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免責事項

• ベリタステクノロジーズ合同会社は、この文書の著作権を留保します。また、記載され
た内容の無謬性を保証しません。

• VERITAS の製品は将来に渡って仕様を変更する可能性を常に含み、これらは予告な
く行われることもあります。

• なお、当ドキュメントの内容は参考資料として、読者の責任において管理/配布される
ようお願いいたします。二次利用される場合、弊社はその成果物に対して責任を負い
ません。
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目的

本資料で自習もしくはハンズオントレーニングを受講すると、以下が可能
となります。

• 仮想ゲストマシンを、バックアップ/リカバリするために必要な作業がで
きるようになります。

• 作業時に必要な各種設定項目がわかります。

• 上記により、お客様への製品販売時の作業が実施可能となります。
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■ハンズオン環境の場合
以降は、事前に講師から指示された仮想マシン上で作業を実施します。
以下を確認して作業を進めてください。
・仮想マシン名
・アカウント
・パスワード

■自習の場合
以降は、記述内容を適宜自習環境の情報と読み替えて作業を実施してください。
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VMのバックアップ



6

1/69 バックアップ作成の開始

Backup ExecのGUIを起動し
ます。

「バックアップとリストア」タブ
で、登録済の仮想ホストを
選択します。

「バックアップ」ボタンをクリッ
クします。
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2/69 バックアップデバイスの選択

バックアップ先デバイスに、
ディスクストレージを選択し
ます。
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3/69 ジョブのプロパティ

バックアップジョブのプロパ
ティ画面が表示されます。

画面左側の「編集」をクリッ
クします。
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4/69 VMの選択 その１

ツリー構造を展開すると、仮
想環境内のVMが表示され
ます。

Backup Execでは、Backup Execサーバー上のRemote Agent が ESX
や vCenter と直接通信してVADPのバックアップを実行します。VM環境
のバックアップ用に、専用のPROXYホストを個別に構築する必要はあり
ません。
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5/69 VMの選択 その２

最上位の仮想ホスト(ここで
はESX)を選択すると、全VM
が選択されます。
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6/69 VMの選択 その３

「選択の詳細」をみると、左
図のように表示されます。

このように仮想ホスト全体を
選択すると、

「スケジュールされたバック
アップジョブの開始時刻」

に、その時点で仮想ホスト
上に存在するVMを全てリス
トアップしてバックアップして
くれます。

また、削除されたVMは除外
してくれます。

よって全自動で、VMの増減
に対応できます。
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7/69 VMの選択 その４

VMを1台だけを選択すること
も可能です。
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8/69 VMの選択 その５

この時、「選択の詳細」を見
ると、個別に選択されている
ことが文字表示でもわかり
ます。
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9/69 VMの選択 その６

また、任意の複数台のVMを
選択することもできます。
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10/69 VMの選択 その７

この時、「選択の詳細」を見
ると、個別に選択されている
ことが文字表示でもわかり
ます。
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11/69 VMの選択 その８

全体を選択し、一部を除外
することもできます。
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12/69 VMの選択 その９

この時、「選択の詳細」を見
ると、個別に選択と除外がさ
れていることが文字表示で
もわかります。

実際の運用時は、これらの
前述の選択パターンを組み
合わせ、必要なバックアップ
対象が漏れないように設定
します。

＜一つの選択で運用＞

・全てを選択

＜複数の選択で運用＞
・全てを選択＋一部除外
・1台or複数台のVMを

選択
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13/69 VMの選択 その10

個別に複数のVMを選択し
た場合、そのバックアップの
実行順も調整可能です。
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14/69 VMの選択 その11

今回のハンズオンでは、1台
のVMのみをバックアップ対
象にします。

・client02vm

「OK」をクリックします。

必ず、1台のみ
選択してください
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15/69 バックアップ定義の編集

次にバックアップの定義を編
集します。

画面右下の「編集」をクリッ
クします。



「バックアップオプション」の
「インスタントGRT」を開きま
す。

バックアップしたVMDK の内
部情報をカタログすることで、
ファイル/フォルダを個別に
リストアできるようになります。

今回はインスタントGRTを利
用します。リストアジョブの
作成時に、必要な部分のカ
タログ情報だけをリアルタイ
ムに生成します。
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16/69 インスタントGRT

バックアップ
カタ
ログ バックアップ

カタ
ログ

バックアップ・ウィンドウ バックアップ・ウィンドウの短縮

カタログ操作延期の場合の動作
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17/69 仮想マシン その１

「バックアップオプション」の
「仮想マシン」を開きます。

VMのバックアップに関する
設定項目があります。

ディフォルトでGRTは有効に
なっており、VMDK内のファ
イル/フォルダが個別リスト
アできるバックアップ設定に
なっています。

ここでは、特に変更は行い
ません。



23

18/69 仮想マシン その２

設定項目をスクロールさせ
ます。

VMwareのバックアップ時の
転送モードが設定できます。

ここでは、特に変更は行い
ません。

「OK」をクリックします。



24

19/69 バックアップジョブの登録

最後に、「OK」をクリックして、
バックアップジョブを登録し
ます。
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20/69 バックアップジョブの登録状況

「バックアップとリストア」の
画面で、バックアップジョブ
がスケジュールされているこ
とがわかります。
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21/69 ジョブの手動起動

「ジョブモニター」で、該当の
「完全」ジョブを選択し、右ク
リックから「今すぐ実行」をク
リックします。

手動実行に対する情報が表
示されるので、「はい」で進
めます。
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22/69 ジョブの開始

ジョブが開始されます。



28

23/69 VM側のログ

この時、vSphere client の
「最近のタスク」を見ると、
バックアップに関する処理が
記録されていることが確認
できます。

Backup Exec は VMware の
提供するVADP の仕組みを
利用しているためです。



29

24/69 ジョブの成功

ジョブが成功します。

バックアップジョブが成功し
ます。

「ジョブの履歴」で、該当の
バックアップジョブをダブル
クリックし、ジョブログを表示
させます。
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25/69 ジョブログ その１

ジョブの状況が確認できま
す。
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26/69 ジョブログ その２

ジョブの状況が確認できま
す。

デバイスの欄に

IMG

で始まる記述があるので、
GRTが有効なバックアップ
ジョブであることが確認でき
ます。

注)GRTが有効でない場合は、この
記述はありません。
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27/69 ジョブログ その３

画面を下にスクロールする
と、更にジョブの各種状況が
確認できます。
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28/69 ジョブログ その４

画面を下にスクロールする
と、更にジョブの各種状況が
確認できます。

バックアップ対象のVM、
vmdkを確認できます。
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29/69 ジョブログ その５

画面を下にスクロールする
と、更にジョブの各種状況が
確認できます。

検証処理の結果も確認でき
ます。

確認が完了したら、「閉じる」
をクリックします。
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30/69 ディスクストレージ - IMGフォルダ

ディスクストレージ内には、
左図のようにデータが保管
されています。
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VMのバックアップから

ファイルのリストア
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31/69 ファイルリストア対象の選択

ファイルのリストアを行うVM
を選択します。

今回は、

・client02vm

を選択します。
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32/69 ファイルリストアの開始

リストア対象の「client02vm」
を右クリックして、「リストア」
を開始します。

以降の手順は、物理マシン
のファイルリストアと同じで
す。

Backup Execは物理も仮想も統合管理されているので、
同じ手順でファイルをリストアできます。
個別の手順を覚える必要は、ありません。
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33/69 リストアするデータの種類の選択

リストアウィザードが開始さ
れます。

「ファイル、フォルダ、ボ
リューム」を選択し、「次へ」
をクリックします。

注) SQL Server や Exchange など、
バックアップしていない項目は、この
ウィザードでは表示されません。リス
トア可能なデータのみ表示され、ウィ
ザードをシンプルな表示にしていま
す。
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34/69 リストアする項目の指定

「指定時刻へのファイルおよ
びフォルダのバックアップ」
を選択します。

「次へ」をクリックします。

注) 完全バックアップの他に、増分バック
アップなどの関係するバックアップデータ
があれば、合わせてリストアします。
(合成処理はしません。)
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35/69 リストアするファイルとフォルダの選択

表示されたツリーを展開し、
上の(完全)の

「E:¥TestData-client02vm」

を選択します。

今回はインスタントGRTなの
で、ツリーの展開時に必要
部分のカタログ作成が行わ
れます。

「次へ」をクリックします。
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36/69 リストア先の指定

今回のハンズオンでは、リス
トア先を変更しません。

「元の場所」を選択します。

「次へ」をクリックします。
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37/69 リストアするデータの整合性他

今回のハンズオンでは、こ
の箇所の変更はありません。

「次へ」をクリックします。

※)Backup Execはディフォルトの設定では、
リストア時には新しいファイルは上書きしま
せん。間違って、必要なデータをリストアで
上書きしてしまうことを防ぐためです。必要
に応じ、別フォルダにリストアして内容を確
認してから移動する、などの方法もご利用
ください。
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38/69 OSの機能のリストア方法

今回のハンズオンでは、こ
の箇所の変更はありません。

「次へ」をクリックします。
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39/69 リストア前後のコマンド実行他

今回のハンズオンでは、こ
の箇所の変更はありません。

「次へ」をクリックします。
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40/69 リストアジョブ名とスケジュール

今回のハンズオンでは、こ
の箇所の「保留にする」に
チェックを入れます。

リストア前に、バックアップし
たデータを削除するためで
す。

「次へ」をクリックします。
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41/69 リストアの概略の確認

リストアジョブの概略を確認
します。

「完了」をクリックします。
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42/69 ジョブの保留状態

リストアジョブが保留されて
いることを確認します。
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43/69 リモートデスクトップの起動

「besvr01」のデスクトップか
ら、

「client02vm」

へのリモートデスクトップの
ショートカットを起動します。
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44/69 リモートデスクトップのログイン

「besvr01」のデスクトップか
ら、「client02vm」へのリモー
トデスクトップを起動し、ログ
インします。



51

45/69 リストア対象データの確認/削除

「client02vm」上でエクスプ
ローラーを起動し

「E:¥TestData-client02vm」

を表示して削除します。

削除後に、リモートデスク
トップを最小化しておきます。
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46/69 リストアジョブの保留解除

「besvr01」のBackup Exec
の GUIに戻ります。

リストアジョブを右クリックし、
「保留」をクリックして解除し
ます。

リストアジョブが開始されま
す。

データ量が少ないのですぐ
に完了します。
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47/69 リストア終了の確認

リストアジョブの終了を確認
します。
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48/69 リストア確認

リモートデスクトップで、デー
タがリストアされていること
を確認します。

内容を確認後、このリモート
デスクトップのセッションを閉
じます。
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49/69 ジョブログ

ジョブ履歴からジョブログを
表示させて、内容を確認し
ます。

確認後、ジョブログの画面を
閉じます。
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VM全体のリストア
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50/69VM全体のリストアの開始 その1

Backup Execの GUIを起動
し、「バックアップとリストア」
のタブを開きます。

リストア対象のVMをバック
アップした「仮想ホスト」を選
択して右クリックします。

今回のハンズオン環境では、

192.168.0.210

を、選択します。
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51/69 VM全体のリストアの開始 その２

右クリックで表示されたリス
トから、「リストア」を選択しま
す。
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52/69リストアウィザードの開始

リストアウィザードで、リスト
アするデータの種類を選択
します。

「VMwareデータ」

を選択します。

「次へ」をクリックします。

注)このウィザードでは、VM内のファイル/
フォルダはリストアできません。
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53/69リストアする仮想マシンの選択

表示されたツリーを展開表
示して、リストア対象の仮想
マシンを選択します。

今回のハンズオンでは、

client02vm

を、選択します。
(この前の実習で取得したバックアップの
「取得日付・時刻」のチェックボックスを
チェックします)

「次へ」をクリックします。

注) 仮想マシン全体をリカバ
リする際は、必ず画面左側
でチェックします。(右側で
チェックすると、vmdk単位の
リストアになります)
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54/69リストア先の指定

リストア先を指定します。

今回のハンズオンでは、リス
トア先は変更しません。

「次へ」をクリックします。
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55/69追加オプションの指定

追加オプションを指定します。

今回のハンズオンでは、

「リストア前に既存の仮想マ
シンを削除する」

「リストア後に仮想マシンの
電源をオンにする」

にチェックを入れます。

何か障害が発生してリスト
アが必要な場合、既存の仮
想マシンには問題が生じて
いる可能性があるので、上
書きでリストアする前に削除
してしまいます。

「次へ」をクリックします。
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56/69リストア前後に実行するタスク

今回、ここでは特に変更は
ありません。

「次へ」をクリックします。
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57/69ジョブ名とスケジュール

今回、ここでは特に変更は
ありません。

「次へ」をクリックします。
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58/69リストアの概要

表示されたリストアの概要を
確認します。

「完了」をクリックします。
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59/69リストアの実行開始

リストアが開始されます。

リストアジョブの行を選択し
てから、画面上部の「ジョブ
のアクティビティ」をクリックし
ます。
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60/69リストアの処理内容

ジョブのアクティビティでは、
リストアの処理内容が確認
できます。

確認したら、「閉じる」をク
リックします。
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61/69リストアの動作の確認

バックアップ時と同様に、
vSphere Client では、リスト
アに伴う動作を確認すること
ができます。
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62/69リストアした仮想マシンのパワーオン その１

リストア終了後にパワーオン
されたことを確認します。

起動までの待ち時間の間に
ジョブログを確認します。
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63/69 <参考>リストアした仮想マシンのパワーオン その2

リストア後のパワーオンをS
設定していなかった場合は、
手動でリストアした仮想マシ
ンをパワーオンします。
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64/69リストア完了の確認

Backup ExecのGUIの「ジョ
ブモニター」の「ジョブ履歴」
から、対象のジョブをダブル
クリックします。
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65/69リストアのジョブログの確認 その1

リストアのジョブログを確認
します。
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66/69リストアのジョブログの確認 その2

画面を下にスクロールして、
更にリストアのジョブログを
確認します。
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67/69リストアのジョブログの確認 その3

画面を下にスクロールして、
更にリストアのジョブログを
確認します。

最後に「閉じる」をクリックし
ます。
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68/69リストアされた仮想マシンへの接続 その1

リストアした仮想マシンが起
動したタイミングで、Backup 
Execサーバーのデスクトッ
プにある、ショートカットをダ
ブルクリックし、

client02vm

にリモートデスクトップで接
続します。
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69/69リストアされた仮想マシンへの接続 その2

ログイン時に、シャットダウ
ンされていない、旨のメッ
セージが表示されます。

適宜入力して「OK」をクリッ
クしてください。

バックアップ時点では、
シャットダウンされていない
ための表示です。問題あり
ません。

これで、仮想マシンのリスト
アは完了です。
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インスタント・リカバリ
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インスタントリカバリ 1/24

vSphere Client で、仮想マ
シン client02vm をシャットダ
ウンします。

確認のメッセージには
「はい」で応答します。
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インスタントリカバリ 2/24

Backup Exec の GUIの「バッ
クアップとリストア」のタブで、
client02vm の行を選択し、
GUI右上の「インスタントリカ
バリ」から「VMのインスタント
リカバリ」を選択します。
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インスタントリカバリ 3/24

インスタントリカバリのウィ
ザードが開始します。

「ソース」タブでは、バック
アップデータを選択できます。

増分バックアップからも、イ
ンスタントリカバリを実行で
きます。

※) ハンズオンでは、前の実
習で取得した完全バックアッ
プを選択します。
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インスタントリカバリ 4/24

次に「インストール先」のタブ
を開きます。

識別しやすいように、インス
タントリカバリで起動する仮
想マシン名を変更してみま
す。

ここでは、「client02vm-IR」と
変更します。
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インスタントリカバリ 5/24

次に「ホスト」を指定します。

まず、「参照」をクリックしま
す。

※) ハンズオンでは、同じ
ESXi ホスト上でVMを起動し
ます。
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インスタントリカバリ 6/24

表示されたツリーからホスト
を選択します。

ここでは、
「localhost.localdomain」
を選択しています。

選択したら、「OK」をクリック
します。
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インスタントリカバリ 7/24

次にVMネットワークを選択
します。

ここでは、「VM Network」を
選択します。

「ネットワークの選択」の警
告メッセージが表示されたら、
「OK」で対応します。

※) テスト用など、既存VMと
は異なるネットワーク上で
VMを起動したい場合は、こ
の箇所を適宜変更します。
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インスタントリカバリ 8/24

次に、インスタントリカバリで
起動したVMの、稼動中の
ディスク書き込みを保存する
データストアを選択します。

ここでは、[datastore2]を選
択します。
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インスタントリカバリ 9/24

最後に、「リカバリ後に仮想
マシンを起動する」にチェッ
クを入れて、「OK」をクリック
します。
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インスタントリカバリ 10/24

インスタントリカバリに関す
る警告が表示されます。

「OK」で対応します。
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インスタントリカバリ 11/24

Backup Exec の GUI の
「ジョブモニター」タブに移動
します。

インスタントリカバリのジョブ
が開始されます。
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インスタントリカバリ 12/24

vSphere Client の GUI を確
認すると、インスタントリカバ
リで設定した仮想マシンが
起動していることが確認でき
ます。
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インスタントリカバリ 13/24

Backup Exec の GUIに戻り、
ジョブが終了していることを
確認します。

ジョブの行をダブルクリック
して、ジョブログを表示しま
す。



91

インスタントリカバリ 14/24

ログの内容を確認し、「閉じ
る」ボタンをクリックします。



92

インスタントリカバリ 15/24

起動した「client02vm」にリ
モートデスクトップで接続し
ます。



93

インスタントリカバリ 16/24

ログイン時に、シャットダウ
ンされていない、旨のメッ
セージが表示されます。

適宜入力して「OK」をクリッ
クしてください。

バックアップ時点では、
シャットダウンされていない
ための表示です。問題あり
ません。

リモートデスクトップの画面
を閉じてセッションを切断し
ておきます。



94

インスタントリカバリ 17/24

Backup Exec の GUI の
「バックアップとリストア」タブ
に戻ります。

「client02vm」の行を選択し
ます。

※) 対象の仮想マシンのア
イコンに、インスタントリカバ
リ中を示すマークがついて
いることが確認できます。



95

インスタントリカバリ 18/24

「インスタントリカバリ」から
「リカバリ済みのVMの削除」
を選択します。



96

インスタントリカバリ 19/24

削除対象のリカバ済VMを選
択する画面が表示されます。

先ほどリカバリしたVMを選
択して、「OK」をクリックしま
す。



97

インスタントリカバリ 20/24

リカバリ済VMの削除の確認
メッセージが表示されます。

「はい」で応答します。

※) Storage ｖMotion での移
行が行われていない場合は、
すべての変更情報は削除さ
れます。



98

インスタントリカバリ 21/24

Backup Exec の GUI の
「ジョブモニター」タブに移動
し、削除のジョブが開始され
たことを確認します。



99

インスタントリカバリ 22/24

vSphere Client の GUI に戻
ると、インスタントリカバリの
VM が削除されたことが確
認できます。



100

インスタントリカバリ 23/24

Backup Exec の GUI の
「ジョブモニター」タブに移動
し、削除のジョブが成功した
ことを確認します。

該当の行をダブルクリックし、
ログを確認します。



101

インスタントリカバリ 24/24

ログを確認したら、「閉じる」
ボタンをクリックして、リカバ
リ済のVMの削除作業は終
了です。



Thank you!

Copyright © 2016 Veritas Technologies LLC. All rights reserved. Veritas and the Veritas Logo are trademarks or registered trademarks of Veritas
Technologies LLC or its affiliates in the U.S. and other countries. Other names may be trademarks of their respective owners.
This document is provided for informational purposes only and is not intended as advertising. All warranties relating to the information in this 
document, either express or implied, are disclaimed to the maximum extent allowed by law. The information in this document is subject to change 
without notice.

ベリタステクノロジーズ合同会社
テクノロジーセールス＆サービス統括本部
セールスエンジニアリング本部 パートナーSE部

2016年11月23日版 V1.2
掲載されている各種情報は2016年11月23日現在のものです。これらは予告なく変更される場合があります。
最新情報はWEB,各種お問い合わせ窓口、販売店様での確認をお願いします。


	自習＆ハンズオントレーニング資料�Backup Exec 16�BE16-13　�仮想環境のバックアップ/リカバリ - VM編
	免責事項
	目的
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	1/69　バックアップ作成の開始
	2/69　バックアップデバイスの選択
	3/69　ジョブのプロパティ
	4/69　VMの選択　その１
	5/69　VMの選択　その２
	6/69　VMの選択　その３
	7/69　VMの選択　その４
	8/69　VMの選択　その５
	9/69　VMの選択　その６
	10/69　VMの選択　その７
	11/69　VMの選択　その８
	12/69　VMの選択　その９
	13/69　VMの選択　その10
	14/69　VMの選択　その11
	15/69　バックアップ定義の編集
	16/69　インスタントGRT
	17/69　仮想マシン　その１
	18/69　仮想マシン　その２
	19/69　バックアップジョブの登録
	20/69　バックアップジョブの登録状況
	21/69　ジョブの手動起動
	22/69　ジョブの開始
	23/69　VM側のログ
	24/69　ジョブの成功
	25/69　ジョブログ　その１
	26/69　ジョブログ　その２
	27/69　ジョブログ　その３
	28/69　ジョブログ　その４
	29/69　ジョブログ　その５
	30/69　ディスクストレージ　-　IMGフォルダ
	スライド番号 36
	31/69　ファイルリストア対象の選択
	32/69　ファイルリストアの開始
	33/69　リストアするデータの種類の選択
	34/69　リストアする項目の指定
	35/69　リストアするファイルとフォルダの選択
	36/69　リストア先の指定
	37/69　リストアするデータの整合性他
	38/69　 OSの機能のリストア方法
	39/69　リストア前後のコマンド実行他
	40/69　リストアジョブ名とスケジュール
	41/69　リストアの概略の確認
	42/69　ジョブの保留状態
	43/69　リモートデスクトップの起動
	44/69　リモートデスクトップのログイン
	45/69　リストア対象データの確認/削除
	46/69　リストアジョブの保留解除
	47/69　リストア終了の確認
	48/69　リストア確認　
	49/69　ジョブログ
	スライド番号 56
	50/69VM全体のリストアの開始　その1
	51/69 VM全体のリストアの開始　その２
	52/69リストアウィザードの開始
	53/69リストアする仮想マシンの選択
	54/69リストア先の指定
	55/69追加オプションの指定
	56/69リストア前後に実行するタスク
	57/69ジョブ名とスケジュール
	58/69リストアの概要
	59/69リストアの実行開始
	60/69リストアの処理内容
	61/69リストアの動作の確認
	62/69リストアした仮想マシンのパワーオン　その１
	63/69　<参考>リストアした仮想マシンのパワーオン　その2
	64/69リストア完了の確認
	65/69リストアのジョブログの確認　その1
	66/69リストアのジョブログの確認　その2
	67/69リストアのジョブログの確認　その3
	68/69リストアされた仮想マシンへの接続　その1
	69/69リストアされた仮想マシンへの接続　その2
	スライド番号 77
	インスタントリカバリ　　1/24
	インスタントリカバリ　　2/24
	インスタントリカバリ　　3/24
	インスタントリカバリ　　4/24
	インスタントリカバリ　　5/24
	インスタントリカバリ　　6/24
	インスタントリカバリ　　7/24
	インスタントリカバリ　　8/24
	インスタントリカバリ　　9/24
	インスタントリカバリ　　10/24
	インスタントリカバリ　　11/24
	インスタントリカバリ　　12/24
	インスタントリカバリ　　13/24
	インスタントリカバリ　　14/24
	インスタントリカバリ　　15/24
	インスタントリカバリ　　16/24
	インスタントリカバリ　　17/24
	インスタントリカバリ　　18/24
	インスタントリカバリ　　19/24
	インスタントリカバリ　　20/24
	インスタントリカバリ　　21/24
	インスタントリカバリ　　22/24
	インスタントリカバリ　　23/24
	インスタントリカバリ　　24/24
	スライド番号 102

