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DocAve プラットフォーム バックアップ & リストア          

for SharePoint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統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、カスタム コ

ンテンツおよびフィーチャー、ソリューション、SharePoint 機能、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、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。本製品ではまた、プラットフォーム全体または個別の SharePoint コンポーネントをリ

ストアすることができます。 

補完的な製品 

DocAve 6 プラットフォームでは多くの製品および製品群はお互いに連携して実行されます。プラットフォーム 

バックアップ & リストアと次の製品を一緒に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 for SharePoint: SharePoint ファーム内もしくは異なる SharePoint フ

ァームの間で SharePoint コンテンツをコピーします。 

 DocAve コンテンツ マネージャー for SharePoint: SharePoint のコンテンツを再構成または移動

します。 

 DocAve レポート ポイント for SharePoint: SharePoint 環境の問題点を調べ、SharePoint 

ユーザーが行った操作と変更内容をレポートします。 

 DocAve データ保護: バックアップ & リストア ポイントを設定し、この製品の SharePoint ガバナンス 

ポリシーを調整します。 
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始める前に 

プラットフォーム バックアップ & リストアをインストールし、使用する前に、まずシステムとファームの要件を確認し

てください。 

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 & リストアを使用できません。 

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 モデルと相互にやり取

りします。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 アプリケーション サーバー。このサーバーの指定した Search Service アプリケーシ

ョンのコンポーネントをバックアップします。 

• SharePoint Foundation ヘルプ検索サーバー。このサーバーの SharePoint Foundation ヘル

プ検索のコンポーネントをバックアップします。 

• 各 SharePoint サーバー。このサーバーの各種オブジェクト (IIS 設定、SharePoint Hive、GAC、

カスタム機能、SharePoint サイト定義、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。 

• 各 FAST Search Server。このサーバーの FAST Search Server 設定をバックアップします。 

• Microsoft SQL Server がインストールされたサーバー 

• Microsoft SQL Cluster の各ノード 

 

*注意: インストールしたエージェントを実行すると、サーバーのシステム リソースの使用率が増加するため、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。ただし、サーバーにインストールしたエージェントを使用しなけ

れば、システム リソースの使用率は低く抑えられるため、サーバー パフォーマンスへの影響はほとんどありません。 
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DocAve プラットフォーム、DocAve マネージャー、および DocAve エージェントのインストールの詳細について

は、DocAve 6 インストール ガイド を参照してください。 

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して適切に使用するためには、エージェント アカウント

に以下の権限が設定されていなければなりません。 

SharePoint 全体管理サーバーに構成されるエージェント アカウント 

1. ローカル システム権限: この権限は、インストール中に自動的に構成されます。インストール中に自動

的に構成される権限のリストについては、「ローカル システム権限」を参照してください。組織内で指定

可能な権限定義がなければ、DocAve エージェント アカウント をローカル 管理者 グループに追加

するだけで、必要なすべての権限を付与することできます。 

2. SharePoint 権限: 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、この権限を

手動で構成する必要があります。これらは自動的に構成されません。 

a. ファーム管理者 グループのメンバー 

3. SQL 権限: 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、この権限を手動で

構成する必要があります。自動的に構成されません。   

 SharePoint に関連するすべてのデータベースに対して db_ownerロールを適用します。S

harePoint 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 データベースが含まれます。 

 SQL サーバーの public、dbcreator、Security Admin のデータベース ロールです。 

 SQL サーバーの サーバー状態の表示 のデータベース権限です。 

 SQL サーバーの Control server のデータベース権限です (SQL Server 2012 にあ

る AlwaysOn Availability Groups 機能を使用する場合にのみ、この権限が必要で

す。AlwaysOn Availability Groups 内のすべての SQL インスタンスにこの権限を構

成する必要があります）。 

 

 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/DocAve_6_Installation_Guide.pdf
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SQL サーバーと FAST Search Server を除き、他の SharePoint Web フロントエンド サーバーに

構成されるエージェント アカウント 

1. ローカル システム権限 

 Administrator グループのメンバー 

2. SharePoint 権限 

 ファーム管理者 グループのメンバー 

3. SQL 権限 

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

FAST Search Server に構成されるエージェント アカウント 

1. ローカル システム権限 

 次のローカル グループのメンバー:  

o Administrator 

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

に構成されているエージェント アカウントにのみ必要です。） 

2. SQL Server  

 SQL Serverの public のデータベース ロール（この権限は、Fast Search 管理 サーバ

ーに構成されたエージェント アカウントにのみ必要です。） 

SQL サーバーに構成されるエージェント アカウント 

1. ローカル システム権限 

 Adminitrator ローカル グループのメンバー 

2. SQL サーバー  

 SQL サーバーの sysadmin のデータベース ロール 
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ローカル システム権限 

次のローカル システム権限が 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 システム グループのメンバーです。 

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

 Performance Monitor User 

 DocAve ユーザー（グループは自動的に作成され、そのグループは次の権限を持ちます）: 

o HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AvePoint\DocAve6 のレジストリ

に対するフル コントロール 

o HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Eve

ntLog6 のレジストリに対するフル コントロール 

o 通信証明書のフル コントロール 

o バッチ ジョブとしてログオンの権限 (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  > ユーザー権限

の割り当て の順に進んでください。） 

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

DocAve 6 プラットフォーム バックアップ & リストアでサポートされ

るハードウェア 

Windows Storage Server 2008 R2 Enterprise と Dell EqualLogic FS7500 がサポートされます。 
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はじめに 

プラットフォーム バックアップ & リストアに関する重要な情報については、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 & リストアを開始し、その機能へアクセスするには、以下の手順に従って操作します。 

1. DocAve にログインします。ログイン済みの場合、[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、このモジュールを開始します。 

 
図 1: DocAve モジュールの起動ウィンドウ 
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ユーザー インターフェイスについて 

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 インターフェイスです。 

1. SharePoint ツリー (範囲 パネル) にお使いファームにあるすべてのコンテンツが表示されます。この

パネルを使用し、アクションを実行する対象のコンテンツを選択します。コンテンツを選択すると、リボン 

に新しいタブと機能が表示されます。 

2. リボン で選択されているノードについて実行可能なアクションとウィザードが表示されます。表示される

内容は、SharePoint ツリーでの選択により動的に変わります。 

3. この ワークスペース には、DocAve 製品で実行されるアクションの構成中に使用されるフォーム ベー

スのコンテンツがすべて表示されます。 
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デバイスの構成およびストレージ 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 ジョブを実行するには、まず1つ以上の物理 / 論

理デバイスを構成し、ストレージ ポリシーを設定する必要があります。 

DocAve では、バックアップ データを保存する際に、複数のストレージ デバイスを単一の論理ユニットとして扱う

ことができます。この方法では、多数の小さなデバイスをまとめることができるため、特に大容量のバックアップ プラ

ンでは有用です。バックアップ プランを作成する前に、ストレージ ポリシーを指定する必要があります。 

プラットフォーム バックアップ & リストアでは、Net Share、FTP、TSM、EMC Centera、Cloud Storage、

Dell DX Storage、Caringo Storage、および HDS Hitachi コンテンツ プラットフォーム デバイスへの書き

込みが可能です。 

デバイスの指定およびストレージ ポリシー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。 

  

http://www.avepoint.com/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.com/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf


 13 

 
DocAve 6:プラットフォーム バックアップ & リストア 

 

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 & 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。プラットフォームのアイテム レベルのリストアでは、InstaMount を使用せずに、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。SQL サーバー のリストア先の空き容量が不足している場合、構成されてい

るステージング ポリシーによって、必要な一時データベースは、ステージング ポリシーで指定された SQL サーバ

ーに保存されまるため、リストア ジョブは正常に行われます。InstaMount 機能が有効な場合、ステージング 

ポリシーで指定された SQL サーバーに InstaMount 一時データベースが保存されます。 

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。 

 ジョブ例 1 – InstaMount 最小単位リストアが有効なプラットフォーム最小単位リストア ジョブの例。 

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。 

このステージング ポリシーがバックアップ ジョブに対して指定されていれば、ステージング ポリシーで指定

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

このステージング ポリシーがバックアップ ジョブに対して指定されていなければ、バックアップしている SQL 

サーバーに InstaMount 一時データベースが作成されます。 

 ジョブ例 2 – 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。 

バックアップ データ ツリーは、InstaMount 一時データベースから生成されます。 

このステージング ポリシーが InstaMount でインデックスを参照する際に指定されていれば、ステージ

ング ポリシーで指定されている SQL サーバーに InstaMount 一時データベースが作成されます。 

このステージング ポリシーが InstaMount でインデックスを参照する際に指定されていなければ、バック

アップ元の SQL サーバーに InstaMount 一時データベースが作成されます。 

 ジョブ例 3 – InstaMount 機能を使用中のプラットフォーム最小単位リストア ジョブの例。 

InstaMount 一時データベースは、粒度の高いコンテンツのリストアに使用されます。 

このステージング ポリシーがリストア ジョブを実行する際に指定されていれば、ステージング ポリシーで指

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

このステージング ポリシーがリストア ジョブを実行する際に指定されていなければ、リストア先の SQL サ

ーバーに InstaMount 一時データベースが作成されます。 
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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 & リストアのジョブを正しく実行するには、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、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。 
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ステージング ポリシーの構成 

ステージング ポリシーの構成: 

1. [バックアップ] または [リストア] タブの 設定 グループの [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。 

2. [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。

次の設定について構成を行います: 

a. 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 (オプション) を入力します。 

b. プラットフォーム タイプ – ステージング ポリシーを使用するソフトウェア プラットフォームを説明

します。 

c. 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 ボックスに表示されます。 

d. データベース認証 – 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) (既定オプション) – この方法で、Windows を使用する

ユーザー ID を確認します。 

 SQL 認証 – SQL サーバーは、入力されたアカウントとパスワードに従ってユーザー I

D を確認します。指定のアカウントを SQL サーバーの sysadmin ロールに追加し

ておく必要があります。 

[テスト] をクリックし、SQL サーバーへのアクセスを確認します。 

e. 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。 

 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

量を指定します。ジョブを開始する前に、入力したアカウントが適切な場所にいること

を確認します。ジョブを開始する前に、指定した最小空き容量が指定した場所に確

保されていない場合、または一時データベースが指定場所に保存された後に入力し

たアカウントが存在しない場合、そのジョブは失敗します。 



16  

 
DocAve 6:プラットフォーム バックアップ & リストア 

 

 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 パスを指定します。パスの形式は C:\data で

す。既定の場所は C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_

50.MSSQLSERVER\MSSQL\Data です。 

 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 SQ

L サーバーのローカル パスを指定します。パスの形式は C:\data です。既定の場

所は C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.MSSQL

SERVER\MSSQL\Data です。  
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バックアップするコンテンツの選択 

プラットフォーム バックアップ & リストア ユーザーのインターフェイスを起動すると、画面左側の 範囲 パネルにファ

ームのルート ノードが表示されます。バックアップするコンテンツの選択: 

1. ファームのノードをクリックし、ツリーを展開します。バックアップできる SharePoint コンポーネント (デー

タベース、サービス、ソリューションなど) が表示されます。 

*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、[更新] をクリックし、ツリーの表示を更新します。 

2. 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 プランの中に新しく作成し

た SharePoint オブジェクト (子ノード) を含めます。各 Web アプリケーションの 新規を含む ノード

は既定で選択されます。新規を含む 機能がサポートされているノード: 

 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 

Application 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 フォーム テンプレート 

3. 以下のスクリーンショットは、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

バックアップされる例です。 

 Microsoft SharePoint Foundation Web Application ノードの下の新しく作成

された Web アプリケーション ([新規を含む] が選択されています) 

 Microsoft SharePoint Foundation Web Application ノードの下の選択されて

いる、または新しく作成された Web アプリケーションの、既存の、または新しく追加されたコン

テンツ データベース 

 Finance Web と HR Web Web アプリケーション 
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 図3: SharePoint ファーム コンテンツを選択します。 

4. コンテンツを選択した後に、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 プランを設定

することができます。 

カスタム データベース機能の使用  

カスタム データベース 機能を使用し、表示されていないカスタム データベースを SharePoint コンポーネント 

ツリーに手動で追加します。カスタム データベースには、ソリューションのデータベース、サード パーティ ソフトウェア

のデータベース、Project Service アプリケーションの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 データベースについては、通常は完全、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。 

1. 設定 グループの [バックアップ] タブで、[カスタム データベース] をクリックします。カスタム データベ

ース ウィンドウが表示されます。 

2. カスタム データベース ウィンドウで、右側のパネルの [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 ノードに表示されます。 

3. 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。 

4. 選択したら、[OK] をクリックします。現在、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

ードのバックアップ ツリーに表示されます。 
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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、VSS スナップショット テクノロジーを使用して 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 プランを構成する際に指定できるバックアップ タイプは、完全、

増分、差分 です。 

完全 – 毎回、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。SharePoint 環境の規模によりますが、各バックアップ ファイル

のサイズは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、それぞれの完全バックアップは

すべて独立しており、他のバックアップ データ ファイルに依存しません。全バックアップは全体的なバックアップであ

り、3 つのバックアップ タイプの中で完了までに最も時間がかかります。 

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 ログを切り捨てを行う唯一のバックアップ オプションです。完

全または差分バックアップよりも必要な保存容量は少なくなります。増分バックアップは、実行時間が短く、コン

パクトなバックアップ処理です。なお、増分バックアップからすべての最新 SharePoint データをリストアするには、

完全バックアップ サイクルの最新の完全バックアップを使用する必要がありますので、ご注意ください。以前の増

分バックアップを基に増分バックアップを行う場合、以前の増分バックアップが使用できる状態でなければなりませ

ん。それぞれの増分バックアップ ファイルは、SharePoint 環境全体の一部と見なされます。これらの増分バック

アップ ファイルの中で使用できないファイルがあると、SharePoint 環境全体をリストアすることはできません。 

例えば、以下のバックアップは、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、の順に

行われます。 

 

図4: 完全バックアップ 1 回の後に、増分バックアップが 3 回続けて行われます。 

1. 1 回目の増分バックアップでは、青色の期間に新しく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、緑色の期間に新しく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、オレンジ色の期間に新しく追加されたデータをバックアップします。 
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差分 – 前回の完全バックアップから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、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、の順に

行われます。 

 

図5: 完全バックアップ 1 回の後に、差分バックアップが 3 回続けて行われます。 

1. 1 回目の差分バックアップでは、青色の期間に新しく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、緑色の期間に新しく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は、オレンジ色の期間に新しく追加されたデータをバックアップします。 
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バックアップでサポートされる SharePoint コンポーネント 

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

がサポートされます。 

 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、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、検索データベースがサポートされています。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。 

*注意: データ ファイル (.mdf) 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して完全

バックアップを実行すると、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、

データの完全性が保証されます。 

 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、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 Web 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 ソリューションはすべて含まれます。これらのソリューションとそれぞれの展開ステータスがバックアップさ

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 – NewsGator Social Platform Services (該当のデータベースを含む)、News

Gator Social Platform Services プロキシ、ソリューションが含まれます。 

*注意: Social Sites (NewsGator) 1.2 および 2.5 は、DocAve 6.1 でサポートされています。 

 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。 
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 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 Hive 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サポートされて

います。 

*注意: いくつか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、それら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。 
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プラン ビルダーを使用してデータのバックアップ 

プラン ビルダー を使用し、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

定します。 

プラン ビルダーの使用: 

1. バックアップするコンテンツを選択し、[バックアップ] タブの [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、構成中にステップ毎のガイダンスを表示するウィザード モードを選択するか、

またはプランを迅速に設定したい場合は、フォーム モード (上級ユーザーのみ推奨) を選択します。 

選択に応じて、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 モードの場合、新規プランの構成方法について、ステップ毎のガイダンスが表示されます。ウィザード モ

ードを使用してプランを構成するには、次の手順に従って操作します。ユーザー インターフェイスの赤いアスタリス

ク (*) は、必須のフィールドまたはステップです。 

1. プラン名 と、必要に応じて 説明 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、また

は保存済みプラン テンプレートから開始する場合は [テンプレートから保存したプランの設定をコピー

する] を選択します。 

2. [次へ] をクリックします。オプション ページが表示されます。 

3. 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。 

a. [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した場合、ジョブを開始すると、完全、増分、または差分

バックアップを実行します。なお、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が、トランザクション ログは切り捨てません。 

このオプションを選択した場合、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に、より効率的に進めることができます。
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また、この方法では、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、データベースの

ログ シーケンス番号 (LSN) を変更します。 

o [完全バックアップ後にログ バックアップを実行] (推奨の既定オプション) – 完全

バックアップの直後に増分バックアップを実行する場合に、このオプションを選択します。

増分バックアップはログ ファイルのバックアップを取ると、そのログ ファイルをバックアップの

取得後に削除します。データベース内のログ ファイルが大きくなりすぎるのを防ぐには、

このオプションを選択することをお勧めします。データベースのデータを変更中に大きな

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の設定に失敗すると、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: プラットフォーム リストア実行中に 最新の情報によるデータベースのリストア 

機能を有効にするには、バックアップ プランを設定する際に、[完全バックアップ後に

ログ バックアップを実行] チェック ボックスをオンにする必要があります。 

b. [SharePoint データベースのその他 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 & リストアを共用する] – SharePoint データベースのその他 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。このオプションは、データベースの完全バックアップのみサポートします。この

オプションの場合、バックアップの時間が長くなり、そのため、バックアップ データはすぐに大きくな

り、システム効率は低下します。 

このオプションは、SQL サーバーの Copy only と同じです。データベース データ ファイルとロ

グ ファイルはコピーされますが、ログは切り捨てられないため、すべてのバックアップの同期が確

保されます。このオプションの場合も、プラットフォーム最小単位リストアは有効ですが、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ないためです)。 

*注意: [SharePoint データベースのその他 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 & リストアを共用する] を使用する場合、完全バックアップのみ、サ

ポートされます。 

4. [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。 

5. ドロップダウン リストから [ストレージ ポリシー] を指定するか、または [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、デバイスの構成および
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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、下の方に 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。 

6. バックアップ データに対して実行する操作 (オプション) を指定します。 

a. データの圧縮 設定を選択します (オプション) 。[圧縮] チェック ボックスをオンにするとデータ

が圧縮されます。スライダで圧縮レベルを選択します。低い圧縮レベルの場合、圧縮速度は

速くなりますが、データ セットが大きくなります。一方、高い圧縮レベルの場合、圧縮速度は遅

くなりますが、小さく高品質なデータ セットになります。なお、小さいデータ セットの場合、バック

アップ & リストアにかかる時間が長くなります。圧縮に、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、または SharePoint サーバー (SharePoint エージェント) リソース

を使用するかどうかを選択します。 

b. [暗号化] チェック ボックスをオンにすると、データが暗号化されます。暗号化は、機密情報を

保護しますが、暗号化されたデータのバックアップ & リストア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、または SharePoint 

サーバー (SharePoint エージェント) リソースを使用するかどうかを選択します。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、または [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 プロファイルを設定します。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: 圧縮 と 暗号化 の両方を行う場合、この 2 つの処理が同時に実行されるのは、両方の処

理について同じリソース (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。 

5. [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。 

6. 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。[はい] を選択した場

合、各バックアップが開始されると、選択されているストレージ デバイスにスナップショットが保存されます。

この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。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すると、スナ

ップショットが保持されます。この操作で、連続スナップショットから該当ストレージ ポリシーへのバックアッ

プ データのコピーを、指定のメンテナンス ジョブが実行されるときまで延期することができます。詳細につ

いては、ステップ 14 (メンテナンス オプション) を参照してください。 

[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] が選択されていれば、あまりシステム リソ

ースを使用ししません。業務時間内にバックアップを実行するプランであれば、[連続スナップショットの

作成] を選択することをお勧めします。[いいえ] を選択すると、バックアップ ジョブの後に、スナップショッ

http://www.avepoint.com/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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トは削除されます。[はい] を選択すると、次のオプションが表示され、それぞれのオプションを構成する

必要があります。 

a. スナップショット保持ポリシー を構成します。現在のプランで取ることができる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。パフォーマンスを考慮し、この属性の値は 64 以下

にすることをお勧めします。 

b. [詳細設定] をクリックし、閾値ポリシーを詳細に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指定した値を超えたときに適用されるポリシーを指定します。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。 

7. [次へ] をクリックします。詳細設定ページが表示されます。 

8. InstaMount 最小単位リストアを有効にする 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 を使用する場合は、そ

れほどディスク容量を消費しません。詳細については、「InstaMount について」を参照してください。 

*注意: InstaMount がサポートされるのは、Net Share 論理デバイス のみ です。 

a. [はい] を選択した場合、InstaMount 一時データベースを保存する ステージング ポリシー 

を選択します。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。 

b. 関連するプラン グループ – ドロップダウン リストからプランを追加するプラン グループを選択し

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しされます。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

ネル参照ガイド を参照してください。 

c. プラットフォーム バックアップのジョブを指定のユーザーを通知するには、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 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、または [通知プロファイルの新規作成] リンクをクリックし、新しい通知プロファイ

ルを作成します。[表示] をクリックし、選択した通知プロファイルの詳細構成を表示します。 

9. [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 タイプ を選択します。 

 [スケジュールなし] – プランをただちに実行し、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。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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 [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 プランを実行する場合は、このオプションを選択します。スケジュールを設定するために、[ス

ケジュールの追加] をクリックします。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。 

o [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。 

o [増分バックアップ] – トランザクション ログのみバックアップし、ログの切り捨てを行う

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

バックアップだけです。 

o [差分バックアップ] – 前回の完全バックアップ以降に追加されたデータのみをバック

アップ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。スケジュールを削除するには、[X] をクリックします。 

*注意: 差分バックアップを連続して実行すると、同じデータを繰り返してバックアップすることがよくあり、

その場合、ディスク容量が枯渇してしまいます。頻繁にバックアップを実行する場合の対策とし、増分バ

ックアップの利用をお勧めします。増分バックアップの場合、選択されているすべてのオブジェクトのバック

アップを行わずに、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。 

11. [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。 

12. 次のメンテナンス設定を構成します。 

a. 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] – 指定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。 

 [最新 … 回分のバックアップの InstaMount マッピングを作成する] – 選択し

た ストレージ ポリシー の指定回数の最新バックアップについて、InstaMount マッピ

ングを作成します。作成されたマッピングは、プラットフォーム最小単位リストアで使用

されます。 
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*注意: 詳細設定 ステップで InstaMount 最小単位リストアを有効にしなかったが、

InstaMount マッピングを作成したい場合、ここで選択すれば、以降のメンテナンス 

ジョブで InstaMount マッピングを作成することができます。 

 [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 の指定回数の最新バックアップについて、最小単位リス

トア インデックスを作成します。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。 

*注意: メンテナンス オプション を選択した場合、メンテナンス ジョブを実行するためのスケジ

ュールを構成する必要があります。 

*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。 

b. メンテナンスのスケジュール – スケジュールされているメンテナンス ジョブの スケジュール タイ

プの選択 を指定します。なお、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

に対してのみ、メンテナンス ジョブを実行することができます。このバックアップ 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、InstaMount マッピングの作成を延期する、また

は最小単位リストア インデックスの作成を延期する、のいずれかでなければなりません。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。該当のバックアップ ジョ

ブが完了した後にジョブ 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、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。スケジュールを設定するには、[スケジュールの

追加] をクリックします。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。スケジュールを削除するには、[X] をクリックします。 

c. メンテナンス通知 – メンテナンス ジョブを指定した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 のドロップダウン リストから構成済みの通知プロファイル

を選択するか、または [通知プロファイルの新規作成] リンクをクリックし、新しい通知プロファ

イルを作成します。[表示] をクリックし、選択した通知プロファイルの詳細構成を表示します。 

13. 終了したら、[次へ] をクリックします。概要 画面が表示されます。 
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14. プランの選択内容をレビューまたは編集します。変更するには、行の中間の [編集] をクリックします。こ

のボタンは設定ページにリンクしているため、構成を編集することができます。 

15. [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。テンプレート名をテキスト ボックスに入力します。このプラン テンプレ

ートを保存しておくと、新しいプランを作成するときにこのプラン テンプレートを選択できます。 

16. 画面の右下のセクションで、実行されていないプランの構成を保存する場合は [完了] をクリックし、構

成を保存してすぐにプランを実行する場合は [完了して実行] をクリックします。登録の完了後、このバ

ックアッププランがプラン マネージャーに表示されます。 
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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。 

1. バックアップ オプション – スケジュール バックアップ ジョブのバックアップ オプションを選択します。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。 

 [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] – ハードウェアから該当の論理

デバイスへスナップショット データをコピーします。このオプションがオフの場合、論理デバイスにバ

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。 

 [連続スナップショットからのデータ転送を延期する] – バックアップ ジョブの実行中

に、連続スナップショット データを論理デバイスへコピーしません。このオプションをオンに

すると、バックアップ ジョブが完了した後に実行されるスケジュール済みのメンテナンス 

ジョブ、または手動のメンテナンス ジョブで、スナップショット データは該当の論理デバイ

スへコピーされます。 

 [InstaMount マッピングの作成を延期する] – 該当の論理デバイスでバックアップ データ

の InstaMount マッピングは作成されません。バックアップ ジョブが完了した後に実行されるス

ケジュール済み、または手動のメンテナンス ジョブを使用し、マッピングを作成することができま

す。 

2. リストア粒度レベル – スケジュール バックアップ ジョブのリストア粒度レベルを選択します。リストア粒度

レベルを選択した後、リストア ジョブを実行する際に、指定のレベルまでツリーを展開することができます。

[なし] を選択すると、最小単位リストア インデックスは作成されません。 

 [最小単位リストア インデックスの作成を延期する] – このオプションをオンにすると、該当の

論理デバイスでバックアップ データの最小単位リストア インデックスは作成されません。バックア

ップ ジョブが完了した後に実行されるスケジュール済み、または手動のメンテナンス ジョブを使

用し、インデックスを作成することができます。 

3. 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。指定した BLOB データをバックア

ップする場合は、該当のチェック ボックスをオンにします。 
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4. タイプ – バックアップを実行する間隔を選択します。 

5. 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 時間単位、

週単位、または 月単位 を選択した場合、頻度について詳細を設定します。スケジュール オプションの

詳細については、[詳細設定] チェック ボックスをオンにすると、追加のオプションが表示されます。 

6. 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。 

  



32  

 
DocAve 6:プラットフォーム バックアップ & リストア 

 

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 ジョブ中に保留されたすべての処理を実行します。延期された処理に含まれ

るのは、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。 

指定した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 のドロップダウン リストから構成済みの通知プロファイルを選択するか、または [通知プロ

ファイルの新規作成] リンクをクリックし、新しい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。 

ジョブ モニターでメンテナンス ジョブを表示するには、フィルター > 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。 

*注意: 完了 および 完了 (実行中に例外あり) のバックアップ ジョブに対してのみ、メンテナンス ジョブを実行

することができます。このバックアップ 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、InstaMount マ

ッピングの作成を延期、または最小単位リストア インデックスの作成を延期、のいずれかでなければなりません。

メンテナンス ジョブが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表示になります。 

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、構成ファイルにある 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閾値ルールがバックアップ ジョブ実行中に参照されます。スナップショッ

ト保持ルールの構成の詳細については、構成ファイルでスナップショット保持ルールの設定 および プラン ビルダー

でのスナップショット保持ルールの設定 を参照してください。 

*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。但し、サードパーティ製品や他のDocAveプランで取得されたスナップショットは、

保持ポリシーを指定することでは削除できません。 

http://www.avepoint.com/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Job_Monitor_Reference_Guide.pdf


 33 

 
DocAve 6:プラットフォーム バックアップ & リストア 

 

*注意: バックアップ ジョブを実行するときに、[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 ビルダーでポリシー 1 が有効なスナップショットを保持している間に該当ス

ナップショットを削除することはできません。 

バックアップ ジョブの実行中、構成されている保持ルールは 2 度確認されます。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. 1 回目の確認は、データをバックアップする前に行われます。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、つまり構成ファイルの 

MaxSnapshotCount を比較します。 

1 回目の確認の後、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

ナップショット閾値ポリシー に従って、スナップショットを保持します。3つのポリシー オプションがあります。 

 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。

その後に現在のプランの新規ジョブが開始されます。 

 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 – 現在のジョブの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、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。その後に

現在のプランの新規ジョブが開始されます。 

 

次の点に注意してください。 

 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 以上の場

合、DocAve プラットフォーム バックアップ & リストア プラン ビルダーに指定されているポリシー

が実行されます。 

*注意: DocAve は保持ジョブの実行をシミュレーションし、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。 
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o 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。 

o 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 はバックアップ ジョブを直接実行します。 

2. 2 回目の確認は、データのバックアップ後に行われます。 

DocAve は、現在のプランのスナップショット数とプラン ビルダーで構成された 保持するスナップショット

数 を比較します。 

確認の後、次の スナップショット閾値ポリシー に従って、スナップショットを保持します。 

 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。 

次の点に注意してください。 

 現在のプランのスナップショット数がプラン ビルダーで構成された 保持するスナップショット数 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、

ハードウェアから削除します。 

*注意: 保持した後に、現在のプランのスナップショット数が閾値 (プラン ビルダーで 構成され

た保持するスナップショット数) をまだ超えているかどうかを確認します。閾値を超えている場

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が作成された後

に、新規バックアップ ジョブが行われます。 

 現在のプランのスナップショット数がプラン ビルダーで構成された 保持するスナップショット数 

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 ファイルで、ストレージに保存できるスナップショット最大数を構

成します。このファイルは既定では、DocAve エージェントのインストール パス …\AvePoint\DocAve6\Ag

ent\data\SP2010\Platform にあります。 
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ストレージ ハードウェアに接続している筐体のエージェント サーバーにある構成ファイルの中の次の属性を変更

する必要があります。変更が行われないと、この構成ではデフォルト設定が使用されます。 

以下及び図中の赤枠に従い、設定要素を追加します。 

<VolumeConfig providerOption="0" MaxSnapshotCount="32"> 

<DriverLetter path="c:"/> 

</VolumeConfig> 

 

図6: 変更された構成ファイル 

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 – スナップショットを取るのに使用するプロバイダーを指定します。 

o 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。 

o 1 – システムの VSS プロバイダーを使用します。 

o 2 – 指定の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 を指定する必要があります。 
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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、コマンド

を入力します。

 

図 7: プロバイダー ID を表示します。 

 MaxSnapshotCount – ハードウェアに保存が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。 

 パス – ハードウェアにリンクするドライブ名です。 

 

プラン ビルダーでのスナップショット保持ルールの設定 

プラットフォーム バックアップ & リストア プラン ビルダーでは、現在のプランのスナップショットの最大数を設定する

ことができます。 

保持するスナップショット数 – バックアップ プランが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指定し

ます。パフォーマンスを考慮し、この属性の値を 64 以下にすることをお勧めします。現在のプランのスナップショッ

ト数が最大値を超えると、新規ジョブのデータのバックアップが行われた後に、現在のプランで取られた中で最も

古いスナップショットが削除されます。この削除処理は、古いスナップショットのデータが該当の論理デバイスに保

存された後に行われるため、必要であれば、その最も古いスナップショット データを見つけることができます。 

  



 37 

 
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 プランの作成に慣れているユーザーにお勧めします。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、プラン ビルダー > フォーム モード をク

リックします。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: 初めてプランを作成する場合、または各プラン コンポーネントの説明を参照したい場合には、ウィザード 

モードをお勧めします。 

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 [OK 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。 

 

  



38  

 
DocAve 6:プラットフォーム バックアップ & リストア 

 

InstaMount について 

ファイル サイズが小さいアイテムをリストアするためには、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 を使用するときに、プラットフォーム

最小単位リストアを行えば、処理は大幅に速くなります。 

InstaMount 機能は、バックアップまたはリストア ジョブで有効にすることができます。バックアップ プランを作成

するときに、[InstaMount 最小単位リストアを有効にする] フィールドで [はい] を選択していなければ、リ

ストア プランを作成するときに、[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 のメリットはほとんどありません。大量のデータをリス

トアする場合、 InstaMount の使用をお勧めしません。 

InstaMount マッピングおよびリストア インデックス 

InstaMount マッピング ファイルがバックアップ データから生成され、InstaMount 機能がこのファイルを使用し、

一時ファイルを生成します。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。

プラットフォーム バックアップ & リストアのジョブまたはメンテナンス ジョブ実行中に、マッピング ファイルと最小単位

リストア インデックスの両方を作成することができます。 

 InstaMount 最小単位リストア を無効にしてプラットフォーム バックアップ ジョブを実行した場合、

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 リソースが占有されることがあります。 

 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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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。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されたデータに対してのみ、プラットフォーム リストアを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、指定のファーム 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。 

*注意: SharePoint 構成データベースを正しくリストアするには、プラットフォーム バックアップ & リストアを使

用してリストアを行う前に、まず SQL サーバーから既存の構成データベースを削除しておく必要があります。 

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 レベルまたはリストア粒度レベル) – 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 レベルまたはリストア粒度レベル) – 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 – 指定の SQL サーバーへデータベースのみ、リストアします。 

*注意: プラットフォーム バックアップ & リストアでサポートされる SharePoint コンポーネントについては、付録 

A: プラットフォーム バックアップ & リストアでサポートされる SharePoint 2010 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 

でなければなりません。 
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リストア プランの設定 

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。 

1. [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。 

2. [フィルター対象] 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。 

a. プラン 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がサポートされ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。 

b. ジョブ 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。 

c. 期間 – 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 – 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。 

3. フィルターを選択した後、[フィルター対象] エリアまたはリボンの [フィルター] ボタンをクリックします。

選択したフィルター ルールを満たすバックアップ ジョブがカレンダーで表示されます。必要に応じ、[フィル
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ター対象] エリアまたはリボンの [リセット] をクリックし、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 ジョブを消去します。 

4. 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。 

a. 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] をクリックし、レビューを変更して期間内のすべ

ての有効ジョブを表示します。 

b. カレンダーの左上隅のページ変更ボタン [ ] をクリックし、ページを変更します。 

5. 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 ジョブを選択しました。次に、リストア タイプに適

したリンクをクリックし、ジョブ設定の手順を続けます。 

 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 Web フロントエンド ファイルのリストア オプション 

 バックアップ済み BLOB データのリストア 
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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。 

*注意: SharePoint 構成データベースを正しくリストアするには、プラットフォーム バックアップ & リストアを使

用してリストアを行う前に、まず SQL サーバーから既存の構成データベースを削除しておく必要があります。 

データベース レベルの元の場所へリストア ジョブの設定と実行: 

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 – リストアするコンテンツをツリーで選択します。選択しているバックアップのタイプに従って、

ツリーの内容は変わります。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。 

3. リストア タイプ – コンテンツのリストア先を選択します。 

 [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。 

 [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他の 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。 

4. リストア設定 – リストア ジョブの詳細設定を選択します。 

a. 最新の情報によるデータベースのリストア – このオプションが有効な場合、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と一緒に、データベースがリストアされます。DocAve 

はまずバックアップ済みのデータベースをリストアし、その後、増分バックアップの間にバックアップさ

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更新します。[いいえ] を選択すると、

バックアップ済みのデータベースのみリストアします。 

*注意: このオプションを使用してプラットフォーム リストア ジョブを実行する場合、リストア ジョ

ブを実行する前に、まず該当の SQL サーバーの一時ファイルを消去しておく必要があります。 

b. データベース リストアのみ – [はい] の場合、選択されているデータベースは、SharePoint 

環境に接続されずに、リストアされます。SharePoint 環境がまだセットアップされていない場

合に (全体ファームのリストア中など)、このオプションを使用します。データベースをリストアした
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後に、手動で指定の環境へ接続する場合にも、このオプションは有用です。[いいえ] の場合、

リストアの後、通常、データベースは SharePoint ファームへ接続されます。 

*注意: このオプションを選択すると、構成データベースと全体管理データベースだけがリストア

されます。 

c. セーフ リストア – リストア ジョブが失敗した場合に、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、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 ジョブが失敗した場合の安全対策として) 。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 ジョブが開始されるとすぐに、元のデ

ータベースは削除されます。 

 データベース レベルの 上書きしない 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。 

d. リストア オプション – 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に、

データベースの内容を上書きするかどうかを指定します。 

 上書きしない – バックアップで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

が同じ場合に、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元のファームのデータベース名が

同じ場合、まず元のデータベースを削除し、その後にバックアップで選択したデータベー

スをリストアします。 

e. 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、または [通知プロファイルの新規作成] リンクを

クリックし、新しい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。 

6. 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。 

7. 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。 

a. [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。 
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b. 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 (オプション) 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。 

8. 終了したら、[次へ] をクリックします。概要 ページが表示されます。 

9. ジョブの選択を確認し、編集します。変更するには、各セクション上部にあるの [編集] をクリックします。

このボタンは設定ページにリンクしているため、構成を編集することができます。 

10. [完了] をクリックし、ジョブ構成を保存します。 

a. 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。 

b. 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

成を保存しますが、ジョブは実行されません。 
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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 

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 – 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。データのバックアッ

プ ペインの画面の右上にある [詳細の表示] リンクをクリックし、選択したデータベースの詳細情報を

表示します。 

3. [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、アイテム レベル

設定 を構成します。 

 [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 の設定を構成します。このオプ

ションを選択しない場合、データのバックアップ ペインのツリーはサイト コレクション レベルまで

しか展開されません。そのため、最小単位コンテンツの選択またはリストアを実行できません。

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。以下の

設定を行います。 

o コンテナ選択 – コンテナのセキュリティまたはプロパティをリストアするグローバル設定で

す。このコンテナのセキュリティ / プロパティをリストアする設定を既に構成している場合、

バックアップ データ ツリーのコンテナの隣の セキュリティ / プロパティ チェック ボックス

は無効になります。詳細については、付録 B: 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。 

o コンテンツ選択 – コンテンツのセキュリティをリストアするグローバル設定です。コンテン

ツのセキュリティをリストアする設定を既に構成している場合、アイテム ブラウザ のポッ

プアップ ウィンドウのコンテンツの隣の セキュリティ チェック ボックスは無効になります。

詳細については、付録 B: 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。 

 [保存されたインデックスを参照する] – バックアップ ジョブまたはメンテナンス ジョブを設定す

る際に、指定したリストア粒度に従って生成されているインデックスを参照します。 

 [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、[構成] リンクをクリックし、参
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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。 

*注意: 指定のプラットフォーム バックアップ ジョブについて、最小単位リストア インデックスを作

成する場合、既定で [保存されたインデックスを参照する] が選択されます。指定のプラット

フォーム バックアップ ジョブについて、最小単位リストア インデックスを作成しない場合、プラット

フォーム最小単位リストアでバックアップをリストアする際に、[InstaMount 内のインデックス

を参照する] オプションを使用する必要があります。 

4. 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 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の構成を指定します。 

a. セキュリティ – セキュリティの詳細については、付録 B: 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。 

b. プロパティ – プロパティの詳細については、付録 B: 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。 

5. 終了したら、[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。 

6. リストア タイプ – コンテンツのリストア先を選択します。 

a. 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。 

b. エージェント グループ – 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。 

7. 終了したら、[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。 

8. リストア設定 – コンテンツのリストア方法を構成します。 

a. リストア オプション – プラットフォーム最小単位リストア中に競合が発生した場合に実行する

アクションを指定します。バックアップと元のファームで同じアイテム ID とファイル名が存在すると、

競合が発生します。 

 上書きしない – 元のファイル / アイテムと同じ名前 / ID を持つバックアップ済みのフ

ァイル / アイテムを無視します。バックアップのアイテムをリストアしません。バックアップで

のアイテムをリストアしません。 

 上書きする – 同じ名前 / ID を含む既存のファイル / アイテムを上書きし、バックア

ップ済みのファイル / アイテムを元の場所へコピーします。 

 追加する – フォルダー / サイト / サイト コレクション レベルで、元のコンテンツをバック

アップの同じコンテンツで上書きします。アイテム / アイテム バージョン レベルで、バック
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アップのファイル名の後に接尾辞 (_1, _2, _3 …) を追加し、元の場所へリストアし

ます。更新日時 が異なるバックアップ済みのアイテムには、ID の番号に 1 を加え、

同じ名前で元の場所へリストアします。バックアップの済みアイテムと元のアイテムの 更

新日時 が同じ場合、バックアップで該当するアイテムが元のアイテムを上書きします。

追加 のリストア ジョブが完了すると、元のファイル / アイテムとリストア済みファイル / 

アイテムの両方が元の場所に存在することになります。 

 置き換える – 元のコンテンツを削除し、バックアップの同じコンテンツに置き換えます。

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 レベルでのみ使用することが

できます。 

b. ごみ箱のデータを含む – 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。例えば、[ごみ箱のデータを含む] が有効な 上書きしない 

リストア ジョブを実行し、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。 

c. すべてのアイテムの詳細ジョブ レポートを含む – [はい] の場合、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] の場合、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。 

d. 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] の場合、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 マッピングおよびリストア インデックス を参照してください。 

e. 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] の場合、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。 

f. 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。 
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g. [権限を持たないユーザー / グループを排除する] – [はい] の場合、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、[なし] が選択されています。  

h. 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ためには、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] の場合、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] の場合、指定したバックアップ データの最新の メジャー または 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。 

i. 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、または [通知プロファイルの新規作

成] リンクをクリックし、新しい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を表示します。 

9. リストア設定の構成を終了したら、[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。 

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。[ウィザード完

了後へリストアする] を選択すると、リストア ウィザード終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 (オプション) 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。 

11. 終了したら、[次へ] をクリックします。概要 ページが表示されます。 

12. ジョブの選択をレビューし、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。このボタン

は設定ページにリンクしているため、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、ジョブ構成を保存しますが、ジョブは実行されません。 
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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: リストア先ファームの既存 Web アプリケーションで使用しているポート番号がバックアップ時のものと同

じで、バックアップ済み Web アプリケーションを使用してリストア先の Web アプリケーションを上書きしたい場合

は、リストアする前にまず既存のリストア先 Web アプリケーション (該当の IIS Web サイトと一緒に) を削除

しておく必要があります。削除を行わないと、該当の Web アプリケーションのバックアップ済み IIS サイトをリスト

アすることができません。 

データベース レベルの別の場所へのリストア プランの設定と実行: 

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 – ツリーでリストアするコンテンツを選択します。選択したバックアップのタイプに従って、ツ

リーの内容が変わります。ここでは、バックアップ済みデータベースを選択します。 

3. リストア タイプ – コンテンツのリストア先を選択します。 

 [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、[別の場所へリストア] を選択してデータベースを他の SharePoint 

ファームへリストアし、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他の 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。 

4. [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。 

5. 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リストア オプションを選択

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 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 プロキシを作成するための詳細情報を構成する必要があります。 

a. 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。 

b. 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。 

c. データベース名 – データベースがここで指定した名前でリストアされます。 

d. 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指定します。 
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*注意: 指定したパスがリストア先サーバーにない場合、パスはリストア中に自動的に作成さ

れます。 

e. 親 Web アプリケーション URL – ここで指定した Web アプリケーションへ、データベースをリ

ストアします。 

f. データベース アクセス証明書 – データベースを作成する認証方法を選択します。 

 Windows 認証 (推奨) (既定オプション) – この方法を使用し、Windows を使

用するユーザー ID を確認します。 

 SQL 認証 – 入力されたアカウントとパスワードに従って、SQL サーバーでユーザー I

D を確認します。指定したアカウントに、SQL サーバーの sysadmin ロールを追加

する必要があります。 

g. 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。 

6. リストア設定 – リストア ジョブの詳細設定を選択します。 

a. 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、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 ジョブが失敗した場合の安全対策として) 。リストア 

ジョブが正常に完了した後に、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

択すると、上書きする リストア ジョブが開始してすぐに、リストア先データベースは直接削除さ

れます。データベース レベルの 上書きしない リストア ジョブで、リストア先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場合、リストア ジョブは何も行いません。 

b. リストア オプション – 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指定します。 

 上書きしない – 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、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が削除され、それからバックアップの

データベースがリストアされます。 

 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します。[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、新しいメール通知プロファイルを作成することができます。[表示] をクリックし、選

択した通知プロファイルの詳細構成を表示します。 

7. リストア設定の構成が完了したら、[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。 

8. 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

了後へリストアする] を選択すると、リストア ウィザードの終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 (オプション) 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。 

9. 終了したら、[次へ] をクリックします。概要 ページが表示されます。 

10. ジョブの選択をレビューおよび編集します。変更するには、行の中間の [編集] をクリックします。このボ

タンは設定ページにリンクしているため、構成を編集することができます。 

11. [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、ジョブ構成を保存しますが、ジョブは実行されません。 

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 プランの設定と実行: 

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 – 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。データのバックアッ

プ ペインの画面の右上にある [詳細の表示] リンクをクリックし、選択したデータベースの詳細バックア

ップ データを表示します。 

3. [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、アイテム レベル

設定 を構成します。 

a. [最小単位コンテンツをリストアする] – このオプションを選択すると、最小単位コンテンツをリ

ストアします。このオプションを選択しない場合、データのバックアップ ペインのツリーはサイト コ

レクション レベルまでしか展開されないため、最小単位コンテンツをリストアすることができません。

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。 

 コンテナ選択 – コンテナのセキュリティまたはプロパティをリストアするグローバル設定で

す。コンテナのセキュリティ / プロパティをリストアする設定を既に構成している場合、バ

ックアップ データ ツリーのコンテナの隣の セキュリティ / プロパティ チェック ボックスは
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無効になります。詳細については、付録 B: 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。 

 コンテンツ選択 – コンテンツのセキュリティをリストアするグローバル設定です。コンテン

ツのセキュリティをリストアする設定を既に構成している場合、アイテム ブラウザ のポッ

プアップ ウィンドウでコンテンツの隣の セキュリティ チェック ボックスは無効になります。

詳細については、付録 B: 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。 

b. [保存されたインデックスを参照する] – データベースをバックアップまたはメンテナンス ジョブを

実行中に指定のリストア粒度に従って、作成されたインデックスを参照します。 

c. [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、ツリーがすぐに生成され、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 SQL サーバーに保存します。

InstaMount 一時データベースの場所を変更するには、[構成] リンクをクリックして参照中に

作成された 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。 

*注意: 指定のプラットフォーム バックアップ ジョブについて最小単位リストア インデックスを作

成する場合、既定では [保存されたインデックスを参照する] が選択されています。指定の

プラットフォーム バックアップ ジョブの最小単位リストア インデックスを作成しない場合、プラット

フォーム最小単位リストアでバックアップをリストアする際に、[InstaMount 内のインデックス

を参照する] オプションを使用する必要があります。 

4. ツリーを展開し、リストアするコンテンツを検索します。詳細情報が、アイテム ブラウザ のポップアップ ウ

ィンドウに表示されます。リストアするコンテナ構成を指定します。 

 セキュリティ – セキュリティの詳細については、付録 B: 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 B: 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。 

5. 終了したら、[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。 

6. 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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a. 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。 

b. 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、ま

たは手動で作成したノードを選択します。リストア先 SharePoint でノードを手動で作成する

には、以下の手順に従ってください。 

i. 空白のテキストボックス ノードを選択します。 

ii. テキストボックスで表示された形式に従って、テキストボックスへリストア先ノードの UR

L を入力します。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。 

iii. 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。または [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。 

c. エージェント グループ – 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。 

d. 言語マッピング – 必要に応じ、言語マッピングを構成し、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 パネル参照ガイド を参照してください。 

7. 終了したら、[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。 

8. リストア設定 – コンテンツのリストア方法を構成します。 

a. リストア オプション – プラットフォーム最小単位リストア中に競合が発生した場合に実行する

アクションを指定します。バックアップとリストア先のファームで同じアイテム ID とファイル名が存

在すると、競合が発生します。 

 上書きしない – リストア先のファイル / アイテムと同じ名前 / ID を持つバックアップ

済みのファイル / アイテムを無視します。バックアップでのアイテムをリストアしません。 

 上書きする – 同じ名前 / ID を含む既存のファイル / アイテムを上書きし、バックア

ップ済みファイル / アイテムをリストア先へコピーします。 

*注意: [上書きする] オプションを使用し、別の場所へプラットフォーム リストア ジョ

ブを実行すると、同じ名前と ID を持つバックアップ済みコンテンツ タイプがリストア先

コンテンツ タイプを上書きます。リストア先コンテンツ タイプが対応する Managed 

Metadata service に関連付けられているサイト コレクションに存在する場合、こ

のコンテンツタイプを使用した他のすべてのサイトコレクションは、リストア先コンテンツ タ

イプが上書きされ、発行された後に影響を与えます。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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 追加する – フォルダー / サイト / サイト コレクション レベルで、バックアップの同じコン

テンツがリストア先のコンテンツを上書きします。アイテム / アイテム バージョン レベル

で、バックアップのファイル名の後に接尾辞 (_1, _2, _3 …) を追加し、リストア先へ

リストアします。更新日時 が異なるバックアップ済みのアイテムには、ID の番号に 1 

を加え、同じ名前でリストア先の場所へリストアします。バックアップ済みアイテムとリス

トア先のアイテムの 更新日時 が同じ場合、バックアップで該当のアイテムがリストア先

のアイテムを上書きます。追加 のリストア ジョブが完了すると、リストア先のファイル / 

アイテムとリストア済みファイル / アイテムがリストア先に存在することになります。 

 置き換える – リストア先コンテンツは削除され、バックアップで同じコンテンツに置き換

えられます。フォルダー / サイト / サイト コレクション レベルのみでこのオプションを使用

することができます。 

b. ごみ箱のデータを含む – バックアップでのデータとリストア先 SharePoint ファームのごみ箱で

のデータを比較するかどうかを選択します。例えば、[ごみ箱のデータを含む] が有効な 上書

きしない リストア ジョブを実行し、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。 

c. すべてのアイテムの詳細ジョブ レポートを含む – [はい] の場合、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] の場合、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。 

d. 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] の場合、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 マッピングおよびリストア インデックス を参照してください。 

e. 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] の場合、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。 

f. 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。 

g. [権限を持たないユーザー / グループを排除する] – [はい] の場合、権限を持たないユー

ザー / グループ をリストアしません。既定では、[なし] が選択されています。  

h. 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には、リストア済み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] の場合、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

ストアしますが、指定のバックアップ データの最新の メジャー または 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。 

i. 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、新しいメール通知プロファイルを作成することができます。[表示] をクリックし、選

択した通知プロファイルの詳細構成を表示します。 

9. リストア設定の構成を完了した後、[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。[ウィザード完

了後へリストアする] を選択すると、リストア ウィザードの終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] をオンにし、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 (オプション) 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。 

11. 終了したら、[次へ] をクリックします。概要 ページが表示されます。 

12. ジョブの選択をレビューおよび編集します。変更するには、行の中間の [編集] をクリックします。このボ

タンは設定ページにリンクしているため、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、ジョブ構成を保存しますが、ジョブは実行されません。 

元のデータベースのリストア 

このオプションはバックアップの 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に使用

します。 
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そのデータベースのみを指定した SQL サーバーへリストアする場合、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。 

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、バック

アップ済みデータベースを指定した SQL インスタンスへリストアします。 

2. SQL インスタンス – SQL インスタンス を指定し、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 – データベースを作成する認証方法を選択します。 

 Windows 認証 (推奨) (既定オプション) – この方法を使用し、Windows を使用する

ユーザー ID を確認します。 

 SQL 認証 – 入力されたアカウントとパスワードに従って、SQL サーバーでユーザー ID を確

認します。指定のアカウントを SQL サーバーの sysadmin ロールに追加する必要がありま

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、次のプロパティを編集します。 

a. データベース名 – データベースがここで指定の名前でリストアされます。 

b. 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指定します。 

*注意: 指定のパスがリストア先サーバーにない場合、パスはリストア実行中に自動的に設定されます。 

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 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 – 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

ときに、指定の Web フロントエンド サーバーのプログラム インストールの状態および現在のプログラム 

インストールの状態の確認する機能です。 

 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

プするときに、指定の Web フロントエンド サーバーのデータの状態および現在のデータの状態を確認

する機能です。リボンの [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、該当のチェック ボックス
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をオンにし、[OK] をクリックします。詳細なリストを含む .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。このリストは、.zip ファイルの .csv ファイルに保存されています。 

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。 

 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 ファイルだけに適用されます。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ければ、ファイル コンテンツだけがリストアされ

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 C: 構成ファイルの詳細設定 

を参照してください。 

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、データのバックアップ ペインの画面の右上に

ある [詳細の表示] リンクをクリックし、選択したデータベースの詳細バックアップ 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。 

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リストアが無効にな

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) でのみ使用します。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お勧めします。この

場合、リストアは、STSADM サイト コレクション レベル リストアと同じになります。これは処理を速くする方法で、

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] を選択しなければ、データのバックアップ ペインのツリーがサイト 

コレクション レベルまでしか展開されないため、最小単位コンテンツをリストアすることができません。 
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サイト コレクション レベルの元の場所へ、または別の場所へプラットフォーム最小単位リストアの場合、最小単

位コンテンツをリストアする 機能の解除は、以下の条件でのみ実行することができます。 

 別の場所へのプラットフォーム最小単位リストアが必要 – リストア ジョブの範囲を選択する際に、バック

アップ データ ツリーでサイト コレクションを 1 つだけ選択します。 

 元の場所へのプラットフォーム最小単位リストアでのみ必要 – バックアップ データで選択したサイト コレ

クションと同じ URL または ID を持つサイト コレクションは元の場所にありません。 

 別の場所へのプラットフォーム最小単位リストアでのみ必要 – バックアップ データで選択したサイト コレ

クションと同じ URL または ID を持つサイト コレクションはリストア先の場所にありません。 

サイト コレクション レベルで実行された別の場所へのプラットフォーム最小単位リストアについて、[最小単位コン

テンツをリストアしない] を選択できるようにする前に、以下の手順を実行する必要があります。 

1. 既定の DocAve エージェント インストール パス …\AvePoint\DocAve6\Agent\data\SP20

10\Platform へ移動します。 

2. SP2010PlatformConfiguration.xml ファイルを検索します。ファイルを右クリックし、メモ帳で

開きます。 

3. UseCopyTableOutOfPlaceRestore 属性を検索し、値を true に変更します。 

*注意: この属性の既定値は false で、[最小単位コンテンツをリストアしない] は選択できません。 

4. データのバックアップ ペインの [最小単位コンテンツをリストアする] チェック ボックスをオフにし、プラン

の設定を続けます。 

指定のファーム 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。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 を使用してのみ、リストアを行うことができます。また、バックアップ / リスト

アが SharePoint 全体管理コンテンツ データベースを含む場合のみ、SharePoint 構成データベー

スをバックアップ / リストアすることができます。また、SharePoint 全体管理コンテンツ データベースと 

SharePoint 構成データベースの関係を解除せずに、リストアすることもお勧めします。 

 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、各種の設定と、それに関連する IIS サイトが含まれます。Web アプリケーションのコンテ

ンツ データベースをリストアすることもできます。IIS サイトへの変更がある場合 (手動の変更またはサ
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ード パーティ ソフトウェアにより)、フロントエンド メンバー エージェントにバックアップする IIS サイトをリス

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、

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、

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 ソリューションをリストアした後、バックアップ実行中に存

在していた同じ状態の関連する Web アプリケーションに展開されます。SharePoint ソリューションに

含まれるカスタム ソリューションに従って、場合によっては、展開後にこのソリューションを再確認する必

要があります。 

 フロントエンド リソース – out-of-the-box の SharePoint 機能のみを使用する場合、他のファー

ム コンポーネントによってすべてカバーされているため、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。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ある場合、IIS サイトのリ

ストアが必要です。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もリストアされます。IIS サイト ファイルと 14 hive ファイルの両方を別の場所へリ

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。 

*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、ファーム全体のバックアップ 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。 

リストアを実行する前に、次の要件を満たす必要があります。 

 SharePoint データベースとインデックス バックアップは、使用できる状態でなければなりません。 

*注意: 障害復旧の後にストレージ マネージャーとコネクタが使用できることを保証するには、カスタム 

データベース としてスタブ データベースを追加し、ファーム全体のバックアップに含める必要があります。ま

た、新しい DocAve マネージャーを再インストールする際に、同じ DocAve コントロール データベース

を使用する必要があります。さらに、障害復旧を実行する前に、すべての BLOB データをファイルシス

テムのコンテンツとして使用できることを確認してください。 

 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、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、実稼働サイトと同じでなければなりません。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なければなりません。例えば、バックアップを行ったとき

に、64 ビット版のシステムを使用していた場合は、64 ビット版のシステムを使用しなければなりません。 

 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 レベルでなければなりません。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、同じでなければなりません。 

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 が同じでなければなりません。SQL については、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じでなければなりません。他の場所で DocAve をインストール

する場合、DocAve のホスト名または IP を使用しなければなりません。ポートは異なっていても構い

ません。 

この作業の方法はいくつかあります。例えば、障害復旧用のサイトの AD ドメインを使用し、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一致する必要

がなければ、ディスク イメージまたは仮想化技術を使用し、同じトポロジーを使用することができます。 

 ローカル サーバーと SQL サーバーの両方に対するユーザー権限は、以前と同じ設定でなければなりま

せん。 
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 障害復旧用のサイトは、元の場所と同じ AD ドメインです。 

すべてのサーバーを再構築し、以前の条件を満たしたら、次の障害復旧のステップを実行します。 

1. 必要な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。 

2. ファーム全体リストアを実行する際に SharePoint をインストールしますが、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、この段階では構成を行わないで

ください。 

3. DocAve 6 インストール ガイド で説明されているステップに従って、同じ DocAve コントロール データ

ベースを使用し、DocAve マネージャーをインストールします。 

4. DocAve 6 インストール ガイド で説明されているステップに従って、DocAve エージェントをインストー

ルします。 

5. データ マネージャー で、ファーム全体のバックアップ データをインポートします。詳細については、コント

ロール パネル参照ガイド を参照してください。 

6. ファームの再構築 を行います。 

ファームの再構築の実行 

プラットフォーム バックアップを使用し、ファーム全体をバックアップした後、ファームの再構築 機能を使用してファ

ームが破損された場合に再構築を行います。 

*注意: ファームの再構築では、バックアップ済み Web フロントエンド サーバー ノードはリストアされません。

必要であれば、ファームの再構築後 Web フロントエンド サーバー ノードをリストアしてください。 

ファームの再構築を実行するには、次の要件を満たす必要があります。 

 ファーム全体 (SharePoint 構成データベースと全体管理データベースを含む) のデータのバックアップ

が使用できる状態でなければなりません。 

 SharePoint サーバー トポロジーは、バックアップ時のトポロジーと同じでなければなりません。システム 

プラットフォームも、バックアップ時のプラットフォームと一致していなければなりません。例えば、バックアッ

プを行ったときに x64 システムを使用していたのならば、x64 システムを使用しなければなりません。 

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/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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 再構築リストア先にインストールされている、すべての関連するソフトウェアは、以前と同じバージョンおよ

びパッチ レベルでなければなりません。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。 

 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、以前と同じでなければなりません。 

詳細なステップは次のとおりです。 

1. [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。 

フィルター対象 – 指定のファーム全体のバックアップ 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。 

d. プラン 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、ファーム全体のバックアップ デ

ータをフィルターします。 

o ファーム – ドロップダウン リストからファームを選択し、指定ファームのプランを表示しま

す。[すべてのファーム] を選択し、すべてのファームのすべてのプランを表示します。 

o 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。 

o 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 ジョブのみ表示されます。[すべてのレベル] を選

択し、すべてのレベルのバックアップ ジョブを表示します。 

e. ジョブ フィルター – ドロップダウン リストのジョブ タイプに従って、ファーム全体のバックアップ 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 ジョブのみ表示されます。[すべてのタイプ] を選択し、3 

つのすべてのタイプのバックアップ ジョブを表示します。 

f. 期間 – ドロップダウン リストで完了期間に従って、ファーム全体のバックアップ データをフィルタ

ーします。 

o 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 ジョブを表示します。 

o [バックアップ ジョブの開始期間を指定する] – 期間を指定します。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 
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以下の 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全体のバックア

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の [リセット] をクリックし、

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 ジョブを消去します。 

マウス カーソルをファーム全体のバックアップ ジョブの上に置き、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 ステータス、データのインポートなどのジョブの情報を表示します。[日]、[週]、[月] をクリッ

クし、レビューを変更して期間内のすべての有効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、ページを変更します。リストアするファーム全体のバックアップ ジョブを選

択します。 

2. 表示 – ファーム全体のバックアップ 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。 

3. 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れば、

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] をクリックし、選択した通知プロファイル

の詳細構成を表示します。 

4. 接続の切断 – ファーム内のすべての SharePoint サーバー接続を切断します。現在のファームに接

続しているすべての SharePoint サーバーが表示されます。列の上にマウス カーソルを移動すると、列

の隣に  が表示されます。  をクリックすると、この列が現在のビューで非表示になります。現在のビュ

ーに表示される列を選択することもできます。  をクリックし、現在のビューに表示したい列のチェック ボッ

クスをオンにし [OK] をクリックします。 

[切断] をクリックし、ファームに接続しているすべての SharePoint サーバーを切断します。 

5. データベースのリストア – ファーム全体バックアップ 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。選択したリストア オプションに従って、すべてのデータベースが SharePoint 環境に接続せ

ずにリストアされます。 

 リストア設定 – 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。 

o 上書きしない – バックアップで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

が同じ場合、バックアップで選択したデータベースをリストアしません。 

o 上書きする – バックアップで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

同じ場合、まず元のデータベースを削除し、バックアップのデータベースをリストアします。 
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[リストア] をクリックし、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が完了したら、

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 ボックスがクリック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、そのデータベースだけを選択し、リストア設定を指

定し、リストア ジョブを再実行します。 

6. SharePoint 構成 – リストア済み SharePoint ファームの再構築に必要な設定を構成します。す

べてのサーバーに再接続する前に、ファームのパスフレーズを入力する必要があります。[ポート番号の

指定] チェック ボックスをオンにすると、SharePoint 2010 全体管理で使用されるポートを変更する

ことができます。現在、セキュリティ認証タイプとして NTLM のみがサポートされています。 

*注意: ファームの再構築した後に、バックアップ済み SharePoint 2010 全体管理の IIS 設定をリ

ストアするプランがある場合には、このステップで SharePoint 2010 全体管理の元のポート番号を

使用していることを確認します。従って、バックアップ済み IIS 設定をリストアした後には通常どおりに、

SharePoint 2010 全体管理にアクセスすることができます。 

[テスト] をクリックし、入力した設定を確認します。 

7. 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。列の上にマウス カーソルを移動すると、列の

隣に  が表示されます。  をクリックすると、この列が現在のビューで非表示になります。現在のビュー

に表示される列を選択することもできます。  をクリックし、現在のビューに表示したい列のチェック ボック

スをオンにし [OK] をクリックします。 

[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

て戻します。 

8. 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。 

9. [完了] をクリックし、ファームの再構築を終了します。 
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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 & リストアには、ジョブの状態を表示するためのジョブ モニター ボタンがあります。この

ボタンは、ジョブの監視またはエラーのトラブルシューティングに使用します。 

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。 

  

http://www.avepoint.com/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Job_Monitor_Reference_Guide.pdf
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ホット キー モードの使用 

DocAve ではホット キー モードがサポートされているため、キーボードのみを使用し、アクションを実行することが

できます。 

ホット キー モードにアクセスするには、プラットフォーム バックアップ & リストア インターフェイスから、キーボードの 

Ctrl +Alt + Z キーを押します。 

下表は、プラットフォーム バックアップ & リストア インターフェイスのホームページのホット キーのリストです。プラッ

トフォーム バックアップ & リストア インターフェイスのホームページへ戻るには、キーボードの Ctrl + Alt + Z 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。 

操作インターフェイス ホット キー 

バックアップ  B 

リストア  R 

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 

バックアップ タブ 

[バックアップ] タブ機能のホット キーのリストです。 

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 S 

戻る B 

次へ N 

完了 

 

F 完了 F 

完了して実行 FR 
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機能名とホット キー 

キャンセル C 

フォーム モード F ストレージ ポリシー S 

OK O OK O 

OK して実行 O

R 

キャンセル C 

ストレージ ポリ

シー 

S 

ステージング ポ

リシー 

A 

 

 

作成 N OK O 

キャンセル C 

編集 

 

E OK O 

キャンセル C 

削除 D 

閉じる C 

カスタム データ

ベース 

C 

 

OK O 

キャンセル C 

ジョブ モニター J 

リストア タブ 

[リストア] タブ機能のホット キーのリストです。 

機能名とホット キー 

リストア  R 

ファームの再構築 F 

 

 

 

 

 

 

 

 

フィルター FI 

リセット CL 

切断 D 

リストア R 

接続 CO 

戻る B 

次へ N 

完了 F 

キャンセル C 

ステージング ポリシー A 
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ジョブ モニター J 

 

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 CC OK O 

キャンセル C 

高度検索 AS 検索 S 

キャンセル C 

フィルター PE 

リセット RE 

ステージング ポリシー A 

インストール済みプログラ

ム 

I 閉じる X 

言語マッピング L 

バックアップ リストのダウン

ロード 

D 

 

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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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 キーのリストです。 

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 

 

保存 

 

S 

 

保存して実行 SR 

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 

 

保存 S 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 

プラン グルー

プ 

P 

ただちに実行 R OK O 
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キャンセル C 
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DocAve 6 プラットフォーム バックアップ & リストアの使

用例 

コア コンテンツは、組織の業務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

産です。ただし、SharePoint 環境の基礎であるインフラストラクチャも同じく重要であり、そのインフラを構成す

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し、業務環境を作っています。SharePoint プラット

フォームには「動く部分」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、ある SharePoint 管理者 (ジョー) が、組織の SharePoint 環境が致命的な障害を引き起こして

いる状況に直面しているとします。ジョーが今すべきことは、組織の SharePoint 環境全体のリストアです。 

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に、ジョーは 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ように選択し、[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] を選択し、次に [完全バックアップ後にログバックアップを実行] 

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

ショットを作成 するように選択していませんでした。 

プラットフォームのリストア 

SharePoint ファームの致命的な障害が発生したため、ジョーが今すべきことは、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ことです。この作業を進めるために、いくつかの前提条件があります。 

 Windows Server 2008 または Windows Server 2008 と Service Pack 2 

 ASP.NET が有効な IIS 
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 NET Framework 3.0 

 Microsoft SharePoint Server 2010 がインストールされていること。ただし、構成されていないこと 

(既存のファームがフロントエンド Web 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しなければなりません)。 

 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。 

 SharePoint 管理用に同じドメイン アカウントが使用されていること。 

 

以上の前提条件を満たしたら、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 ファームの様々な要素の間に依存性がある

ため、このようなリストア プロセスは通常、ステップが複数に渡る手順になります。フロントエンド Web サーバーを

連結する前に、まず構成データベースと全体管理データベースをリストアしなければなりません。 

この作業が終わったら、フロントエンド Web 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これらのサーバーを接続します。なお、これらのフロントエンド Web サーバーの

内の 1台が全体管理 Web アプリケーションをホストしていなければなりません。この点は重要ですので、ご注

意ください。 

フロントエンド Web サーバーがオンラインになったら、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。このコンポーネントに含まれるのは、すべての IIS (SSL または forms-based 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 プロバイダー for SharePoint 2007、または共有

サービス アプリケーション for 2010、シングル サインオンなどです。 

なお、リストア済みフロントエンドに関連するコンポーネント (IIS 設定、カスタム サイト定義、各種機能など) を、

SharePoint ファームのすべてのフロントエンド Web サーバーにリストアしなければなりません。 
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付録 A: プラットフォーム バックアップ & リストアでサポー

トされる SharePoint 2010 コンポーネント 

コンテンツ データベース全体をバックアップし、データベース レベルで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 & リストアでサポートされます。 

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には、DocAve 6 プラットフォーム最小単位リストアでサ

ポートされる / サポートされない (未サポート) Web パーツの詳細について、以下の表を参照してください。 

サポートされる Web パーツ 

Web パーツ サポート 未サポート 

ビジネス データ 

ビジネス データ アクション √  

Business Data Connecti

vity 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 √  

グラフ 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 クエリ √  

関連ドキュメント √  

RSS ビューア √  

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 サポート 未サポート 

Web Analytics の Web パ

ーツ 
√  

WSRP ビューア √  

XML ビューア √  

フィルター 

[フィルターの適用] ボタン  √ 

フィルターの選択 √  

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 
 √ 

メディアおよびコンテンツ 

コンテンツ エディター √  

イメージ ビューア √  

メディアの Web パーツ √  

ページ ビューア √  

画像ライブラリ スライド ショー

の Web パーツ 
√  

Outlook Web App 

予定表 √  

連絡先 √  

受信トレイ √  

メール フォルダー √  

タスク √  

検索 高度な検索のボックス √  
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Web パーツ サポート 未サポート 

中国語のデュアル検索 √  

フェデレーション検索結果 √  

ひとの絞り込みパネル √  

ひとの検索ボックス √  

ひとの検索の主要結果 √  

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 √  

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 

連絡先詳細 √  

注記掲示板 √  

組織のブラウザ √  

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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リストアでサポートされるサービス アプリケーション 

DocAve 6 プラットフォーム リストアでサポートされる / サポートされない 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

トアでサポート 

別の場所へのリス

トアでサポート 

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 Registr

y Service 

Application Registry Service データベ

ース 
√ × 

Business Data Con

nectivity Service 

Bdc_Service_DB (Business Data Co

nnectivity データベース) 
√ √ 

Excel サービス 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 Metadat

a Service 

Managed Metadata Service_Databas

e (Service Application データベース) 
√ √ 

PerformancePoint 

Service Applicatio

n 

PerformancePoint Service Applicatio

n_Database (Microsoft.Performance

Point.Scorecards.BIMonitoringServic

eDatabase) 

√ √ 
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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

トアでサポート 

別の場所へのリス

トアでサポート 

Search Service アプ

リケーション 

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) 

√ 

Search Service 

アプリケーション (N

ative) はサポート

されています。Sear

ch Service アプリ

ケーション (FAST) 

はサポートされてい

ません。 

Secure Store Servi

ce 

Secure_Store_Service_DB (Secure 

Store Service データベース) 
√ √ 

Security Token Se

rvice 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 Servi

ce データベース設定) 
√ × 
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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

トアでサポート 

別の場所へのリス

トアでサポート 

User Profile Servic

e アプリケーション 

User Profile Service Application_Prof

ileDB (Microsoft.Office.Server.Admi

nistration.ProfileDatabase) 

User Profile Service Application_Syn

cDB(Microsoft.Office.Server.Adminis

tration.SynchronizationDatabase) 

User Profile Service Application_Soci

alDB (Microsoft.Office.Server.Admin

istration.SocialDatabase) 

√ √ 

Visio Graphics Ser

vice 

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 Ser

vice 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 Warehou

se データベース) 

√ √ 

Word Automation 

Services(Word Co

nversion Service) 

WordAutomationServices_Database

(Microsoft.Office.Word.Server.Servic

e.QueueDatabase) 

√ √ 

Lotus Notes Conn

ector 
– × × 
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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

トアでサポート 

別の場所へのリス

トアでサポート 

Usage and Health 

data collection 

 

WSS_Logging 
√ × 

Word Viewing Ser

vice 
– × × 

PowerPoint Servic

e アプリケーション 
– × × 

Project Service ア

プリケーション 
– × × 

SQL Server Power

Pivot Service アプリ

ケーション 

– × × 

Subscription Setti

ngs Service アプリケ

ーション 

Subscription Settings データベース √ √ 
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リストアでサポートされるコンポーネント 

DocAve 6 プラットフォーム リストアでサポートされる / サポートされない 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

でサポート 

別の場所へのリストア

でサポート 
注記 

構成データベース √ ×  

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 √ √ 

ファームレ ベルの検索設定およびク

ローラ影響ルールがサポートされま

す。 

SharePoint Help Se

arch 
√ ×  

InfoPath Form Ser

vices 
√ √ 

InfoPath Forms Services 設

定および InfoPath Forms Ser

vices フォーム テンプレートがサポ

ートされます。 
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機能 
元の場所へのリストア

でサポート 

別の場所へのリストア

でサポート 
注記 

FBA データベース √ × 

FBA データベースと WebApp II

S 設定 (MemberShipProvide

r など) の Web.config の構成

がサポートされます。 

Windows SharePoi

nt 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

リストアがサポートされます。 

 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

がサポートされます。ソリューシ

ョン管理でソリューション状態の

リストアはサポートされません。 

FAST Search Serve

r 2010 for SharePo

int 

√ × 

DocAve プラットフォーム バックアッ

プ & リストアが 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 の手動で完全

バックアップとリストアの詳細につい

ては、以下のリンクを参照してくださ

い。http://technet.microsof

t.com/en-us/library/ff4602

21.aspx  

http://technet.microsoft.com/en-us/library/ff460221.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/ff460221.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/ff460221.aspx
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機能 
元の場所へのリストア

でサポート 

別の場所へのリストア

でサポート 
注記 

Knowledge Lake I

maging 
√ ×  

NewsGator √ × 

DocAve 6.1 からの Social Sit

es (NewsGator) 1.2 および 

2.5 がサポートされます。 

Nintex ワークフロー √ × 

Nintex ワークフローがバックアップ

済み元の場所またはバックアップと

同じファームの異なる場所へリスト

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

アを実行するには、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 機能がサポート

されます。 
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機能 
元の場所へのリストア

でサポート 

別の場所へのリストア

でサポート 
注記 

フロントエンド Web サ

ーバー 
√ √ 

 IIS 設定 (フォーム認証、SS

L 証明書など) をフロントエン

ド Web 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

レクトリが IIS extensions 

を記録するために最も重要な

ディレクトリです。フロントエンド 

Web 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、フロン

トエンド Web サーバーのファイ

ル システムのファイルもバックア

ップ & リストアすることができま

す。 
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付録 B: 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、権限レベル、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 C: 構成ファイルの詳細設定 

AgentCommonWrapperConfig.config 

AgentCommonWrapperConfig.config ファイルを構成し、SharePoint プロパティ バッグでカスタム 

プロパティをリストアするかどうかを指定します。 

DocAve エージェントがインストールされているマシンへ移動し、… \AvePoint\DocAve6\Agent\bin デ

ィレクトリを開き、AgentCommonWrapperConfig.config ファイルを探します。 

指定 Web プロパティのリストア 

AgentCommonWrapperConfig.config ファイルを開き、WrapperCommon ノードを探します。

このノードで、<RestoredAllWebProperties>False</RestoredAllWebProperties> ノード

と <SpecialWebPropertyNames></SpecialWebPropertyNames> ノードを探します。この 

2 つのノードは、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 ジョブを初めて実行するときに、構成フ

ァイルに自動的に追加されます。 

 プロパティ バッグでカスタム プロパティをリストアしたくない場合には、既定の False 値を使用します。F

alse 値を使用すると、SpecialWebPropertyNames ノードで指定のカスタム プロパティを追

加することもでき、指定したカスタム プロパティがリストアされます。カスタム プロパティをセミコロン記号で

区切ります。例えば、 <SpecialWebPropertyNames>property1; property 2; pro

perty3</SpecialWebPropertyNames> のように入力します。なお、プロパティ バッグの bu

ild-in プロパティはすべてリストアされます。 

 カスタムと build-in プロパティを含むすべてのプロパティをリストアするには、False を True に変更し

ます。True 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、指定したプロパティはリストアされません。 
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付録 D: カスタマイズ サポート 

*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、関連するより高レベルの 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したいのであ

れば、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 ノードの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 サポートされる ことを示し、空白はこのレベルでリストアが サポートされない 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 

注記 

 

リストアの選択 

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 構成データベースと SharePoint 全体管理コンテン

ツ データベースは相互に関連しています。元の場所へのリストアのみ

行うことができます ([データベース リストアのみ] オプションを有効に

します)。 

[データベース リストアのみ] オプションを選択しない場合、リストアを

選択しても、リストア ジョブでこ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 

注記 

 

リストアの選択 

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 

Windows SharePoint ソリューション √ √       
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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 

注記 

 

リストアの選択 

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 

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 

注記 

 

リストアの選択 

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 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 

注記 

 

リストアの選択 

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 √ √      

1. 元の場所へ のリストアで、既存の対象の Web アプリケーシ

ョンを同じ名前のバックアップ済み Web アプリケーションに上

書きする場合、対象の 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。 

2. 拡張ゾーンの Web アプリケーションについて、[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 

注記 

 

リストアの選択 

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 √ √ √ √ √ √ √ 

機能について、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には、Doc

Ave は既存の状態をこの機能の状態を使用してリストアするだけで

す。この機能の …\Common Files\Microsoft Shared\Web 

Server Extensions\14\TEMPLATE\FEATURES にある物

理ファイルはリストアされません。 
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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 

注記 

 

リストアの選択 

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 

注記 

 

リストアの選択 

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。 
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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 

注記 

 

リストアの選択 

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 Built-in ワークフロー √ √ √ √ √ √ √ 

1. 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、このオプションはありません)。 

詳細については、ここ をクリックしてください。 

 

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。 
なし 

Web パーツ √ √ √ √ √ √ √ 

1. 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、リストアしたい Web パーツが含まれているこ

とを確認してください。 

2. 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

ベルまで下げることができます。 

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、まず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、このアイテを指定の管理されたメタデータ用語セットに関

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 

注記 

 

リストアの選択 

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 

連付けることはできません。 

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、そのテ

ンプレートは、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。使用できなくなるのは、それぞれの開発の状況が異なる

ため、そし、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

に特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 

注記 

 

リストアの選択 

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 Co

de Service  

説明: Sandboxed Code Service の設定 
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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 

注記 

 

リストアの選択 

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 

グローバル検索設定 

 

√ √       

 



98  

 
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 

注記 

 

リストアの選択 

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: Windows SharePoint Services の検索インスタンス 
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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 

注記 

 

リストアの選択 

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 アプリケーション √ √      

1. Search Service 設定: SharePoint に存在しない仮想

ノードで、次のコンポーネントが含まれます。 

a. コンテンツ ソース 

b. クロール ルール 

c. ファイル タイプ 

d. クロール影響ルール 

e. 認証ページ 

f. フェデレーション場所 

g. メタデータのプロパティ 

h. 範囲 

2. Search Service 設定 ノードは、 Search Service ア

プリケーションのプロパティをバックアップするため、別の場所へ

のリストアを実行すると、このノードは Search Service アプ

リケーションへのみリストアされます。 

3. 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。 

4. 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

ービスが有効であっても無効であっても、サービスは通常通り
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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 

注記 

 

リストアの選択 

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 

サービス アプリケーション √ √      

1. http (IISWebServiceEndPoint) および https (IISW

ebServiceEndPoint) は、IIS Web サービスのエンドポイン

ト グループです。SharePoint では、Service Application E

ndpoint Group とも呼ばれます。 

2. データベースと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、および Visio Graphics サービス アプリケーション。 

3. 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 がリストアされ、保存されます。 

別の場所へ のリストアで、サービス アプリケーション プロキシをサー

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つ、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 を入力しなければなりません。 

 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が行われた後、この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、このプロキシはリストア先の既定プロキシ グ

ループに追加されません。  
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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 

注記 

 

リストアの選択 

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 
√ √      詳細については、ここ をリックしてください。  
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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 

注記 

 

リストアの選択 

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 √ √      

1. まず、NewsGator Social Site 2010 をリストア先ファー

ムにインストールしなければなりません。 

2. Newsgator Social Site をまだインストールしていないも

のの、このサイトをリストアしたい場合は、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。  

3. NewsGator Social Site 2010 をリストアする場合、リス

トア タイプの 元の場所へ のみ有効です。 

4. NewsGator Service がファームにインストールされている

場合、上書きする を選択すると、古いファイルを上書きま

す。NewsGator Service がまだインストールされていない

場合、上書きする または 上書きしない のいずれも使用す

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 

注記 

 

リストアの選択 

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 
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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 

注記 

 

リストアの選択 

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 √ √      

1. まず、Nintex Workflow 2010 をリストア先ファームにイン

ストールしなければなりません。 

2. Nintex Workflow 2010 をリストアする場合、リストア タ

イプの 元の場所へ のみ有効です。 

3. Nintex Workflow がファームにインストールされている場

合、上書きする を選択すると、古いファイルを上書きます。N

intex Workflow がまだインストールされていない場合、上

書きする または 上書きしない のいずれも使用することがで

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 

注記 

 

リストアの選択 

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 
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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 

注記 

 

リストアの選択 

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 √ √      

1. まず、KnowledgeLake Imaging 2010 をリストア先ファ

ームにインストールしなければなりません。 

2. KnowledgeLake Imaging 2010 をリストアする場合、

リストア タイプの 元の場所へ のみ有効です。 

3. KnowledgeLake Imagingがファームにインストールされ

ている場合、上書きする を選択すると、古いファイルを上書

きます。KnowledgeLake Imaging がまだインストールさ

れていない場合、上書きする または 上書きしない のいず

れも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 

注記 

 

リストアの選択 

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 
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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 

注記 

 

リストアの選択 

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リストアするように選択することは

できません。データベース全体のみ、リストア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 

注記 

 

リストアの選択 

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 √ √      

1. リストアしたいデータがリストア先にない場合、上書きする ま

たは 上書きしない 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。 

2. リストアしたいデータがリストア先にある場合、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。上書きしない 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 

注記 

 

リストアの選択 

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 √ √      

1. 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。 

2. 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。 

3. 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 

注記 

 

リストアの選択 

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 √ √      

1. リストアしたいデータがリストア先にない場合、上書きする ま

たは 上書きしない 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。 

2. リストアしたいデータがリストア先にある場合、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。上書きしない 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 

注記 

 

リストアの選択 

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 √ √      
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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 

注記 

 

リストアの選択 

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 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 

注記 

 

リストアの選択 

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 √ √      

1. 完全バックアップを実行した後、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。 

2. 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。 

3. 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 D の注意事項 

付録 D に関する詳細な注意事項を説明します。 

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 8: ワークフロー リストア オプションです。 

1. ワークフロー定義 – サイト、リストまたは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。Share

Point 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は、サポートされます。Visio Studio で定義されたワークフローは、サポートさ

れません。 

2. 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。 

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 インスタンスをリストアする前に、ワークフロー定義をリストア先へリストアすること。 

 ワークフロー定義とワークフロー インスタンスをリストアする前に、ワークフロー機能が有効になっていること。 

*注意: 処理中 のワークフロー インスタンスがプラットフォーム リストアによってリストアされると、状態は キャンセ

ル済み に変更されます。 

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 

既存のリストア先ワークフロー定義がリストア元のワークフロー定義の名前が同じ場合、リストア先ワークフロー イ

ンスタンスは削除され、リストア元ワークフロー インスタンスはリストア先へリストアされます。 
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ワークフロー インスタンスのワークフロー定義がない場合、その定義はスキップされ、該当情報がログに記録され

ます。  
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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 FAST 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 201

0 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します。 

FAST Search Server 2010 for SharePoint ソリューションには主に 3 つのパートから構成されます。 

1. 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。 

2. 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 アプリケーション) です。この SSA を SharePoint Web サーバ

ーにインストールして使用します。SSA は、ユーザーの検索ソリューションのためのクエリ Web パーツと 

SDK クエリ統合機能を提供します。 

3. 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 Ser

vice アプリケーション) です。SharePoint アプリケーション サーバーに SSA をインストールして使用し

ます。 

FAST Search Server のバックアップ 

次の手順で FAST Search Server をバックアップします。 

1. 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 の順に選択します。 

2. [バックアップ] タブで、範囲 エリアに SharePoint ファーム ツリーを読み込み、FAST Search Se

rver for SharePoint 2010 ファーム ノードを表示します。そして、ノードを展開します。 

3. [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 を選択するか、または、SSA を選択しない場合は、[キャンセル] 

をクリックします。なお、FAST Search クエリ アプリケーション はバックアップ ツリーに含まれません。 
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 図 9: バックアップするコンテンツを選択すると、メッセージ ウィンドウが表示されます。 

4. リボンの [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] を選択し、プラ

ンを作成し、そのプランを実行します。リボンの該当するボタンをクリックすると、ジョブ モニターのジョブ状

態を表示することができます。 

*注意: FAST Search Server ファームでは、完全バックアップのみサポートされています。差分バックアップと

増分バックアップもまた、ジョブ ID が異なるの完全バックアップです。FAST Content SSA および FAST Qu

ery SSA データベースの場合は簡単なモデルを使用しているため、完全バックアップと差分バックアップのみサポ

ートされています。 

*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 ノードにコンテンツを含みます 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 Se

rver ノードは含まれることを意味します。FAST Content SSA ノードは除外されます。 
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図 10: 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です。 

FAST Search Server のリストア 

次の手順で FAST Search Server をリストアします。 

1. 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 

リストア の順に選択します。 

2. 必要な設定を構成し、データの選択 ページに移動します。 

3. 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 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 を選択するか、または 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 11: 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 ウィンドウです。 

4. リストア タイプの 元の場所へ とリストア オプションの 上書きする のみサポートされます。 

5. 詳細設定 フィールドで次のように操作します。 

a) バックアップ済み FAST Search Server のすべてのファイルをリストアするチェック ボックスをオ

フにします。 

b) [FAST 証明書を構成する] チェック ボックスをオンにします。 

 [バックアップからの証明書を使用する] オプションを選択した場合は、証明書をリス

トアするために証明書パスワードを入力します。 

 [新しい FAST 証明書 (自己署名) を作成する] オプションを選択した場合は、

新しい証明書を作成するために証明書パスワードを入力します。 

*注意: [FAST Search Server を構成する] チェック ボックスをオンにすると、[FAST 

証明書を構成する] チェック ボックスは自動的にオンになります。次に、FAST Admin パスワ

ードを入力し、FAST Search Server を構成します。 

6. 他の設定も構成し、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。リボンの該当の

ボタンをクリックし、ジョブ モニターのジョブ状態を表示することができます。 

*注意: FAST Search Server for SharePoint 2010 ファーム ノードを選択する場合、[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します。FAST Search Admin データベースだけ
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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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サポートされる / 未サポートのリスト 

サポートされる / サポートされない (未サポート) FAST Search Server 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 サポートのステータス  

FAST 検索センター サイト  サポート 

FASTSearchCert SharePoint サーバー サポート 

スタンドアロン FAST server サポート 

FAST admin server サポート 

FAST non-admin server サポート 

FAST Search インデックス 

(data_fixml) 

スタンドアロン FAST server サポート 

FAST primary non-admin server サポート 

FAST secondary non-admin server サポート 

FAST Search コネクタ  サポート 

コンテンツ ソース サポート 

クロール ルール サポート 

FAST Search コネクタ プ

ロキシ (作成する時プロキシ

がない) 

 未サポート 

FAST Search クエリ  サポート 

FAST Search クエリ プロ

キシ 

 サポート 
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