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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。

• バックアップ対象のWindowsマシンに、エージェントのインストール操作
ができるようになります。

• インストール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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1/12 GUIからのウィザードの起動

Backup Exec の GUI を起動
します。

「バックアップとリストア」タブ
内にある「追加」をクリックし
ます。
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2/12 追加するサーバーの種類の選択

ウィザード「サーバーの追
加」が起動します。

Backup Exec に追加する
サーバーの種類を指定する
画面が表示されます。

「Microsoft Windows のコン
ピュータとサーバー」を選択
します。

「次へ」をクリックします。
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3/12 ＜参考＞その他の選択対象サーバー

その他に、左図のような
サーバーが、追加用に選択
可能です。
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4/12 信頼関係の確立の確認

「信頼関係を確立します
か？」の確認画面が表示さ
れます。

画面上のチェックボックスに
チェックを入れます。

「次へ」をクリックします。

※) Backup Exec は内部的
に証明書を発行して、エー
ジェントとの通信の安全を確
保しています。
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5/12 追加サーバの指定 その１

「追加するサーバーを指定
してください」の画面が表示
されます。

ホスト名 / IPアドレス を入
力します。

「追加」をクリックします。

このハンズオンでは、

「client01」

を、追加します。
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6/12 追加サーバの指定 その２

画面中央の「サーバー名」
の欄に、入力したサーバー
が登録されたことを確認しま
す。

【参考】
Backup Execでは、バックアップ対象に接
続するためにログオンアカウントを利用し
ます。
追加するバックアップ対象コンピューター
のローカル管理者、もしくは所属するドメイ
ンのドメイン管理者の権限を持つアカウン
トを新規に登録、指定することができます。
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7/12 アップグレード/再起動の確認

アップグレードと再起動に関
する確認画面が表示されま
す。

必要に応じ、各チェックボッ
クスにチェックを入れます。

このハンズオンでは、両方
のチェックボックスにチェック
を入れてください。

「次へ」をクリックします。
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8/12 概略の確認

概略画面が表示されます。

内容を確認します。

「インストール」をクリックしま
す。
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9/12 インストール中

エージェントのインストール
状況が表示されます。

インストール完了までお待ち
ください。

注) Windows エージェントのプッシュイン
ストールを行うためにはFirewallなどの設
定変更が必要です。
詳細は、管理者ガイド 第二章「インストー
ル」の「リモートコンピュータへの Backup 
Exec のプッシュインストール」
をご参照ください。
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10/12 インストールの完了

インストールが完了すると左
図が表示されます。

「完了」をクリックします。

【注意】本資料P.1１に説明のある、再起動
のチェックボックスにチェックを入れていな
い場合は「再起動が必要です」と表示され
ます。

その場合は、手動で追加したコンピュー
ターの再起動を行ってください。
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11/12 「バックアップとリストア」タブでの表示

「バックアップとリストア」タブ
に、追加したコンピューター
が表示されます。

インストールしたエージェン
トの再起動が完了するまで、
「状態」は「接続が確立され
ていません」となります。

※)この時の追加サーバのアイコンは、「物
理サーバー」です。
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12/12 完了

インストールしたエージェン
トの再起動が完了すると、
「状態」は「バックアップされ
ていません」となります。

これで、エージェントのイン
ストールは完了です。

画面下部で、存在するバッ
クアップ対象のリソースを確
認できます。

また、サーバ名をダブルク
リックしてプロパティを表示
することも可能です。

※)今回のハンズオンでは、この時の追加
サーバのアイコンは、「仮想サーバー」です。
このハンズオン環境は仮想環境上に構築
しているためです。



Thank you!
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