バックアップ データ

をフィルターします。 

 すべてのジョブ – すべての 完了 / 完了 (実行中に例外あり) のプラットフォーム バ

ックアップ ジョブが表示されます。 

 バックアップ ジョブの開始期間を指定する – 期間を選択します。開始時間が選択

した期間内にある、すべての 完了 / 完了 (実行中に例外あり) のプラットフォーム 

バックアップ ジョブが表示されます。 
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 上記の 3 つのフィルターを構成した後、フィルター対象 エリアまたはリボン上の [フィルター] ボタンをク

リックし、バックアップ ジョブをフィルターします。すべてのフィルター ルールを満たす、ファームの完全バック

アップ ジョブがカレンダーに表示されます。フィルター対象 エリアまたはリボン上の [リセット] をクリックす

ると、すべてのフィルターをクリアし、すべての適格のプラットフォーム バックアップ ジョブを表示することがで

きます。 

マウス カーソルをバックアップ ジョブの上に置くと、プラン名、ジョブ ID、バックアップ オプション、リスト

ア粒度レベル、バックアップ方法、連続スナップショットの作成、インデックスの状態、データ転送の

状態、確認の状態、ジョブ状態、データのインポート などのジョブの情報を表示されます。[日]、

[週]、[月] をクリックするとビューが変更され、指定された期間内のすべての有効なファームの完全バッ

クアップ ジョブを表示します。カレンダーの左上隅にあるページ変更 ( ) ボタンをクリックして、ペー

ジを変更します。 ファームの再構築の実行に使用するバックアップ ジョブを選択します。 

 [次へ] をクリックします。選択したバックアップ ジョブによって、以下の 2 件のウィザードのいずれかが表

示されます。 

• 選択したバックアップ ジョブが VM データをバックアップしなかった場合、表示 画面が表示され

ます。SharePoint ファーム バックアップ データを使用してファームを再構築する詳細について

は、ファームの再構築に SharePoint ファーム バックアップ データの使用 を参照してください。 

• 選択したバックアップ ジョブに VM バックアップ データが含まれる場合、プラットフォーム バック

アップ または サード パーティ ツール によってバックアップされた VM バックアップ データがこの

バックアップ ジョブで検出されたウィンドウが表示されます。また、SharePoint サーバーをリスト

アする方法を選択する必要があります。 

 VM バックアップ データ – VM バックアップ データを使用して、SharePoint サーバ

ーおよびバックアップ済み SharePoint コンポーネントをリストアします。この方法は、

ファームの再構築後にお使いの SharePoint ファームに統合されたサード パーティ ソ

フトウェアが正常に機能することを確保します。VM バックアップ データを使用してファ

ームを再構築する詳細については、ファームの再構築に VM バックアップ データの使

用 を参照してください。  

 SharePoint ファーム バックアップ データ – この方法は、バックアップ済み VM デ

ータを含まず、SharePoint ファーム バックアップ データのみをリストアします。

SharePoint ファーム バックアップ データでファームを再構築する詳細については、フ

ァームの再構築に SharePoint ファーム バックアップ データの使用 を参照してくださ

い。 
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ファームの再構築に VM バックアップ データの使用 

VM バックアップ データを使用してファームの再構築を続行するには、以下の説明を参照してください。 

 表示 – ファーム コンポーネント タブで、すべてのファーム コンポーネントがツリーに表示されます。バック

アップ済みコンポーネントが選択されており、選択解除することができません。ファーム サーバー タブで、

すべてのバックアップ済み VM が表示され、VM ホストでグループ化されます。 

*注意: ファームの再構築は、VM バックアップ データ内のカスタム VM のリストアに対応していません。 

*注意: vCenter ホスト クラスター内の ESX/ESXi VM をリストアする場合、以下の条件が満たさ

れたこと確認してください。   

 クラスター内の元のホストが使用できず、VM に使用されるすべてのデータストアを含

む別のホストが存在する場合、VM はクラスターでこのホストにリストアされます。 

o vCenter ホスト クラスターで VM DRS (Distributed Resource Scheduler) 

グループとホスト DRS グループ間の VM-ホスト アフィニティ ルールが構成された場

合、DocAve は VM DRS グループ名を使用してバックアップ済み VM が存在する 

VM DRS グループが存在するかどうかを確認します。VM DRS グループが存在する

場合、VM はこの VM DRS グループにリストアされ、ルールはリストア済み VM に反

映されます。 VM DRS グループが存在しない場合、VM のこの VM DRS グループ

へのリストアはスキップされ、ルールはリストア済み VM に反映されません。 

*注意: vCenter データストア クラスター内のデータストアに保存されている ESX/ESXi VM をリスト

アする場合、以下の点に注意してください。 

o 同一の名前で、同一のデータストア クラスターに保存されている VM のバックアップ･リ

ストアには対応していません。 

o 仮想ディスクの VMDK アンチアフィニティ および VMDK アフィニティ データストア 

ルールのリストアに対応していますが、VM の VM アンチアフィニティ または VM アフ

ィニティ データストア ルールのリストアに対応していません。 

 [次へ] をクリックします。VM のリストア設定 ページが表示されます。  

• VM バックアップ データがプラットフォーム バックアップによってバックアップされた場合、以下の説

明を参照してください。 
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i. VM 構成 – 各 VM に対してエージェントを選択し、リストア ジョブを実行します。既

定では、バックアップ プランによって使用されたホスト プロファイル内のエージェントが選

択されています。Hyper-V によってホストされている VM はバックアップ ジョブを実行

したエージェントを使用してリストアを実行します。VM が Hyper-V クラスターでホス

トされている場合、選択したエージェントがクラスター内のノードに存在する必要があり

ます。 

ii. VM 競合解決 – VM 競合解決の動作を定義します。ESX/ESXi または 

vCenter にホストされている VM に対して、対象内の .vmx 構成ファイルがバック

アップ内の .vmx 構成ファイルと同一の場所に存在する場合、競合と見なされま

す。vCenter データストア クラスター内のデータストアに保存されている VM に対し

て、データストア クラスター内のバックアップ済み VM と同一の名前を持つ VM が存

在する場合、競合と見なされます。Hyper-V にホストされている VM に対して、バッ

クアップ内の VM ID と同じ VM ID が既にリストア先に存在する場合、競合と見な

されます。 

▪ スキップする – リストア元競合 VM をリストアせず、リストア先 VM の整合

性を保持します。 

▪ 仮想ディスクのみを置き換える – 対象競合 VM の仮想ディスク内のデータ

を削除して、VM 構成を含まずにバックアップ済み VM の仮想ディスク内の

データをリストア先 VM にリストアします。 

*注意: 仮想ディスクのみを置き換える は Hyper-V ホストによって管理さ

れた VM に対して無効です。Hyper-V ホストで VM をリストアする場合に 

VM 競合解決を 仮想ディスクのみを置き換える に設定すると、競合 VM 

は削除され、VM のバックアップ データはリストアされます。 

▪ 上書きする – リストア先で競合 VM を削除して、バックアップ済み VM をリ

ストアします。 

iii. Hyper-V の親ディスクの競合解決 – Hyper-V の親ディスクの競合解決動作を

定義します。リストア元内の Hyper-V 親ディスクが対象内の既存 Hyper-V 親デ

ィスクと同一の完全パスを持っている場合、競合と見なされます。このオプションは 

Hyper-V によってホストされている VM のリストアのみに対して機能します。バックア
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ップ内の Hyper-V によってホストされている VM のリストアがスキップされた場合、

Hyper-V の親ディスクの競合解決 の選択に関係なく、Hyper-V 親ディスクがリ

ストされないことに注意してください。 

▪ スキップする – リストア元の競合 Hyper-V 親ディスクをリストアしません。 

▪ 上書きする – 対象 Hyper-V 親ディスクを削除して、バックアップ済み親デ

ィスクをリストアします。 

• VM バックアップ データがサード パーティ ツールによってバックアップされた場合、ドロップダウン 

リストから定義済み VM スクリプト プロファイルを選択して VM リストアを実行するか、ドロップ

ダウン リストから [VM スクリプト プロファイルの新規作成] リンクを選択して新しい VM ス

クリプト プロファイルを作成します。 

*注意: この ファームの再構築 でリストアする SharePoint サーバーにスクリプトを保存しな

いことを推奨します。 

 [次へ] をクリックします。リストア設定 ページが表示されます。 

 BLOB のリストア – BLOB データをリストアするかどうかを選択します。 

*注意: このフィールドは、バックアップされたファームに BLOB バックアップ データが存在する場合にのみ

表示されます。 

 エージェントの選択 – ドロップダウン リストからエージェントを選択してジョブを実行します。選択したエ

ージェントは作業中のエージェントと通信できる必要があります。 

 データベースの競合解決 – 競合イベントが発生する場合、対象ファームでデータベースを上書きする

かどうかを選択します。 

• スキップする – バックアップ内のデータベース名とリストア先ファームのデータベース名が同一で

ある場合、バックアップ内のデータベースをリストアしません。 

*注意: 選択した競合解決に関係なく、バックアップ内の SharePoint 構成データベースはリ

ストア先にリストアされます。 

• 上書きする – バックアップ内のデータベース名とリストア先ファームのデータベース名が同一であ

る場合、まずリストア先のデータベースを削除し、その後にバックアップ内のデータベースをリスト

アします。 
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 ジョブ レポート – ジョブのレポート レベルを選択します。簡易 を選択すると、SharePoint にリストア

されるコンテンツのサマリーを作成します。詳細 を選択すると、SharePoint にリストアされるオブジェク

トの完全リストを作成しますが、パフォーマンスに対する影響が発生します。BLOB データが選択された

場合、ジョブの詳細 画面に BLOB 詳細 タブが表示され、このデータの詳細情報も表示されます。 

*注意: このフィールドは BLOB をリストアする オプションが選択された場合にのみ表示されます。 

 通知 – メールの 通知 設定を構成します。プロファイルの選択 ドロップダウン リストから構成済み通

知プロファイルを選択します。[通知プロファイルの新規作成] リンクをクリックして、新しいメール通知プ

ロファイルを作成することもできます。[表示] をクリックすると、選択した通知プロファイルの詳細構成が

表示されます。 

 [次へ] をクリックします。スケジュール ページが表示されます。スケジュールに従ってファームと VM の再

構築ジョブを作成するかどうかを選択します。ウィザードの終了後ただちにリストアする を選択すると、

ファームと VM の再構築ウィザードの完了直後にジョブが実行されます。手動でスケジュールを構成す

るには、手動でスケジュールを構成する を選択し、スケジュール設定 フィールドに開始時刻を入力し

ます。必要に応じて 説明 を入力し、他のリストア ジョブと区別できるようにします。 

 完了後、[次へ] をクリックします。概要 ページが表示されます。 

 [次へ] をクリックします。概要 ページが表示されます。構成した設定を表示します。特定のステップの

設定を変更する場合、そのステップの隣にある [編集] をクリックしてそのページに移動し、変更を実行

します。 

 [完了] をクリックして ファームの再構築 を実行します。 

ファームの再構築に SharePoint ファーム バックアップ データの使用 

一般的には、SharePoint ファーム バックアップ データを使用してファームの再構築を実行する手順は主に 5 

つあります。 

 ファームの切断 – サーバーを元のファームから切断します。 

 BLOB のリストア – バックアップ済み BLOB データをリストアします。(このステップは、BLOB データが

バックアップされた場合に必須です。) 

 データベースのリストア – バックアップ済みデータベースをリストアします。リストア対象となるデータベース

は主に以下のとおりです。 

• SharePoint 構成データベース 

• SharePoint サーバーの全体管理のコンテンツ データベース 



 161 

 
DocAve 6: プラットフォーム バックアップ & リストア 

 

• サービス アプリケーションのデータベース 

• コンテンツ データベース 

• スタブ データベース 

 ファームの接続 – 主に 2 つの手順でサーバーを対象ファームに接続します。 

• サーバーを SharePoint 構成データベースに接続して、ファーム トポロジーを構成します。 

• SharePoint サーバーでサービスを展開して、ファーム内のコンポーネントが機能していることを

確認します。 

 インデックスのリストア – Search Service Application のインデックス コンポーネントをリストアしま

す。(このステップは、インデックス コンポーネントがバックアップされた場合に必須です。) 

ファームの再構築を実行するには、以下の説明を参照してください。 

 表示 – ファームの完全バックアップ ジョブのすべてのバックアップ済み SharePoint コンポーネントを表

示します。 

*注意: ツリー上の選択は無効になっており、編集することができません。Web フロントエンド サーバ

ー ノードおよび カスタム データベース ノードは選択されていません。 

 オプション - BLOB データをリストアするかどうかを選択します。 

• BLOB のリストア - BLOB データをリストアするかどうかを選択します。 

• 通知 – メールの 通知 設定を構成します。プロファイルの選択 ドロップダウン リストから構成

済み通知プロファイルを選択します。[通知プロファイルの新規作成] リンクをクリックして、新

しいメール通知プロファイルを作成することもできます。[表示] をクリックすると、選択した通知

プロファイルの詳細構成が表示されます。 

*注意: メールの通知にプロファイルを選択することを推奨します。接続の切断、BLOB のリストア、デ

ータベースのリストア、接続、インデックスのリストア アクションの実行には時間がかかる場合がありま

す。各アクションの完了時、ファームの再構築ジョブの次のステップを実行するタイミングを通知するメー

ルが送信されます。そうではない場合、ファームの再構築ジョブが失敗する可能性があります。 

 [次へ] を選択すると、再開始するサービスを通知するポップアップ メッセージが表示されます。[OK] 

の選択後、接続の切断 ページはファームの再構築を実行するファームからサーバー情報を取得しま

す。[キャンセル] を選択すると、リストア ページに戻ります。 
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 接続の切断 – ファーム内のすべての SharePoint サーバーを切断します。現在のファームに接続して

いるすべての SharePoint サーバーがここに表示されます。  

• 列の管理 ( ) - リストに表示する列を管理して、表示する情報のみを表示します。列の管

理 ( ) ボタンを選択して、列名の隣のチェックボックスをオンにし、列をリストに表示します。 

• 列を隠す ( ) – 列見出しにマウス カーソルを置いて、列を隠す ( ) ボタンを選択すると、

列を隠します。 

[切断] をクリックして、すべての表示された SharePoint サーバーの接続をこのファームから切断しま

す。接続の切断に失敗した SharePoint サーバーが存在する場合、[切断] ボタンをクリックしてそれ

らのサーバーを再度切断します。2 回目の 切断 操作の場合、1 回目で切断に失敗した 

SharePoint サーバーのみがファームから切断されます。 

表示されているすべての SharePoint サーバーが既にファームから切断されている場合、次のステップ

へ移動します。 

 BLOB のリストア - ファーム内の BLOB データをリストアします。表に一覧表示されているすべての 

BLOB データをリストアすることを推奨します。リストア設定 を構成して、リストア中に競合が発生する

場合に BLOB データを上書きするかどうかを選択します。 

 データベースのリストア – ファームの完全バックアップ ジョブのすべてのバックアップ済みデータベースをリ

ストアします。プラットフォーム バックアップ データからリストアするか、サード パーティ バックアップ データか

らリストアするかを選択します。サード パーティ バックアップ データからリストアすることを選択した場合、

データベース ファイルを正しい場所に手動でリストアして、[検証] をクリックして対象内のデータベースの

バックアップ データを検証する必要があります。 

プラットフォーム バックアップ データからリストアする場合、選択した競合解決に従って、すべてのデータ

ベースが SharePoint 環境に接続されずにリストアされます。  

*注意: お使いの SQL サーバーが SharePoint サーバーにインストールされており、SQL Writer の

ログオン ユーザーと Search Service/Help Search Service のログオン ユーザーが同一である場

合、データベースのリストアに失敗すると、問題を解決するには以下の説明を参照してください。  

• HKEY_LOCAL_MACHINE>SYSTEM>CurrentControlSet>Services>VS

S>VssAccessControl レジストリに移動します。 

• VssAccessControl を右クリックして、ドロップダウン リストから [新規作成] を選択し、ド

ロップダウン リストから DWORD Value タイプを選択します。SQL Writer ログオン ユーザ
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ーのドメイン ユーザー名に名称を変更して、右クリックします。ドロップダウン リストから [変更] 

を選択して、値のデータ を 1 に設定します。[OK] をクリックします。 

• ボリューム シャドウ コピー サービスを再開始します。  

*注意: バックアップ済みデータベースをリストアする際に SQL Server ログインをリストアするには、

SP2010PlatformConfiguration.xml ファイル (このファイルは既定で DocAve エージェント 

インストール パス …\AvePoint\DocAve6\Agent\data\SP2010\Platform に存在します) 

内の RestoreLoginsConfig RestoreLogins パラメーター値を True に設定することでパラ

メーターを有効にします。(既定値は False です。このため、リストア ジョブを実行する際、既定では 

SQL Server ログインがリストアされません。) SQL Server へのデータベース ロール Sysadmin 

を使用して SQL Server ログインのリストアを実行することを推奨します。これは、高レベル ロールのロ

グインがリストアできない事態を防止するための処置です。 

• 競合解決 – 元のデータベースとバックアップ済みデータベースの名前が競合する場合、元のコ

ンテンツを上書きするかどうかを選択します。 

 スキップする – バックアップ内の選択したデータベース名と元のファームのデータベース

名が同一である場合、バックアップ内の選択したデータベースをリストアしません。 

 上書きする – バックアップ内の選択したデータベース名と元のファームのデータベース

名が同一である場合、まず元のデータベースを削除し、その後にバックアップ内の選択

したデータベースをリストアします。 

*注意: SharePoint 2013 ファームの完全バックアップ ジョブ データを使用してファームの再

構築を 2 回実行して、2 回目のファームの再構築ジョブでデータベース リストアの競合解決と

して スキップする を選択した場合、インデックス リストアが失敗し、Search Service 

Application が正常に機能できません。ただし、2 回目のファームの再構築ジョブでデータベ

ース リストアの競合解決として 上書きする を選択する場合、ジョブは成功します。この問題

を解決するには、データベース レベルでリストア ジョブを実行して、バックアップ済み Search 

Service Application を再度リストアします。  

 [リストア] を選択してリストア プロセスを開始します。すべてのデータベースのリストアの完了後、状態 

列のリストア状態が更新され、すべてのデータベースのチェックボックスが選択できるようになります。指定

のデータベースのリストアが失敗した場合は、そのデータベースのみを選択してリストア設定を構成し、リ

ストア ジョブを再実行します。  
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*注意: 次のステップへ移動する前に、SharePoint 構成データベースおよびサーバーの全体管理のコ

ンテンツ データベースが正常にリストアされたことを確認してください。 

 SharePoint 構成 – リストアされた SharePoint ファームの再構築に必要な設定を構成します。  

• パスフレーズ - すべてのサーバーを再接続する前に、ファームのパスフレーズを入力します。  

• ポート番号の指定 - チェックボックスを選択して、SharePoint 2010/2013 サーバーの全

体管理によって使用されているポートを変更することができます。  

• セキュリティ設定の構成 - 再構築後にこのファームが使用するセキュリティ認証タイプを選択

します。プラットフォーム バックアップ & リストアは、NTLM および ネゴシエート 

(Kerberos) の 2 種類のセキュリティ認証タイプに対応しています。  

• 更新設定 - ファームを新しいバージョンに再構築する場合、サーバーを対象ファームに接続し

た後に SharePoint を自動的に更新するか、後で手動で更新するかを選択します。 

[検証テスト] をクリックし、入力した設定を検証します。 

 接続 – すべての SharePoint サーバーをファームに接続します。ステップ 4 で現在のファームから切

断された SharePoint サーバーがすべて表示されます。  

• 列の管理 ( ) – リストに表示する列を管理します。列の管理 ( ) ボタンを選択し、列名の

隣のチェックボックスをオンにすると、列をリストに表示させます。 

• 列を隠す ( ) – 列名にカーソルを置き、列を隠す ( ) ボタンを選択すると、列を隠します。 

[接続] をクリックし、すべての表示されている SharePoint サーバーの接続をこのファームに接続しま

す。 

*注意: 接続プロセスは特定の順序で実行されます。まず、SharePoint サーバーの全体管理サーバ

ーがファームに接続され、その後に別の Web フロントエンド サーバーがファームに接続されます。このス

テップで対象ファームへの接続に失敗したサーバーが存在する場合、[接続] を選択して再度接続す

ることができます。 

 [次へ] をクリックします。インデックスのリストア ページが表示されます。DocAve はバックアップ済み

インデックス コンポーネントを対象ファームにリストアします。 

 インデックスのリストア - ファームのバックアップ ジョブ全体でバックアップされた Search Service 

Application のすべてのインデックス コンポーネントをリストアします。Search Service Application 

がバックアップに含まれていない場合、インデックスのリストア ステップはスキップされます。プラットフォー
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ム バックアップ データからインデックス コンポーネントをリストアするか、サード パーティ バックアップ データ

からリストアするかを選択します。 

*注意: サード パーティ バックアップ データからリストアすることを選択した場合、データベース ファイルを

正しい場所に手動でリストアして、[検証] をクリックして対象内のインデックス コンポーネントのバックア

ップ データを検証する必要があります。 

インデックス コンポーネントをリストアする詳細は表に一覧表示されます。行の表示 ドロップダウン メニ

ューから希望の数字を選択して、ページ毎のインデックス コンポーネントの表示件数を指定します。< 

または > を選択して前または次のページに移動します。[リストア] を選択して、選択したインデックス 

コンポーネントを再度リストアします。リストア プロセスが完了すると、各インデックス コンポーネントのリス

トア状態は 状態 列で更新されます。  

*注意: リストアに失敗した Search Service Application インデックス コンポーネントが存在する

場合、ファームの再構築後にデータベース レベルで 上書きする を 競合解決 として選択した個別の

元の場所へのリストアを実行して、Search Service Application を再度リストアします。リストア

後、インデックス コンポーネントは SharePoint ファームで正常に機能することができます。 

 概要 – ステップ 6 で構成した現在のファーム設定を表示します。 

 [完了] をクリックし、ファームの再構築を終了します。 

*注意: ファームの再構築の完了後、DocAve エージェント サービスを再開始して、対象ファームの最

新情報をできる限り早く取得します。 

別のファーム コンポーネントのリストア 

一部のファーム コンポーネントはファームの再構築中にリストアされません。ファームの再構築ウィザードの完了

後、InfoPath Form Services、SharePoint Foundation ヘルプ検索、FBA データベースなどの機能し

ないコンポーネントが存在する可能性があります。これらのコンポーネントを機能させるには、上書きする を 競

合解決 として選択した 元の場所へリストア を使用して手動でリストアする必要があります。 
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図 27: InfoPath Form Services コンポーネント 

 

図 28: SharePoint Foundation ヘルプ検索コンポーネント 

 

図 29: フォーム ベース認証コンポーネント 

Search Service Application 

ファームの再構築後、Search Service Application を正常に使用できない場合、指定の Search 

Service Application を手動で再度リストアする必要があります。リストア前に Search Service 

Application を削除する場合、以下の説明を参照してください。 

Search Service Application を削除する方法は 2 種類存在します。1 つは SharePoint サーバーの全

体管理経由で Search Service Application を削除する方法です。もう 1 つは SharePoint 管理シェ

ル経由で Search Service Application を削除する方法です。  

SharePoint サーバーの全体管理経由で Search Service Application を削除するには、以下の説明を

参照してください。  



 167 

 
DocAve 6: プラットフォーム バックアップ & リストア 

 

1. サーバーの全体管理 > アプリケーション構成の管理 > サービス アプリケーションの管理 の順に

移動します。  

2. Search Service Application を選択し、リボン上で [削除] をクリックして選択した Search 

Service Application を削除します。 

 

図 30: Search Service Application の削除 

SharePoint 管理シェル経由で Search Service Application を削除には、以下の説明を参照してくださ

い。 

1. スタート > Microsoft SharePoint 2010 Products > SharePoint 2010 管理シェル 

の順に移動します。SharePoint 管理シェルを右クリックし、管理者として実行 を選択します。 

2. 以下のコマンドを入力して指定した Search Service Application を削除します。 

$a = Get-SPEnterpriseSearchServiceApplication –Identity SSAName 

Remove-SPEnterpriseSearchServiceApplication $a 

SSAName は削除する指定の Search Service Application の名前を表示します。 
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Web フロントエンド コンポーネント  

Web フロントエンド サーバーで構成済みファイルまたはカスタム機能をリストアする場合、ファームの再構築後に

バックアップ データ ツリーから該当する Web フロントエンド サーバーのノードを選択して、上書きする を 競合

解決 として選択した 元の場所へリストア を実行してデータをリストアする必要があります。     

 

図 31: Web フロントエンド コンポーネントのリストア 

SharePoint 2010 ファーム用ファーム再構築の対応状況リスト 

SharePoint 2010 ファーム用ファーム再構築の対応状況の詳細情報については、以下のセクションを参照し

てください。  

ファーム再構築で対応しているバックアップ方法 

バックアップ方法 対応･未対応 

VSS ○ 

 

ファーム再構築の対応・未対応のファーム機能 

機能 対応･未対応 

構成データベース ○ 

SharePoint Web サービス  ○ 

全体管理 Web アプリケーション  ○ 

全体管理コンテンツ データベース ○ 
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機能 対応･未対応 

Web アプリケーション ○ 

コンテンツ データベース ○ 

グローバル検索設定  ○ 

SharePoint Help Search  ○ 

InfoPath Forms Services  × 

FBA データベース  ○ 

ソリューション  ○ 

FAST Search サーバー × 

Web フロントエンド サーバー × 

グローバル サイト テンプレート × 

カスタム データベース × 

ファーム再構築の対応・未対応のサービス アプリケーション 

サービス アプリケーション 対応･未対応 

Access Services ○ 

Application Registry Service  ○ 

Business Data Connectivity Service  ○ 

Excel Services ○ 

Managed Metadata Service ○ 

PerformancePoint Service  ○ 

Search Service Application  ○ 

Secure Store Service  ○ 

Security Token Service Application  ○ 

State Service  ○ 

User Profile Service Application  ○ 

Visio Graphics Service ○ 

Web Analytics Service ○ 

Word Automation Service ○ 

Usage and Health Data Collection Service 

Application 

○ 

Session State Service ○ 

Subscription Service Application ○ 

Word Viewing Service ○ 
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サービス アプリケーション 対応･未対応 

PowerPoint Service Application ○ 

Project Service Application ○ 

SQL Server Power Pivot Service 

Application 

○ 

Lotus Notes Connector × 

SharePoint 2013 ファーム用ファーム再構築の対応状況リスト 

ファーム再構築で対応しているバックアップ方法 

バックアップ方法 対応･未対応 

VSS ○ 

ファーム再構築の対応・未対応のファーム機能 

機能 対応･未対応 

構成データベース ○ 

SharePoint Web サービス  ○ 

全体管理 Web アプリケーション  ○ 

管理コンテンツ データベース ○ 

Web アプリケーション ○ 

コンテンツ データベース  ○ 

グローバル検索設定  ○ 

InfoPath Forms Services  × 

FBA データベース  ○ 

ソリューション  ○ 

Web フロントエンド サーバー × 

グローバル サイト テンプレート × 

カスタム データベース × 

ファーム再構築の対応・未対応のサービス アプリケーション 

サービス アプリケーション 対応･未対応 

Access Services ○ 
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サービス アプリケーション 対応･未対応 

Access Services 2010 ○ 

App Management Service ○ 

Business Data Connectivity Service  ○ 

Excel Services ○ 

Managed Metadata Service ○ 

Machine Translation Service ○ 

PerformancePoint Service  ○ 

PowerPoint Conversion Service 

Application 
○ 

Search Service Application  ○ 

Secure Store Service  ○ 

Security Token Service Application ○ 

State Service  ○ 

User Profile Service Application  ○ 

Visio Graphics Service ○ 

Word Automation Service ○ 

Work Management Service Application ○ 

Usage and Health Data Collection Service 

Application 
○ 

Session State Service ○ 

Subscription Service Application ○ 

Project Service Application ○ 

SQL Server Power Pivot Service 

Application 
○ 

Lotus Notes Connector × 

SharePoint 2016 ファーム用ファーム再構築の対応状況リスト 

コンポーネント 対応･未対応 

Access Service ○ 

Access Service 2010 ○ 

App Management Service ○ 

Business Data Connectivity Service ○ 
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コンポーネント 対応･未対応 

Machine Translation Service ○ 

Managed Metadata Service ○ 

PerformancePoint Service ○ 

PowerPoint Conversion Service ○ 

Secure Store Service ○ 

State Service ○ 

Usage and Health Service ○ 

User Profile Service ○ 

Visio Graphics Service ○ 

Subscription Service ○ 

Word Automation ○ 

Workflow Service ○ 

ソリューション  ○ 

InfoPath Forms Services × 

FBA データベース ○ 

グローバル サイト テンプレート × 

Web フロントエンド サーバー ○ 

構成データベース ○ 

管理コンテンツ データベース ○ 

Web アプリケーション ○ 

ライセンスの機能へのマッピング ○ 

グローバル検索設定 ○ 

Session State Service ○ 

カスタム データベース × 

BLOB ○ 

Project Server Service Application ○ 

Search Service Application ○ 

ファーム再構築の実行に関する注意点 

 プラットフォーム バックアップ ジョブは HTTPS サイトの SSL 証明書のバックアップに対応していません。

ファームの再構築後 HTTPS サイトを正常に使用する場合、元のファームから SSL 証明書を手動で
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エクスポートして、エクスポート済み SSL 証明書を再構築された対象ファームにインポートする必要が

あります。SSL 証明書のインポートおよびエクスポートの詳細については、

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc731386(v=ws.10).aspx (IIS 7 の

場合) または 

http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/WindowsServer2003/Library/II

S/2cfeeba2-511f-47e8-913c-f196b74e6a44.mspx?mfr=true (IIS 6 の場合) を参照

してください。  

 DocAve マネージャーが SharePoint サーバーにインストールされている場合、ファームの再構築ジョ

ブは失敗します。ファームの再構築の実行時、PSConfig コマンドは SharePoint サーバーを指定の

ファームへ切断･接続する場合、および IIS の再起動 (SharePoint API 内で実行される) を実行

する場合に使用されます。これにより、DocAve エージェントと DocAve マネージャー間の通信が中

断され、ファームの再構築ジョブが失敗します。  

 ファームの再構築ジョブの完了後、同期接続が該当する User Profile Service Application 配

下に表示されていません。  

ソリューション: 

User Profile Synchronization Service が開始されている場合、User Profile 

Synchronization Service を手動で再開始します。User Profile Synchronization Service 

が開始されていない場合、この機能を手動で開始します。User Profile Service にアクセスできない

場合、User Profile Service および Synchronization Service を再開始して IIS の再起動を

実行します。SharePoint 2010 に対して、お使いの SharePoint サーバー名が FQDN (完全修

飾ドメイン名) に存在しており、環境マシン名が FQDN に存在しない場合、同期接続をリストアする

ことができません。 

 DocAve 障害復旧後にファームの再構築を実行する場合、ストレージ最適化製品のライセンス有効

期限メッセージがポップアップ表示されます。  

ソリューション: 

エージェント サービスを再開始して、コントロール パネル > エージェント モニター で該当するエージェ

ント タイプを選択します。 

 ファームの再構築の完了後に Security Token Service Application の状態が 停止 である場

合、SharePoint サーバーの全体管理および別の SharePoint サイトは機能しません。 

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc731386(v=ws.10).aspx
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/WindowsServer2003/Library/IIS/2cfeeba2-511f-47e8-913c-f196b74e6a44.mspx?mfr=true
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/WindowsServer2003/Library/IIS/2cfeeba2-511f-47e8-913c-f196b74e6a44.mspx?mfr=true
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この問題を解決するには、以下の説明を参照してください。 

 スタート > Microsoft SharePoint 2010 Products > SharePoint 2010 管

理シェル の順に移動します。SharePoint 2010 管理シェル を右クリックし、管理者とし

て実行 を選択して SharePoint 2010 管理シェルを実行します。 

 コマンド ライン $sts1=Get-SPSecurityTokenServiceConfig を入力して、Enter キーを押しま

す。 

 コマンド ライン $sts1.Provision() を入力して、Enter キーを押します。 

 コマンド ライン $sts2=Get-SPServicehostConfig を入力して、Enter キーを押します。 

 コマンド ライン $sts2.Provision() を入力して、Enter キーを押します。 

 

図 32: $sts2.Provision() コマンドの使用 

 IISReset コマンドを使用して IIS の再起動を実行します。 

 一般的には、ファームの再構築の実行時、ファーム内のすべてのサービス アプリケーションが展開されま

すが、対象ファームの SharePoint Timer Service が停止した場合、展開処理が失敗し、一部の

サービス アプリケーションが機能しません。この場合には、SharePoint 2010 管理シェル を使用し

て SharePoint サービス アプリケーションを手動で展開する必要があります。 

 ファームの再構築ジョブの完了後、サービス アプリケーションまたは SharePoint サイトにアクセスでき

ない可能性があります。この問題が発生する場合、すべてのアプリケーション プール ユーザーに SQL 

サーバーの Public ロールを割り当てます。 

 ファームの再構築を実行してバックアップ済みファームを新しいファームにリストアする場合、SQL サーバ

ーで構成されたエージェント アカウントの権限は元のファームの権限と同一である必要があります。必要

な権限の詳細については、必要な権限 を参照してください。  

 ファームの再構築ジョブ後、リストアされた Secure Store Service を使用する場合、以下の説明を

参照してください。 
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 SharePoint サーバーの全体管理で、サービス アプリケーションの管理 を選択して、指定

した Secure Store Service を選択し、Secure Store Service の管理画面に移動し

ます。  

 リボン上で [キーの更新] を選択してキーを更新するか、[新しいキーの生成] を選択して

新しいキーを作成します。 

 

図 33: 新しいキーの生成 

 Web アプリケーションまたはサイト コレクションでカスタム機能またはソリューションが展開された場合、フ

ァームの再構築後に子サイトにアクセスできない可能性があります。 

ソリューション:  

 バックアップ済み IIS サイトを該当する Web フロントエンド サーバー ノード配下に手動でリ

ストアします。詳細については、Web フロントエンド コンポーネント を参照してください。  

 バックアップ済みカスタム Web パーツを手動でリストアします。  

 IIS サービスを再開始します。 

 インデックス コンポーネントのリストア中に、'INDEX.000' ファイルが別のプロセスに使用されているため

にアクセスできないエラーが発生しました。 

ソリューション: 
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この問題が引き続き発生すること防ぐため、ファームの再構築前に対象ファーム内のクロール コンポーネ

ントおよびクエリー コンポーネント配下のインデックス ファイルが削除されたことを確認してください。 

 ファームの再構築ジョブ後、サーバーの全体管理 > サービス アプリケーションの管理 > Search 

Service Application の順に移動して、管理 > コンテンツ ソース を選択してコンテンツ ソースの

管理ページに移動すると、コンテンツ ソースの状態が システムによる一時停止 です。 

 

図 34: コンテンツ ソースの状態 

ソリューション: 

新しいクロール ジョブを実行して、状態が正しくなります。 

 Microsoft Forefront Protection 2010 for SharePoint をインストールしており、フィルター サ

イトを構成した場合、ファームの再構築ジョブの完了後、SharePoint サーバーの全体管理および別

の SharePoint にアクセスできない可能性があります。HTTP Error 500 – Internal Server 

Error エラー メッセージがプロンプト表示される可能性があります。アプリケーション ログで、エラーが以

下のように記録される可能性があります: The HTTP Filter DLL C:\\Prgram 

Files\Microsoft Forefront Protection for 

SharePoint\FSSPUsernameFilter.dll failed to load.The data is the error. 

IIS7 でこの問題を解決するには、以下の説明を参照してください。 

 スタート > 管理ツール > インターネット インフォメーション サービス (IIS) マネージャー 

に移動して、エラーが発生する場所である Web サイトを検索します。 

 この Web サイトを選択して、右側の [ISAPI フィルター] をダブルクリックします。 

 フィルター 画面で、FSSP ユーザー名フィルター を選択します。 

 アクション 画面で [削除] をクリックして、確認メッセージが表示され、[はい] を選択しま

す。 

 C:\Windows\System32\inetsrv\config に移動して、ApplicationHost.config 

ファイルをメモ帳で開きます。以下のコンテンツを削除します:<filter name="FSSP 

Username Filter" path="c:\Program Files\Microsoft Forefront 
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Protection for SharePoint\FSSPUsernameFilter.dll" enabled="true" 

/> 

 問題が解決されたかどうかを確認します。問題が引き続き発生する場合、指定した Web サ

イトの IIS サービスを再開始します。 

 ファームの再構築ウィザードで、SharePoint サーバーを対象ファームに接続する場合、一部の 

SharePoint サーバーで例外が発生する可能性があります。例えば、対象ファームに 2 件の 

SharePoint サーバーが存在する場合、1 件の SharePoint サーバーの対象ファームへの接続には

成功しましたが、もう 1 件の SharePoint サーバーの対象ファームへの接続に失敗しました。  

ソリューション: 

この問題は、対象ファームから SharePoint サーバーを切断する際に SharePoint 構成キャッシュ 

ファイルを削除していないことに起因する可能性があります。そのため、SharePoint サーバーをファーム

に接続する際に、「SharePoint サーバーをファームに接続する際に更新の競合が発生しまし

た。」 エラーが発生しました。この問題を解決するには、対象ファームから SharePoint サーバーを切

断した後に SharePoint 構成キャッシュ ファイルを手動で削除して、ファームの再構築ジョブを実行し

ます。SharePoint 構成キャッシュ ファイルを削除する詳細情報については、

http://blogs.msdn.com/b/jamesway/archive/2011/05/23/sharepoint-2010-

clearing-the-configuration-cache.aspx を参照してください。 

 ファームの再構築前に、RBS は 1 件のコンテンツ データベースで有効になっています。ファームの再構

築の完了後、ストレージの最適化 製品でリストア済みコンテンツ データベースの RBS 状態は 有効 

から 無効 に変更されます。  

ソリューション: 

この問題を解決するには、C:\Program Files\AvePoint\DocAve6\Agent\bin に移動して 

AgentToolSP2010StorageRBS.exe を検索し、このツールを実行して指定したコンテンツ デ

ータベースの RBS を再度有効にします。 

 ファームの再構築は、DocAve 5 から更新されたプラットフォーム バックアップ データに対応していませ

ん。  

DocAve 5 のツリー構造は DocAve 6 のツリー構造と異なり、ファームの再構築の実行に必要なデ

ータの一部が DocAve 5 でバックアップされていません。今後のバージョンでこの問題を解決する予定

です。 

http://blogs.msdn.com/b/jamesway/archive/2011/05/23/sharepoint-2010-clearing-the-configuration-cache.aspx
http://blogs.msdn.com/b/jamesway/archive/2011/05/23/sharepoint-2010-clearing-the-configuration-cache.aspx
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ファーム クローンの実行 

ファーム クローンを実行して、SharePoint ファーム全体のバックアップ データを使用して SharePoint ファーム

を別のファームにクローンすることができます。ファーム クローン ジョブ後、両方の SharePoint ファームは同時に

機能します。クローン済みファームは、テストまたは開発の環境として使用することができます。ファーム クローンを

実行する際、以下の点に注意してください。  

• ファーム クローンは、SharePoint サーバーおよび SQL サーバーが Azure VM に存在する 

SharePoint ファームのクローンに対応しています。  

• ファーム クローンは、SharePoint 2016 ファーム (SharePoint 2016 単一サーバー ファー

ム を排除する) およびサーバーの全体管理 Web サイトが HTTPS と一緒に SSL を使用

してセキュア保護された SharePoint 2016 ファームに対応しています。  

• ファーム クローンには、クローン先ファームとクローン元ファームの SharePoint CU パッケージ

および修正パッチのバージョンが同一である必要があります。  

*注意: 異なるドメイン間でファーム クローンを実行する場合、クローン元ドメインとクローン先ドメイン間の信頼

関係が以下のいずれかである必要があります。 

• クローン元ドメインとクローン先ドメイン間の信頼関係が双方向である 

• クローン先ドメインがクローン元ドメインを信頼する 

ファーム クローンを実行するには、以下の説明を参照してください。 

 [クローン] タブを選択し、[管理] グループの [ファーム クローン] をクリックします。[ファーム クロー

ン] タブから、フィルター対象 エリアのオプションを構成します。  

*注意: [ファーム クローン] タブで、ファーム全体をバックアップしたバックアップ ジョブのみがカレンダー 

ビューで表示･フィルターされます。ファーム クローンは VM バックアップ データのクローンに対応していま

せん。選択したバックアップ ジョブに VM バックアップ データが含まれていても、クローン先ファームにクロ

ーンできるのは SharePoint ファーム バックアップ データのみです。 

フィルター対象 – 指定のファームの完全バックアップ ジョブをフィルターし、リストアするバックアップ デー

タの範囲を制限します。 

 プランでフィルター – ドロップダウン リストのプラン情報に従って、ファームの完全バックアップ 

データをフィルターします。  

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/mt346121(v=office.16).aspx#minrole
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/mt346121(v=office.16).aspx#minrole
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 ファーム – ドロップダウン リストからファームを選択し、指定ファームのすべてのプランを

表示します。[すべてのファーム] をオンにすると、すべてのファームのプランが表示され

ます。 

 プラン名 – ドロップダウン リストから表示するプランを選択します。[すべてのプラン] 

を選択し、すべてのプランのジョブを表示します。 

 リストア粒度レベル – ドロップダウン リストからリストア粒度レベルを選択します。指定

したリストア粒度レベルのバックアップ ジョブのみが表示されます。[すべてのタイプ] を

選択すると、すべてのレベルのバックアップ ジョブが表示されます。 

 ジョブでフィルター – ドロップダウン リストのジョブ タイプによってファームの完全バックアップ ジ

ョブを制限します。  

 バックアップ タイプ – ドロップダウン リストからバックアップ タイプを選択します。選択

したタイプのバックアップ ジョブのみが表示されます。[すべてのタイプ] を選択すると、

3 つのすべてのタイプのバックアップ ジョブが表示されます。 

 期間でフィルター – ドロップダウン リストの完了期間によってファームの完全バックアップ デー

タをフィルターします。 

 すべてのジョブ – すべての 完了 および 完了 (実行中に例外あり) のプラットフォー

ム バックアップ ジョブが表示されます。 

 バックアップ ジョブの開始期間を指定する – このオプションを選択して期間を指定

します。開始時間が指定した期間内にある、すべての 完了 および 完了 (実行中に

例外あり) のプラットフォーム バックアップ ジョブが表示されます。 

上記の 3 つのフィルターを構成した後、フィルター対象 エリアまたはリボン上の [フィルター] ボタンをク

リックし、バックアップ ジョブをフィルターします。すべてのフィルター ルールを満たす、ファームの完全バック

アップ ジョブがカレンダーに表示されます。フィルター対象 エリアまたはリボン上の [リセット] をクリック

し、すべてのフィルターをクリアしてすべての 完了 および 完了 (実行中に例外あり) のプラットフォーム 

バックアップ ジョブを表示することができます。 

マウス カーソルをファームの完全バックアップ ジョブの上に置くと、プラン名、ジョブ ID、バックアップ オ

プション、リストア粒度レベル、バックアップ方法、連続スナップショットの作成、インデックスの状態、

データのコピー、ジョブ状態、データのインポート などのジョブの情報が表示されます。 
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[日]、[週]、[月] をクリックしてビューを変更し、指定された期間内のすべての有効なファームの完全

バックアップ ジョブを表示します。カレンダーの左上隅にあるページ変更 ( ) ボタンをクリックして、

ページを変更します。リストアするファームの完全バックアップ ジョブを選択します。 

 表示 – ファームの完全バックアップ ジョブのすべてのバックアップ済み SharePoint コンポーネントを表

示します。 

*注意: ツリー上の選択は無効になっており、編集することができません。Web フロントエンド サーバ

ー ノードおよび カスタム データベース ノードは選択されていません。 

 SQL サーバー マッピング - SQL サーバー マッピングを構成して、マッピング元 SQL サーバー インス

タンスを希望のマッピング先 SQL サーバー インスタンスにマッピングします。各マッピング元 SQL インス

タンスのマッピング先サーバーおよびマッピング先 SQL インスタンスを選択します。一括設定にも対応し

ています。  

*注意: 異なるマッピング元 SQL インスタンス内のデータベースが同一のデータベース名を使用する場

合、マッピング元 SQL インスタンスを同一のマッピング先 SQL インスタンスにマッピングすることができま

せん。 

SQL サーバー マッピング設定を一括で構成するには、以下の説明を参照してください。  

 表からマッピング元 SQL サーバーを選択して (複数選択可能)、一括設定 ( ) ボタンを

クリックします。マッピング先 SQL Server ウィンドウが表示されます。 

 ドロップダウン リストからマッピング先 SQL サーバーを選択して、すべての SQL インスタンスを

読み込みます。  

 SQL インスタンス ドロップダウン リストから SQL インスタンスを選択します。  

 [保存] をクリックします。  

 [次へ] をクリックして データベース オプション ステップに移動します。  

 データベース オプション - クローン元ファーム内のデータベースは、SQL サーバー マッピング ステップ

で選択した該当のマッピング先 SQL インスタンスにクローンされます。詳細 列配下の [編集] をクリッ
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クして、クローン先データベース設定を表示・編集します。データベースおよびログ ファイル マッピングを一

括で編集するには、以下の説明を参照してください。   

 データベース情報 表で、編集するデータベースの隣にあるチェックボックスを選択して、詳細 

の隣にある 一括設定 ( ) ボタンをクリックします。データベースとログ ファイル マッピング

の編集 ウィンドウが表示されます。   

 データベースとログ ファイル マッピングの編集 ウィンドウで、編集するデータベースを選択し

ます。   

 クローン先データベース ファイル パスおよびクローン先ログ ファイル パスを入力して、[適用] 

をクリックします。   

*注意: [適用] をクリックした後、入力したデータベース ファイル パスおよびログ ファイル パス

が有効であるかどうかをテストする検証テストがあります。無効の場合、プロンプト メッセージが

表示されます。   

 [保存] をクリックして編集を保存します。パスをリセットする場合、[リセット] をクリックします。   

*注意: ファーム クローンは カスタム データベース 機能に対応していません。ファーム クローン ジョブの

完了後、データベース レベルでリストア ジョブを実行してバックアップ済みカスタム データベースをリストア

することができます。 

 クローン先サーバーの役割 - このステップは SharePoint 2016 ファームのみに対して使用されま

す。クローン先ファーム内の SharePoint サーバーに対して、以下の設定を構成します。  

 サーバーの追加 - [サーバーの追加] をクリックすると、サーバーの追加 ポップアップ ウィンド

ウが表示されます。クローン先に追加するサーバーを選択します。最大 9 件のサーバーを選

択することができます。[追加] をクリックしてサーバーを マッピング先サーバー リストに追加

し、ポップアップ ウィンドウを閉じます。 

 クローン先サーバーの役割 - クローン先サーバーの追加後、サーバーの隣にある空白の選

択ボックスをクリックして、一覧表示されているクローン元サーバー ロール、MinRole サーバー 

ロール、カスタム サーバー ロールからサーバー ロールからサーバー ロールを選択します。一括

設定 ( ) に対応しています。 

*注意: MinRole サーバー ロールをクローン先サーバーに割り当てる前、SharePoint の関

連する公開の更新がサーバーにインストールされていることを確認してください。  
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 [次へ] をクリックして SharePoint サーバー マッピング ステップに移動します。  

 SharePoint サーバー マッピング - 各マッピング元 SharePoint サーバーのマッピングに対してマッ

ピング先サーバーを選択します。各マッピング元 SharePoint サーバーのサーバー ロールは サーバー

の役割 配下に表示されます。該当するマッピング元サーバーのマッピングに対して、マッピング先サーバ

ー ドロップダウン リストからマッピング先サーバーを選択します。SharePoint 2016 ファームのマッピン

グの構成時、カスタム サーバー ロール、関連する MinRole サーバー ロール、マッピング元サーバーと

同じサーバー ロールが割り当てられているマッピング先サーバーのみが一覧表示されます。  

例えば、マッピング元サーバーのサーバー ロールが アプリケーション である場合、アプリケーション、検

索を使用するアプリケーション、カスタム サーバー ロールが割り当てられているマッピング先サーバーは

一覧表示されます。  

各マッピング元 SharePoint サーバーに対してこの操作を繰り返します。マッピングの構成は一括設定

にも対応しています。一括設定するには、以下の説明を参照してください。  

 表からマッピング元サーバーを選択します (複数選択可能)。  

 マッピング先サーバー 列見出し上で 一括設定 ( ) ボタンをクリックします。マッピング先 

SharePoint サーバー ウィンドウが表示されます。 

 マッピング先 SharePoint サーバー ドロップダウン リストから、すべての選択したマッピング

元 SharePoint サーバーのマッピング先として SharePoint サーバーを選択します。 

 [保存] をクリックします。 

*注意: 選択したマッピング先 SharePoint サーバーが既に SharePoint ファームに接続している場

合、SharePoint サーバーは 接続の切断 ステップで元のファームから切断されます。 

 SharePoint サーバーのマッピングの構成後、[検証テスト] をクリックしてマッピング設定を検証しま

す。検証プロセス中、SharePoint 構成データベースはマッピング済みマッピング先 SQL サーバーにリ

ストアされ、後のステップで本番バージョンおよびパスフレーズの検証に使用されます。これには時間がか

かる可能性があります。 

 検証の完了後、[次へ] をクリックします。接続の切断 ページが表示されます。 

*注意: すべてのマッピング先 SharePoint サーバーがファームに接続していない場合、接続の切断 

ステップはスキップされます。 
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 接続の切断 – ファーム内のすべての SharePoint サーバーを切断します。現在のファームに接続して

いるすべての SharePoint サーバーが一覧表示されます。  

• 列の管理 ( ) - リストに表示する列を管理して、表示する情報のみを表示します。列の管

理 ( ) ボタンを選択して、列名の隣のチェックボックスをオンにし、列をリストに表示します。 

• 列を隠す ( ) – 列見出しにマウス カーソルを置いて、列を隠す ( ) ボタンを選択すると、

列を隠します。 

[切断] をクリックして、すべての表示された SharePoint サーバーの接続をこのファームから切断しま

す。接続の切断に失敗した SharePoint サーバーが存在する場合、[切断] ボタンをクリックしてそれ

らのサーバーを再度切断します。2 回目の 切断 操作の場合、1 回目で切断に失敗した 

SharePoint サーバーのみがファームから切断されます。 

表示されているすべての SharePoint サーバーが既にファームから切断されている場合、次のステップ

へ移動します。 

 インデックス オプション - Search Service Application のインデックス コンポーネントをクローン先

インデックス サーバーにクローンするかどうかを選択します。インデックス コンポーネントをクローンするに

は、インデックスのクローン フィールドで はい を選択します。クローンしない場合、いいえ を選択しま

す。インデックス コンポーネントのクローンを選択する場合、インデックス情報 表でインデックス保存先を

構成します。保存先が構成されていない場合、SharePoint サーバーでインデックス コンポーネントを

保存する既定の保存先 (SharePoint サーバー マッピング で構成されました) が使用されます。

保存先を構成してインデックス コンポーネントのバックアップ データを保存するには、以下の 2 種類の

方法を参照してください。 

• 個別構成 - 場所 列にクローン先インデックス サーバーのローカル ディレクトリを入力してクロ

ーン済みインデックス コンポーネントを保存して、各インデックス コンポーネントに対してこの操

作を繰り返します。 

• 一括設定 - 表からインデックス コンポーネントを選択して (複数選択可能)、場所 列見出し

上で一括設定 ( ) ボタンを選択します。インデックス保存先 ウィンドウが表示されます。

C:\data の形式でローカル ディレクトリを入力して、表で選択したクローン済みインデックス コ

ンポーネントを保存します。[保存] をクリックします。 

*注意: ファーム クローンはヘルプ検索インデックス コンポーネントに対応していません。  

 [次へ] をクリックして SharePoint 構成 ステップに移動します。 

 SharePoint 構成 – リストアされた SharePoint ファームの再構築に必要な設定を構成します。  
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• パスフレーズ – すべてのサーバーを再接続する前に、ファームのパスフレーズを入力します。 

• ポート番号 - SharePoint 2010/2013/2016 サーバーの全体管理に使用されているポ

ート番号を表示します。  

• 認証プロバイダー - この新規クローンされたファームのセキュリティ認証タイプを表示します。プ

ラットフォーム バックアップ & リストアは、NTLM および ネゴシエート (Kerberos) の 2 種

類のセキュリティ認証タイプに対応しています。クローンされたファームの認証プロバイダーはバッ

クアップ済みファームと同一となり、このステップで変更することはできません。 

 [検証テスト] をクリックして入力した情報を検証します。テストに成功する場合、[次へ] をクリックして 

クローン オプション ステップに移動します。  

 クローン オプション - ファーム クローン ジョブの 競合解決、BLOB のクローン、マッピング設定、通

知 を構成します。 

• 競合解決 - クローン中に競合が発生する場合の解決を選択します。クローン先データベース

を保持してバックアップ済みデータベースのリストアをスキップするには、スキップする を選択しま

す。クローン先内の競合データベースを削除してバックアップ データをリストアするには、上書き

する を選択します。  

• BLOB のクローン - このフィールドは、バックアップ済みファームにストレージ マネージャー 

BLOB バックアップ データが存在する場合にのみ表示されます。 

ファーム内のストレージ マネージャー BLOB バックアップ データをクローンするかどうかを選択し

ます。ストレージ マネージャー BLOB データをクローンする オプションを選択する場合、追

加で DocAve で BLOB をリストアする または 物理デバイスのみを更新する を選択する

必要があります。物理デバイス マッピングを構成してマッピング元物理デバイスをマッピング先物

理デバイスにマッピングする必要もあります。リストア先物理デバイス 列配下のボックスをクリッ

クして、同一のストレージ タイプを使用するすべての使用可能なリストア先物理デバイスを読

み込んで、リストア元物理デバイスに対してリストア先物理デバイスを選択します。 

物理デバイス マッピングは一括設定に対応しており、すべての選択したマッピング元物理デバ

イスを同一のマッピング先物理デバイスにマッピングすることができます。以下の説明を参照して

ください。 

i. 物理デバイス マッピング アイテムの隣にあるチェックボックスを選択して、リボン上で 

[リストア先物理デバイス] をクリックします。BLOB の一括設定 ページが表示され

ます。  
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ii. ドロップダウン リストからマッピング先物理デバイスを選択します。[表示] をクリックして

選択した物理デバイスのパスおよび使用状況情報を表示します。  

iii. [OK] をクリックして一括設定を保存し、物理デバイス マッピング 画面に戻ります。 

*注意: ファーム クローンは、コネクタ BLOB データのクローン、BLOB データのネットシェアと 

IBM Storwize ファミリー デバイス以外の物理デバイスへのクローンに対応していません。 

• マッピング設定 - リストア設定の構成時、該当するドロップダウン リストからユーザー マッピング 

プロファイルまたはドメイン マッピング プロファイルを選択して、権限およびメタデータを更新しま

す。 

 ユーザー マッピング - ドロップダウン リストからユーザー マッピングを選択します。[ユ

ーザー マッピングの新規作成] を選択して新しいユーザー マッピングを作成すること

も可能です。ユーザー マッピング プロファイルの選択後、[表示] をクリックしてユーザ

ー マッピング プロファイル設定の詳細を表示します。ユーザー マッピングの設定の詳

細については、DocAve 6 コントロール パネル ユーザーガイド を参照してください。 

*注意: データベース レベルの ユーザー マッピング は、マッピング設定で既定のユー

ザーまたはプレースホルダーを使用すること、および 2 件以上のリストア元ユーザーを

同一のリストア先ユーザーにマッピングすることには対応していません。 

*注意: ユーザー マッピング はサーバーの全体管理サイト ユーザーのマッピングに対

応していません。リストア元ドメインとリストア先ドメインの間に必須の信頼関係が存在

しない場合、サーバーの全体管理サイトにログインできない可能性があります。この場

合には、ユーザーをリストア先ドメインに手動で追加して、ユーザーに権限を割り当て、

ユーザーをリストア元ドメインから削除することができます。 

 ドメイン マッピング - ドロップダウン リストからドメイン マッピングを選択します。[ドメ

イン マッピングの新規作成] を選択して新しいドメイン マッピングを作成することも可

能です。ドメイン マッピング プロファイルの選択後、[表示] をクリックしてドメイン マッピ

ング プロファイル設定の詳細を表示します。ドメイン マッピングの設定の詳細について

は、DocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド を参照してください。 

*注意: ユーザー マッピングおよびドメイン マッピングのジョブ詳細は、ジョブ レポートの [セキュ

リティの詳細] タブに表示することができます。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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*注意: メール形式でユーザー名を入力することでユーザー マッピングを構成する場合、または

完全修飾ドメイン名でドメインを入力することでドメイン マッピングを構成する場合、ユーザー 

マッピング または ドメイン マッピング は機能しません。 

*注意: マッピング設定 機能は SharePoint 2013 Beta (15.0.4128.1014)、

SharePoint 2013 RTM (15.0.4420.1017)、SharePoint Foundation 2013 

RTM (15.0.4420.1017)、SharePoint 2013 SP1、SharePoint Foundation 

2010 SP1 に対応していますが、SharePoint 2013 Active Directory グループのユー

ザーのマッピングに対応していません。 

• 通知 – メールの 通知 設定を構成します。プロファイルの選択 ドロップダウン リストから構成

済み通知プロファイルを選択します。[通知プロファイルの新規作成] リンクをクリックして、新

しいメール通知プロファイルを作成することもできます。[表示] をクリックすると、選択した通知

プロファイルの詳細構成が表示されます。  

 [次へ] をクリックして 概要 ページに移動します。  

 概要 – 構成した現在のファーム設定を表示します。[編集] をクリックし、各ステップに戻って設定を変

更することができます。 

 [開始] をクリックし、ファーム クローンを実行します。 

ファーム クローン後に特定のコンポーネントのリストア･構成 

ファーム クローン ジョブ中に、一部のファーム コンポーネントはリストアされません。ファーム クローン ウィザードの

完了後、InfoPath Form Services などの機能しないコンポーネントが存在する可能性があります。機能的

にするには、競合解決 が 上書きする である 別の場所へリストア を使用してこれらのコンポーネントを手動で

リストアする必要があります。 

*注意: SharePoint Foundation ヘルプ検索データベースおよびインデックス コンポーネントは、リストア先フ

ァームへのクローンに対応していません。ファーム クローン後、リストア先ファームで新しいヘルプ検索データベース

が作成されます。 

*注意: ファーム クローン後、FBA データベースの機能的にするため、別の場所へリストア ジョブを実行して 

Web フロントエンド サーバーの IIS 設定で FBA の Web.config ファイルをリストアする必要があります。 
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図 35: InfoPath Form Services コンポーネント 

Search Service Application のリストア 

ファーム クローン後、Search Service Application を正しく使用できない場合、競合解決 が 上書きする 

である 別の場所へリストア を実行して指定した Search Service Application を再度リストアする必要が

あります。リストア前に元の Search Service Application を削除する場合、以下の説明を参照してくださ

い。 

Search Service Application を削除する方法は 2 種類存在します。1 つは SharePoint サーバーの全

体管理経由で Search Service Application を削除する方法です。もう 1 つは SharePoint 管理シェ

ル経由で Search Service Application を削除する方法です。  

SharePoint サーバーの全体管理経由で Search Service Application を削除するには、以下の説明を

参照してください。  

1. サーバーの全体管理 > アプリケーション構成の管理 > サービス アプリケーションの管理 の順に

移動します。  

2. Search Service Application を選択し、リボン上で [削除] をクリックして選択した Search 

Service Application を削除します。 
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図 36: Search Service Application の削除 

SharePoint 管理シェル経由で Search Service Application を削除には、以下の説明を参照してくださ

い。 

1. スタート > Microsoft SharePoint 2010 Products > SharePoint 2010 管理シェル 

の順に移動します。SharePoint 管理シェルを右クリックし、管理者として実行 を選択します。 

2. 以下のコマンドを入力して指定した Search Service Application を削除します。 

$a = Get-SPEnterpriseSearchServiceApplication –Identity SSAName 

Remove-SPEnterpriseSearchServiceApplication $a 

SSAName は削除する指定の Search Service Application の名前を表示します。 
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Web フロントエンド コンポーネントのリストア  

Web フロントエンド サーバー上の構成済みファイルまたは一部のカスタム機能をリストアする場合、ファーム クロ

ーン後にバックアップ データ ツリーから該当する Web フロントエンド サーバー ノードを選択して、競合解決 が 

上書きする である 別の場所へリストア を実行してデータをリストアする必要があります。 

 

図 37: Web フロントエンド コンポーネントのリストア 

ファーム クローン後に NewsGator の構成 

ファーム クローン後、クローン先ファーム内の NewsGator は機能しません。以下の構成を実行する必要があ

ります。 

 User Profile Service が 開始済み になっていることを確認してください。 

 ファーム クローン後にこの機能がアクティブになっている状態でも非アクティブにして、NewsGator 機能

を再度アクティブにします。そうしない場合、NewsGator Service Application のサービス インスタ

ンスを作成することができず、NewsGator サイト コレクションは機能しません。 

 NewsGator 機能を正常にアクティブにした後、サービス インスタンスが作成済みであり、開始済み に

なっていることを確認してください。 

 上記のすべての構成後、NewsGator は正常に機能し、NewsGator テンプレート内のサイト コレク

ションにアクセスすることができます。 
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図 38: NewsGator サイト コレクションへのアクセス 

*注意: NewsGator VideoStream Service の場合、VideoStream の構成 フィールドで 

NewsGator VideoStream のプロパティを編集し、フォルダーを再構成します。  
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SharePoint 2016 ファーム用ファーム クローンの対応状況リスト 

コンポーネント 対応･未対応 

Web アプリケーション ○ 

代替アクセス マッピング ○ 

FBA データベース ○ 

グローバル サイト テンプレート ○ 

Access Services ○ 

Application Discovery and Load 

Balancer Service Application 

○ 

App Management Service ○ 

Business Data Connectivity Service ○ 

Managed Metadata Service ○ 

Machine Translation Service ○ 

PerformancePoint Service Application ○ 

Subscription Service ○ 

ソリューション ○ 

Search Service Application ○ 

Secure Store Service ○ 

Security Token Service Application ○ 

Session State Service ○ 

State Service ○ 

Usage and Health Data collection ○ 

User Profile Service Application ○ 

Visio Graphics Service ○ 

Workflow Service Application ○ 

Word Automation Services ○ 

InfoPath Forms Services ○ 

Service Cross Farm ○ 

Project Server Service Application ○ 

BLOB ストレージ マネージャー BLOB データのみがファ

ーム クローンに対応しています。  
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ファーム クローンの注意点 

ファーム クローンの前後、以下の点に注意してください。 

• プロジェクト サーバー - プロジェクト サーバーは、ファーム クローンの実行前にクローン先 

SharePoint ファームの各 SharePoint サーバーにインストールされている必要があります。

インストールされていない場合、SharePoint サーバー マッピングの検証は失敗します。 

• SharePoint 2010 用 OWA - SharePoint 2010 用 OWA は、ファーム クローンの

実行前にクローン先 SharePoint ファームの各 SharePoint サーバーにインストールされて

いる必要があります。インストールされていない場合、SharePoint サーバー マッピングの検証

は失敗します。 

• SharePoint 2013 用 OWA - SharePoint 2013 用 OWA は SharePoint ファー

ムから独立しています。ファーム クローン後、クローン先ファームを構成してクローン元ファームと

同一の OWA サーバーを使用します。その他の構成は必要ありません。 

• FAST Search Server - ファーム クローン後、クローン先ファームで FAST Search コネ

クタおよびクエリのプロパティを構成し、新規構成された FAST Search Server と関連付け

ます。 

• Windows Azure ワークフロー - Windows Azure ワークフロー サーバーは 

SharePoint ファームから独立しています。ファーム クローン後、クローン先ファームを構成して

クローン元ファームと同一の Windows Azure ワークフロー サーバーを使用します。クローン

先ファームの各 SharePoint Web フロントエンド サーバーにワークフロー マネージャー クライ

アントをインストールし、新しい ScopeName を使用して、Register-

SPWorkflowService を使用して -Force パラメーターでサービスを再登録します。

SharePoint Designer 2013 ワークフローを使用する場合、ワークフローを SharePoint 

Designer 2013 に発行します。 

• SQL Server 2012 と SharePoint 2013 用の SQL Server PowerPivot - 

SQL Server PowerPivot 機能は既存のファームなしでインストールすることができません。

ファーム クローン後、PowerPivot は機能しません。SQL Server PowerPivot 機能およ

び関連するデータ プロバイダーをインストールし、SharePoint サーバーの全体管理でソリュー

ションを取り消して、PowerPivot 構成ツール を使用して SQL Server PowerPivot を

構成する必要があります。 
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• SQL Server 2008 と SharePoint 2010 用の SQL Server PowerPivot はフ

ァーム クローンに対応していません。グローバル アセンブリ キャッシュに PowerPivot に関連

する bin が存在しないため、クローン先サーバーをファームに接続することができません。 

• SQL Server 2012 と SharePoint 2013 用の SQL Server Reporting 

Services - ファーム クローンの実行前、SQL Server Reporting Services 機能および

アドインをインストールします。ファーム クローンの完了後、PowerShell コマンドを実行し、

Reporting Services、プロキシ、サービス インスタンスをインストールして、サービス インスタ

ンスを開始します。 

• SQL Server 2008 R2 と SharePoint 2010 用 SQL Server Reporting 

Services - ファーム クローン ジョブ後、クローン先 SharePoint ファームに SharePoint 

統合モードで SQL Server Reporting Services 機能ををインストールし、Reporting 

Server に対して別の場所へリストアを実行して、クローン先サーバーの Reporting URL を

構成します。 

• KnowledgeLake Imaging はファーム クローンに対してテストされていません。 
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ファームと VM のクローンの実行 

ファームと VM のクローンを実行し、事前にファームを手動で構成する必要なく SharePoint ファームを別のファ

ームにクローンすることができます。  

*注意: ファームと VM のクローンは、VM にインストールされている SQL サーバーのクローンに対応していませ

ん。  

ファームと VM のクローンを実行するには、以下の説明を参照してください。  

 [クローン] タブを選択し、ランディング ページの右側にある [ファームと VM のクローンを開始する] 

をクリックするか、管理 グループ内の [ファームと VM のクローン] をクリックすると、ファームと VM の

クローン ページが表示されます。 

 ジョブの選択 - ファーム コンポーネントのリストアに使用されるバックアップ データを含むバックアップ ジョ

ブを選択します。 

 フィルター対象 – 指定のファームの完全バックアップ ジョブをフィルターし、リストアするバックア

ップ データの範囲を制限します。 

 プランでフィルター – ドロップダウン リストのプラン情報に従って、バックアップ データを

フィルターします。 

▪ ファーム – ドロップダウン リストからファームを選択し、指定ファームのすべての

プランを表示します。既定では、[すべてのファーム] オプションが選択されて

おり、すべてのファームのプランが表示されます。 

▪ プラン名 – ドロップダウン リストから表示するプランを選択します。既定で

は、[すべてのプラン] オプションが選択されており、すべてのプランが表示され

ます。 

▪ リストア粒度レベル – ドロップダウン リストからリストア粒度レベルを選択しま

す。選択したリストア粒度レベルに対応しているバックアップ ジョブのみが表示

されます。既定では、[すべてのタイプ] オプションが選択されており、すべて

のレベルのバックアップ ジョブが表示されます。 

 ジョブでフィルター – ドロップダウン リストのジョブ タイプによってバックアップ ジョブを制

限します。バックアップ タイプ ドロップダウン リストからバックアップ タイプを選択しま

す。選択したタイプのバックアップ ジョブのみが表示されます。既定では、[すべてのタ
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イプ] オプションが選択されており、すべての 3 つのタイプのバックアップ ジョブが表示さ

れます。 

 期間でフィルター – ドロップダウン リストの完了期間によってバックアップ データをフィ

ルターします。既定では、バックアップ ジョブの開始期間を指定する オプションが選

択されています。期間の設定･カスタム後、開始時間が選択した期間内にある、すべ

ての 完了 / 完了 (実行中に例外あり) のプラットフォーム バックアップ ジョブが表示

されます。すべてのジョブ オプションを選択して、すべての 完了 / 完了 (実行中に

例外あり) のプラットフォーム バックアップ ジョブを表示することができます。 

バックアップ ジョブの選択後、VM のクローン ジョブの選択 フィールドが表示されます。 

 VM のクローン ジョブの選択 - ドロップダウン リストから VM のクローン ジョブを選択しま

す。[表示] をクリックして、ジョブの詳細を表示することができます。完了した関連の VM のク

ローン ジョブが存在しない場合、まず VM をクローンするメッセージが表示されます。VM をク

ローンする詳細については、VM のクローン を参照してください。  

*注意: 表示言語がフランス語である VM をクローンする場合、VM のクローン前にすべてのエ

ージェント上の VMConfiguration.xml ファイルを変更します。詳細については、フランス

語表示の VM のクローン前に構成ファイルの編集 を参照してください。  

 表示 - ツリーに表示されているすべてのファーム コンポーネントを表示します。 

 別のステップの詳細については、ファーム クローンの実行 を参照して、SQL サーバー マッピング ステップ

から続行します。 

*注意: SharePoint サーバー マッピング ステップを構成する際、更新 ( ) ボタンをクリックしてクロ

ーン先ファームを更新することができます。構成の完了後、[検証テスト] をクリックして SharePoint 

構成データベース (後のステップでバージョンおよびパスフレーズの確認に使用されます) をリストアしま

す。  

フランス語表示の VM のクローン前に構成ファイルの編集 

表示言語がフランス語である VM をクローンする前、すべてのエージェント上の VMConfiguration.xml フ

ァイルを変更します。以下の説明を参照してください。  
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 …\AvePoint\DocAve6\Agent\data\VM ディレクトリに移動して、

VMConfiguration.xml ファイルを検索します。  

 メモ帳で VMConfiguration.xml ファイルを開いて、<FarmClone></FarmClone> ノー

ド配下で IsCloneFREnvironmentVM 属性を検索します。 

 IsCloneFREnvironmentVM 属性の既定値は false です。表示言語がフランス語である VM 

をクローンするには、IsCloneFREnvironmentVM 属性の値を true に変更します。  

VM のクローン 

VM のクローンはファームと VM のクローンを実行する最初のステップであり、クローン元と同一のファームを提供

します。プラットフォーム バックアップ & リストア ウィザードで [クローン] タブを選択して、ランディング ページの左

下にある [VM のクローン] をクリックすると、VM のクローン ウィザードに移動します。  

*注意: ファームと VM のクローンには、VM のクローンとファーム クローンの 2 件のサブジョブが存在します。VM 

のクローン後、ジョブ全体はまだ完了していません。ファームが機能しないか、エージェント モニターに表示された

エージェント タイプが正しくない可能性があります。この問題は、コンピューター名が変更されても、ファームが元の

サーバー名を記録することに起因します。ファーム クローンが完了し、エージェント サービスが再開始した場合、

ファームは機能的になり、エージェント タイプは正しくなります。 

*注意: DocAve はクローン元 VM 上のエージェントのユーザー定義証明書のバックアップに対応していませ

ん。ユーザーは、クローン済み VM で DocAve エージェント構成ツールを使用して証明書を構成する必要が

あります。 

 [ファームの再構築] タブから、[フィルター対象] エリアで以下のオプションを構成します。 

*注意: 全ファームと VM をバックアップする を実行する際に VM のバックアップに成功したバックアッ

プ ジョブのみがカレンダー ビューに表示･フィルターされます。 

フィルター対象 – 指定のファームの完全バックアップ ジョブをフィルターし、リストアするバックアップ デー

タの範囲を制限します。 

• プランでフィルター – ドロップダウン リストのプラン情報に従って、ファームの完全バックアップ デ

ータをフィルターします。 
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  プラン名 – ドロップダウン リストから表示するプランを選択します。[すべてのプラン] 

を選択し、すべてのプランのジョブを表示します。 

• ジョブでフィルター – ドロップダウン リストのジョブ タイプによってファームの完全バックアップ ジョ

ブを制限します。 

 バックアップ ジョブ モジュール - ドロップダウン リストからバックアップ ジョブ モジュール

を選択します。[すべてのモジュール] を選択し、すべてのモジュールのジョブを表示し

ます。 

*注意: モジュールは プラットフォーム バックアップ のみを選択することができます。  

 バックアップ タイプ – ドロップダウン リストからバックアップ タイプを選択します。選択

したタイプのバックアップ ジョブのみが表示されます。[すべてのタイプ] を選択すると、

すべての 3 つのタイプのバックアップ ジョブが表示されます。 

• 期間でフィルター – ドロップダウン リストの完了期間によってファームの完全バックアップ データ

をフィルターします。 

 すべてのジョブ – このオプションを選択して、すべての 完了 および 完了 (実行中に

例外あり) のプラットフォーム バックアップ ジョブを表示します。 

 バックアップ ジョブの開始期間を指定する – このオプションを選択して期間を指定

します。開始時間が選択した期間内にある、すべての 完了 および 完了 (実行中に

例外あり) のプラットフォーム バックアップ ジョブが表示されます。 

上記の 3 つのフィルターを構成した後、フィルター対象 エリアまたはリボン上の [フィルター] ボタンをク

リックし、バックアップ ジョブをフィルターします。すべてのフィルター ルールを満たす、ファームと VM の完

全バックアップ ジョブがカレンダーに表示されます。フィルター対象 エリアまたはリボン上の [リセット] を

クリックし、すべてのフィルターをクリアしてすべての 完了 および 完了 (実行中に例外あり) のファームと 

VM の完全バックアップ ジョブを表示することができます。 

マウス カーサルをファームと VM のバックアップ ジョブ全体上に置いて、ファーム名、プラン名、ジョブ 

ID、バックアップ オプション、ジョブ状態、データのインポート、バックアップ ジョブ モジュール などの

ジョブ情報を表示します。 

[日]、[週]、[月] をクリックしてビューを変更し、指定期間内のすべての有効なファームと VM の完全

バックアップ ジョブを表示します。左上隅にあるページ変更 ( ) ボタンをクリックして、ページを変

更します。 リストアするファームと VM のバックアップ ジョブ全体を選択します。 
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 データの選択 - クローンする VM を選択します。複数の VM を選択してクローンすることができます。

SharePoint サーバーの全体管理サーバーが選択されていることを確認してください。  

*注意: VM のクローン はバックアップ済みカスタム VM のクローンに対応していません。 

 VM の構成 - 指定した VM の 詳細 列で [編集] をクリックし、以下の設定を編集します。  

• VM 名 - クローン先 VM 名を作成します。この名前はインベントリで VM の識別に使用され

ます。このアクションは、ゲスト オペレーティング システムによってコンピューター名として使用され

ている名前を変更しません。 

• クローン元コンピューター名 - クローン元コンピューター名を表示します。 

• クローン先コンピューター名 - 必要に応じて、クローン済み VM のクローン先コンピューター名

を構成します。VM が元の VM の存在するドメインにクローンされる場合、名前を変更する必

要があります。 

• ゲスト OS のバージョン - ゲスト オペレーティング システムのバージョンを表示します。 

*注意: このフィールドは、ESX/ESXi または vCenter ホスト サーバー上の VM の設定を

構成する場合にのみ表示されます。 

• クローン先ドメイン名 - 既定ではクローン元ドメイン名が表示されます。VM を別のドメインに

リストアする場合、完全修飾ドメイン名を入力します。クローン元ドメインとクローン先ドメインの

間に以下の信頼関係のいずれかが存在する必要があります: クローン元ドメインとクローン先ド

メインの間に双方向信頼が存在するか、クローン先ドメインがクローン元ドメインを信頼します。 

• ホスト プロファイル - クローン先ホストのホスト プロファイルを選択します。 

*注意: VM のクローン は、Hyper-V/Hyper-V クラスター ホスト サーバーと 

ESX/ESXi/vCenter ホスト サーバー間の VM のクローンに対応していません。バックアップ

済み VM が Hyper-V/Hyper-V クラスター ホスト サーバーによってホストされている場合、

ESX/ESXi または vCenter タイプのホスト プロファイルは表示できません。バックアップ済み 

VM が ESX/ESXi または vCenter ホスト サーバーによってホストされている場合、Hyper-

V/Hyper-V クラスター タイプのホスト プロファイルは表示できません。 

*注意: ホスト プロファイルのホスト タイプが ESX/ESXi であり、ESX/ESXi ホストが 

vCenter サーバーによって管理されている場合、ホスト サーバー タイプを ESX/ESXi から 

vCenter に変更して特定のホスト プロファイルを更新します。 
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*注意: Hyper-V フェールオーバー クラスター内の VM のクローンに対応しています。選択し

たホスト プロファイルが Hyper-V クラスター タイプである場合、ロール フィールドが表示され

ます。  

• エージェント - エージェントを選択してクローン先で VM をリストアします。クローン先 VM が 

Hyper-V ホスト サーバーに存在する場合、エージェントがホスト プロファイル エージェントと同

一であり、変更することができません。 

*注意: リストアする VM が Hyper-V ホスト サーバーに存在する場合、エージェント ドロップ

ダウン リストが使用できなくなり、既定のエージェントのみがリストア ジョブの実行に使用できま

す。VM を Hyper-V フェールオーバー クラスターにリストアする場合、エージェントは Hyper-

V クラスター タイプ ホスト プロファイルの選択後にドロップダウン リストから選択することができま

す。エージェントは、選択したホスト プロファイルで指定されたクラスターに存在する必要があり

ます。 

• ロール - ロール名を入力してリストア済み VM を整理します。既定では、名前は VM 名と同

一です。ロールはクローン先クラスター内の既存ロールであるか、作成することができます。 

*注意: この設定は VM を Hyper-V フェールオーバー クラスターにクローンするためであり、

Hyper-V クラスター タイプのホスト プロファイルを選択する場合にのみ表示されます。 

• リストア先 VM 場所 - VM をリストアするリストア先場所を構成します。Hyper-V/Hyper-

V クラスター、ESX/ESXi、vCenter の異なるホスト サーバーに対して、以下の説明を参照

してください。 

 Hyper-V - Hyper-V/Hyper-V クラスター VM の場合、リストア先 VM 場所 

フィールドのテキスト ボックスにはホスト プロファイルの選択後に既定のリストア先 VM 

場所パスが自動的に表示され、必要に応じてカスタマイズすることもできます。 

▪ 仮想ハード ディスク場所 - 仮想ハード ディスク ファイル マッピングを構成し

ます。ホスト プロファイルの選択後、既定のリストア先ファイル パスはテキスト 

ボックスに自動的に入力され、必要に応じてカスタマイズすることもできます。

ファイル マッピング構成表が非表示になっている場合、[詳細] をクリックして

表示します。 

 ESX/ESXi および vCenter - ESX/ESXi VM および vCenter によって管理

されている VM の場合、VM ホスト サーバー ノードをクリックしてツリーを展開し、ホス

ト サーバー上のすべての VM を表示します。リストア済み VM が存在するリストア先

ホスト サーバーのノードを選択します。 
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▪ ホストの選択 - 選択したクラスターで、VM をリストアするリストア先ホストと

してホストを選択します。 

*注意: このフィールドは、vCenter ホスト クラスターをリストア先 VM 場所

として選択する場合に表示されます。  

▪ インベントリの場所 - リストア先 VM 場所の選択後、インベントリの場所 

セクションが表示されます。データ センター ノードをクリックしてツリーを展開

し、すべての VM フォルダーを表示して、リストア済み VM の存在先となるフ

ォルダーを選択します。 

*注意: このフィールドは、選択したホスト プロファイルが vCenter タイプの

場合にのみ表示されます。vApp をリソース プールとして選択した場合、対

象フォルダーは無視されます。 

▪ データストア情報 - データストアの情報を表示します。[更新] をクリックして

最新のデータストア情報を取得することができます。列の管理 ( ) をクリッ

クし、ドロップダウン リストから 容量、プロビジョニングされた領域、タイプ を

選択して、詳細情報を表示することもできます。ページ変更 ( ) ボタン

をクリックしてページを変更することができます。 

▪ ストレージ構成 - 該当するチェックボックスを選択することでオブジェクトを選

択して、リスト内の各仮想マシン ファイルに対してリストア先ストレージを選択

します。データストアの一括設定に対応しています。オブジェクト の隣にある

チェックボックスを選択してすべてのオブジェクトを選択することができます。一

括設定 ( ) ボタンをクリックして、データストアの一括設定ページが表示さ

れます。 

*注意: データストアの選択後、リストアに必要な領域 列内の値が更新さ

れます。 

▪ ストレージ DRS 設定 - VM をデータストア クラスターにリストアする場合、

ストレージ DRS を無効にするかどうかを選択します。既定ではこのオプション

はオフに設定されています。この VM に対してストレージ DRS を無効にする

場合、リストア済み VM のストレージ DRS ルールの自動化レベルは 無効

化 に設定されます。このオプションを選択した場合、自動化レベルは 既定 

に設定されます。 
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*注意: このフィールドは、データストア クラスター内のデータストアを選択した

後に表示されます。 

• Sysprep 設定 - Sysprep を有効にするかどうかを選択します。有効にすると、クローン済

み VM の新しい SID を自動的に作成します。VM を同一ドメイン内のクローン先ファームに

クローンする場合、Sysprep を有効にすることを推奨します。  

*注意: VM を異なるドメインにクローンする場合、異なる完全修飾ドメイン名をクローン先ドメ

イン名をとして入力し、このチェックボックスをオフにします。ドメイン参加解除のアカウント フィ

ールドが ドメイン アカウント フィールド配下に表示されます。 

• ローカル アカウント - 管理者は、クローン先コンピューター名を変更し、Sysprep 操作を実

行する唯一の資格のあるローカル アカウントです。クローン元コンピューターのローカル アカウン

トである管理者のパスワードを入力します。 

• ドメイン アカウント - クローン先ドメインでクローン済み VM のドメイン アカウントを選択しま

す。 

• ドメイン参加解除のアカウント - クローン先ドメインの VM を削除する権限を持つクローン元

ドメインのドメイン アカウントを選択します。 

• エージェント アカウント - VM と一緒にバックアップ･クローンされた DocAve エージェントのエ

ージェント アカウント プロファイルを選択します。   

*注意: VM のクローン後、ファームが機能せず、エージェント モニターに表示されたエージェント 

タイプが正しくありません。この問題は、コンピューター名が変更されても、ファームが元のサーバ

ー名を記録することに起因します。ファーム クローンが完了し、エージェント サービスが再開始

した場合、ファームは機能的になり、エージェント タイプは正しくなります。 

• ネットワーク設定 – ドロップダウン リストからアダプタのネットワークを選択します。TCP/IPv4 

および TCP/IPv6 列で [構成] をクリックして、TCP/IPv4 および TCP/IPv6 プロパ

ティ ページが表示されます。  

*注意: VM のクローンは、単一のネットワーク アダプタに対して複数の IP アドレスを構成する

ことに対応していません。VM のクローンに成功した後に IP 設定を手動で構成することができ

ます。  
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*注意: Hyper-V 2008 R2、Hyper-V 2012 R2、Hyper-V 2016 サーバーにホストさ

れている VM に 静的 MAC アドレスが構成されている場合、VM がリストア先に 別の場所

へリストア された後に MAC アドレスは 動的 になります。  

1 件以上の IP 設定を有効にして、以下の設定を構成します。 

 IP アドレス設定 – ネットワークから IP 設定を自動的に取得するか、IP アドレス、

サブネット マスク、既定ゲートウェイを構成します。 

 DNS 設定 – ネットワークから DNS サーバー アドレスを自動的に取得するか、優

先 DNS サーバーの IP アドレス および 代替 DNS サーバーの IP アドレス を

構成します。 

[保存] をクリックして設定を保存し、TCP/IPv4 および TCP/IPv6 プロパティ 

ページが表示されなくなります。 

VM の上記設定の完了後、[検証テスト] をクリックして構成済み情報を検証します。テスト

に成功した場合、[保存] をクリックして構成を保存します。 

 完了後、[次へ] をクリックします。リストア設定 ページが表示されます。 

 リストア設定 – コンテンツのリストア方法を構成します。 

• VM 競合解決 – VM 競合解決の動作を定義します。 ESX/ESXi または vCenter VM 

に対して、クローン元 VM の .vmx 構成ファイルが対象内の既存 .vmx 構成ファイルと同

一の完全パス配下に存在する場合、競合と見なされます。 vCenter データストア クラスター

内のデータストアに保存された VM に対して、VM の名前がデータストア クラスター内のバック

アップ済み VM と同一である場合、競合と見なされます。 Hyper-V によってホストされてい

る VM に対して、バックアップ内の VM ID と同一の VM ID がクローン先に既に存在する場

合、競合と見なされます。 

o スキップする – リストア元競合 VM をリストアせず、リストア先 VM の整合性を保持

します。 

o 上書きする – クローン先内の競合 VM を削除して、バックアップ済み VM をリストア

します。 

• 通知 – 作成済みメール通知プロファイルを選択するか、レポート設定およびレポート受信者を

含む新規メール通知プロファイルを作成します。[表示] をクリックして、選択したプロファイルの
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詳細情報を表示することができます。通知ポリシーの詳細な操作方法については、DocAve 

6 コントロール パネル ユーザー ガイド を参照してください。 

 スケジュール – スケジュールを設定して、コンテンツをリストアする日時を構成します。 

• スケジュールの選択 – ウィザードの終了後ただちにリストアする を選択してプランをただちに

実行するか、手動でスケジュールを構成する を選択してカスタム スケジュールを構成します。 

• 説明 – 必要に応じて、テキスト ボックスにリストア プランの説明を入力します。 

[次へ] をクリックして 概要 画面に移動します。 

6. 概要 – プランの選択を確認･編集します。 変更するには、[設定] タブ配下で行の中間の [編集] 

をクリックします。設定ページに移動し、構成を編集することができます。[プレビュー] タブで、リストア 

アクションおよびリストア後の予想される VM ツリーを表示することができます。 

*注意: VM のホスト名を変更せずに 1 回以上クローンし、IP アドレスが異なる場合、以下の既知問題に注

意してください。VM のクローン前、DNS ホスティング サービスにホスト レコードが存在しないことを確認するか、

DNS のフラッシュ操作を手動で実行します。 

*注意: Hyper-V ホスト サーバーのオペレーティング システムが Windows Server 2012 または 

Windows Server 2012 R2 であり、VM のオペレーティング システムが Windows Server 2008 R2 で

ある場合、Hyper-V ホスト サーバーの統合サービスを更新して VM の IP 設定を正常に構成する必要があ

ります。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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ファーム修復の実行 

SharePoint ファームが故障している場合、ファーム修復を実行して、ファームからサーバーを切断せずにファー

ムを修復します。  

*注意: ファーム修復ジョブの実行時、SharePoint ファームを使用しないことを推奨します。 

ファームからサーバーを切断せずにファームを修復するには、以下の説明を参照してください。 

1. [リストア] タブを選択し、[管理] グループの [ファーム修復] をクリックします。  

2. ファーム修復 画面で、ファーム ドロップダウン リストから SharePoint ファームを選択します。 

3. 表で以下のコンテンツを表示･選択することができます。 

• 修復する SharePoint ファーム サーバー  

• 該当するサーバーで実行中のサービス  

表の下部に、選択情報が表示されて、選択されたサーバー数を表します。[選択のクリア] をクリックし

て、チェックボックスを選択解除することができます。 

4. 必要に応じて、通知の送信 ドロップダウン リストから通知プロファイルを選択して、ファーム修復ジョブ 

レポートの受信者を選択します。 

5. リボン上で [修復] ボタンを選択してファーム修復ジョブを実行します。 

6. ジョブの完了後、ファーム内の各サーバーの修復状態は 修復状態 列配下に表示されます。ジョブ モ

ニター に移動してこの情報を表示することもできます。 
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ジョブ状態の確認 

プラットフォーム バックアップ & リストアは、ジョブの状態を表示するための [ジョブ モニター] ボタンを備えていま

す。この機能はジョブの監視やエラーの解決の際に有効です。  

• プラットフォーム最小単位リストア ジョブに対して、ジョブ モニターで オブジェクトの詳細、構成

の詳細、セキュリティの詳細 を確認して分類された詳細情報を表示することができます。  

• BLOB データを含むバックアップ ジョブまたはリストア ジョブに対して、ジョブの詳細 ページに 

[BLOB 詳細] タブが表示され、BLOB バックアップ･リストアの詳細情報を表示します。 

• 停止 のプラットフォーム バックアップ ジョブおよびプラットフォーム リストア ジョブに対して、ジョブ 

モニターでジョブ設定を表示することもできます。 

• すべてのプラットフォーム バックアップ & リストア ジョブに対して、ジョブ モニターで 失敗 のオブ

ジェクトのみを含むレポートをダウンロードすることができます。  

• 完了 (実行中に例外あり) の完全プラットフォーム バックアップ ジョブに対して、ジョブ モニター

で完全バックアップ ジョブを選択してリボン上で [修復] をクリックし、完全バックアップ ジョブで

バックアップに失敗したオブジェクトをバックアップする修復ジョブを実行することができます。 

バックアップ修復に対応しているオブジェクトは、SharePoint 構成データベース、

SharePoint サーバーの全体管理 Web アプリケーションおよびコンテンツ データベース、カス

タム データベース、Web アプリケーションおよび関連するコンテンツ データベース、サービス アプ

リケーションおよび関連するデータベースです。 

完了 (実行中に例外あり) の完全プラットフォーム バックアップ ジョブを修復して失敗したオブ

ジェクトをバックアップする場合、修復バックアップをただちに実行してバックアップ データを使用し

てオブジェクトを正常にリストアすることを確保する必要があることに注意してください。そうしな

い場合、バックアップ ジョブを再実行して、再実行されたバックアップ データを使用してリストア

を実行する必要があります。  

• プラットフォーム バックアップ および ぷラットフォーム リストア ジョブに対して、[ジョブ モニタ

ー] タブ配下のリスト ビューに 成功したオブジェクト数 列が存在します。この列は 合計数: 

_ 件 (データベース: _ 件; SharePoint プロパティ ノード: _ 件; 検索インデックス: _ 

件) の形式で成功したオブジェクト数を提供します。以下の 成功したオブジェクト数 列に関

連する点に注意してください。  
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 この列には一部の重要な SharePoint コンポーネントの件数情報のみが表示され

るため、合計数 は [ジョブの詳細] タブ配下のサマリー表内の 成功したオブジェク

ト数 以下です。含まれる SharePoint コンポーネントは以下のとおりです。  

▪ データベース - このオプションには、SharePoint Web アプリケーション コン

テンツ データベース、サービス データベース、構成データベース、サーバーの全

体管理データベース、カスタム データベースが含まれています。  

▪ SharePoint プロパティ ノード - このオプションには、Web アプリケーショ

ン、サーバーの全体管理、ソリューション、サービス アプリケーションが含まれて

います。  

▪ 検索インデックス - このオプションはバックアップ済み･リストア済みの検索イン

デックス ファイルを表示します。  

 この列には、ジョブが開始すると、件数情報が表示されます。数字はジョブ プロセス中

にリアルタイムで更新されます。ジョブの完了時、各オプションには成功したオブジェクト

数および合計のオブジェクト数両方を表示します。 

例えば、合計数: 4 件 (データベース: 1/2 件; SharePoint プロパティ ノー

ド: 3/3 件; 検索インデックス: 0/0 件) の意味は次のとおりです。成功したオブ

ジェクトの合計数が 4 件です。プランに 2 件のデータベースが存在しており、1 件の

データベースが成功しました。プランに 3 件の SharePoint プロパティ ノードが存在

しており、すべて成功しました。プランに検索インデックスが存在しません。 

詳細については、DocAve 6 ジョブ モニター参照ガイド を参照してください。 

  

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Job_Monitor_Reference_Guide.pdf
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DocAve プラットフォームの [別の場所へ完全リストア] 

を実行する  

プラットフォーム バックアップ & リストアを使用してファームの完全別の場所へのリストアを実行するには、以下の

説明を参照してください。  

プラットフォーム バックアップを使用してリストア元ファームのバックア

ップの実行 

リストア元ファームをバックアップするには、新しいプラットフォーム バックアップ プランを作成します。以下の説明を

参照してください。 

 DocAve にログインし、データ保護 > プラットフォーム バックアップ & リストア > プラットフォーム 

バックアップ の順に進みます。 

 プラン ビルダー > フォーム モード をリボン上でクリックし、新しいプランを作成します。  

 ファーム ドロップダウン リストからファームを選択して、エージェント グループを選択し、ファーム ツリーを

参照してバックアップ ジョブを実行します。バックアップ コンポーネントの選択 フィールドで、ファーム全

体をバックアップする オプションを選択します。 
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 プランを実行します。詳細については、フォーム モードでのバックアップ プランの作成 を参照してくださ

い。 

 

図 39: フォーム モードを使用して新しいプランを作成します。 

別の場所へプラットフォーム リストアの実行 

別の場所へプラットフォーム リストア では、対応している単一または複数のノードを別のファームにリストアする

ことができます。別の場所へプラットフォーム リストアを実行するには、以下の説明を参照してください。 

 DocAve にログインして、データ保護 > プラットフォーム バックアップ & リストア > プラットフォー

ム リストア の順に移動します。 

 リストア タブで [リストア] をクリックして、リストア ウィザードを開きます。 

 ジョブ フィルター ページでは、ファーム、プラン名、バックアップ タイプ、リストア粒度レベル、期間 に

従ってバックアップ ジョブをフィルターすることにより、データのリストア元にするジョブをより簡単に発見する

ことができます。 
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ここでは、ジョブ フィルター ページでは既定のフィルターを使用します。リボン上で [次へ] をクリックする

と、バックアップ ジョブ ページへ移動します。 

ジョブの開始時刻に従って、バックアップ ジョブがバックアップ ジョブ ページに表示されます。[日]、

[週]、[月] をクリックするとビューが変更され、指定された期間内のすべての有効なジョブを表示しま

す。カレンダーの左上隅のページ変更 ( ) ボタンをクリックすると、ページが変更されます。 

 

 図 40: 表示内容とページを変更します。 

ここでは、プラットフォーム バックアップを使用してリストア元ファームのバックアップの実行 セクションで実

行されたバックアップ ジョブを選択し、右下の [次へ] ボタンをクリックすると、データの選択 ページへ移

動します。 

 

 図 41: バックアップ ジョブを選択して [次へ] ボタンをクリックします。 

 データの選択 ページで、バックアップ データ エリアのファーム ノードをクリックしてツリーを読み込んで、

リストアするコンテンツを選択します。 

以下のノードは別の場所へプラットフォーム リストアを使用してリストアすることができません。別の場所

へプラットフォーム リストアに対応している SharePoint 2010/2013 コンポーネントの詳細について

は、付録 D: プラットフォーム バックアップ & リストアで対応している SharePoint 2010 コンポーネン



210  

 
DocAve 6: プラットフォーム バックアップ & リストア 

 

ト または 付録 E: プラットフォーム バックアップ & リストアで対応している SharePoint 2013 コンポ

ーネント を参照してください。 

 

 図 42: 別の場所へプラットフォーム リストアを使用してリストアできないノードです。 
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 図 43: 別の場所へプラットフォーム リストアを使用してリストアできないノードです。 

 リストアするコンテンツを選択して別の構成を実行する場合は、次の該当セクションを参照してください。 
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ソリューション、InfoPath Form Services、グローバル検索設定のリスト

ア 

 データの選択 ページで、バックアップ データ エリアのファーム ノードをクリックしてツリーを読み込み、ツ

リーで ソリューション、InfoPath Form Services、グローバル検索設定 ノードを選択します。 

 

 図 44: ツリーでノードを選択します。 

 右下の [次へ] ボタンをクリックすると、リストア タイプ ページへ移動します。SharePoint ファーム 

コンポーネントをリストアする で 別の場所へリストア を選択して、リストア先ファーム ドロップダウン リ

ストからリストア先ファームを選択します。 

 

 図 45: リストア タイプ フィールドを構成します。 
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 右下の [次へ] ボタンをクリックし、リストア先コンポーネント オプション ページに移動して、必要に応

じてオプションを構成します。各オプションの詳細については、ユーザー ガイドの データベース レベルの別

の場所へのリストア プランの設定 を参照してください。 

この例では、このページの既定設定を使用して右下の [次へ] ボタンをクリックすると、リストア設定 ペ

ージへ移動します。 

 リストア設定 ページで、必要に応じてオプションを構成します。各オプションの詳細については、ユーザ

ー ガイドの データベース レベルの別の場所へのリストア プランの設定 を参照してください。 

この例では、競合解決 として 上書きする を選択して右下の [次へ] ボタンをクリックし、スケジュール 

ページへ移動します。 

 スケジュール ページでは、必要に応じてスケジュール設定を構成します。手動でスケジュールを構成す

る を選択する場合、構成した指定の 開始時刻 にリストア ジョブが開始されます。各オプションの詳細

については、ユーザー ガイドの データベース レベルの別の場所へのリストア プランの設定 を参照してく

ださい。 

この例では、既定の設定を使用して右下の [次へ] ボタンをクリックし、概要 ページへ移動します。 

 概要 ページには、すべての構成済み設定が表示されています。構成の完了後、[完了] をクリックして

別の場所へプラットフォーム リストア ジョブを開始します。 

Web アプリケーションとコンテンツ データベースのリストア 

リストアを実行する際、複数の Web アプリケーションとコンテンツ データベースを選択することができます。次の

例は Web アプリケーションとコンテンツ データベースを各 1 件のみをリストアする手順を表示します。 

*注意: 別の場所へプラットフォーム リストアを使用して同一のコンテンツ データベースを同一のリストア先ファー

ムに 1 回以上リストアする場合、異なる名前を使用して同一のコンテンツ データベースを Web アプリケーショ

ンにリストアしても、サイト ID の競合が発生します。 

*注意: バックアップ済み TDE 暗号化データベースの別の場所へリストアを実行する場合、マスター キーのパス

ワードがリストア元マスター キーと同一であるかどうかに関係なく、リストア先にマスター キーが既に存在する必要

があります。リストア先サーバーで、以下の SQL ステートメントを使用してマスター キーを作成します。 

"USE master;  
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GO  

CREATE MASTER KEY ENCRYPTION BY PASSWORD = '<YourPasswordHere>';  

Go" 

別の場所へリストア ジョブを実行して TDE 暗号化データベースをリストアします。 

 データの選択 ページで、バックアップ データ エリアのファーム ノードをクリックしてツリーを読み込みま

す。 Web アプリケーションと該当するデータベースを選択します。 

 

 図 46: Web アプリケーションと該当するデータベースを選択します。 

 右下の [次へ] ボタンをクリックして、リストア タイプ ページへ移動します。SharePoint ファーム コ

ンポーネントをリストアする で 別の場所へリストア を選択して、リストア先ファーム ドロップダウン リス

トからリストア先ファームを選択します。 

 

 図 47: リストア タイプ フィールドを構成します。 

 右下の [次へ] ボタンをクリックして リストア先コンポーネント オプション ページへ移動し、必要に応じ

てオプションを構成します。  

指定の Web アプリケーションの 詳細 列で [編集] をクリックして、Web アプリケーション構成を編集

します。ここで構成するオプションは、新しい Web アプリケーションを作成する時の構成オプションと同
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一です。例えば、アプリケーション プールを構成する場合、既存のアプリケーション プールを使用する

か、新しいアプリケーション プールを作成するかを選択することができます。新しいアプリケーション プール

を作成する構成および必要な権限は、新しい Web アプリケーションを作成する場合の構成と同一で

す。 

 

図 48: DocAve 構成 (左) と SharePoint 構成 (右) ページ 

Web アプリケーション構成の完了後、[OK] をクリックして構成を保存します。指定のコンテンツ デー

タベースの 詳細 列で [編集] をクリックして構成を編集しま。ここで構成するオプションは、新しい 

Web アプリケーションの作成中にコンテンツ データベース設定を構成するオプションと同一です。各オプ

ションの詳細については、データベース レベルの別の場所へのリストア プランの設定 を参照してくださ

い。 

 

 図 49: コンテンツ データベースの構成を編集します。  

コンテンツ データベース構成の完了後、[OK] をクリックして構成を保存します。右下の [次へ] ボタン

をクリックして、リストア設定 ページへ移動します。 

 リストア設定 ページで、必要に応じてオプションを構成します。この例では、競合解決 として 上書き

する を選択して、右下の [次へ] ボタンをクリックします。スケジュール ページへ移動します。 

 スケジュール ページでは、必要に応じてスケジュール設定を構成します。手動でスケジュールを構成す

る を選択する場合、構成した指定の 開始時刻 にリストア ジョブが開始されます。各オプションの詳細

については、データベース レベルの別の場所へのリストア プランの設定 を参照してください。 
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この例では、既定の設定を使用して右下の [次へ] ボタンをクリックし、概要 ページへ移動します。 

 概要 ページには、すべての構成済み設定が表示されています。構成の完了後、[完了] をクリックし

て、別の場所へプラットフォーム リストア ジョブを開始します。 

特殊な Web アプリケーションのリストアの注意点 

以下は特殊な Web アプリケーションをリストアする場合の注意点です。 

• HTTPS Web アプリケーションをリストアします。 

パブリック URL フィールドで表示されている URL は、https で始まるものです。 

 

  図 50:HTTPS Web アプリケーションのパブリック URL 

• 複数のゾーンを含む Web アプリケーションを 別の場所へプラットフォーム リストア を利用し

てリストアする際、他のゾーンの情報の表示 をクリックして他のゾーンの設定を構成します。 
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  図 51: [他のゾーンの情報の表示] リンク 

例えば、イントラネット ゾーンの設定です。 

 

  図 52: イントラネット ゾーンの設定 

• 複数のコンテンツ データベースを同時にリストアする場合、リストアする各コンテンツ データベー

スの詳細設定を個別に構成する必要があります。 

 

  図 53: 各コンテンツ データベースの設定を構成します。 

• 単一のコンテンツ データベースに複数の NDF ファイルが含まれている場合、コンテンツ データ

ベースの詳細設定を構成する際にすべての NDF ファイルが読み込まれます。 

 

  図 54: 単一のコンテンツ データベースに複数の NDF ファイルが含まれている詳細設定です。 



218  

 
DocAve 6: プラットフォーム バックアップ & リストア 

 

• 単一のコンテンツ データベースを選択して別の場所へのリストアを実行する場合、コンテンツ デ

ータベースの詳細設定を構成する際に、親 Web アプリケーション URL フィールドでリストア

先の Web アプリケーションを選択することができます。 

 

  図 55: [親 Web アプリケーション URL] フィールドを構成します。 

サービス アプリケーションのリストア 

リストアを実行する際、複数のサービス アプリケーションを選択することができます。この例では、別の場所へプラ

ットフォーム リストアに対応しているすべての SharePoint 2010/2013/2016 サービス アプリケーションをリス

トアします。 

 データの選択 ページで、バックアップ データ エリアのファーム ノードをクリックしてツリーを読み込んで、

ツリーで別の場所へプラットフォーム リストアに対応しているすべてのサービス アプリケーションを選択しま

す。 
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図 56: 別の場所へプラットフォーム リストアに対応しているすべての SharePoint 2010 サービス アプリ

ケーションを選択します。 
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図 57: 別の場所へプラットフォーム リストアに対応しているすべての SharePoint 2013 サービス アプリ

ケーションを選択します。 

 右下の [次へ] ボタンをクリックして、リストア タイプ ページへ移動します。SharePoint ファーム コ

ンポーネントをリストアする で 別の場所へリストア を選択して、リストア先ファーム ドロップダウン リス

トからリストア先ファームを選択します。 

 

 図 58: リストア タイプ フィールドを構成します。 
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 右下の [次へ] ボタンをクリックして リストア先コンポーネント オプション ページへ移動し、必要に応じ

てオプションを構成します。  

各サービス アプリケーションの 詳細 列の [編集] をクリックして、サービス アプリケーション構成を編集

します。ここで構成するオプションは、新しいサービス アプリケーションを作成する時の構成オプションと同

一です。例えば、アプリケーション プールを構成する場合、既存のアプリケーション プールを使用する

か、新しいアプリケーション プールを作成するかを選択することができます。新しいアプリケーション プール

を作成する構成および必要な権限は、新しいサービス アプリケーションを作成する場合の構成と同一

です。   

 

 図 59: サービス アプリケーションの構成 

• Access Services 2010 Web サービス アプリケーション (SharePoint 

2013)/Access Service Web サービス アプリケーション (SharePoint 2010) - この

サービス アプリケーションの設定を構成します。 

 サービス名 - 別の場所へプラットフォーム リストアの実行後、リストア済み Access 

Services Web サービス アプリケーションに付与される名前です。 
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 アプリケーション プール - サービス アプリケーションで使用されるアプリケーション プー

ルを選択します。ここでは、既存のアプリケーション プールを使用するか、新しいアプリ

ケーション プールを作成するかを選択できます。 

 既定プロキシ リスト - このサービス アプリケーションのプロキシをリストア先ファームの

既定プロキシ リストに追加するかどうかを選択します。 

以上の詳細情報に従って、他のサービス アプリケーションの同じオプションの設定を構成しま

す。 

 

図 60: Access Services 2010 Web サービス アプリケーション (SharePoint 

2013)/Access Service Web サービス アプリケーション (SharePoint 2010) の設定 

• Access Services Web サービス アプリケーション (SharePoint 2013) - 

SharePoint 2013 Access Service Web サービス アプリケーションの設定を構成しま

す。 

 データベース サーバー - このサービス アプリケーションのデータベース サーバーを入力

して、アクセス証明書を構成します。Windows 認証の使用を推奨します。SQL 認

証を使用する場合、データベース サーバーにアクセスする資格情報を入力します。  



 223 

 
DocAve 6: プラットフォーム バックアップ & リストア 

 

 

図 61: Access Services Web サービス アプリケーション (SharePoint 2013) の設定  

• Secure Store Service - このサービス アプリケーションの設定を構成します。 

 データベース - このサービス アプリケーションで使用されるデータベース設定を構成し

ます。[詳細] をクリックして詳細構成を表示します。 

 フェールオーバー データベース サーバー - このサービス アプリケーションのフェールオ

ーバー データベース サーバーを構成します。入力したフェールオーバー SQL Server 

インスタンスは、既存のインスタンスである必要があります。また、リストア先エージェント 

アカウントはこのインスタンスへのアクセス権を持つ必要があります。 

 

 図 62: Secure Store Service アプリケーションの設定 
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 図 63: Secure Store Service アプリケーションの設定 

以上の詳細情報に従って、他のサービス アプリケーションの同じ設定を構成します。 
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• PerformancePoint Service アプリケーション 

 

図 64: PerformancePoint Service アプリケーションの設定 

 

  図 65: PerformancePoint Service アプリケーションの設定 
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• Project Service アプリケーション (SharePoint 2010) − Project Service アプリケ

ーションを別の場所へリストアするには、Project サーバーがリストア先ファームに正しく構成･イ

ンストールされていることを確認します。 

 

図 66: Project Service アプリケーション (SharePoint 2010) の設定  

• Project Service アプリケーション (SharePoint 2013) − Project Service アプリケ

ーションを別の場所へリストアするには、Project サーバーがリストア先ファームに正しく構成･イ

ンストールされていることを確認します。 

 

図 67: Project Service アプリケーション (SharePoint 2013) の設定 
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• PowerPoint Service アプリケーション (SharePoint 2010 内のみ) 

 

図 68: PowerPoint Service アプリケーションの設定 

• Visio Graphics Service 

 

  図 69: Visio Graphics Service アプリケーションの設定 
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• Managed Metadata Service 

 

  図 70: Managed Metadata Service アプリケーションの設定 

 

図 71: Managed Metadata Service アプリケーションの設定 
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• Web Analytics Service アプリケーション 

 

図 72: Web Analytics Service アプリケーションの設定 

 

図 73: Web Analytics Service アプリケーションの設定 
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• Excel Services アプリケーション 

 

図 74: Excel Services アプリケーションの設定 
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• Word Automation Services 

 

図 75: Word Automation Services の設定 

 

図 76: Word Automation Services の設定 

• App Management Service Application (SharePoint 2013) 
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図 77: App Management Service Application の設定 

 

図 78: App Management Service Application の設定 

• User Profile Service アプリケーション - このサービス アプリケーションの設定を構成しま

す。 

 プロファイルの同期インスタンス - プロファイルの同期プロセスを実行するリストア先フ

ァームのマシンを選択します。User Profile Synchronization Service が指定の

サーバーで起動しない場合、別の場所へプラットフォーム リストア後、このサービスは

指定のサーバーで起動しません。このフィールドにサーバーを入力しない場合、既定で

は、リストア先の全体管理サーバーがプロファイルの同期プロセスの実行に使用されま

す。  

 個人用サイトのホスト URL と個人用サイトの管理パス - 別の場所へプラットフォ

ーム リストアの実行後、ここに希望の構成を入力するか、リストア先 SharePoint 

全体管理サーバーで該当の設定を構成します。 

*注意: 個人用サイトのホスト URL と 個人用サイトの管理パス を構成した後、

サイトの名前付け形式 をリストアすることが可能です。サイトの名前付け形式 を構

成する前に、個人用サイトのホスト URL と 個人用サイトの管理パス を正確に構

成したことを確認してください。 
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図 79: User Profile Service アプリケーションの設定 

 

図 80: User Profile Service アプリケーションの設定 



234  

 
DocAve 6: プラットフォーム バックアップ & リストア 

 

 

  図 81: User Profile Service アプリケーションの設定 

• Business Data Connectivity Service 

 

図 82: Business Data Connectivity Service の設定 

• Search Service Application (SharePoint 2010) - このサービス アプリケーション

の設定を構成します。該当する サーバー ドロップダウン リストから、検索管理コンポーネント、

クロール コンポーネント、検索クエリー コンポーネントをホストするサーバーを構成することができ

ます。該当する サーバー ドロップダウン リストに該当するコンポーネントをホストできるすべての 
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SharePoint サーバーが表示されます。別の場所へプラットフォーム リストアの実行後、

SharePoint Server Search サービスが指定のサーバーに自動的に有効になります。 

*注意: 新しいアプリケーション プールを作成する場合、Search Administration Web 

Service のアプリケーション プールおよび検索クエリとサイト設定 Web サービスのアプリケーシ

ョン プールは異なったものである必要があります。 

 

図 83: Search Service Application の設定 

 

図 84: Search Service Application の設定 
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図 85: Search Service Application の設定 

 

図 86: Search Service Application の設定 

• Search Service Application (SharePoint 2013) - SharePoint 2013 

Search Service Application の設定を構成します。別の場所へプラットフォーム リストア

の実行後、SharePoint Server Search サービスが指定のサーバーに自動的に有効に

なります。 
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  図 87: Search Service Application の設定 

 

  図 88: Search Service Application の設定 
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  図 89: Search Service Application の設定 

 

  図 90: Search Service Application の設定 
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• Word Viewing Service アプリケーション 

 

図 91: Word View Service アプリケーションの設定 

SQL Server Reporting Services (SSRS) - Reporting Service アドインがすべ

ての Web フロントエンド サーバーにインストールされていることを確認します。インストールされ
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ていない場合、バックアップ データ ツリーを読み込んで SQL Server Reporting Services 

をリストアすることはできません。 

お使いのエージェント アカウントの Windows ユーザー プロファイルが一時ユーザー プロファイ

ルである場合、SQL Server 2012 SP1 以降のバージョン用の SQL Server Reporting 

Services のリストアは失敗します。 

お使いのエージェント アカウントを登録しており、ユーザー プロファイルが一時ユーザー プロファ

イルである場合、ユーザー プロファイルを削除して SQL Server Reporting Services を

再度リストアします。 

エージェント アカウントを登録していない場合、エージェント アカウントを使用して現在のサーバ

ーにログインします。オペレーティング システムはエージェント アカウントのユーザー プロファイルを

自動的に作成します。 

 

図 92: SQL Server Reporting Service の設定  
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図 93: SQL Server Reporting Service の設定 

 

図 94: SQL Server Reporting Service の設定 
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図 95: SQL Server Reporting Service の設定 

 

  図 96: SQL Server Reporting Service の設定 

• SQL Server PowerPivot Service (SharePoint 2010 および SharePoint 

2013 用) - SharePoint 2013 用の SQL Server PowerPivot Service をリストアす

るには、SharePoint 2013 用 PowerPivot が SharePoint 2013 ファームの各サーバ

ーにインストールされていることを確認します。  
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図 97: SQL Server PowerPivot Service の設定 

 

図 98: SQL Server PowerPivot Service の設定 

サービス アプリケーション構成の完了後、[OK] をクリックして構成を保存して、右下の [次へ] ボタン

をクリックして リストア設定 ページへ移動します。 

 リストア設定 ページで、必要に応じてオプションを構成します。各オプションの詳細については、データベ

ース レベルの別の場所へのリストア プランの設定 を参照してください。 

この例では、競合解決 として 上書きする を選択して右下の [次へ] ボタンをクリックし、スケジュール 

ページへ移動します。 
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 スケジュール ページで、必要に応じてスケジュール設定を構成します。手動でスケジュールを構成する 

を選択すると、構成した指定の 開始時刻 にリストア ジョブが開始されます。各オプションの詳細につい

ては、データベース レベルの別の場所へのリストア プランの設定 を参照してください。 

この例では、既定の設定を使用して右下の [次へ] ボタンをクリックし、概要 ページへ移動します。 

 概要 ページには、すべての構成済み設定を表示することができます。構成の完了後、[完了] をクリッ

クして、別の場所へプラットフォーム リストア ジョブを開始します。 

サービス アプリケーション プロキシのリストアの注意点 

• サービス アプリケーション プロキシをリストアする場合、以下の設定を構成します。  

 プロキシ名 - 別の場所へプラットフォーム リストアの実行後、リストア済みプロキシに

付与される名前です。 

 サービス アプリケーション - 別の場所へプラットフォーム リストアの実行後、リストア

済みプロキシがここで指定されたサービス アプリケーションへ接続されます。 

 既定プロキシ リスト - プロキシをリストア先ファームの既定プロキシ リストに追加する

かどうかを選択します。 

 

   図 99: プロキシ設定 

• Business Data Connectivity Service/PerformancePoint Service アプリ

ケーション を個別にリストアするには、Secure Store Service がリストア先ファームに正

常にリストアされたことを確認してください (元の Secure Store Service 名が使用されま

す)。これは、Business Data Connectivity Service および 

PerformancePoint Service アプリケーション が Secure Store Service に関連

付けられているため、元の Secure Store Service 名を使用してリストア先ファームでリス

トア済み Secure Store Service を確認する必要があることに起因します。 
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バックアップ済み Web フロントエンド サーバー データのリストア 

 データの選択 ページで バックアップ データ エリアのファーム ノードをクリックすると、ツリーが読み込まれ

ます。ツリーを読み込んで Web フロントエンド サーバー ノードを確認し、リストアする Web フロント

エンド サーバー データを選択します。 

*注意: 別の場所へプラットフォーム リストア ジョブを実行して SharePoint サーバーの全体管理 IIS 

サイトをリストアすることは推奨しません。 

*注意: 以下のスクリーンショット内に赤いボックスで表示されている複数のノードを選択する場合、実

行できるのは 別の場所でリストア のみです。 

 

 図 100: ツリーでノードを選択します。 

 右下の [次へ] ボタンをクリックすると、リストア タイプ ページへ移動します。リストア タイプとして 別の

場所へリストア を選択して、リストア先エージェント ドロップダウン リストからリストア先エージェントを

選択します。表示されるリストア先エージェント ノードをクリックして、前のステップ選択したデータのリスト

ア先を読み込みます。 

 

 図 101: リストア タイプ フィールドを構成します。 

 右下の [次へ] ボタンをクリックすると、リストア設定 ページへ移動します。  
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リストア設定 ページで、必要に応じてオプションを構成します。各オプションの詳細については、データベ

ース レベルの別の場所へのリストア プランの設定 を参照してください。 

この例では、競合解決 として 上書きする を選択して、右下の [次へ] ボタンをクリックし、スケジュー

ル ページへ移動します。 

 スケジュール ページでは、必要に応じてスケジュール設定を構成します。手動でスケジュールを構成す

る を選択すると、構成した指定の 開始時刻 にリストア ジョブが開始されます。各オプションの詳細に

ついては、データベース レベルの別の場所へのリストア プランの設定 を参照してください。 

この例では、既定の設定を使用して右下の [次へ] ボタンをクリックすると、概要 ページへ移動しま

す。 

 概要 ページには、すべての構成済み設定が表示されています。構成の完了後、[完了] をクリックして

別の場所へプラットフォーム リストア ジョブを開始します。 

*注意: 追加のバックアップ済みファイル システム フォルダーをリストアする場合、リストア先で新しいフォルダーを

作成して、作成済みフォルダーへバックアップ データをリストアすることができます。 

 

図 102: 手動入力のファイル システム フォルダーへリストアします。  
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DocAve 6 プラットフォーム バックアップ & リストアの活

用事例 

コア コンテンツは、組織の業務遂行に不可欠な知的財産であることから、SharePoint 環境の中で最も重要

な資産と見なされます。しかしながら、SharePoint 環境の基礎である、多くのプラットフォーム レベルのコンポ

ーネントが密に連携することによって構築されているインフラストラクチャも同じく重要です。SharePoint プラット

フォームには重要なコンポーネントが多く、そのため、1 つのコンポーネントのたった 1 つの障害が環境全体に悪

影響を与える可能性があります。 

例えば、SharePoint 管理者であるマッケンジーが、組織の SharePoint 環境が致命的な障害を引き起こ

している状況に対処する場合を考えてみましょう。マッケンジーは、組織の SharePoint 環境全体のリストアと

いう重要な課題に直面しています。  

SharePoint ファーム全体のバックアップ 

SharePoint ファームが不具合によってダウンする前、マッケンジーは スケジュールした増分バックアップ ジョブを

作成して実行していました。 

• その際、ファーム全体をバックアップする設定を行ったほか、[新規を含む] チェックボックスをオン

にし、新規作成済みオブジェクトをバックアップしておきました。 

• また、DocAve プラットフォーム バックアップ & リストアを SharePoint データベースの

唯一のバックアップ方法として使用する と 完全バックアップ後にログ バックアップを実行す

る を選択し、増分バックアップ後にログ ファイルを切り詰めました。 

• スケジュールした増分バックアップ ジョブは業務時間外に実行されることになっていたため、連

続スナップショットの作成 は実行していませんでした。 

プラットフォームのリストア 

SharePoint ファームに致命的な障害が発生してしまった状況下で、マッケンジーはプラットフォーム レベル バッ

クアップを使用してファーム全体を復旧する必要に迫られました。この作業を進めるために必要な要件のうち、

代表的なものは以下の通りです。  
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• Windows Server 2008 または Windows Server 2008 と Service Pack 2 

• ASP.NET が有効な IIS 

• NET Framework 3.0 

• Microsoft SharePoint Server 2010 がインストール済みかつ構成されていない状態で

あること (既存のファームに Web フロントエンド サーバーを既に展開している場合、それらのサ

ーバーをすべて、SharePoint 製品と技術構成ウィザードから切断する必要があります) 

• SharePoint パッチ レベルが同じであること 

• サーバー名とトポロジーが同じであること  

• SQL サーバー ディスク レイアウトが同じであること  

• 同じドメイン アカウントが SharePoint 管理用に使用されていること  

以上の前提条件を満たしている場合、DocAve リストア インターフェイス で該当のプラットフォーム バックアップ

を読み込むだけで、ファームのリストアを行うことができます。SharePoint ファームの要素間には相互依存性が

あるため、このようなリストア プロセスは通常、複数にわたる必要があります。Web フロントエンド サーバーを連

結させる前に、構成データベースと全体管理データベースをリストアする必要があります。  

この作業の完了後、Web フロントエンド サーバーをオンラインにし、SharePoint 構成ウィザードを使用してリ

ストア済み構成データベースに接続することができます。なお、これらの Web フロントエンド サーバーの内のうち

の 1 台が全体管理 Web アプリケーションをホストしている必要があります。  

Web フロントエンド サーバーをオンラインにした後、追加のファーム レベル コンポーネントをリストアすることがで

きます。これらのコンポーネントに含まれるのは、すべての IIS (SSL、フォーム ベース認証、web.config など) 

カスタマイズ、カスタム ソリューション、共有サービス アプリケーション for 2010 などです。 

なお、すべてのリストア済み Web フロントエンドに関連するコンポーネント (IIS 設定、SharePoint サイト定

義、カスタム機能など) は、SharePoint ファームのすべての Web フロントエンド サーバーにリストアされる必要

があります。 
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エンド ユーザー プラットフォーム リストア 

SharePoint でエンド ユーザー プラットフォーム リストア機能を使用して、エンド ユーザーはリスト / ライブラリ、

フォルダー、アイテム / ドキュメント レベルで元の場所へリストア タイプを使用してバックアップ済み SharePoint 

コンテンツをリストアすることができます。エンド ユーザーは SharePoint で検索条件を指定することで、必要な

権限を持つ希望のオブジェクトを検索してリストアすることができます。管理者は DocAve マネージャーでエンド 

ユーザーに対して検索範囲、検索結果の上限、必要な権限を構成することができます。管理者またはエンド 

ユーザーがリストアの競合解決を指定することができます。すべてのアイテムの詳細ジョブ レポートが使用可能で

す。 

*注意: エンド ユーザー プラットフォーム リストアは、プラットフォーム バックアップ ジョブによってバックアップされた 

BLOB データからの最小単位データのリストアに対応しています。 

対応・未対応の Web ブラウザー 

エンド ユーザー プラットフォーム リストア機能の使用前に、以下の表内の対応・未対応の Web ブラウザーを

参照してください。 

SharePoint バー

ジョン 

Web ブラウザー 対応状況 

SharePoint 

2010 

Internet Explorer 11 ○ 

Internet Explorer 10 ○ 

Internet Explorer 9 ○ 

Internet Explorer 8 ○ 

Internet Explorer 7 × 

Internet Explorer 6 × 

Google Chrome  ○ 

Mozilla Firefox  ○ 

Apple Safari ○ (制限あり) 

SharePoint 

2013 と 

SharePoint 

2016 

Internet Explorer 11 ○ 

Internet Explorer 10 ○ 

Internet Explorer 9 ○ 

Internet Explorer 8 ○ 
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SharePoint バー

ジョン 

Web ブラウザー 対応状況 

Internet Explorer 7 × 

Internet Explorer 6 × 

Google Chrome  ○ 

Mozilla Firefox  ○ 

Apple Safari  ○ 

エンド ユーザー プラットフォーム リストア ソリューションのインストール 

エンド ユーザー プラットフォーム リストア機能を使用するには、ファーム内の 1 件以上の Web アプリケーション

に SP2010EndUserPlatformRestore.wsp/SP2013EndUserPlatformRestore.wsp/ 

SP2016EndUserPlatformRestore.wsp ソリューションを展開します。以下の説明を参照してくださ

い。SP2010EndUserPlatformRestore.wsp は、SharePoint 2010 および SharePoint 2013 

内の SharePoint 2010 モード サイト コレクションに対して使用されます。

SP2013EndUserPlatformRestore.wsp ソリューションは SharePoint 2013 に対して使用されま

す。SP2016EndUserPlatformRestore.wsp ソリューションは SharePoint 2016 に対して使用で

きます。  

 コントロール パネル > ソリューション マネージャー の順に進みます。 

 ファーム ドロップダウン リストからソリューションを展開するファームを選択します。 

 選択したファームに従って 

SP2010EndUserPlatformRestore.wsp/SP2013EndUserPlatformRestore.ws

p/ SP2016EndUserPlatformRestore.wsp を選択します。 

 アクション グループで [インストール] をクリックしてこのソリューションをインストールします。 

 ソリューションのインストール後、アクション グループで [展開] をクリックしてソリューションを選択した 

SharePoint ファームに展開します。 

ソリューションの管理の詳細情報については、DocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド を参照してくださ

い。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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エンド ユーザー プラットフォーム リストア機能のアクティブ化 

エンド ユーザー プラットフォーム リストア機能を使用するには、ソリューションを希望のファームに展開した後、

DocAve マネージャーおよび SharePoint 両方で希望のサイト コレクションで機能をアクティブにします。以下

の説明を参照してください。  

 DocAve マネージャーで、プラットフォーム バックアップ & リストア > リストア > エンド ユーザー 

プラットフォーム リストア の順に移動します。 

 ツリーをサイト コレクション レベルまで展開します。エンド ユーザー プラットフォーム リストア機能をアクテ

ィブにするサイト コレクションを選択します。ファーム ノードまたは Web アプリケーション ノードを選択し

てすべての含まれるサイト コレクションを選択することもできます。 

 リボン上で [アクティブ化] をクリックして、選択したサイト コレクションで機能をアクティブにします。各サ

イト コレクションの隣にある [アクティブ化] をクリックして、機能を 1 件ずつアクティブにすることもでき

ます。 

エンド ユーザー プラットフォーム リストア機能アクティブ化のサイト コレクション状態は 状態 列に表示さ

れます。  

 エンド ユーザー プラットフォーム リストア機能が DocAve でアクティブにされた SharePoint 内のサイ

ト コレクションにアクセスします。 

お使いの SharePoint バージョンに従ってサイト コレクション機能を管理します。 

• SharePoint 2010 を使用する場合、サイトの操作 > サイトの設定 > サイト コレクショ

ンの管理 > サイト コレクションの機能 の順に移動します。 

• SharePoint 2013 または SharePoint 2016 を使用する場合、画面右上の設定 ( ) 

ボタンをクリックして、サイトの設定 > サイト コレクションの管理 > サイト コレクションの機

能 の順に移動します。 

エンドユーザー プラットフォーム リストア for SharePoint 2010 / エンドユーザー プラットフォ

ーム リストア for SharePoint 2013 / エンドユーザー プラットフォーム リストア for 

SharePoint 2016 機能をアクティブにします。アクティブ化後、サイトの操作 ドロップダウン リスト 

(SharePoint 2010 内) 配下または設定 ( ) ボタンをクリックした後のドロップダウン リスト 

(SharePoint 2013 または SharePoint 2016 内) 配下で [プラットフォーム バックアップからリ

ストア] リンクを検索することができます。  
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エンド ユーザー プラットフォーム リストア設定の構成 

エンド ユーザーがエンド ユーザー プラットフォーム リストアを実行する前、DocAve 管理者は設定を構成する

ことができます。以下の説明を参照してください。 

 関連する URL の隣にあるチェックボックスを選択することで、詳細設定を構成するサイト コレクションを

選択します。 

 リボン上で [詳細設定] をクリックして、選択したサイト コレクションの設定を構成します。各サイト コレ

クションの隣にある [詳細設定] をクリックして、設定を 1 件ずつ構成することもできます。 

 プランの選択 - プランを選択して、リストアのバックアップ データの検索範囲を指定します。 

 アクセス許可レベル - フル コントロール、デザイン、投稿 から、エンド ユーザー リストアに必

要なアクセス許可レベルの最低限を指定します。エンド ユーザーが希望の SharePoint コン

テンツに対して指定のアクセス許可レベル以上を持つ場合にのみ、バックアップ データからコン

テンツを検索することができます。エンド ユーザーが希望の SharePoint コンテンツに対して

指定のアクセス許可レベルを持っていない場合、コンテンツを検索してリストア ジョブを実行す

ることはできません。 

サイト コレクションの このサイトのロック状態 設定 (SharePoint サーバーの全体管理 > 

サイト コレクション クォータとロック > サイト ロックの情報) で 読み取り専用 (追加、削

除、更新不可) が選択されている場合、エンド ユーザーはサイト コンテンツの表示のみを実

行でき、フル コントロール、デザイン、投稿 アクセス許可レベルを持っていません。そのため、エ

ンド ユーザーは指定のサイト コレクションで検索やリストア操作を実行することができません。  

 競合解決 – 競合解決の動作を定義します。リストアする際、リストア元ノードの 

SharePoint オブジェクト名がリストア先ノードの既存 SharePoint オブジェクト名と同一で

ある場合、競合と見なされます。 

エンドユーザーに決定を許可する を選択すると、競合解決の決定を SharePoint でリスト

アを実行する際のエンド ユーザーに任せます。 

競合解決を指定する を選択してリストア中に競合を解決する動作を選択することで、

DocAve 管理者はエンド ユーザーに対して競合解決を定義することができます。 

o コンテナ レベルの競合解決 – リスト、ライブラリ、フォルダー レベルの競合解決を設

定します。  
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▪ スキップする – リストア先と同じ名前を持つリストア元のコンテナを無視しま

す。  

▪ マージする – リストア元とリストア先のコンテナ構成を結合します。競合が発

生する場合、リストア元構成がリストア先構成を上書きします。  

▪ 置き換える – リストア先コンテナを削除して、リストア元コンテナをストア先に

リストアします。  

*注意: ディスカッション掲示板アイテムはフォルダーと見なされるため、コンテナとしてリ

ストアされます。 

o コンテンツ レベルの競合解決 – アイテム、ドキュメント、添付ファイル レベルの競合

解決を設定します。  

▪ スキップする – リストア先のアイテム / ドキュメント / 添付ファイルと同じアイ

テム ID / ドキュメント名 / 添付ファイル名を持つリストア元のアイテム / ドキ

ュメント / 添付ファイルを無視します。  

▪ 上書きする – リストア先のアイテム ID / ドキュメント / 添付ファイルを同じ

名前を持つアイテム / ドキュメント / 添付ファイルで上書きすることで、リスト

ア元のアイテム / ドキュメント / 添付ファイルをリストア先にコピーします。 

▪ 最終更新日時に従って上書きする – 競合しているアイテム / ドキュメント / 

添付ファイルの中で更新日時が最新のものを保持し、それよりも古いアイテム 

/ ドキュメント / 添付ファイルを上書きします。  

▪ サフィックス付きのアイテム / ドキュメント名を追加する – 競合しているリ

ストア元アイテム / ドキュメント / 添付ファイルをリストア先に追加して、サフィ

ックスをアイテム タイトル / ドキュメント名 / 添付ファイル名の末に追加しま

す。競合しているリストア先アイテム / ドキュメント / 添付ファイルは削除され

ません。  

▪ 新バージョンを追加する – 競合しているリストア元のアイテム / ドキュメント

をリストア先のアイテム / ドキュメントの新バージョンとしてリストア先に追加し

ます。 

 リストア先ごみ箱内の既存データを範囲に含める – バックアップのデータと元の 

SharePoint ファームのごみ箱のデータを比較するかどうかを選択します。コンテナ レベル ま

たは コンテンツ レベル で スキップする を選択するか、コンテンツ レベル で サフィックス付き
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のアイテム / ドキュメント名を追加する または 新バージョンを追加する を選択する場合、

リストア先ごみ箱内の既存データを範囲に含める オプションを構成することができます。 この

フィールドで はい を選択して、かつバックアップで選択したコンテンツが元の SharePoint ファ

ームのごみ箱に存在する場合、バックアップで選択したコンテンツはリストアされません。 

*注意: エンドユーザーに決定を許可する を選択すると、決定を SharePoint でリストアを

実行する際のエンド ユーザーに任せます。 

 InstaMount の使用 – リストアを実行する際に InstaMount を使用するかどうかを選

択します。はい を選択すると、InstaMount 一時データベースが生成され、単一アイテムが

直接にリストアされます。いいえ を選択すると、データベース全体のリカバリーに使用される一

般の一時データベースが生成されます。InstaMount の詳細については、InstaMount に

ついて を参照してください。 

 ステージング ポリシー – 既存のステージング ポリシーを選択します。ステージング ポリシーを

使用して、必要に応じて InstaMount を実行することができます。ステージング ポリシーには

データを保存する一時データベースも含まれます。ステージング ポリシーの詳細については、ス

テージング ポリシーについて を参照してください。 

 GUID の確認 – リストアに選択したオブジェクトの名前がリストア先内の既存オブジェクトの

名前と一致する場合に競合を解決する方法を定義します。バックアップ データ内のオブジ

ェクト GUID を確認する を選択すると、バックアップ データからのオブジェクト GUID をリス

トア先内のオブジェクト GUID と比較します。GUID が異なる場合、オブジェクトはリストアさ

れません。このオプションを選択解除すると、GUID が比較されず、オブジェクトがリストアされ

ます。 

 すべてのアイテムの詳細ジョブ レポートを含む – はい を選択すると、すべてのアイテムの詳

細なジョブ レポートを作成します。いいえ を選択すると、切り捨てられたリスト形式でのみジョ

ブ レポートを作成します。 

 アイテムに依存する列およびコンテンツ タイプ – アイテムに依存する列およびコンテンツ タイ

プをリストアするかどうかを選択します。  

o アイテムの完成性を維持するため、アイテムに依存する列およびコンテンツ タイプ

をリストアする – アイテムをリストアして、該当するリスト / ライブラリで依存する列お
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よびコンテンツ タイプを作成します。このアイテムは引き続き依存する列およびコンテン

ツ タイプを使用します。依存アイテムの競合解決 リストから競合解決を選択しま

す。 

o アイテムに依存する列およびコンテンツ タイプをリストアしない – アイテムに依存す

る列およびコンテンツ タイプをリストアしません。このオプションを選択する場合、依存す

る列およびコンテンツ タイプがリストア先に存在することを確認してください。存在しな

い場合、アイテムはリストアできません。 

 検索可能なジョブの最大件数 – バックアップ ジョブ検索範囲の上限を設定して、エンド ユ

ーザーに対して希望のオブジェクトのバックアップ データを検索してリストアすることを許可しま

す。  

 検索結果の最大表示件数 – SharePoint の 検索結果 画面 > プラットフォーム バック

アップ データからリストア 画面で検索結果の最大表示件数を設定します。 

 通知 – 作成済みメール通知プロファイルを選択するか、レポート設定およびレポートの受信

者を含む新しいメール通知プロファイルを作成します。[表示] をクリックして、選択したプロファ

イルの詳細情報を表示することができます。通知ポリシーの詳細な操作方法については、

DocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド を参照してください。 

*注意: DocAve 詳細設定および SharePoint リストア設定両方に通知設定が存在しま

す。この設定は DocAve マネージャーで必須となります。設定しない場合、メールを送信する

ことができません。 

 [OK] をクリックして、詳細設定を保存します。 

エンド ユーザー プラットフォーム リストア機能の使用 

エンド ユーザー プラットフォーム リストアを実行するには、以下の説明を参照してください。 

 必要な権限でサイト コレクションにアクセスします。 

 お使いの SharePoint バージョンに従ってエンド ユーザー プラットフォーム リストアを起動します。 

• SharePoint 2010 を使用する場合、サイトの操作 > プラットフォーム バックアップ デー

タからリストア の順に移動します。プラットフォーム バックアップ データからリストア ページが

表示されます。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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• SharePoint 2013 または SharePoint 2016 を使用する場合、画面右上の設定 ( ) 

ボタンをクリックして プラットフォーム バックアップ データからリストア をクリックします。プラット

フォーム バックアップ データからリストア ページが表示されます。 

 検索条件を構成します。 

• リストア オブジェクト レベル – リストアするオブジェクトのレベルを指定します。 

• バックアップ期間 – 指定期間内のコンテンツを検索します。 

o 今週 – 今週中にバックアップされたコンテンツを検索します。 

o 今月 – 今月中にバックアップされたコンテンツを検索します。 

 カスタム – カスタム期間中にバックアップされたコンテンツを検索します。カレンダーをク

リックして指定の日付と時刻を選択します。 

• キーワード – キーワードで希望のコンテンツを検索します。名前またはタイトルにキーワードを

含むオブジェクトが返されます。 

*注意: 検索では、大文字と小文字の区別はありません。ワイルド カード ? および * に対応

しています。キーワードを入力する場合の検索対象については、以下の表を参照してください。 

オブジェクト レベル 検索対象  

リスト リスト名 

ライブラリ ライブラリ名 

フォルダー フォルダー名 

アイテム アイテム タイトル 

ドキュメント ドキュメント名 / 拡張子 

 

*注意: この期間内のバックアップ ジョブの検索結果が DocAve マネージャーで設定された最大値を

超過する場合、期間を絞るか、[バックアップ日時の選択] ボタンをクリックして上限以下のバックアッ

プ ジョブを選択することを通知するポップアップ メッセージが表示されます。 

 [検索] をクリックして検索条件に一致するコンテンツの検索を開始します。[リセット] をクリックして検

索条件をリセットすることもできます。  

 検索結果 画面で以下の情報を表示します。 

• オブジェクト名 – 検索条件に一致するオブジェクトの名前を表示します。 
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• バックアップ日時 – オブジェクトがバックアップされた日時を表示します。[バックアップ履歴の

表示] をクリックして、リストアするバージョンを表示･選択することができます。 

• パス – リストア元内のオブジェクトの URL を表示します。 

*注意: 検索結果の件数が DocAve マネージャーで設定された最大値を超過する際、希望のオブジ

ェクトが検索結果に含まれていない場合により詳細な条件で再度検索することをユーザーに通知する

ポップアップ メッセージが表示されます。 

• バックアップ履歴の表示 – [バックアップ履歴の表示] をクリックして、リストアするバージョン

を表示･選択することができます。 

 リストアするオブジェクトのバージョンの選択後、[リストア] をクリックしてポップアップ ウィンドウでリストア

設定を構成します。 

 リストア設定 – 以下のリストア設定を構成します。 

• 競合解決 – 競合解決の動作を定義します。リストアする際、リストア元ノードの 

SharePoint オブジェクト名がリストア先ノードの既存 SharePoint オブジェクト名と同一で

ある場合、競合と見なされます。  

*注意: エンド ユーザーは競合解決について決定を行うことができます。エンド ユーザーがコン

テンツ レベルを選択してリストアする場合、コンテナ レベルの競合解決 設定はリストア設定ポ

ップアップ ウィンドウで非表示となります。 

• リストア先ごみ箱内の既存データを範囲に含める – バックアップのデータと元の 

SharePoint ファームのごみ箱のデータを比較するかどうかを選択します。 

*注意: 上記 2 件の設定は、管理者が DocAve マネージャーの同一設定で エンドユーザーに決定

を許可する を選択する場合にのみ表示されます。 

• 通知 – メール通知を指定します。指定したユーザーにリストア ジョブ結果についてのメール通

知が送信されます。複数のメール アドレスを入力する場合、セミコロン (;) で区切ります。 

 完了後、[OK] をクリックします。リストア ジョブが実行中であることを示すポップアップ ウィンドウが表示

されます。 

 リストア ジョブ結果はジョブの完了後にポップアップ ウィンドウに表示されます。[OK] をクリックしてポッ

プアップ ウィンドウを閉じます。リストア プロセス中にポップアップ ウィンドウを閉じることもできます。そうす

る場合、リストア ジョブに影響を与えることはありません。 
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*注意: エンド ユーザー プラットフォーム リストア ページで [Powered by AvePoint DocAve] をクリ

ックすると、新しい Web ウィンドウで AvePoint ホームページにリンクします。 

 

 

http://www.avepoint.com/
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付録 A: サイト コレクションの検索について 

サイト コレクションの検索機能を使用して、URL を入力するか、使用されたワイルド カードでバックアップ データ

から希望のサイト コレクションをすばやく特定することができます。  

*注意: 検索範囲には、選択したバックアップ ジョブによってバックアップされており、サイト コレクション レベルまた

はそれ以下のレベルのインデックスが生成されたすべてのコンテンツ データベースが含まれます。 

 リストア ウィザード の データの選択 ステップ内の [タイム ベース リストア] タブで、バックアップ デー

タ ツリー上の任意のノードをクリックしてリボン上の [サイト コレクションの検索] 機能を有効にします。 

 リボン上で [サイト コレクションの検索] ボタンをクリックします。サイト コレクションの検索 画面が表

示されます。 

 [検索] ボタンの前にあるテキスト ボックスに URL を入力します。検索機能はワイルド カード (? およ

び *) に対応しています。 

 詳細設定 設定を構成して検索結果の最大数を入力ことができます。  

 [詳細設定] ボタンをクリックすると、タブを展開することができます。 

 表示する検索結果の最大数を入力します。既定の最大数は 1,000 です。表示する結果

が多くなると、効率が低下するリスクが高くなります。1 ~ 5,000,000 の間の整数を入力

することができます。 

 [適用] をクリックして詳細設定を適用します。 

 [検索] をクリックして希望のサイト コレクションを検索します。 
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付録 B: 高度検索について 

高度検索を使用して、各粒度レベル (サイト コレクション レベルからアイテム レベルまで) で特定のオブジェクト

をすばやく特定してリストアすることができます。粒度レベルで タイム ベース リストア 内の 高度検索 を使用し

て最小単位コンテンツを検索してリストアすることができます。  

また、高度検索機能を使用してリストア先ファーム ツリーからリストア先ノードを検索して、リストアする最小単位

コンテンツを特定することができます。リストア先ファームに大量のコンテンツおよびノードが含まれる場合に特に有

効です。 

1. リストア ウィザード の データの選択 ステップ内の [タイム ベース リストア] タブで、最小単位データ

のリストア元となるデータベースを選択します。  

2. データベースの隣にある [最小単位コンテンツを表示する] をクリックして、リストア粒度レベル フィール

ドで 最小単位コンテンツをリストアする オプションを選択します。  

3. [OK] をクリックして最小単位データをリストアして、バックアップ データ ツリーでオブジェクト名をクリック

することで検索範囲を選択します。  

4. リボン上の 検索 グループで、[高度検索] をクリックします。高度検索 ページが表示されます。 

5. バックアップ ツリーで選択した最小単位オブジェクト レベル以下のオブジェクト レベルは、[条件の追

加] ボタン前のドロップダウン リストに一覧表示されます。値はワイルド カード (*) に対応しています。

高度検索 を使用して検索できるものは、以下のとおりです。  

レベル ルール 条件 値 結果 

サイト コレク

ション 

 

URL 次の値に

一致する 

sitecollection URL が sitecollection に

一致するサイト コレクションを検

索します。 

次の値に

等しい 

http://test:20000/site

s/sitecollectionA 

URL が 

http://test:20000/sites/s

itecollectionA に等しいサイト 

コレクションを検索します。 

更新日時 次の日時

以前 

2013/12/27 16:41:00 

(UTC+08:00) 北京、重

慶、香港、ウルムチ) 

最終更新日時が 

2013/12/27 16:41:00 

(UTC+08:00) 北京、重慶、

香港、ウルムチ) 以前のサイト 

コレクションを検索します。 
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レベル ルール 条件 値 結果 

次の日時

以降 

2013/12/27 16:41:00 

(UTC+08:00) 北京、重

慶、香港、ウルムチ) 

最終更新日時が 

2013/12/27 16:41:00 

(UTC+08:00) 北京、重慶、

香港、ウルムチ) 以降のサイト 

コレクションを検索します。 

次の期間

内 

2013/12/12 16:41:00 

(UTC+08:00) 北京、重

慶、香港、ウルムチ) から 

2013/12/27 16:41:00 

(UTC+08:00) 北京、重

慶、香港、ウルムチ) まで 

最終更新日時が 

2013/12/12 16:41:00 

(UTC+08:00) 北京、重慶、

香港、ウルムチ) から 

2013/12/27 16:41:00 

(UTC+08:00) 北京、重慶、

香港、ウルムチ) までの期間内

のサイト コレクションを検索しま

す。 

サイト 

 

URL 次の値に

一致する 

siteA URL が siteA に一致するサイ

トを検索します。 

次の値に

等しい 

http://test:20000/site

s/sitecollectionA/siteA 

URL が 

http://test:20000/sites/s

itecollectionA/siteA に一致

するサイトを検索します。 

サイト タイト

ル 

次の値に

一致する 

A タイトルが A に一致するサイト

を検索します。 

次の値に

等しい 

siteA タイトルが siteA に等しいサイ

トを検索します。 

更新日時 次の日時

以前 

2013/12/27 16:41:00 

(UTC+08:00) 北京、重

慶、香港、ウルムチ) 

最終更新日時が 

2013/12/27 16:41:00 

(UTC+08:00) 北京、重慶、

香港、ウルムチ) 以前のサイトを

検索します。 

次の日時

以降 

2013/12/27 16:41:00 

(UTC+08:00) 北京、重

慶、香港、ウルムチ) 

最終更新日時が 

2013/12/27 16:41:00 

(UTC+08:00) 北京、重慶、

香港、ウルムチ) 以降のサイトを

検索します。 
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レベル ルール 条件 値 結果 

次の期間

内 

2013/12/12 16:41:00 

(UTC+08:00) 北京、重

慶、香港、ウルムチ) から 

2013/12/27 16:41:00 

(UTC+08:00) 北京、重

慶、香港、ウルムチ) まで 

最終更新日時が 

2013/12/12 16:41:00 

(UTC+08:00) 北京、重慶、

香港、ウルムチ) から 

2013/12/27 16:41:00 

(UTC+08:00) 北京、重慶、

香港、ウルムチ) までの期間内

のサイトを検索します。 

リスト 

 

名前 次の値に

一致する 

A 名前が A に一致するリストを

検索します。 

次の値に

等しい 

listA 名前が listA に等しいリストを

検索します。 

更新日時 次の日時

以前 

2013/12/27 16:41:00 

(UTC+08:00) 北京、重

慶、香港、ウルムチ) 

最終更新日時が 

2013/12/27 16:41:00 

(UTC+08:00) 北京、重慶、

香港、ウルムチ) 以前のリストを

検索します。 

次の日時

以降 

2013/12/27 16:41:00 

(UTC+08:00) 北京、重

慶、香港、ウルムチ) 

最終更新日時が 

2013/12/27 16:41:00 

(UTC+08:00) 北京、重慶、

香港、ウルムチ) 以降のリストを

検索します。 

次の期間

内 

2013/12/12 16:41:00 

(UTC+08:00) 北京、重

慶、香港、ウルムチ) から 

2013/12/27 16:41:00 

(UTC+08:00) 北京、重

慶、香港、ウルムチ) まで 

最終更新日時が 

2013/12/12 16:41:00 

(UTC+08:00) 北京、重慶、

香港、ウルムチ) から 

2013/12/27 16:41:00 

(UTC+08:00) 北京、重慶、

香港、ウルムチ) までの期間内

のリストを検索します。 

アプリ 

 

タイトル 次の値に

一致する 

A タイトルが A に一致するアプリを

検索します。 

次の値に

等しい 

AppA タイトルが AppA に等しいアプ

リを検索します。 
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レベル ルール 条件 値 結果 

更新日時 次の日時

以前 

2013/12/27 16:41:00 

(UTC+08:00) 北京、重

慶、香港、ウルムチ) 

最終更新日時がが 

2013/12/27 16:41:00 

(UTC+08:00) 北京、重慶、

香港、ウルムチ) 以前のアプリを

検索します。 

次の日時

以降 

2013/12/27 16:41:00 

(UTC+08:00) 北京、重

慶、香港、ウルムチ) 

最終更新日時が 

2013/12/27 16:41:00 

(UTC+08:00) 北京、重慶、

香港、ウルムチ) 以降のアプリを

検索します。 

次の期間

内 

2013/12/12 16:41:00 

(UTC+08:00) 北京、重

慶、香港、ウルムチ) から 

2013/12/27 16:41:00 

(UTC+08:00) 北京、重

慶、香港、ウルムチ) まで 

最終更新日時が 

2013/12/12 16:41:00 

(UTC+08:00) 北京、重慶、

香港、ウルムチ) から 

2013/12/27 16:41:00 

(UTC+08:00) 北京、重慶、

香港、ウルムチ) までの期間内

のアプリを検索します。 

フォルダー 

 

名前 次の値に

一致する 

A 名前が A に一致するフォルダー

を検索します。 

次の値に

等しい 

folderA 名前が folderA に等しいフォ

ルダーを検索します。 

更新日時 次の日時

以前 

2013/12/27 16:41:00 

(UTC+08:00) 北京、重

慶、香港、ウルムチ) 

最終更新日時が 

2013/12/27 16:41:00 

(UTC+08:00) 北京、重慶、

香港、ウルムチ) 以前のフォルダ

ーを検索します。 

次の日時

以降 

2013/12/27 16:41:00 

(UTC+08:00) 北京、重

慶、香港、ウルムチ) 

最終更新日時が 

2013/12/27 16:41:00 

(UTC+08:00) 北京、重慶、

香港、ウルムチ) 以降のフォルダ

ーを検索します。 

次の期間

内 

2013/12/12 16:41:00 

(UTC+08:00) 北京、重

最終更新日時が 

2013/12/12 16:41:00 
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レベル ルール 条件 値 結果 

慶、香港、ウルムチ) から 

2013/12/27 16:41:00 

(UTC+08:00) 北京、重

慶、香港、ウルムチ) まで 

(UTC+08:00) 北京、重慶、

香港、ウルムチ) から 

2013/12/27 16:41:00 

(UTC+08:00) 北京、重慶、

香港、ウルムチ) までの期間内

のフォルダーを検索します。 

アイテム / ド

キュメント 

 

タイトル 次の値に

一致する 

A タイトルが A に一致するアイテ

ムを検索します。 

次の値に

等しい 

itemA タイトルが itemA に等しいアイ

テムを検索します。 

属性 次の値に

一致する 

A 属性が A に一致するアイテム

を検索します。 

次の値に

等しい 

userA 属性に userA が含まれている

アイテムを検索します。 

更新日時 次の日時

以前 

2013/12/27 16:41:00 

(UTC+08:00) 北京、重

慶、香港、ウルムチ) 

最終更新日時が 

2013/12/27 16:41:00 

(UTC+08:00) 北京、重慶、

香港、ウルムチ) 以前のアイテ

ムを検索します。 

次の日時

以降 

2013/12/27 16:41:00 

(UTC+08:00) 北京、重

慶、香港、ウルムチ) 

最終更新日時が 

2013/12/27 16:41:00 

(UTC+08:00) 北京、重慶、

香港、ウルムチ) 以降のアイテ

ムを検索します。 

次の期間

内 

2013/12/12 16:41:00 

(UTC+08:00) 北京、重

慶、香港、ウルムチ) から 

2013/12/27 16:41:00 

(UTC+08:00) 北京、重

慶、香港、ウルムチ) まで 

最終更新日時が 

2013/12/12 16:41:00 

(UTC+08:00) 北京、重慶、

香港、ウルムチ) から 

2013/12/27 16:41:00 

(UTC+08:00) 北京、重慶、

香港、ウルムチ) までの期間内

のアイテム / ドキュメントを検索

します。 
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6. [条件の追加] をクリックして、新しいフィルター条件を追加します。ルールの後にあるロジック アイコンを

クリックすることで、フィルター ルール間の論理関係を変更します。ここでは、論理関係を AND および 

OR の 2 種類から選択できます。既定のロジックは AND です。 

• AND – すべてのルールを満たすコンテンツが検出されます。 

• OR – いずれかのルールを満たすコンテンツが検出されます。 

7. 基本フィルター条件 タブ配下に、検索ルールの論理関係が表示されます。  

8. [検索] をクリックして検索操作を実行します。検索結果は 検索結果 タブ配下に表示されます。検

索結果 タブ配下の該当するボタンをクリックすることで、ツリー ビュー または リスト ビュー 形式で検

索結果を表示します。 
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付録 C: ホット キー モードの使用 

効率的な作業および生産性の向上を目的として、キーボードのみを使用して迅速なアクションを実行できるよう

に DocAve ではホット キー モジュールが使用できます。プラットフォーム バックアップ & リストア画面からホット 

キー モードにアクセスするには、キーボードの Ctrl +Alt + Z キーを押します。  

プラットフォーム バックアップ & リストア画面のホームページで使用できるホット キーは以下の表に一覧表示され

ます。ホームページに戻るには、キーボードの Ctrl + Alt + Z キーを押します。  例えば、キーボードの B キ

ーを押し続けると、プラットフォーム バックアップ & リストアの [バックアップ] タブに戻ります。 

操作画面 ホット キー 

バックアップ  B 

リストア  R 

クローン C 

プラン マネージャー P 

DocAve ホーム ページ 1 

DocAve オンライン コミュニティ 2 

コントロール パネル 3 

ジョブ モニター 4 

プラン グループ 5 

ヘルス アナライザー 6 

ログオン アカウント 9 

ヘルプと詳細 0 
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バックアップ タブ 

[バックアップ] タブ機能のホット キー リストは以下のとおりです。  

機能名とホット キー 

プラン ビルダ

ー 

P ウィザード モード W ストレージ ポリシー SP 

ステージング ポリシー A 

カスタム データベース U 

操作コマンド ZO 

ホスト プロファイル HP 

VM スクリプト プロファイル VS 

戻る B 

次へ N 

完了 F 完了 F 

完了して実行 R 

完了してテスト

実行 

T 

キャンセル C 

フォーム モード F ストレージ ポリシー SP 

ステージング ポリシー A 

カスタム データベース U 

操作コマンド ZO 

ホスト プロファイル HP 

VM スクリプト プロファイル VS 

保存 SV 保存  S 

保存して実行 R 

保存してテスト

実行 

T 

キャンセル C 

ストレージ ポ

リシー 

SP 

ステージング 

ポリシー 

A 作成 N 保存 O 

キャンセル C 

編集 

 

E 保存 O 

キャンセル C 
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機能名とホット キー 

削除 D 

閉じる C 

操作コマンド ZO コマンド プロファ

イル 

CM 作成 CR 保存 O 

キャンセ

ル 

C 

編集 E 

削除 D 

スクリプト プロフ

ァイル 

S 作成 CR 保存 O 

キャンセ

ル 

C 

編集 E 

削除 D 

閉じる CL 

ホスト プロフ

ァイル 

HP 

VM スクリプ

ト プロファイル 

 

VS 作成  CR 保存 O 

キャンセル C 

編集 E 保存 O 

キャンセル C 

削除 D 

閉じる CL 

データベース

の移行 

MD 戻る B 

次へ N 

開始 F 

キャンセル C 

インデックスの

移行 

 

MI 戻る B 

次へ N 

開始 F 

キャンセル C 

ジョブ モニタ

ー 

J 
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リストア タブ 

[リストア] タブ機能のホット キー リストは以下のとおりです。 

機能名とホット キー 

リストア  R 

ファームの再構築 FB 切断 D 

リストア R 

検証 V 

接続 CO 

戻る B 

次へ N 

完了 FN 

キャンセル CX 

ファーム修復 FP 修復 FP 

閉じる C 

ステージング ポリシー SP 作成 N 

 

保存 O 

キャンセル C 

編集 E 

 

保存 O 

キャンセル C 

削除 D 

閉じる C 

操作コマンド CO コマンド プロ

ファイル 

CM 作成 CR 保存 O 

キャンセ

ル 

C 

編集 E 

 

保存 O 

キャンセ

ル 

C 

削除 D 

スクリプト プ

ロファイル 

S 作成 CR 保存 O 

キャンセ

ル 

C 

編集 E 

 

保存 O 

キャンセ

ル 

C 
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機能名とホット キー 

削除 D 

閉じる CL 

VM スクリプト プロファ

イル 

 

VS 作成  CR 保存 O 

キャンセル C 

編集 E 保存 O 

キャンセル C 

削除 D 

閉じる CL 

エンド ユーザー リスト

ア 

E 詳細設定 

 

S 保存 O 

キャンセル C 

アクティブ化 A 

非アクティブ

化 

D 

閉じる C 

ジョブ モニター J 
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タイム ベース リストア 

機能名とホット キー 

タイム ベース リストア T コンテナの作成 T OK O 

キャンセル C 

リストア先物理デバイス DP 

高度検索 AS 検索 S 

キャンセル C 

サイト コレクションの検索 Q 

ステージング ポリシー ZC 

インストール済みプログラ

ム 

I 閉じる X 

バックアップ リストのダウン

ロード 

DB OK O 

キャンセル C 

戻る B 

次へ N 

完了 F 

キャンセル C 
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クローン タブ 

機能名とホット キー 

ファーム クローン FC SQL サーバー 

マッピング 

SM 保存 O 

キャンセル C 

データベースと

ログ ファイル マ

ッピング 

SD 保存 S 

キャンセル C 

SharePoint 

サーバー マッピ

ング 

SP 保存 S 

キャンセル C 

インデックス保

存先 

I 保存 S 

キャンセル C 

リストア先物理

デバイス 

P 保存 O 

キャンセル C 

戻る B 

次へ N 

開始 ST 

キャンセル CX 

ファームと VM のクロー

ン 

FV SQL サーバー 

マッピング 

SM 保存 S 

キャンセル C 

データベースと

ログ ファイル マ

ッピング 

SD 保存 S 

キャンセル C 

SharePoint 

サーバー マッピ

ング 

SP 保存 S 

キャンセル C 

インデックス保

存先 

I 保存 S 

キャンセル C 

リストア先物理

デバイス 

P 保存 O 

キャンセル C 

戻る B 
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機能名とホット キー 

  次へ N 

  開始 ST 

キャンセル CX 

ジョブ モニター J 
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プラン マネージャー タブ 

[プラン マネージャー] タブ機能のホット キー リストは以下のとおりです。 

機能名とホット キー 

詳細の表示 

 

V 編集 E ストレージ ポリシー ZP 

ステージング ポリシー ZC 

カスタム データベース ZD 

操作コマンド ZO 

ホスト プロファイル HP 

VM スクリプト プロフ

ァイル 

VS 

保存 S 保存してテスト実行 T 

保存して実行 R 

保存 S 

名前を付けて保存 A 

キャンセル C 

プラン グループ P 

閉じる C 

編集 E ストレージ ポリシー ZP 

ステージング ポリシー ZC 

カスタム データベース ZD 

操作コマンド ZO 

ホスト プロファイル HP 

VM スクリプト プロフ

ァイル 

VS 

保存 S 保存してテスト実行 T 

保存して実行 R 

保存 S 

名前を付けて保存 A 

キャンセル C 

削除 D 

テスト実行 T 

ただちに実

行 

R OK O 

キャンセル C 
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付録 D: プラットフォーム バックアップ & リストアで対応し

ている SharePoint 2010 コンポーネント 

プラットフォーム バックアップ & リストアに対応している SharePoint 2010 Web パーツ、サービス アプリケー

ション、コンポーネントの詳細については、以下のセクションを参照してください。 

対応している Web パーツ 

コンテンツ データベース全体をバックアップした後でデータベース レベルのリストアを実行する場合には、Web パ

ーツのすべてがプラットフォーム バックアップ & リストアで使用可能です。 

プラットフォーム最小単位リストアを使用している場合、以下の表内の DocAve 6 プラットフォーム最小単位リ

ストアの対応・未対応の Web パーツを参照してください。 

Web パーツ 対応状況 

ビジネス データ ビジネス データ アクション ○ 

Business Data Connectivity フィルター ○ 

ビジネス データ アイテム ○ 

ビジネス データ リスト ○ 

ビジネス データ関連リスト ○ 

チャート Web パーツ ○ 

Excel Web Access ○ 

インジケーターの詳細 ○ 

ステータス リスト ○ 

Visio Web Access ○ 

お勧めのコンテンツ カテゴリ ○ 

クエリ結果 ○ 

関連ドキュメント ○ 

RSS ビューアー ○ 

サイトの集合表示 ○ 

カテゴリに属するサイト ○ 

概要リンク ○ 

目次 ○ 
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Web パーツ 対応状況 

Web Analytics の Web パーツ ○ 

WSRP ビューアー ○ 

XML ビューアー ○ 

フィルター [フィルターの適用] ボタン ○ 

選択フィルター ○ 

現在のユーザーによるフィルター ○ 

日付フィルター ○ 

ページ フィールド フィルター ○ 

クエリ文字列 (URL) フィルター ○ 

SharePoint リスト フィルター ○ 

テキスト フィルター ○ 

フォーム HTML フォームの Web パーツ ○ 

InfoPath フォーム Web パーツ ○ 

メディアとコンテンツ コンテンツ エディター ○ 

イメージ ビューアー ○ 

メディアの Web パーツ ○ 

ページ ビューアー ○ 

画像ライブラリ スライド ショーの Web パーツ ○ 

Outlook Web App 個人用の予定表 ○ 

個人用の連絡先 ○ 

受信トレイ ○ 

個人用メール フォルダー ○ 

マイ タスク ○ 

検索 高度な検索のボックス ○ 

中国語デュアル検索 ○ 

フェデレーション検索結果 ○ 

ひとの絞り込み検索 ○ 

ひとの検索ボックス ○ 

ひとの検索の主要結果 ○ 

検索結果の絞り込みパネル ○ 

関連するクエリ ○ 

検索操作リンク ○ 

検索ボックス ○ 
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Web パーツ 対応状況 

主要な検索結果 ○ 

検索ページ ○ 

検索の統計 ○ 

検索結果 ○ 

上位フェデレーション検索結果 ○ 

イベントのグループ作業 連絡先の詳細 
*注意: この Web パーツのユーザー関連プロパテ

ィは Web パーツと一緒にバックアップ･リストアされ

ます。 

○ 

メモ掲示板 ○ 

組織のブラウザー ○ 

サイトのユーザー ○ 

タグ クラウド ○ 

ユーザー タスク ○ 
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リストアで対応しているサービス アプリケーション 

DocAve 6 プラットフォーム リストアで対応している・対応していない SharePoint 2010 サービス アプリケー

ションの詳細については、以下の表を参照してください。 

サービス アプリケーシ

ョン 
サービス アプリケーションのデータベース 

元の場所へのリス

トアの対応状況 

別の場所へのリス

トアの対応状況 

Access Services 
データベースを含まないサービス アプリケーショ

ン 
○ ○ 

Application 

Registry Service 

Application Registry Service データベ

ース 
○ × 

Business Data 

Connectivity 

Service 

Bdc_Service_DB (Business Data 

Connectivity データベース) 
○ ○ 

Excel Services アプ

リケーション 

データベースを含まないサービス アプリケーショ

ン 
○ ○ 

Managed 

Metadata Service 

Managed Metadata 

Service_Database (サービス アプリケーシ

ョン データベース) 

○ ○ 

PerformancePoint 

Service アプリケーショ

ン 

PerformancePoint Service 

Application_Database 

(Microsoft.PerformancePoint.Scorec

ards.BIMonitoringServiceDatabase) 

○ ○ 
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サービス アプリケーシ

ョン 
サービス アプリケーションのデータベース 

元の場所へのリス

トアの対応状況 

別の場所へのリス

トアの対応状況 

Search Service 

Application 

Search_Service_Application_DB (管

理データベース) 

Search_Service_Application_CrawlS

toreDB (クロール データベース) 

Search_Service_Application_Propert

yStoreDB (プロパティ データベース) 

○ 

一部対応 
*注意: Search 

Service 

Application 

(Native) に対応

しています。

Search Service 

Application 

(FAST) には対応

していません。 

Secure Store 

Service 

Secure_Store_Service_DB (Secure 

Store Service データベース) 
○ ○ 

Security Token 

Service アプリケーショ

ン 

データベースを含まないサービス アプリケーショ

ン 
○ × 

State Service  
StateService_Database (State 

Service データベース設定) 
○ × 

Session State 

Service 
SessionStateService_Database 

○ × 
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サービス アプリケーシ

ョン 
サービス アプリケーションのデータベース 

元の場所へのリス

トアの対応状況 

別の場所へのリス

トアの対応状況 

User Profile 

Service 

Application 

User Profile Service 

Application_ProfileDB 

(Microsoft.Office.Server.Administrati

on.ProfileDatabase) 

User Profile Service 

Application_SyncDB(Microsoft.Office

.Server.Administration.Synchronizat

ionDatabase) 

User Profile Service 

Application_SocialDB 

(Microsoft.Office.Server.Administrati

on.SocialDatabase) 

○ ○ 

Visio Graphics 

Service 

データベースを含まないサービス アプリケーショ

ン 
○ ○ 

Web Analytics 

Service アプリケーショ

ン 

WebAnalyticsServiceApplication_Sta

gingDB (Web Analytics Staging デー

タベース) 

WebAnalyticsServiceApplication_Re

portingDB (Web Analytics 

Warehouse データベース) 

○ ○ 

Word Automation 

Services (Word 

Conversion 

Service) 

WordAutomationServices_Database 

(Microsoft.Office.Word.Server.Servic

e.QueueDatabase) 

○ ○ 

Lotus Notes 

Connector 
– × × 

Usage and Health 

data collection 

 

WSS_Logging 
○ × 
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サービス アプリケーシ

ョン 
サービス アプリケーションのデータベース 

元の場所へのリス

トアの対応状況 

別の場所へのリス

トアの対応状況 

Word Viewing 

Service 
– ○ 

○ 
*注意: リストア先

ファームに OWA を

インストールする必

要があります。 

PowerPoint 

Service アプリケーショ

ン 

– ○ 

○ 
*注意: リストア先

ファームに OWA を

インストールする必

要があります。 

Project Service ア

プリケーション 

データベースを含まないサービス アプリケーショ

ン 

プラットフォーム バックアップ & リストアは 

Project 2010 PWA サイトのデータベースを

バックアップ･リストアします: 

ProjectServer_Published 

ProjectServer_Draft 

ProjectServer_Archive 

ProjectServer_Reporting 

○ ○ 

SQL Server 

PowerPivot 

Service アプリケーショ

ン 

PowerpivotServiceApplication 一部対応 一部対応 

SQL Server 

Reporting Service 

Reporting Service データベース 

Reporting Service Alerting データベー

ス 

Reporting Service Temp データベース 

○ ○ 
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サービス アプリケーシ

ョン 
サービス アプリケーションのデータベース 

元の場所へのリス

トアの対応状況 

別の場所へのリス

トアの対応状況 

Subscription 

Settings Service ア

プリケーション 

Subscription Settings データベース ○ ○ 
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リストアで対応しているコンポーネント 

DocAve 6 プラットフォーム リストアで対応している・対応していない SharePoint 2010 コンポーネントの詳

細については、以下の表を参照してください。 

機能 
元の場所へのリスト

アで対応 

別の場所へのリスト

アで対応 
メモ 

構成データベース 

○ (データベース リス

トアのみが使用必

須) 

×  

全体管理 Web ア

プリケーション 

○ (データベース リス

トアのみが使用必

須) 

×  

管理コンテンツ デー

タベース 
○ ×  

Web アプリケーショ

ン 
一部対応 一部対応 

VSS はデータベース ファイルがネットシェ

アに保存されているデータベースのバックア

ップに対応していません。 

コンテンツ データベー

ス 

○  ○  
 

グローバル検索設定 
○  ○  ファーム レベルの検索設定およびクローラ

影響ルールに対応しています。 

SharePoint Help 

Search 
○ ×  

InfoPath Form 

Services 
○ ○ 

InfoPath Forms Services 設定およ

び InfoPath Forms Services フォー

ム テンプレートに対応しています。 

FBA データベース ○ × 

FBA データベースと WebApp IIS 設

定 (MemberShipProvider など) の 

Web.config の構成に対応しています。 
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機能 
元の場所へのリスト

アで対応 

別の場所へのリスト

アで対応 
メモ 

ソリューション ○ ○ 

• 元の場所へのリストアの場合、ソリュ

ーション管理でアップロードされるソリュ

ーションと状態のリストアに対応してい

ます。 

• 別の場所へのリストアの場合、ソリュ

ーション管理でアップロードされるソリュ

ーションのリストアに対応しています。

ソリューション管理でソリューション状

態のリストアには対応していません。 

FAST Search 

Server 2010 for 

SharePoint 

○  × 

DocAve プラットフォーム バックアップ & 

リストアは FAST コンポーネント、構成フ

ァイル、インデックス データなどをバックアッ

プします。FAST Search Server の手

動完全バックアップとリストアについては、

次のリンクを参照してください: 

http://technet.microsoft.com/ja-

jp/library/ff460221.aspx  

Knowledge Lake 

Imaging 
一部対応 ×  

BLOB ○ ○ ストレージ マネージャー BLOB データの

みが別の場所へリストアに対応していま

す。 

NewsGator ○ × 

Social Sites (NewsGator) 1.2 およ

び 2.5 は、DocAve 6 SP1 以降で対

応されています。 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ff460221.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ff460221.aspx


 285 

 
DocAve 6: プラットフォーム バックアップ & リストア 

 

機能 
元の場所へのリスト

アで対応 

別の場所へのリスト

アで対応 
メモ 

Nintex ワークフロー ○ × 

Nintex ワークフローは、元の場所 (バッ

クアップが行われている場所) へリストアす

ることができます。 

しかし、別の場所へプラットフォーム リス

トア を使用して他のファームへリストアす

ることはできません。 

ファーム レベル バック

アップとアイテム レベ

ル リストア 

○ ○ 

• プラットフォーム最小単位リストアを実

行する場合は、プラットフォーム最小

単位リストア インデックスを作成する

必要があります。  

• InstaMount 機能が使用可能で

す。  

Web フロントエンド 

サーバー 
○ ○ 

• IIS 設定 (フォーム認証、SSL 証明

書など) は Web フロントエンド サー

バーで個別に構成することができます

が、これらの設定は SharePoint に

保存されません。 

• SharePoint テンプレート ディレクト

リは、IIS extensions の記録用と

して最も重要なディレクトリです。

Web フロントエンド サーバーの機能

ファイルおよびサイト定義ファイルなど

のファイルは、このディレクトリに保存さ

れます。  

• DocAve プラットフォーム バックアップ 

& リストアでは、Web フロントエンド 

サーバーのファイル システムに存在す

るファイルをバックアップ・リストアするこ

ともできます。 
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付録 E: プラットフォーム バックアップ & リストアで対応し

ている SharePoint 2013 コンポーネント 

プラットフォーム バックアップ & リストアに対応している SharePoint 2013 Web パーツ、サービス アプリケー

ション、コンポーネントの詳細については、以下のセクションを参照してください。 

対応している Web パーツ 

コンテンツ データベース全体をバックアップした後でデータベース レベルのリストアを実行する場合には、Web パ

ーツのすべてがプラットフォーム バックアップ & リストアで使用可能です。 

プラットフォーム最小単位リストアを使用している場合、以下の表内の DocAve 6 プラットフォーム最小単位リ

ストアの対応している・対応していない Web パーツを参照してください。 

Web パーツ 対応状況 

ビジネス データ ビジネス データ アクション ○ 

Business Data Connectivity フィルター ○ 

ビジネス データ アイテム ○ 

ビジネス データ リスト ○ 

ビジネス データ関連リスト ○ 

チャート Web パーツ ○ 

Excel Web Access ○ 

インジケーターの詳細 ○ 

ステータス リスト ○ 

Visio Web Access ○ 

お勧めのコンテンツ カテゴリ ○ 

コンテンツ検索 ○ 

関連ドキュメント ○ 

RSS ビューアー ○ 

サイトの集合表示 ○ 

カテゴリに属するサイト ○ 

WSRP ビューアー ○ 

XML ビューアー ○ 
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Web パーツ 対応状況 

フィルター [フィルターの適用] ボタン ○ 

選択フィルター ○ 

現在のユーザーによるフィルター ○ 

日付フィルター ○ 

ページ フィールド フィルター ○ 

クエリ文字列 (URL) フィルター ○ 

SharePoint リスト フィルター ○ 

テキスト フィルター ○ 

フォーム HTML フォームの Web パーツ ○ 

InfoPath フォーム Web パーツ ○ 

メディアとコンテンツ コンテンツ エディター ○ 

イメージ ビューアー ○ 

メディアの Web パーツ ○ 

ページ ビューアー ○ 

画像ライブラリ スライド ショーの Web パーツ ○ 

検索 検索ボックス ○ 

検索結果 ○ 

絞り込み ○ 

イベントのグループ作業 連絡先の詳細 
*注意: この Web パーツのユーザー関連プロパテ

ィは Web パーツと一緒にバックアップ･リストアされ

ます。 

○ 

メモ掲示板 ○ 

組織のブラウザー ○ 

サイトのユーザー ○ 

タグ クラウド ○ 

ユーザー タスク ○ 

 

リストアで対応しているサービス アプリケーション 

DocAve 6 プラットフォーム リストアで対応している・対応していない SharePoint 2013 サービス アプリケー

ションの詳細については、以下の表を参照してください。 
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サービス アプリケーシ

ョン 

サービス アプリケーションのデータベ

ース 

元の場所へのリス

トアで対応 

別の場所へのリス

トアで対応 

Access Services データベースを含まないサービス アプリ

ケーション 

○ ○ 

Access Services 

2010 

データベースを含まないサービス アプリ

ケーション 

○ ○ 

App Management 

Service 

AppMng_Service_DB (アプリ管

理データベース) 

○ ○ 

Business Data 

Connectivity 

Service 

Bdc_Service_DB (Business 

Data Connectivity データベース) 

○ ○ 

Excel Services アプ

リケーション 

データベースを含まないサービス アプリ

ケーション 

○ ○ 

Lotus Notes 

Connector 

– × × 

Managed 

Metadata Service 

Managed Metadata 

Service_Database (サービス アプ

リケーション データベース) 

○ ○ 

Machine 

Translation 

Service アプリケーショ

ン 

Machine Translation Service デ

ータベース 

○ × 

PerformancePoint 

Service アプリケーショ

ン 

PerformancePoint Service 

Application_Database 

(Microsoft.PerformancePoint.S

corecards.BIMonitoringService

Database) 

○ ○ 

PowerPoint 

Conversion 

Service 

Application 

データベースを含まないサービス アプリ

ケーション 

○ ○ 

Project Service ア

プリケーション  

データベースを含まないサービス アプリ

ケーション 

○ ○ 
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サービス アプリケーシ

ョン 

サービス アプリケーションのデータベ

ース 

元の場所へのリス

トアで対応 

別の場所へのリス

トアで対応 

プラットフォーム バックアップ & リストア

は Project 2013 PWA サイトのデ

ータベースをバックアップ･リストアします: 

ProjectWebApp 

 

Search Service 

Application 

Search_Service_Application_D

B (管理データベース) 

Search_Service_Application_A

nalyticsReportingStoreDB (分

析レポート データベース) 

Search_Service_Application_C

rawlStoreDB (クロール データベー

ス) 

Search_Service_Application_Li

nksStoreDB (リンク データベース) 

○ ○ 

Secure Store 

Service 

Secure_Store_Service_DB 

(Secure Store Service データベー

ス) 

○ ○ 

Security Token 

Service アプリケーショ

ン 

データベースを含まないサービス アプリ

ケーション 

○ × 

Session State 

Service 

SessionStateService_Database ○ × 

State Service  StateService_Database (State 

Service データベース設定) 

○ × 

Subscription 

Settings Service ア

プリケーション 

Subscription Settings データベー

ス 

○ ○ 

SQL Server 

Reporting Service 

Reporting Service データベース 

Reporting Service Alerting デー

タベース 

Reporting Service Temp データ

ベース 

○ ○ 
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サービス アプリケーシ

ョン 

サービス アプリケーションのデータベ

ース 

元の場所へのリス

トアで対応 

別の場所へのリス

トアで対応 

SQL Server 

PowerPivot 

Service アプリケーショ

ン 

PowerpivotServiceApplication ○ ○ 
*注意: 

PowerPivot for 

SharePoint をリス

トア先ファームにイン

ストールする必要が

あります。 

Usage and Health 

data collection 

WSS_Logging ○ × 

User Profile 

Service 

Application  

User Profile Service 

Application_ProfileDB 

(Microsoft.Office.Server.Admin

istration.ProfileDatabase) 

User Profile Service 

Application_SyncDB 

(Microsoft.Office.Server.Admin

istration.SynchronizationDatab

ase) 

User Profile Service 

Application_SocialDB 

(Microsoft.Office.Server.Admin

istration.SocialDatabase) 

○ ○ 

Visio Graphics 

Service 

データベースを含まないサービス アプリ

ケーション 

○ ○ 

Word Automation 

Services (Word 

Conversion 

Service) 

WordAutomationServices_Dat

abase 

(Microsoft.Office.Word.Server.

Service.QueueDatabase) 

○ ○ 

Workflow Service 

プロキシ (Workflow 

Service アプリケーショ

ン プロキシ) 

– ○ × 
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サービス アプリケーシ

ョン 

サービス アプリケーションのデータベ

ース 

元の場所へのリス

トアで対応 

別の場所へのリス

トアで対応 

Work 

Management 

Service 

データベースを含まないサービス アプリ

ケーション 

○ × 
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リストアで対応しているコンポーネント 

DocAve 6 プラットフォーム リストアで対応している・対応していない SharePoint 2013 コンポーネントの詳

細については、以下の表を参照してください。 

機能 元の場所への

リストアで対応 

別の場所への

リストアで対応 

メモ 

Web アプリケーション 一部対応 一部対応 VSS はデータベース ファイルがネットシェア

に保存されているデータベースのバックアップ

に対応していません。 

構成データベース ○ (データベー

ス リストアのみ

が使用必須) 

×  

全体管理 Web アプリ

ケーション 

○ (データベー

ス リストアのみ

が使用必須) 

×  

ソリューション ○ ○ 元の場所へのリストアの場合、ソリューション

管理でアップロードされるソリューションと状

態のリストアに対応しています。 

InfoPath Form 

Services 

○  ○  InfoPath Forms Services 設定および 

InfoPath Forms Services フォーム テ

ンプレートに対応しています。 

グローバル サイト テンプ

レート 

○  ○   

カスタム データベース ○ ×  

Web フロントエンド サー

バー 

○  ○   

アイテム レベル リストア ○  ○  • プラットフォーム最小単位リストアを

実行する場合は、プラットフォーム

最小単位リストア インデックスを作

成する必要があります。  

• InstaMount 機能が使用可能で

す。 
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機能 元の場所への

リストアで対応 

別の場所への

リストアで対応 

メモ 

FBA データベース ○ × FBA データベースと WebApp IIS 設定 

(MemberShipProvider など) の 

Web.config の構成に対応しています。 

BLOB ○  ○  ストレージ マネージャー BLOB データのみ

が別の場所へリストアに対応しています。 

NewsGator ○ × Social Sites (NewsGator) 4.0 for 

SharePoint 2013 は、DocAve 6 SP4 

以降で対応されています。Social Sites 

(NewsGator) 5.0 for SharePoint 

2013 は、DocAve 6 SP6 以降で対応

されています。 

Nintex ワークフロー ○ × 

Nintex ワークフローは、元の場所 (バック

アップが行われている場所) へリストアするこ

とができます。しかし、別のプラットフォーム

場所へリストア を使用して他のファームへリ

ストアすることはできません。 
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付録 F: プラットフォーム バックアップ & リストアで対応し

ている SharePoint 2013 ソーシャル機能 

DocAve プラットフォーム バックアップ & リストアで対応している・対応していない SharePoint 2013 ソーシ

ャル機能の詳細については、以下の表を参照してください。 

ソーシャル機能 粒度レベル リス

トア 

データベース レ

ベル リストア 

コメント 

個人用サイト ○ ○  

SkyDrive Pro (OneDrive for 

Business) 

○ ○  

ブログ ○ ○  

タグ × ○ タグはシステム用語として 

Managed Metadata 

Service に保存されてい

ます。タグは Managed 

Metadata Service と

一緒にリストアする必要が

あります。 

ミニブログとフィード 投稿 ○ ○  

返信 ○ ○  

いいね ○ ○  

画像 × ○  

リンク ○ ○  

@ × ○  

メンション × ○  

タグ × ○ タグは Managed 

Metadata Service と

一緒にリストアする必要が

あります。 

フォロー ユーザー ○ ○  

サイト ○ ○  

ドキュメント ○ ○  
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ソーシャル機能 粒度レベル リス

トア 

データベース レ

ベル リストア 

コメント 

タグ × ○ タグは Managed 

Metadata Service と

一緒にリストアする必要が

あります。 

コミュニティ サイト カテゴリ ○ ○  

ディスカッショ

ン掲示板 

○ ○  

メンバー ○ ○  

バッジ ○ ○  

評価 ○ ○  

ベスト リプラ

イ 

○ ○  

質問 ○ ○  

コミュニティ設

定 

○ ○  

コミュニティ ポータル ○ ○  
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付録 G: プラットフォーム バックアップ & リストアで対応し

ている SharePoint 2016 コンポーネント 

プラットフォーム バックアップ & リストアで対応している・対応していない SharePoint 2016 コンポーネントの

詳細については、以下の表を参照してください。 

コンポーネント 元の場所へリストアの対応状

況 

別の場所へリストアの対応状

況 

Access Service ○ ○ 

Access Service 2010 ○ ○ 

App Management Service ○ ○ 

Business Data 

Connectivity Service 

○ ○ 

Machine Translation 

Service 

○ × 

Managed Metadata 

Service 

○ ○ 

PerformancePoint Service ○ ○ 

PowerPoint Conversion 

Service 

○ ○ 

Secure Store Service ○ ○ 

State Service ○ × 

Usage and Health Service ○ × 

User Profile Service ○ ○ 

Visio Graphics Service ○ ○ 

Subscription Service ○ ○ 

Word Automation ○ ○ 

Workflow Service ○ × 

ソリューション  ○ ○ 

InfoPath Service ○ ○ 

FBA  ○ × 
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コンポーネント 元の場所へリストアの対応状

況 

別の場所へリストアの対応状

況 

グローバル サイト テンプレート ○ ○ 

Web フロントエンド サーバー ○ ○ 

構成データベース ○ × 

管理コンテンツ データベース ○ × 

Web アプリケーション ○ ○ 

ライセンスの機能へのマッピング ○ × 

グローバル検索設定 ○ ○ 

Session State Service ○ × 

カスタム データベース ○ × 

BLOB ○ ストレージ マネージャー BLOB デ

ータのみが別の場所へリストアに

対応しています。 

Project Server Service アプ

リケーション 

○ ○ 

Search Service Application ○ ○ 

Nintex ワークフロー ○ ○ 
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付録 H: SharePoint オブジェクトのセキュリティとプロ

パティ  

各 SharePoint オブジェクトのセキュリティとプロパティの詳細情報については、以下の表を参照してください。 

タイプ 
SharePoint 

オブジェクト 
指定されたタイプの SharePoint オブジェクトの属性 

セキュリ

ティ 

サイト コレクション サイト コレクションのユーザーとグループ 

サイト ユーザーとその権限のマッピング、アクセス許可レベル、グループ、ユーザー 

リスト ユーザーとその権限のマッピング、ユーザー、グループ 

フォルダー / アイ

テム / ファイル 
ユーザーとその権限のマッピング、ユーザー、グループ 

プロパテ

ィ 

サイト コレクション 
サイト コレクションの作成に使用する基本情報、サイト コレクションの他の情

報、サイト機能 

サイト 

サイトの作成に使用する基本情報、サイトの他の情報、サイト列、サイト コン

テンツ タイプ、ナビゲーション、サイト機能、サイトのユーザー アクションのトリガ

ー 

リスト 
リストの作成に使用する基本情報、リストの他の情報、リスト列、リスト コンテ

ンツ タイプ、サイトのユーザー アクションのトリガー、通知 

フォルダー / アイ

テム / ファイル 
フォルダー / アイテム / ファイル、通知のプロパティ 
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付録 I: 構成ファイルの詳細設定 

AgentCommonWrapperConfig.config 

AgentCommonWrapperConfig.config ファイルを編集して、SharePoint プロパティ バッグのカスタ

ム プロパティをリストアするかどうかを構成します。  

DocAve エージェントをインストールしたコンピューターに移動して …\AvePoint\DocAve6\Agent\bin 

ディレクトリを開き、AgentCommonWrapperConfig.config ファイルを指定します。 

指定 Web プロパティのリストア 

AgentCommonWrapperConfig.config ファイルを開き、WrapperCommon ノードを指定しま

す。このノードで、<RestoredAllWebProperties>False</RestoredAllWebProperties> ノ

ードと <SpecialWebPropertyNames></SpecialWebPropertyNames> ノードを指定しま

す。これらの 2 件のノードは、初回のアイテム レベルのプラットフォーム バックアップ & リストア ジョブ実行時に、

構成ファイルに自動的に追加されます。  

• プロパティ バッグ内のカスタム プロパティをリストアしない場合は、既定の False 値を使用して

ください。False 値を使用すると、SpecialWebPropertyNames ノードに指定のカスタ

ム プロパティを追加することもできます。ここで指定したカスタム プロパティに対してリストアが実

行されます。カスタム プロパティを区切る必要がある場合は、セミコロン記号を使用してくださ

い。<SpecialWebPropertyNames>property1; property 2; 

property3</SpecialWebPropertyNames> のように入力します。なお、プロパテ

ィ バッグの build-in プロパティはすべてリストアされます。 

• カスタム プロパティと build-in プロパティを含めてすべてのプロパティをリストアする場合は、

False を True に変更してください。True 値を使用すると、

SpecialWebPropertyNames ノードに指定のプロパティを追加することができますが、こ

こで指定したプロパティはリストアされません。 

SP2010PlatformConfiguration.xml 

SP2010Configuration.xml ファイルを編集して別の機能をトリガーします。 
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DocAve エージェントをインストールしたコンピューターに移動して 

…\AvePoint\DocAve6\Agent\data\SP2010\Platform ディレクトリを開き、

SP2010Configuration.xml ファイルを指定します。 

並列でバックアップするエージェントのコントロール 

既定では、SharePoint サーバー上のすべてのエージェントは並列でバックアップを実行します。この方法を使

用すると、バックアップ パフォーマンスが向上します。エージェントにシリアルでバックアップを実行させる場合、すべ

ての SharePoint サーバー エージェントで SP2010Configuration.xml ファイルを変更します。  

SP2010Configuration.xml ファイルを開き、<BackupConfig> ノードを指定します。このノードで 

IsAgentConcurrent="true" 属性を検索します。既定値 true を false に変更して並列でバックア

ップするエージェントを無効にします。  

エージェントの同時にアクセスできるスレッドの最大数の構成 

既定では、1 件のエージェントが同時にアクセスできるスレッドの最大数は 5 件です。エージェントの同時にアク

セスできるスレッドの最大数は SP2010Configuration.xml ファイルで構成することができます。  

SQL サーバーまたはインデックス サーバーにインストールしたエージェント内の 

SP2010Configuration.xml ファイルを開いて、<BackupConfig> ノードを検索します。ノードで 

MaxConcurrentThreadsCount="5" 属性を検索します。MaxConcurrentThreadsCount 

の値を 3~5 の間に設定することを推奨します。  

メディアへの接続設定の構成 

SP2010Configuration.xml ファイルを開いて、FarmLevel ノードを指定します。このノードで 

networkTimeOut および mediaRetryTimes 属性を検索します。  

• networkTimeOut – メディア サービス サーバーに接続するセッション タイムアウトを定義

する属性です。この属性値の単位は秒です。  

• mediaRetryTimes – メディア サービス サーバーに再接続する時刻を定義する属性で

す。  
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バックアップするファイルとフォルダーの最大数の構成 

SP2010Configuration.xml ファイルを開いて、FarmLevel ノード配下の 

<WFEConfig></WFEConfig> 子ノードを検索します。このノード内の BackupBufferSize 属性

は同時にバックアップできるファイルとフォルダーの最大数を定義します。既定の値は 10000 です。ファイルとフォ

ルダーの件数がこの値を超過すると、一括でバックアップされます。  

インデックスの生成オプションの構成 

SP2010Configuration.xml ファイルを開いて、FarmLevel ノード配下の 

<VDBSupportGenerateIndexConfig></VDBSupportGenerateIndexConfig> 子ノー

ドを検索します。supportGenerateIndex 属性を構成するには、以下の説明を参照してください。  

• True – supportGenerateIndex 属性の既定値は true です。この場合に、インデッ

クスは仮想データベースで生成されます。  

• False – supportGenerateIndex 属性の値を false に設定すると、インデックスはプ

ラットフォーム バックアップ ジョブの実行時にデータベースで、メンテナンス ジョブの実行時に一

時データベースで生成されます。  

トランザクション ログの縮小 

SP2010Configuration.xml ファイルを開いて、FarmLevel ノードを指定します。このノードで 

ShrinkLogAfterBackup および ShrinkLogThreshold 属性を検索します。以下の属性を構成し

ます。    

• ShrinkLogAfterBackup – 増分バックアップ後にトランザクション ログを切り捨てる場

合、False を True に変更します。    

• ShrinkLogThreshold – この属性の値は、解放できる容量に従って切り替え機能をトリ

ガーするタイミングを決定します。 

例: 

値が 0.8 である場合、切り替え機能はストレージ容量の 80% を解放できる場合にトリガー

されます。    
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複数リストア ジョブの並列実行の有効化 

SP2010Configuration.xml ファイルを編集して、バックアップ サイクルで 完全バックアップ および 増分

バックアップ タイプのみを使用したバックアップ ジョブに対して複数リストア ジョブの並列実行を有効にすることが

できます。  

DocAve エージェントに対してこの機能を有効にするには、以下の説明を参照してください。  

 エージェント サーバーで SP2010Configuration.xml ファイルを開きます。 

 <RestoreConfig> ノードを検索します。  

 <RestoreConfig> ノードで IsSupportMultipleRestoreJobs 属性を検索します。既定

では、IsSupportMultipleRestoreJobs の値は false です。  

 IsSupportMultipleRestoreJobs の値を true に変更します。  

*注意: IsSupportMultipleRestoreJobs の値が true である場合、以下のバックアップ ジョ

ブのメンテナンスはデータベース バックアップ データの検証に失敗します。  

• 差分バックアップ ジョブ  

• バックアップ サイクルで差分バックアップ ジョブ後に実行する増分バックアップ ジョブ 

 SP2010Configuration.xml ファイルを保存します。  

PlatformRecoveryConfig.Config 

…\AvePoint\DocAve6\Manager\Control\Config\ PlatformRecoveryConfig ディレクトリで 

PlatformRecoveryConfig.Config ファイルを作成して、後続の増分バックアップ ジョブを完全バックアッ

プ ジョブに変更することができます。  

増分バックアップ ジョブの完全バックアップ ジョブへの変更 

PlatformRecoveryConfig.Config ファイルを作成する方法については、以下の説明を参照してくださ

い。  

 メモ帳に以下の構成情報を入力します。  
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<Configurations> 

<Configuration name="ForceFullEnable" support ="true"/> 

</Configurations> 

 …\AvePoint\DocAve6\Manager\Control\Config\ PlatformRecoveryConfig ディレク

トリ配下にファイルを PlatformRecoveryConfig.Config ファイルとして保存します。  
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付録 J: カスタム サポート テーブル 

*注意: 指定のリストア粒度レベルでコンテンツをリストアする前に、より高レベルの関連する SharePoint オブジェクトが、ファーム レベルまたはデータベース レベルでリストアされることを確認してください。例えば、カスタム機能を正しく使用する場合、

この機能で使用された SharePoint コンテンツをリストアする前に、カスタム機能 ノードでバックアップ済み機能をリストアする必要があります。  

○ はこのレベルでリストアが 対応される ことを示し、空白はこのレベルでリストアが 対応されない ことを示します。 

リストア対象                       リストア レベル 
ファーム レベ

ル 

データベ

ース レベ

ル 

指定の粒度レベルのプラットフォーム リス

トア 

メモ リストア時の選択対象 サイト コレ

クション レ

ベル 

サイト 

レベル 

フォル

ダー レ

ベル 

アイテ

ム レベ

ル 

アイテム 

バージョ

ン レベル 

SharePoint 全体管理と SharePoint 構成

データベース 
○ ○      

SharePoint 構成データベースが選択されている場合に 

SharePoint サーバーの全体管理コンテンツ データベースは自動的

に選択されます。これらのデータベースは データベース リストアのみ 

オプションが有効になっている 元の場所へリストア または 元のデー

タベースのリストア 方法のみを使用してリストアすることができます。 

データベース リストアのみ オプションが選択されていない場合、リス

トアを選択しても、リストア ジョブでこれらのノードはスキップされます。 
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リストア対象                       リストア レベル 
ファーム レベ

ル 

データベ

ース レベ

ル 

指定の粒度レベルのプラットフォーム リス

トア 

メモ リストア時の選択対象 サイト コレ

クション レ

ベル 

サイト 

レベル 

フォル

ダー レ

ベル 

アイテ

ム レベ

ル 

アイテム 

バージョ

ン レベル 

ソリューション ○ ○       

 

InfoPath Form Services  

 

○ ○       
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リストア対象                       リストア レベル 
ファーム レベ

ル 

データベ

ース レベ

ル 

指定の粒度レベルのプラットフォーム リス

トア 

メモ リストア時の選択対象 サイト コレ

クション レ

ベル 

サイト 

レベル 

フォル

ダー レ

ベル 

アイテ

ム レベ

ル 

アイテム 

バージョ

ン レベル 

ライセンスの機能へのマッピング ○       
この機能は SharePoint 2013 および SharePoint 2016 で使

用可能です。 

 

SharePoint Server State Service ○ ○       
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リストア対象                       リストア レベル 
ファーム レベ

ル 

データベ

ース レベ

ル 

指定の粒度レベルのプラットフォーム リス

トア 

メモ リストア時の選択対象 サイト コレ

クション レ

ベル 

サイト 

レベル 

フォル

ダー レ

ベル 

アイテ

ム レベ

ル 

アイテム 

バージョ

ン レベル 

Web アプリケーション ○ ○      

 元の場所へ リストアで、既存の対象 Web アプリケーション

を同じ名前のバックアップ済み Web アプリケーションで上書きす

る場合、対象 Web アプリケーションのコンテンツ データベースは

削除され、バックアップのコンテンツ データベースに置き換えられ

ます。ただし、対象 Web アプリケーションのプロパティは削除さ

れません。 

 拡張ゾーンの Web アプリケーションについては、[他のゾー

ンの情報を表示] をクリックし、拡張ゾーンを構成することができ

ます。 
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リストア対象                       リストア レベル 
ファーム レベ

ル 

データベ

ース レベ

ル 

指定の粒度レベルのプラットフォーム リス

トア 

メモ リストア時の選択対象 サイト コレ

クション レ

ベル 

サイト 

レベル 

フォル

ダー レ

ベル 

アイテ

ム レベ

ル 

アイテム 

バージョ

ン レベル 

コンテンツ データベース ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

機能をファーム レベル、データベース レベル、サイト コレクション レベ

ル、サイト レベルでリストアすることができます。ただし、サイト コレクシ

ョン レベルおよびサイト レベルでリストアする場合、DocAve はこの

機能の既存状態と使用状態のみをリストアしますが、

…\Common Files\Microsoft Shared\Web Server 

Extensions\14\TEMPLATE\FEATURES に存在する、機能

の物理ファイルはリストアしません。 

 

コンテンツ タイプを含むサイト ○ ○ ○ ○    
サイト / サイト コレクションのコンテンツ タイプは、サイト / サイト コレ

クションと一緒にリストアされます。  
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リストア対象                       リストア レベル 
ファーム レベ

ル 

データベ

ース レベ

ル 

指定の粒度レベルのプラットフォーム リス

トア 

メモ リストア時の選択対象 サイト コレ

クション レ

ベル 

サイト 

レベル 

フォル

ダー レ

ベル 

アイテ

ム レベ

ル 

アイテム 

バージョ

ン レベル 

コンテンツ タイプを含むリスト ○ ○ ○ ○ ○   リストのコンテンツ タイプは、リストと一緒にリストアされます。  

 

SharePoint Built-in ワークフロー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

ワークフローをリストアする場合、ツリー上でこのワークフローに関連付

けられている SharePoint オブジェクトを選択し、ワークフロー定義

を含む / ワークフロー インスタンスを含む のチェックボックスをオンに

する必要があります (データベース全体をリストアする場合、ワークフ

ローはデータベースと一緒にリストアされるため、これらのオプションは

表示されません)。 

詳細については、付録 J の注意事項 を参照してください。 

 



 

310  

 
DocAve 6: プラットフォーム バックアップ & リストア 

 

リストア対象                       リストア レベル 
ファーム レベ

ル 

データベ

ース レベ

ル 

指定の粒度レベルのプラットフォーム リス

トア 

メモ リストア時の選択対象 サイト コレ

クション レ

ベル 

サイト 

レベル 

フォル

ダー レ

ベル 

アイテ

ム レベ

ル 

アイテム 

バージョ

ン レベル 

SharePoint Designer カスタマイズ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

SharePoint Designer カスタマイズは、コンテンツ データベースで

選択されているコンテンツと一緒にリストアされます。  

 

*注意: カスタム アクションはコンテンツ データベースに保存されま

す。SharePoint Designer ワークフローのカスタム アクションをリス

トアする場合、プラットフォーム リストアを使用してデータベース レベル

で関連するコンテンツ データベースをリストアします。  

該当なし 

Web パーツ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 Web パーツをリストアするには、バックアップ ツリーで選択し

たコンテンツに、リストアする Web パーツが含まれていることを確

認してください。 

 ツリーで選択するコンテンツは、ページとページ バージョン レ

ベルが最小単位です。 

なし 

管理されたメタデータを含むリストとアイテム ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

管理されたメタデータ用語セットを使用するアイテムをリストアする場

合、関連する管理されたメタデータ サービスがデータベース レベルで

正しくリストアされていることを確認します。正しくリストアされていない

場合、このアイテムを指定の管理されたメタデータ用語セットに関連

付けることはできません。 

なし 

カスタム テンプレートを含むサイト ○ ○ ○ ○    

SharePoint built-in サイト テンプレート (通常は [テンプレートと

してサイトを保存]) から作成されているカスタム テンプレートは、サイ

トと一緒にリストアされます。  

カスタム テンプレートがユーザーによって作成されている場合、プラット

フォーム リストア ジョブの後に使用できなくなることがあります。これ

は、テンプレートごとに開発の状況が異なること、テンプレートは作成

者であるユーザーの要件を満たすように作られているためです。 

なし 
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リストア対象                       リストア レベル 
ファーム レベ

ル 

データベ

ース レベ

ル 

指定の粒度レベルのプラットフォーム リス

トア 

メモ リストア時の選択対象 サイト コレ

クション レ

ベル 

サイト 

レベル 

フォル

ダー レ

ベル 

アイテ

ム レベ

ル 

アイテム 

バージョ

ン レベル 

SPUserCode V4 ○ ○      

タイプ: Microsoft SharePoint Foundation Sandboxed 

Code Service  

説明: Sandboxed Code Service の設定 

 

グローバル検索設定 

 

○ ○       
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リストア対象                       リストア レベル 
ファーム レベ

ル 

データベ

ース レベ

ル 

指定の粒度レベルのプラットフォーム リス

トア 

メモ リストア時の選択対象 サイト コレ

クション レ

ベル 

サイト 

レベル 

フォル

ダー レ

ベル 

アイテ

ム レベ

ル 

アイテム 

バージョ

ン レベル 

SharePoint Foundation ヘルプ検索 

 

 

○ ○      

タイプ: インデックス ファイルとデータベース  

説明: Microsoft SharePoint Foundation の検索インスタンス 
*注意: SharePoint Foundation ヘルプ検索は SharePoint 

2010 で使用可能です。 
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リストア対象                       リストア レベル 
ファーム レベ

ル 

データベ

ース レベ

ル 

指定の粒度レベルのプラットフォーム リス

トア 

メモ リストア時の選択対象 サイト コレ

クション レ

ベル 

サイト 

レベル 

フォル

ダー レ

ベル 

アイテ

ム レベ

ル 

アイテム 

バージョ

ン レベル 

Search Service Application ○ ○      

 Search Service 設定: SharePoint に存在しない仮想

ノードで、以下のコンポーネントが含まれます。 

• コンテンツ ソース 

• クロール ルール 

• ファイル タイプ 

• クロール影響ルール 

• 認証ページ 

• フェデレーション場所 

• メタデータのプロパティ 

• 範囲 

 Search Service 設定 ノードは、Search Service 

Application のプロパティをバックアップします。別の場所へのリ

ストアを実行すると、このノードは Search Service 

Application へのみリストアされます。 

 エクスポート済みフェデレーション場所のリストア で、[いい

え] を選択すると、プロパティをバックアップし、バックアップしたプ

ロパティをリストアします。[はい] を選択すると、フェデレーション

場所を エクスポート し、その場所を インポート します。 

 インデックスのパーティションとクエリ コンポーネント: サーバー 

ドロップダウン リストに、検索サービス インスタンス を実行でき

るすべての SharePoint サーバーが表示されます。このサービ

スが有効になっているか無効になっているかに関係なく、サービス

は正常にリストアすることができます。リストア後、検索サービス 

が指定された SharePoint サーバーで開始されます。 
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リストア対象                       リストア レベル 
ファーム レベ

ル 

データベ

ース レベ

ル 

指定の粒度レベルのプラットフォーム リス

トア 

メモ リストア時の選択対象 サイト コレ

クション レ

ベル 

サイト 

レベル 

フォル

ダー レ

ベル 

アイテ

ム レベ

ル 

アイテム 

バージョ

ン レベル 

Managed Metadata Service アプリケーショ

ン 
○ ○      

 http (IISWebServiceEndPoint) および https 

(IISWebServiceEndPoint) は、IIS Web サービスのエ

ンドポイント グループです。SharePoint では、サービス アプリ

ケーション エンドポイント グループ とも呼ばれます。  

 データベースまたはプロキシを含まないサービス アプリケーショ

ン: Access Services サービス アプリケーション、Excel 

Services アプリケーション、Visio Graphics サービス アプリケ

ーション。 

 サービス アプリケーション プロキシをリストアする場合、新しい

プロキシは同じ名前および同じタイプで対象ファームに作成さ

れ、すべての SharePoint がリストア・保存されます。 

別の場所へ のリストアでは、サービス アプリケーション プロキシ

はサービス アプリケーションと一緒にリストアするか、または単独

でリストアすることができます。 

• 指定したアプリケーションへ接続する ドロップダウン リスト

にすべての同じタイプのリストア先サービス アプリケーションが

表示され、リストアするアプリケーションを 1 件選択すること

ができます。 

• ファーム / アプリケーションのアドレス を入力する際に、

他のファームで発行された共有サービス アプリケーションの 

URL を入力する必要があります。 

• 既定プロキシ リスト エリアで、[はい] を選択すると、別の

場所へのリストアの完了後、プロキシがリストア先の既定プ

ロキシ グループに追加されます。[いいえ] を選択すると、

追加されません。 
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リストア対象                       リストア レベル 
ファーム レベ

ル 

データベ

ース レベ

ル 

指定の粒度レベルのプラットフォーム リス

トア 

メモ リストア時の選択対象 サイト コレ

クション レ

ベル 

サイト 

レベル 

フォル

ダー レ

ベル 

アイテ

ム レベ

ル 

アイテム 

バージョ

ン レベル 

SharePoint 2010 ファームの FAST 

Search Server 
○ ○      これは SharePoint 2010 でのみ使用可能な機能です。  
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リストア対象                       リストア レベル 
ファーム レベ

ル 

データベ

ース レベ

ル 

指定の粒度レベルのプラットフォーム リス

トア 

メモ リストア時の選択対象 サイト コレ

クション レ

ベル 

サイト 

レベル 

フォル

ダー レ

ベル 

アイテ

ム レベ

ル 

アイテム 

バージョ

ン レベル 

NewsGator Social Site 2010 ○ ○      

プラットフォーム バックアップ & リストアは SharePoint 2010 用 

NewsGator 1.2 および 2.5、SharePoint 2013 用 

NewsGator 4.0 および 5.0 に対応しています。 

 

先に NewsGator Social Site をリストア先ファームにインストール

しておく必要があります。 

NewsGator Social Site をアンインストールしており、かつこのサイ

トをリストアする場合は、すべてのノードが選択されていることを確認

していください。   

NewsGator Social Site をリストアする場合、元の場所へ および 

元のデータベースのリストア リストア タイプのみが有効になっていま

す。 

NewsGator Service がファームに存在する場合、上書きする を

選択して古いファイルを上書きします。NewsGator Service がア

ンインストールされた場合は、上書きする または スキップする を使

用することができます。 
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リストア対象                       リストア レベル 
ファーム レベ

ル 

データベ

ース レベ

ル 

指定の粒度レベルのプラットフォーム リス

トア 

メモ リストア時の選択対象 サイト コレ

クション レ

ベル 

サイト 

レベル 

フォル

ダー レ

ベル 

アイテ

ム レベ

ル 

アイテム 

バージョ

ン レベル 

Nintex Workflow 2010 ○ ○      

先に Nintex Workflow 2010 または Nintex Workflow 

2013 をリストア先ファームにインストールしておく必要があります。 

Nintex ワークフローをリストアする場合、元の場所へ および 元のデ

ータベースのリストア リストア タイプのみが有効になっています。 

Nintex ワークフローがファームに存在する場合、上書きする を選択

して古いファイルを上書きします。Nintex ワークフローが削除された

場合は、上書きする または スキップする を使用することができま

す。 
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リストア対象                       リストア レベル 
ファーム レベ

ル 

データベ

ース レベ

ル 

指定の粒度レベルのプラットフォーム リス

トア 

メモ リストア時の選択対象 サイト コレ

クション レ

ベル 

サイト 

レベル 

フォル

ダー レ

ベル 

アイテ

ム レベ

ル 

アイテム 

バージョ

ン レベル 

KnowledgeLake Imaging 2010 ○ ○      

これは SharePoint 2010 でのみ使用可能な機能です。 

 先に KnowledgeLake Imaging 2010 をリストア先ファ

ームにインストールしておく必要があります。KnowledgeLake 

Imaging コンポーネントをバックアップ･リストアするには、

KnowledgeLake Imaging サービス アプリケーション ソリュ

ーションを SharePoint ファームの各サーバーに展開する必要

があります。 

 KnowledgeLake Imaging 2010 をリストアする場合、

元の場所へ および 元のデータベースのリストア リストア タイプ

のみが有効になっています。 

 KnowledgeLake Imaging がファームに存在する場合、

上書きする を選択して古いファイルを上書きします。

KnowledgeLake Imaging が削除された場合は、上書き

する または スキップする を使用することができます。 
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リストア対象                       リストア レベル 
ファーム レベ

ル 

データベ

ース レベ

ル 

指定の粒度レベルのプラットフォーム リス

トア 

メモ リストア時の選択対象 サイト コレ

クション レ

ベル 

サイト 

レベル 

フォル

ダー レ

ベル 

アイテ

ム レベ

ル 

アイテム 

バージョ

ン レベル 

カスタム データベース ○ ○      
データベース内部の詳細コンテンツを選択してリストアすることはでき

ません。リストアが可能なのはデータベース全体のみです。 
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リストア対象                       リストア レベル 
ファーム レベ

ル 

データベ

ース レベ

ル 

指定の粒度レベルのプラットフォーム リス

トア 

メモ リストア時の選択対象 サイト コレ

クション レ

ベル 

サイト 

レベル 

フォル

ダー レ

ベル 

アイテ

ム レベ

ル 

アイテム 

バージョ

ン レベル 

IIS 設定 ○ ○      

リストアするデータがリストア先に存在しない場合、上書きする または 

スキップする オプションのいずれを選択しても、データはリストア先にリ

ストアされます。 

リストアするデータがリストア先に存在する場合、上書きする オプショ

ンを選択すると、リストア先データがバックアップ済みデータに上書きさ

れます。スキップする オプションを選択すると、リストア先データは上

書きされません。 
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リストア対象                       リストア レベル 
ファーム レベ

ル 

データベ

ース レベ

ル 

指定の粒度レベルのプラットフォーム リス

トア 

メモ リストア時の選択対象 サイト コレ

クション レ

ベル 

サイト 

レベル 

フォル

ダー レ

ベル 

アイテ

ム レベ

ル 

アイテム 

バージョ

ン レベル 

SharePoint Hive ○ ○      

 完全バックアップを実行した後、一部のデータを追加し、増

分または差分バックアップを実行します。追加したデータを削除

せずに、完全バックアップ データを 上書きする オプションでリスト

アする場合、新しく追加したデータは削除されません。 

 完全バックアップを実行した後、データを変更し、増分または

差分バックアップを実行します。変更したデータを削除せずに、

完全 / 差分 / 増分バックアップ データを 上書きする オプショ

ンでリストアする場合、変更前のバックアップ済みデータはリスト

アされ、変更したデータは削除されません。 

 完全バックアップを実行した後、一部のデータを削除し、増

分または差分バックアップを実行します。差分 / 増分バックアッ

プ データを 上書きする オプションでリストアする場合、削除済

みデータがリストアされます。 
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リストア対象                       リストア レベル 
ファーム レベ

ル 

データベ

ース レベ

ル 

指定の粒度レベルのプラットフォーム リス

トア 

メモ リストア時の選択対象 サイト コレ

クション レ

ベル 

サイト 

レベル 

フォル

ダー レ

ベル 

アイテ

ム レベ

ル 

アイテム 

バージョ

ン レベル 

Global Assembly Cache ○ ○      

リストアするデータがリストア先に存在しない場合、上書きする または 

スキップする オプションのいずれを選択しても、データはリストア先にリ

ストアされます。 

リストアするデータがリストア先に存在する場合、上書きする オプショ

ンを選択すると、リストア先データがバックアップ済みデータに上書きさ

れます。スキップする オプションを選択すると、リストア先データは上

書きされません。 
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リストア対象                       リストア レベル 
ファーム レベ

ル 

データベ

ース レベ

ル 

指定の粒度レベルのプラットフォーム リス

トア 

メモ リストア時の選択対象 サイト コレ

クション レ

ベル 

サイト 

レベル 

フォル

ダー レ

ベル 

アイテ

ム レベ

ル 

アイテム 

バージョ

ン レベル 

カスタム機能 ○ ○       

 

SharePoint サイト定義 ○ ○       
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リストア対象                       リストア レベル 
ファーム レベ

ル 

データベ

ース レベ

ル 

指定の粒度レベルのプラットフォーム リス

トア 

メモ リストア時の選択対象 サイト コレ

クション レ

ベル 

サイト 

レベル 

フォル

ダー レ

ベル 

アイテ

ム レベ

ル 

アイテム 

バージョ

ン レベル 

その他のファイル システム フォルダー ○ ○      

 完全バックアップを実行した後、一部のデータを追加し、増

分または差分バックアップを実行します。追加したデータを削除

せずに、完全バックアップ データを 上書きする オプションでリスト

アする場合、新しく追加したデータは削除されません。 

 完全バックアップを実行した後、データを変更し、増分または

差分バックアップを実行します。変更したデータを削除せずに、

完全 / 差分 / 増分バックアップ データを 上書きする オプショ

ンでリストアする場合、変更前のバックアップ済みデータはリスト

アされ、変更したデータは削除されません。 

 完全バックアップを実行した後、一部のデータを削除し、増

分または差分バックアップを実行します。差分 / 増分バックアッ

プ データを 上書きする オプションでリストアする場合、削除済

みデータがリストアされます。 
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付録 J の注意事項 

付録 J: カスタム サポート テーブル に関する更に詳しい注意事項については、以下を参照してください。 

ワークフロー定義とインスタンス 

ワークフロー コンテンツをリストアするには、まず関連するチェックボックスを選択する必要があります。 

 

図 103: ワークフロー リストア オプション 

 ワークフロー定義 – サイト、リスト、ライブラリでユーザーが作成したワークフロー定義です。

SharePoint built-in ワークフロー、SharePoint Designer で定義されているワークフロー、

Nintex で定義されているワークフローが使用可能となります。Visio Studio で定義されたワークフロ

ーには対応していません。 

 ワークフロー インスタンス – ワークフロー定義の起動時に作成されるアイテム インスタンスです。ワーク

フローの状態、ワークフローの履歴、ワークフロー タスクが含まれます。 

*注意: プラットフォーム タイプが SharePoint 2013 ワークフロー である SharePoint 

Designer ワークフローのワークフロー インスタンスはリストアできません。  

チェックアウト済みファイルのワークフロー インスタンスはリストアできません。 

ワークフロー定義とワークフロー インスタンスを正しくリストアするには、次の要件を満たす必要があります。 

• ワークフロー インスタンスのリストア前に、ワークフロー定義がリストア先へリストアされていること。 

• ワークフロー定義とワークフロー インスタンスのリストア前に、ワークフロー機能が有効になってい

ること。 

*注意: バックアップ時に 処理中 のワークフロー インスタンスがリストアされると、状態は キャンセル済み に変更

されます。 
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ワークフロー定義のリストア 

既存のリストア先ワークフロー定義とバックアップのワークフロー定義の名前が同じである場合、バックアップ済みワ

ークフロー定義はリストアされません。それ以外の場合、バックアップ済みワークフロー定義はリストア先へリストア

されます。 

ワークフロー インスタンスのリストア 

ワークフォロー インスタンスが基づく対象となるコンテンツのリストア先へのリストアがスキップされる場合、ワークフロ

ー インスタンスはリストアされません。コンテンツがリストア先にリストアされ、リストア元内のワークフロー定義と同

一の名前を持つ既存のリストア先ワークフロー定義が存在する場合、バックアップ済みワークフロー インスタンス

はリストア先にリストアされます。 

ワークフロー インスタンスのワークフロー定義が存在しない場合、ワークフロー インスタンスはスキップされ、該当

情報がログに記録されます。 

SharePoint 2010 ファームの FAST Search Server のバックアップ & 

リストア 

新しい検索ソリューション Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint は、Microsoft の

シンプルさと TCO を兼ね備えたパワフルなサーチ ソリューションです。市場で最も汎用的で生産性の高い検索

機能を備え、簡単かつ経済的に価値の高い検索アプリケーションを構築することができます。 FAST Search 

Server 2010 for SharePoint の検索機能は性能が高く、膨大な量のデータを高速に検索することが可

能です。 

FAST Search Server 2010 for SharePoint ソリューションには主に 3 パートから構成されます。 

 FAST Search Server 2010 for SharePoint – 処理、インデックス、およびクエリの機能を

持ち、これらの機能の管理するサーバー インフラストラクチャです。 

 FAST Query Search Service Application (SSA) – Web フロントエンドのクエリ機能を

持つクエリ SSA (Search Service Application) です。この SSA を SharePoint Web サーバ

ーにインストール・展開します。SSA は、ユーザーの検索ソリューション用のクエリ Web パーツと SDK 

クエリ統合機能を提供します。 

 FAST Search コネクタ (Content SSA) – FAST Search コネクタは、SharePoint ファーム

と他のコンテンツ リポジトリからインデックスを作成するためのコンテンツを取得する SSA (Search 
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Service Application) です。SharePoint アプリケーション サーバーに SSA をインストール・展開

します。 

FAST Search Server のバックアップ 

FAST Search Server をバックアップするには、以下の説明を参照してください。 

 DocAve にログインして、データ保護 > プラットフォーム バックアップ & リストア > プラットフォー

ム バックアップ の順に進みます。 

 [バックアップ] タブで、範囲 エリアで SharePoint ファーム ツリーを読み込み、FAST Search 

Server for SharePoint 2010 ファーム ノードを表示します。ノードを展開します。 

 FAST Search Server 名 (Admin) チェックボックスをオンにします。ポップアップ ウィンドウが表

示され、FAST Search コネクタ Service Application の選択を確認するメッセージが表示さ

れます。[OK] をクリックして SSA を選択します。SSA を選択しない場合は、[キャンセル] をクリック

します。FAST Search クエリ アプリケーション はバックアップ ツリーに含まれないことに注意してくだ

さい。  

 リボン上で [プラン ビルダー] をクリックし、[ウィザード モード] または [フォーム モード] を選択する

と、プランの作成・実行を開始します。リボンの該当するボタンをクリックすると、ジョブ モニター でジョブ

状態を表示することができます。 

*注意: FAST Search Server ファームは、完全バックアップのみに対応しています。差分バックアップと増分

バックアップも完全バックアップです。ジョブ ID のみが異なります。FAST Content SSA および FAST 

Query SSA データベースは単純なモデルを使用しているため、使用可能であるのは完全バックアップと差分バ

ックアップのみです。  

*注意: ステップ 3 で、FAST Search Server for SharePoint 2010 ファーム ノードを選択すると、

「選択した Fast Search Server ノードには大量のコンテンツが含まれています。」 という警告メッセージ

が表示されます。このメッセージは、バックアップを実行する際に、FAST Search Admin データベース ノードと 

FAST Search Server ノードが含まれ、FAST Content SSA ノードは除外されることを意味します。  
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図 104: バックアップするコンテンツを選択した後に表示される警告メッセージ 

FAST Search Server のリストア 

FAST Search Server をリストアするには、以下の説明を参照してください。 

 DocAve にログインして、データ保護 > プラットフォーム バックアップ & リストア > プラットフォー

ム リストア の順に進みます。 

 必要な設定を構成し、データの選択 ページに移動します。 

 このページで、FAST Search Server 名 (Admin) チェックボックスをオンにすると、ポップアップ ウ

ィンドウが表示され、FAST Search コネクタ Service Application の選択を確認するメッセージが

表示されます。[OK] をクリックして SSA を選択します。SSA を選択しない場合は、[キャンセル] を

クリックします。 
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 図 105: リストアするコンテンツを選択した後に表示されるメッセージ ウィンドウ 

 使用可能なのは、リストア タイプの 元の場所へ と競合解決の 上書きする / スキップする のみです。 

詳細設定 フィールドで、以下の操作を実行してください。 

 チェックボックスを選択しない場合、バックアップ済み FAST Search Server のバックアップ

済みファイルのみがリストアされます。 

 FAST 証明書を構成する チェックボックスをオンにする場合、 

 バックアップからの証明書を使用する オプションを選択すると、正しい証明書パスワ

ードを入力して証明書をリストアします。 

 新しい FAST 証明書 (自己署名) を作成する オプションを選択すると、有効な証

明書パスワードを入力して新しい証明書の作成します。 

*注意: FAST Search Server を構成する チェックボックスを選択する場合、FAST 証

明書を構成する チェックボックスは自動的に選択されます。上記手順の完了後、FAST 

Admin パスワードを入力し、FAST Search Server を構成します。 

 他の設定の完了後、概要 ページの [完了] をクリックしてリストア ジョブを開始します。リボンの該当す

るボタンをクリックすると、ジョブ モニター でジョブ状態を表示することができます。 
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*注意: FAST Search Server for SharePoint 2010 ファーム ノードを選択し、かつ 元のデータベ

ースをリストアする オプションを使用してリストアを実行する場合、FAST Search Admin データベースのみが

指定の SQL インスタンスへリストアされます。FAST Search Server バックアップ データはリストアされませ

ん。  
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対応状況リスト 

FAST Search Server で対応している・対応していないコンポーネントの詳細については、以下の情報を参

照してください。 

コンポーネント 場所 対応状況 

FAST 検索センター サイト  ○ 

FASTSearchCert SharePoint サーバー ○ 

スタンドアロン FAST server ○ 

FAST admin server ○ 

FAST non-admin server ○ 

FAST Search インデックス 

(data_fixml)/(data_index) 

スタンドアロン FAST server ○ 

FAST プライマリ non-admin server ○ 

FAST セカンダリ non-admin server ○ 

FAST Search コネクタ  ○ 

コンテンツ ソース ○ 

クロール ルール ○ 

FAST Search コネクタ プロキ

シ (作成時にプロキシが存在し

ない) 

 × 

FAST Search クエリ  ○ 

FAST Search クエリ プロキシ  ○ 
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