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1. はじめに 

今日、企業システムのバックアップ運用は、取り扱うデータ量の増大、システム運用時間の延長により

様々な課題を抱えています。 
本書では、そのような環境下でより簡単に、かつ鮮度が高いデータ保護を行うために、Arcserve 
Replication r16.5 for Windows を使用したデータ保護手順についてまとめています。 
 
 

 
画像 1‐1 
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1-1. 用語の定義 

本書で使用する用語について以下に記載します。 
用語 意味 
レプリケーション 広義ではマスタサーバのデータを、レプリカサーバへ送信しレプ

リカ（複製データ）をつくること。 
狭義では Arcserve Replication による、マスタサーバの複製対

象データへの変更を、レプリカサーバに反映する処理のこと。 
Arcserve Replication Arcserve 社が提供しているレプリケーション製品。 

Arcserve Replication と記載。 
CA ARCserve RHA コントロール

サービス 
シナリオの作成や稼働状況など、レプリケーションの管理に必

要なサービス。 
CA ARCserve RHA エンジン レプリケーションを実行するコンポーネント。 

マスタサーバ、レプリカサーバの双方に必要。 
CA ARCserve RHA マネージャ シナリオを操作するための管理コンソール。 

ActiveX コントロールとしてコントロールサービス サーバからダ

ウンロードして使用する。 
マスタサーバ 業務サーバ。 

レプリケーションの複製対象データが存在するサーバ。 
レプリカサーバ 複製サーバ。 

レプリケーションの複製先データが存在するサーバ。 
コントロールサービス サーバ CA ARCserve RHA コントロールサービスをインストールした

サーバ。 
シナリオ レプリケーションの定義情報。 

マスタサーバやレプリカサーバの情報、複製対象データなどの

情報を保持する。 
同期 マスタサーバの複製対象データとレプリカサーバの複製先のデ

ータを完全に一致させる処理。レプリケーションに移行する前に

必要な処理。 
マスタサーバとレプリカサーバのデータを比較して、差分だけを

レプリカサーバに転送する。 
初期同期 レプリカサーバに、マスタサーバのデータが存在しない状態で

行う同期のこと。 
差分同期 レプリカサーバに、マスタサーバのデータがある程度存在する

状態で行う同期のこと。 
データの比較と差分データの転送となるため、初期同期より時

間がかからない傾向がある。 
リワインド Arcserve Replication でデータをリストアする方法の一つ。 

リワインドポイントまたはリワインド ブックマークを使用して、現

在のデータを以前の状態に戻すこと。 
リワインドポイント データに変更があるたびにイベント単位で記録される復旧ポイ

ントのこと。 
リワインドポイントが多いと、データのリカバリでリワインドポイン

トを選択する際、非常に多くのメモリが必要となる。 
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用語 意味 
Arcserve Backup Arcserve 社が提供しているバックアップ製品。 

Arcserve Backup と記載。 
Client Agent for Windows Arcserve Backup のオプション製品。 
 
 

1-2. 本書の注意事項 
本書は、最新ビルド環境を基に作成しておりますが、ガイドに記載している GUI と実環境での GUI
や機能面で差異がある場合があります。ご了承ください。 

 
1-3. レプリケーションとは 
レプリケーションとは、稼働中の業務サーバ(マスタサーバ)のデータをほぼリアルタイムで複製サーバ

(レプリカサーバ)へ送信し、レプリカ（複製データ）をつくる仕組みです。 
もし、マスタサーバに障害が発生した場合は、レプリカサーバのデータを使用し、迅速に復旧が可能で

す。 

 
画像 1‐2 
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1-4. レプリケーションの効果 
レプリケーションを使用することにより、以下のような効果があります。 

 
(1) 手間いらずのデータ保護／管理 

マスタサーバの複製対象データに対する変更が、自動的にレプリカサーバ側へ反映されるため、

運用管理が簡単です。 
 

(2) 最新のデータを保持 
レプリケーションにより、ほぼリアルタイムにデータを保護することが可能です。 

 通信環境などの影響でレプリカサーバへの反映が遅延する場合があります。 
 

(3) バックアップ時間の見積もりが不要 
複製サーバで常に複製データが作成されているため、バックアップ時間を気にする必要はありま

せん。 
 

(4) 業務への影響を軽減 
マスタサーバがダウンしても、レプリカサーバの複製データにアクセスすることができるため業務

への影響を軽減できます。 
 

(5) 遠隔地へのデータ保護が容易・安全 
ネットワーク経由で遠隔地のサーバにレプリケーションを行うことで、データを遠隔地に複製でき

ます。 
また、レプリケーション中の通信を SSL 暗号化することで、ネットワークを流れるデータを安全に

転送できます。 
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1-5. Arcserve Replication の特徴 

Arcserve Replication には以下の特徴があります。 
 

(1) 導入／運用が簡単 
Arcserve Replication の管理画面は日本語で表示されます。 
また、レプリケーションのシナリオ構成はウィザード形式で行うことができます。 
 

(2) リワインド機能 
Arcserve Replication は、レプリカサーバのデータを障害発生直前の正常データまで戻してから

リストアが行える「リワインド機能」を提供しています。 
データの変更があるたびに、変更の履歴情報を保持するため、もし人的ミスなどでデータの論理

障害が発生し、誤ったデータがレプリカ側に反映されたとしても、Arcserve Replication が保持し

ているデータの範囲内であれば、障害発生前の時点に戻すことができます。 
 

(3) Arcserve Backup との連携 
バックアップ／リストア機能を提供する Arcserve Backup r16.5 との連携が可能です。 
Arcserve Replication と Arcserve Backup が連携して動作することにより、レプリカサーバに複

製されたデータをテープメディアにバックアップできます。 
これにより、マスタサーバに負荷をかけることなく複製対象のデータをテープメディアにバックアッ

プできます。 
また、テープメディアを利用した複製データの外部保管運用が行えます。 

 
(4) CA ARCserve D2D との連携 

ローカルのイメージバックアップやベアメタル復旧機能を提供するCA ARCserve D2D r16.5 との

連携が可能です。 
CA ARCserve D2D と Arcserve Replication の機能である「統合オプション シナリオ」を使用す

ることにより、CA ARCserve D2D で取得したバックアップ データを遠隔地へ複製（レプリケーシ

ョン）し、自然災害などに備えることができます。災害時には複製したバックアップデータを使用し

て、複製サイトでベアメタル復旧を行うことができます。 

 
画像 1‐3 
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統合オプション シナリオの詳細は、Arcserve 社公開のホワイトペーパー等（下記）を参照してく

ださい。 
「CA ARCserve D2D × CA Arcserve Replication 連携シナリオ説明書」 
http://www.arcserve.com/~/media/Files/SupportingPieces/ARCserve/asrha-d2d-integration-wp.pdf 

「Arcserve Replication r16.5 注意/制限事項：Arcserve D2D / Host-Based VM Backup シナリ

オ」 
https://arcserve.zendesk.com/hc/ja/articles/203837995-Arcserve-Replication-High-Availability-r16-5-for-Wi
ndows#07 

http://www.arcserve.com/%7E/media/Files/SupportingPieces/ARCserve/asrha-d2d-integration-wp.pdf
http://www.arcserve.com/%7E/media/Files/SupportingPieces/ARCserve/asrha-d2d-integration-wp.pdf
https://arcserve.zendesk.com/hc/ja/articles/203837995-Arcserve-Replication-High-Availability-r16-5-for-Windows%2307
https://arcserve.zendesk.com/hc/ja/articles/203837995-Arcserve-Replication-High-Availability-r16-5-for-Windows%2307
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1-6. Arcserve Replication の構成例 
Arcserve Replication を使用し、以下のような構成のレプリケーションが可能です。 
 
 複製対象データから、複製先データへの片方向のみのレプリケーションとなります。 
 データ転送は非同期で行われます。（ミラーリングではありません） 
 Arcserve High Availability（自動切り替え機能）はサポートしていません。 

 
(1) 1 対 1 レプリケーション 

マスタサーバのデータを、1 台のレプリカサーバへ複製することが可能です。 

 
画像 1‐4 

 
 Arcserve Replication では、複製対象データから複製先データへの片方向のみのレプリケーシ

ョンとなります。例えば下図のように、「業務A」と「業務B」が異なるデータの場合のレプリケーシ

ョンは可能です。 

 
画像 1‐5 

 



1 はじめに 

12 

(2) n 対 1 レプリケーション 
複数のマスタサーバのデータを、1 台のレプリカサーバに複製することで、レプリカサーバ側でデ

ータの一元管理が行えます。 

 
画像 1‐6 

 
(3) 1 対 n レプリケーション 

1 台のマスタサーバのデータを、複数台のレプリカサーバへ複製することで、データの配信が行

えます。 

 
画像 1‐7 
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(4) シングル サーバ レプリケーション 
同一サーバ内の異なる領域へデータを複製することが可能です。 

 
画像 1‐8 

 この構成は、1 台のサーバが、マスタとレプリカとして動作するため、サーバ間のレプリケーショ

ン構成に比べて負荷が集中する傾向があります。下記条件での運用を推奨します。 
・ マスタルートディレクトリと、レプリカルートディレクトリが物理的に異なるディスクにあること 
・ レプリケーション対象のファイル数が 概ね 200 万以下であること 

 
詳細については、Arcserve 社の技術情報を参照してください。 
「1 台のサーバのみでレプリケーションはできますか？」 
https://arcserve.zendesk.com/hc/ja/articles/202910975-1- 

 
また、下図のような、複製元または複製先のいずれか一方が同一ネットワーク上の共有フォルダ

の場合は、シングル サーバ レプリケーション構成を使用します。 

 
画像 1‐9 

 シングル サーバ レプリケーション構成は、遠隔地レプリケーションには使用できません。WAN
を介するレプリケーションは 1 対 1 レプリケーションの構成が必要です。 

 
詳細については、Arcserve 社の技術情報を参照してください。 
「ネットワーク上の共有フォルダをレプリケーション元、またはレプリケーション先に設定する方法」 
https://arcserve.zendesk.com/hc/ja/articles/202184879- 

https://arcserve.zendesk.com/hc/ja/articles/202910975-1-
https://arcserve.zendesk.com/hc/ja/articles/202184879-
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1-7. Arcserve Replication のレプリケーション 
Arcserve Replication を使用し、以下のようなレプリケーションが可能です。 
 
(1) オンライン モード 

マスタサーバでのデータ更新を、ほぼリアルタイムにレプリカサーバに反映するモードです。その

ためレプリカサーバには常に最新のデータが反映されます。 

 
画像 1‐10 

 
(2) スケジューリング モード 

あらかじめ設定した時間に、定期的に同期を行うモードです。 

 
画像 1‐11 
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(3) 定期的モード 
あらかじめ設定した時間に、定期的にレプリケーション（変更部分）を行うモードです。 

 
画像 1‐12 

 
(4) レプリケーション遅延 

マスタサーバでのデータ更新をすぐにレプリカサーバに反映せず、指定した時間が経過してから

反映を行うための設定です。 
もし誤ってマスタサーバのレプリケーション対象ファイルを削除しても、指定した遅延時間以内な

らば、レプリカサーバにファイルの誤削除が反映されないため、レプリカサーバに複製されたデー

タを利用できます。 
 「レプリケーションの遅延」は、レプリカサーバの「リカバリ」プロパティの設定です。 

 
画像 1‐13 
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2. Arcserve Replication r16.5 について 

2-1. 製品ラインナップ 
Arcserve Replication r16.5 の製品ラインナップを記載します。 
本書では、ファイル サーバ専用の「Arcserve Replication r16.5 for Windows Standard for File 
Server」について記載しています。 
 Arcserve High Availability 機能については製品化しておりません。 
 

【パッケージ製品】 

製品名 説明 
機能 

DB 
サポート 

Assured 
Recovery 

Arcserve Replication r16.5  
for Windows Standard for File  
Server - Japanese 

・Standard Edition OS 上に導入す

る場合の製品 
・ファイル サーバ専用 

× × 

 アップグレード製品についてはこの表に記載していません。 
 
【ライセンス製品】 

製品名 説明 
機能 

DB 
サポート 

Assured 
Recovery 

Arcserve Replication r16.5  
for Windows Standard for File  
Server - Japanese 

・Standard Edition OS 上に導入す

る場合の製品 
・ファイル サーバ専用 

× × 

Arcserve Replication r16.5  
for Windows Standard with  
Assured Recovery - Japanese 

・Standard Edition OS 上に導入す

る場合の製品 
・データベースのレプリケーション/ア
シュアード リカバリ可能 

○ ○ 

Arcserve Replication r16.5  
for Windows Enterprise with  
Assured Recovery - Japanese 

・Enterprise Edition OS 上に導入す

る場合の製品 
・データベースのレプリケーション/ア
シュアード リカバリ可能 

○ ○ 

Arcserve Replication r16.5  
for Windows Virtual Machine with  
Assured Recovery - Japanese 

・仮想環境（VMware、Hyper-V のゲ

スト OS）に導入する場合の製品 
・データベースのレプリケーション/ア
シュアード リカバリ可能 
・仮想マシン単位のライセンス 

○ ○ 

Arcserve Replication r16.5  
for Windows Virtual Machine with  
Assured Recovery 5 Pack -  
Japanese 

・仮想環境（VMware、Hyper-V のゲ

スト OS）に導入する場合の製品 
・データベースのレプリケーション/ア
シュアード リカバリ可能 
・仮想マシン 5 台分のライセンス 

○ ○ 
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製品名 説明 
機能 

DB 
サポート 

Assured 
Recovery 

Arcserve Replication r16.5  
for Windows VM Protection  
per Host License - Japanese 

・仮想環境（VMware、Hyper-V のゲ

スト OS）に導入する場合の製品 
・データベースのレプリケーション/ア
シュアード リカバリ可能 
・ホスト単位のライセンスでホスト上

の仮想マシン数は無制限 

○ ○ 

 ライセンス製品は、アップグレード保証付きとなります。 
 アップグレード製品についてはこの表に記載していません。 

 
 

2-2. Arcserve Replication r16.5 の主なエンハンス機能 
 

2-2-1. r16.5 の新機能および拡張機能 
 

(1) Windows Server 2012 対応 
Arcserve Replication r16.5 は、Windows Serve 2012 の以下の新機能に対応しています。 
・Hyper-V 3.0 
・NTFS データ重複除去機能 
・記憶域スペース 
・ReFS(Resilient File System) 
・4KB セクタハードディスク対応 

 
(2) Windows Server 2012 R2 

Arcserve Replication r16.5 SP2 を導入することにより、Windows Server 2012 R2 / Windows 
Server 2012 R2 の Hyper-V 環境に対応します。 

 
2-3. 動作要件 

富士通でサポートする動作環境は、Arcserve 社の Web サイトで公開されている動作要件と異なり

ます。 
Arcserve Replication r16.5 for Windows の動作要件については、以下の Web サイトで最新情報

を確認してください。 
 
「富士通ソフトウェア情報」 
http://software.fujitsu.com/jp/arcserve/products/replication/environment/ 
 

 

http://software.fujitsu.com/jp/arcserve/products/replication/environment/
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3. レプリケーションの設計／構築 

3-1. 導入前確認 
現在使用しているサーバに対し、以下を確認し Arcserve Replication が導入可能か検討します。 

 
3-1-1. 複製対象データの確認 

マスタサーバで複製対象となるデータが以下の条件に納まることを確認します。 
複製対象データの存在するサーバ ：  ファイル サーバ 
⇒「for File Server」製品の複製対象は、ファイルサーバ上のファイルのみです。データベース

（Microsoft SQL Server、Microsoft Exchange Server、Oracle 等）の複製は対象外です。 
 

 複製対象データとして、システム ファイル、レジストリ、System Volume Information ディレクトリは、

複製できません。 
 ネットワーク ドライブとして割り当てられたドライブ文字を含むパスは、マスタ ルート ディレクトリ、

および、レプリカ ルート ディレクトリとして使用できません。 
 Arcserve Replication では、デフォルトでディレクトリ／ファイルのアクセス権、共有設定（同期時の

み）も複製されます。マスタサーバ障害発生時にレプリカサーバで代替運用を検討している場合、

本書「9-2-1 レプリカサーバで代替運用時の注意事項」をご確認ください。 
 Windows ファイル システム（NTFS など）で利用可能な、ハード リンク、リパース ポイント、暗号化、

シンボリック リンクの複製はサポートしていません。 
 複製対象データの合計データ サイズが 1TB 以上の環境の場合、同期が終了するまでに数日かか

ります。 
 DFS(分散ファイル システム)リンクを含むディレクトリの複製はサポートしていません。 
 

3-1-2. スプール ディレクトリに使用する容量を確認 
複製対象／複製先のデータとは別に、スプール ディレクトリとして使用する容量が確保できるか

確認します。マスタサーバ／レプリカサーバ双方のサーバに必要です。 
⇒スプール ディレクトリのために必要なサイズは環境により異なりますが、一般的には複製対象

データの 15％以上の空き容量を推奨します。 
 

 スプール ディレクトリの詳細は、本書「付録 A スプール ディレクトリについて」を参照してください。 
 ネットワーク帯域幅が狭い環境の場合、マスタサーバのスプール ディレクトリの容量が増大します。 

本書「3-1-4 レプリケーション遅延の確認」を参照し、「簡易アセスメント ツール」の「最大未転送デ

ータ量」を測定してください。 
 同期中にマスタサーバの複製対象ディレクトリに加えられた変更は、スプール ディレクトリに蓄積さ

れます。同期に時間がかかる場合、同期中の変更分を格納できる容量を確保してください。 
 

3-1-3. 同期時間の確認と同期処理を軽減する方法 
導入を計画している環境で、同期時間が許容できる時間内で終了するか検討します。 
 

 同期処理は、レプリケーションの開始前に実行されます（すでに同期が完了したシナリオを停止後、

再度開始する際にも実行されます）。 
 複製対象となるデータのサイズが大きくファイル数が多いほど、同期処理に時間がかかります。 
 Arcserve Replication による初期同期（レプリカ ルート ディレクトリが空の状態からの同期）にか

かる時間と、差分同期（レプリカ ルート ディレクトリにデータが存在する状態からの同期）にかかる
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時間を比較すると、差分同期にかかる時間は初期同期にかかる時間より軽減する傾向がありま

す。 
 Arcserve Backup 等で複製先にファイルをリストアした後に同期を実施することで、負荷を軽減でき

ます。 
 

【参考情報：初期同期にかかる時間】 
ネットワーク帯域幅： 1GBps 
テストデータ： 1TB あたり 1200 万ファイル 
テスト条件： ・レプリカサーバにファイルがない状態からの同期にかかる時間を測定 

・同期完了までの間マスタサーバのデータ更新は行わない 
・ウィルス対策ソフト未導入 

 
画像 3‐1 

※Windows Server 2008 R2 環境で測定 (単位： 時間) 
※環境によって同期にかかる時間は異なります。あくまで参考情報として取り扱いください。 
 

3-1-4. レプリケーション遅延の確認 
レプリケーション遅延が許容できる範囲であることを確認します（データ更新量よりネットワーク帯

域幅が上回っていることを推奨します）。 
レプリケーション時の更新データの複製は、ほぼリアルタイムに行われますが、データ更新頻度が

高く、ネットワーク帯域幅が狭い環境ではレプリケーション遅延が発生します。 
マスタサーバの複製対象データに対するデータ更新量を確認します。（本書「6-2 アセスメント機

能」を参照） 
どの程度レプリケーション遅延が発生するかを下記の手順で確認します。 
Step1. Arcserve Replication の「アセスメント」機能を使用し、データ更新量を測定 
Step2. 「簡易アセスメント ツール」を使用し、測定結果を分析 

 
 Arcserve Replicationはマスタサーバでの更新データをスプール ディレクトリに保存し、その後ネッ

トワークを介してレプリカサーバに転送します。マスタサーバとレプリカサーバ間の回線速度を上回

る速度でデータの更新が行われている場合、レプリケーションが遅延し、データ更新がマスタサー

バのスプール ディレクトリに蓄積されていきます。このときマスタサーバがクラッシュすると、その時

点でスプール ディレクトリに蓄積されているデータ更新は失われ、最新のデータを使用することが

できません。 
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画像 3‐2 

 
3-1-5. ネットワーク上の共有フォルダを使用する場合の確認 

マスタ ルート ディレクトリまたはレプリカ ルート ディレクトリに、ネットワーク上の共有フォルダを

指定する場合は、以下の制限事項を考慮する必要があります。 
 

 ライセンス ポリシー上、ネットワーク共有フォルダは、Windows Storage Server ベースの NAS
上、または Windows ファイル共有と同等の機能が提供される NAS 上に限定されます。サーバ 
Windows OS（Windows Storage Server を除く） には、CA ARCserve RHA エンジンを導入して

ご利用ください。 
 ネットワーク上の共有フォルダは、ひとつのシナリオにつき、マスタ ルート ディレクトリまたはレプリ

カ ルート ディレクトリのいずれか一方のみに使用可能です。 
 ネットワーク上の共有フォルダ、NAS 装置(ETERNUS NR1000F シリーズ/NR1000V シリーズ)の

共有ディレクトリは、UNC パスで指定する必要があります（UNC パスで指定可能な共有ディレクトリ

は 1 つのシナリオにつき 1 つだけです）。 
 CA ARCserve RHA エンジンのログオンサービスアカウントは、ネットワーク共有フォルダに対して

フル コントロールのアクセス権限を所有している必要があります。 
 マスタ ルート ディレクトリ用のネットワーク共有フォルダは、マスタサーバと同じセグメントにしてく

ださい（遠隔地の共有フォルダを指定しないでください）。同様に、レプリカ ルート ディレクトリ用の

ネットワーク共有フォルダは、レプリカサーバと同じセグメントにしてください（遠隔地の共有フォルダ

を指定しないでください）。 
 ネットワーク共有フォルダ使用時には、レプリケーション シナリオの以下オプションは機能しません。

オフにしてください。 
- Windows 共有を同期 

 NAS 装置(ETERNUS NR1000F シリーズ/NR1000V シリーズ)の共有フォルダを使用する場合に

は、レプリケーションシナリオの以下オプションもオフにしてください。 
- NTFS 圧縮属性 をレプリケート  
- ACL のレプリケート 
- NTFS ADS をレプリケート 
 
詳細な情報については、Arcserve 社の技術情報を参照してください。 
「ネットワーク上の共有フォルダをレプリケーション元、またはレプリケーション先に設定する方法」 
https://arcserve.zendesk.com/hc/ja/articles/202184879- 

https://arcserve.zendesk.com/hc/ja/articles/202184879-
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3-1-6. その他留意事項 

その他の留意事項は以下のとおりです。 
 

 Arcserve Replication では、高可用性を目的とした Arcserve High Availability の機能は使用でき

ません。 
 惨事対策等、高可用性の用途は、クラスタ・FT 等のソリューション、他ソフトウェアで推進ください。 
 Arcserve Replicationでのデータ保護に加え、別途Arcserve Backupを使用した定期的なバックア

ップの実施を推奨します。 
 Arcserve Replication は、仮想環境（VMware）のゲスト OS 上での動作をサポートしていますが、

ホスト OS 上でのファイルの複製はサポートしていません。 
 ARCserve Replication を構成するマスタサーバ、レプリカサーバ、およびコントロールサーバは、

相互にシステム時刻が合っている必要があります。NTP 等、システム時刻が同期される運用を推

奨します。システム時刻がずれている場合、スケジュールシナリオ等の正常動作に影響を及ぼす場

合があります。 
 

3-2. 導入から運用までの流れ 
Arcserve Replication の導入から運用までの流れを記載します。 

 
(1) インストール 

Arcserve Replication の各コンポーネントのインストールを行います。 
詳細は、本書「4 インストール」を参照してください。 

 
(2) シナリオの作成 

CA ARCserve RHA マネージャを使用し、シナリオの作成を行います。 
詳細は、本書「5-2 シナリオの作成」を参照してください。 

 
(3) 同期 

シナリオを実行します。シナリオを実行すると、同期が開始されます。 
詳細は、本書「5-3 シナリオの開始」を参照してください。 

 
(4) レプリケーション 

同期完了後、レプリケーションが実行されます。 
詳細は、本書「5-3 シナリオの開始」を参照してください。 
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4. インストール 

4-1. インストール プロダクト 
4-1-1. 各コンポーネントの説明 

Arcserve Replication 製品の各コンポーネントについて説明します。 
 
(1) CA ARCserve RHA コントロールサービス 

シナリオの作成や稼働状況など、レプリケーションの管理に必要なサービスです。 
コントロールサービス サーバにインストールします。 

 
(2) CA ARCserve RHA エンジン 

レプリケーションを実行するコンポーネントです。マスタサーバ、レプリカサーバの双方にインスト

ールします。 
 
(3) CA ARCserve RHA マネージャ 

コントロールサービス サーバに接続し、シナリオを操作するための管理コンソールです。ActiveX
コントロールとしてコントロールサービス サーバからダウンロードして使用します。 
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4-1-2. インストール例 

構成によって各サーバにインストールするコンポーネントが異なります。下記を参照し、それぞれ

のサーバに各コンポーネントをインストールします。 
 

(1) マスタサーバとレプリカサーバの他に、コントロールサービス サーバを別途用意する構成です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

画像 4‐1 

 
Arcserve Replication 製品を以下のようにインストールします。 
 
(1-1) コントロールサービス サーバ 

コントロールサービス サーバに、以下のコンポーネントをインストールします。 
・ Arcserve Replication の [CA ARCserve RHA コントロールサービス] 
 
(1-2) マスタサーバ 

マスタサーバに、以下のコンポーネントをインストールします。 
・ Arcserve Replication の [CA ARCserve RHA エンジン] 
 
(1-3) レプリカサーバ 

レプリカサーバに、以下のコンポーネントをインストールします。 
・ Arcserve Replication の [CA ARCserve RHA エンジン] 
 

マスタサーバ レプリカサーバ 
 

(2) CA ARCserve RHA エンジン (3) CA ARCserve RHA エンジン 

複製先データ 複製元データ 

LAN／WAN 

コントロール サービス サーバ 
 

(1) CA ARCserve RHA コントロール サービス 
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(2) マスタサーバと、レプリカサーバのみの構成です。 

レプリカサーバを、コントロールサービス サーバとして使用しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

画像 4‐2 

 
Arcserve Replication 製品を以下のようにインストールします。 
 
(2-1) レプリカサーバ（コントロールサービス サーバ） 

レプリカサーバに、以下のコンポーネントをインストールします。 
・ Arcserve Replication の [CA ARCserve RHA コントロールサービス] 
・ Arcserve Replication の [CA ARCserve RHA エンジン] 
 
(2-2) マスタサーバ 

マスタサーバに、以下のコンポーネントをインストールします。 
・ Arcserve Replication の [CA ARCserve RHA エンジン] 
 

マスタサーバ レプリカサーバ 
（コントロール サービス サーバ） 

(2) CA ARCserve RHA エンジン (1) CA ARCserve RHA エンジン 

複製先データ 複製元データ 

(1) CA ARCserve RHA コントロール 
サービス 

LAN／WAN 
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(3) Arcserve Backup と連携する場合の構成です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

画像 4‐3 

 
Arcserve Replication と、Arcserve Backup 製品を以下のようにインストールします。 
 
(3-1) コントロールサービス サーバ 

コントロールサービス サーバに、以下のコンポーネントをインストールします。 
・ Arcserve Replication の [CA ARCserve RHA コントロールサービス] 
 
(3-2) マスタサーバ 

マスタサーバに、以下のコンポーネントをインストールします。 
・ Arcserve Replication の [CA ARCserve RHA エンジン] 
 
(3-3) レプリカサーバ 

レプリカサーバに、以下のコンポーネントをインストールします。 
・ Arcserve Replication の [CA ARCserve RHA エンジン] 
・ Arcserve Backup の [ベース製品] 
 
 

マスタサーバ 

コントロール サービス サーバ 
 

レプリカサーバ 

(2) CA ARCserve RHA エンジン (3) CA ARCserve RHA エンジン 

(3) CA ARCserve Backup 

(1) CA ARCserve RHA コントロール サービス 

複製先データ 複製元データ 

バックアップ

装置 

LAN／WAN 
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(4) 複製元データと複製先データが、同一サーバの場合（シングル サーバ レプリケーション）の構成

です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

画像 4‐4 

 
Arcserve Replication 製品を以下のようにインストールします。 
 
(4-1) マスタ／レプリカサーバ（コントロールサービス サーバ） 

マスタ／レプリカサーバ（コントロールサービス サーバ）に、以下のコンポーネントをインストール

します。 
・ Arcserve Replication の [CA ARCserve RHA コントロールサービス] 
・ Arcserve Replication の [CA ARCserve RHA エンジン] 
 

マスタ／レプリカサーバ 
（コントロール サービス サーバ） 

(1) CA ARCserve RHA エンジン 

(1) CA ARCserve RHA コントロール サービス 

複製先データ 複製元データ 
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4-2. CA ARCserve RHA コントロールサービスのインストール 

CA ARCserve RHA コントロールサービスのインストール手順を記載します。 
 

 CA ARCserve RHA コントロールサービスをインストールするユーザは、ローカルの管理者権限を

持っているか、ローカルの Administrators グループのメンバである必要があります。 
 
(1) Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2 環境へ CA ARCserve RHA コントロールサ

ービスをインストールする場合は、事前に Microsoft .NET Framework 3.5 をインストールします。 
 

 PRIMERGY にバンドルされている、Windows Server 2012 のメディア（Operating System - 
Recovery DVD）を使用して、.NET Framework 3.5 Features 機能のインストールができない

場合があります。 
Windows Updateに接続できるネットワークから、.NET Framework 3.5 Features機能をインス

トールしてください。 
《インストール手順》 
1. Windows Update に接続するため、ネットワークの設定を行います。 
2. 「コマンド プロンプト」を管理者として実行します。 
3. コマンド プロンプトにて、以下のコマンドを実行します。 
   DISM /Online /Enable-Feature/FeatureName:NetFx3 /All 

 
詳細は以下の富士通社外公開 Web サイトを参照してください。 
「Microsoft® Windows Server® 2012 の動作確認情報」 
http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/support/2012/ 
※上記サイトで公開している「サーバ本体 動作確認情報（2012-hard.pdf）」の留意事項番号

「H14」を参照してください。 
 

 Windows Serve 2012 / Windows Server 2012 R2 以外の環境は、手順(6)でインストールを行

います（ここでインストールする必要は特にありません）。 
 
(2) コントロールサービス サーバの DVD ドライブに Arcserve Replication インストール DVD をセット

します。 
自動起動が無効な場合は Arcserve Replication インストール DVD のルートにある「setup.exe」を
実行します。 

 

http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/support/2012/
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(3) 「コンポーネントのインストール」をクリックします。 

 
画像 4‐5 コンポーネントのインストール 

 
(4) 「CA ARCserve RHA コントロールサービスのインストール」をクリックします。 

 
画像 4‐6 CA ARCserve RHA コントロールサービスのインストール 

 
(5) 「日本語」を選択し、「OK」をクリックします。 

 
画像 4‐7 使用する言語 
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(6) Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2 以外の環境は、ここで「Microsoft .NET 
Framework 3.5」のインストールを行います。「インストール」をクリックします。 

 
画像 4‐8 前提条件コンポーネント 

 
(7) 「次へ」をクリックします。 

 
画像 4‐9 CA ARCserve RHA コントロールサービス - InstallShield ウィザード 
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(8) 使用許諾契約の内容を確認し、「ライセンス使用条件に同意する」を選択後、「次へ」をクリックしま

す。 

 
画像 4‐10 使用許諾契約 

 
(9) 「ユーザ名」と「所属」を入力し、「次へ」をクリックします。 

 
画像 4‐11 ユーザ情報 
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(10) インストール先を確認し、「次へ」をクリックします。 

 
画像 4‐12 インストール先のフォルダ 

 
(11) 「SSL 設定を使用」チェック ボックスのチェックが外れていることを確認し、「次へ」をクリックしま

す。 
 SSL 設定の詳細については「CA ARCserve Replication / High Availability インストール ガイ

ド」の「第 3 章：CA ARCserve RHA のインストール、アップグレード、アンインストール」および

「付録 C:SSL 自己署名証明書のインストール」を参照してください。 

 
画像 4‐13 SSL 設定 
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(12) CA ARCserve RHA コントロールサービスのサービス アカウントを指定します。適切なアカウン

トを入力し、「次へ」をクリックします。 

 
画像 4‐14 サービス ログオン情報 

 
 「Computer Browser」サービスの起動が必要な旨の警告が表示された場合、OSの管理ツール

「サービス」などを使用して、「Computer Browser」サービスを開始してから、インストールを続

行してください。 
 ネットワークに接続されていない場合、任意のアカウントでインストールが行えません。 

ローカル システム アカウントを選択した状態でインストールを完了した後、OS の管理ツール

の「サービス」で「CA ARCserve RHA コントロールサービス」のプロパティを表示し「ログオン」タ

ブより任意のアカウントに変更してください。 

 
画像 4‐15 「CA ARCserve RHA コントロールサービス」のプロパティ 
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(13) 「アクティブ コントロールサービスがスタンバイ コントロールサービスと役割を切り替えることを許

可します。」チェック ボックスのチェックが外れていることを確認し、「次へ」をクリックします。 

 
画像 4‐16 コントロールサービスの役割 

 
(14) 「インストール」をクリックします。 

 
画像 4‐17 プログラムをインストールする準備ができました 
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(15) 「完了」をクリックし、CA ARCserve RHA コントロールサービスのインストールを終了します。 

 
画像 4‐18 InstallShield ウィザード完了 
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4-3. CA ARCserve RHA エンジンのインストール 

CA ARCserve RHA エンジンのインストール手順を記載します。 
本書では、ローカル インストール方法を記載しています。 
 

 CA ARCserve RHA エンジンは、CA ARCserve RHA マネージャからリモート インストールを実行

することが可能です。詳細については「CA ARCserve Replication / High Availability インストール 
ガイド」の「付録 A：CA ARCserve RHA のインストール、アップグレード、アンインストール」を参照

してください。 
 CA ARCserve RHA エンジンをインストールするユーザは、ローカルの管理者権限を持っているか、

ローカルの Administrators グループのメンバである必要があります。 
 
(1) マスタサーバまたは、レプリカサーバの DVD ドライブに Arcserve Replication インストール DVD

をセットします。 
自動起動が無効な場合は Arcserve Replication インストール DVD のルートにある「setup.exe」を
実行します。 

 
(2) 「コンポーネントのインストール」をクリックします。 

 
画像 4‐19 コンポーネントのインストール 
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(3) 「CA ARCserve RHA エンジンのインストール」をクリックします。 

 
画像 4‐20 CA ARCserve RHA エンジンのインストール 

 
(4) 「日本語」を選択し、「OK」をクリックします。 

 
画像 4‐21 使用する言語 

 
(5) 「次へ」をクリックします。 

 
画像 4‐22 CA ARCserve RHA エンジン - InstallShield ウィザード 
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(6) 使用許諾契約の内容を確認し、「ライセンス使用条件に同意する」を選択後、「次へ」をクリックしま

す。 

 
画像 4‐23 使用許諾契約 

 
(7) 「ユーザ名」と「所属」を入力し、「次へ」をクリックします。 

 
画像 4‐24 ユーザ情報 

 



4 インストール 

38 

(8) CA ARCserve RHA エンジンが選択されていることを確認し、「次へ」をクリックします。 

 
画像 4‐25 カスタムセットアップ 

 
(9) CA ARCserve RHA エンジンのサービス アカウントを指定します。適切なアカウントを入力し、「次

へ」をクリックします。 
 「Computer Browser」サービスの起動が必要な旨の警告が表示された場合、OSの管理ツール

「サービス」などを使用して、「Computer Browser」サービスを開始してから、インストールを続

行してください。 
 ネットワークに接続されていない場合、任意のアカウントでインストールが行えません。ローカル 

システム アカウントを選択した状態でインストールを完了した後、OS の管理ツールの「サービ

ス」で「CA ARCserve RHA エンジン」のプロパティを表示し「ログオン」タブより任意のアカウント

に変更してください。 

 
画像 4‐26 サービスログオン情報 
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(10) 「インストール」をクリックします。 

 
画像 4‐27 プログラムをインストールする準備ができました 

 
(11) 「完了」をクリックし、CA ARCserve RHA エンジンのインストールを終了します。 

 
画像 4‐28 InstallShield ウィザード完了 
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4-4. 旧バージョンからのアップグレード 
CA ARCserve Replication r15またはCA ARCserve Replication r16製品がインストールされてい

る状態から、Arcserve Replication r16.5 製品へアップグレード インストールが可能です。 
 

 アップグレード インストールする場合、すべてのシナリオを停止してください。 
シナリオ停止後、マネージャ画面および概要ページを閉じてください。 
Arcserve Replication 製品のアップグレード時に、ホストメンテナンス機能は使用できません。必ず

シナリオの停止が必要です。 
 

 アップグレード インストールする場合、マスタサーバとレプリカサーバの双方、およびすべての

Arcserve Replication コンポーネント（CA XOsoft コントロールサービス、または、CA ARCserve 
RHA コントロールサービス、CA XOsoft エンジン、または、CA ARCserve RHA エンジン等）を

r16.5 にアップグレードする必要があります。 
新旧のバージョンが混在した環境での運用はサポートされません。 
 
 

4-5. 最新パッチモジュールの適用 
本書「付録 D パッチ モジュール情報」を参照し、最新のパッチモジュールを適用します。 
 
 

4-6. インストール後の設定 
Arcserve Replication の各コンポーネントをインストール後、以下の設定を行います。 
 

4-6-1. ファイアウォールの設定 
ファイアウォールが有効な環境の場合、各サーバで以下のポートがオープンされている必要があ

ります。以下のポートをオープンしてください。 
・ CA ARCserve RHA エンジン 

通信プロトコル ポート番号 
TCP 25000 （マスタ／レプリカのプロパティで変更が可能） 

※ws_rep.exe が既にファイアウォールの例外に登録されている場合、

TCP：25000 を手動でオープンする必要はありません 
・ CA ARCserve RHA コントロールサービス 

通信プロトコル ポート番号 
TCP 8088 または 443 （設定ファイルで変更が可能／443 は SSL 使用時） 

・ CA ARCserve RHA エンジンのリモート インストール 
通信プロトコル ポート番号 
TCP 25000, 1025, 2660, 2666 
UDP 135, 137, 138 

 ポートの変更を行った場合、変更後のポートをオープンしてください。 
 メールによるイベント通知を行う場合、ポート 25（TCP）もオープンしてください。 
 Windows Server 2008 以降の OS バージョン環境では、「プライベート ネットワーク」「パブリッ

ク ネットワーク」「ドメイン ネットワーク」に対して、それぞれファイアウォールの設定を行うこと

ができます。ご使用のネットワークに対して上記ポートのオープンを行ってください。 
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 シナリオ作成時 CA ARCserve RHA エンジンの検証を行う際に、「リモート管理」（Windows 
Server 2012 / Windows Server 2012 R2 の場合は「リモート サービス管理」）のオープンが必

要な場合もあります。 

 
画像 4‐29 ファイアウォールの設定 (Windows Server 2012) 

 
画像 4‐30 ファイアウォールの設定 (Windows Server 2008) 
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4-7. CA ARCserve RHA マネージャのインストールとライセンス登録 
CA ARCserve RHA マネージャを起動し、ライセンス登録を行う手順を記載します。 
ライセンスの登録は、すべて CA ARCserve RHA コントロールサービス（CA ARCserve RHA マネ

ージャ）上で行います。 
 

(1) CA ARCserve RHA コントロールサービスをインストールしたサーバ上で、スタート画面から

［ARCserve RHA 概要ページ］を選択します。 
（Windows Server 2008 R2 以前の環境の場合は、「スタート」-「すべてのプログラム」-「CA」-
「ARCserve RHA」-「ARCserve RHA 概要ページ」を開きます。） 
 CA ARCserve RHA コントロールサービスをインストールしていないサーバから概要ページを

開く場合は、ブラウザで以下 URL を直接入力してください。 
http://<コントロールサービス サーバ名>:8088/entry_point.aspx 

 
画像 4‐31 スタート メニュー 

 
 以下のようなセキュリティの警告メッセージが表示される場合は「追加」をクリックしてください。 

 
画像 4‐32 信頼している Web サイトの追加 
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(2) CA ARCserve RHA コントロールサービスのインストール時に登録したアカウントの認証情報を入

力し、「ログイン」をクリックします。 

 
画像 4‐33 概要ページ: ログイン画面 

 
(3) 概要ページが表示されます。「シナリオ管理」をクリックします。 

 
画像 4‐34 概要ページ: シナリオ管理 
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(4) 「実行」をクリックし、CA ARCserve RHA マネージャをダウンロードします。 

 
画像 4‐35 アプリケーションの実行 – セキュリティの警告 

 ダウンロード画面が英語で表示される場合は、「.NET Framework 日本語 Language pack」を
適用してください。 

 
(5) ライセンスの警告画面が表示されます。「OK」をクリックします。 

 
画像 4‐36 ライセンスの警告 

 
(6) CA ARCserve RHA マネージャが起動します。ツール バーの「ヘルプ」-「登録」をクリックします。 

 
画像 4‐37 CA ARCserve RHA マネージャ: ヘルプ メニュー 
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(7) 「登録キー」欄にライセンス キーを入力し、「登録」をクリックします。 

 
画像 4‐38 登録画面 

 CA ARCserve RHA エンジンのインストール台数分のライセンスが必要です。 
 
(8) 再度、ツール バーの「ヘルプ」-「登録」をクリックし、「現在のキー」欄にライセンスが登録されてい

ることを確認します。 

 
画像 4‐39 登録画面 
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5. レプリケーションの開始 

レプリケーションを開始するには、CA ARCserve RHA マネージャでシナリオを作成し、実行します。 
 

5-1. CA ARCserve RHA マネージャの起動 
CA ARCserve RHA マネージャの起動手順を記載します。 
 
(1) CA ARCserve RHA コントロールサービスをインストールしたサーバ上で、スタート画面から［CA 

ARCserve 概要ページ］を選択します。 
（Windows Server 2008 R2 以前の環境の場合は、「スタート」-「すべてのプログラム」-「CA」-
「ARCserve RHA」-「概要ページ」を開きます。） 

 CA ARCserve RHA コントロールサービスをインストールしていないサーバから概要ページを開く

場合は、以下 URL を直接入力してください。 
http://<コントロールサービス サーバ名>:8088/entry_point.aspx 

 
(2) CA ARCserve RHA コントロールサービスのインストール時に登録したアカウントの認証情報を入

力し、「ログイン」をクリックします。 
 

 
画像 5‐1 概要ページ: ログイン画面 
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(3) 概要ページが表示されます。「シナリオ管理」をクリックします。 

 
画像 5‐2 概要ページ: シナリオ管理 

 
(4) CA ARCserve RHA マネージャが起動します。 

 
画像 5‐3 CA ARCserve RHA マネージャ: 表示の説明 

 
 RHA マネージャが最新状態を表示しない等の問題が発生した場合、ブラウザを再起動してくだ

さい。 
 

 

  

ツール バー 
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5-2. シナリオの作成 
ファイル サーバのレプリケーションを行うシナリオの作成手順を記載します。 
シナリオでは、マスタサーバやレプリカサーバの情報、複製対象ファイルなどのレプリケーションの定

義情報を設定します。 
(1) CA ARCserve RHA マネージャの「新規」ボタン、またはツール バーの「シナリオ」-「新規」をクリッ

クします。 

 
画像 5‐4 CA ARCserve RHA マネージャ: ツール バー 

 
画像 5‐5 CA ARCserve RHA マネージャ: シナリオ メニュー 

 
(2) 「新規シナリオの作成」を選択し、「次へ」クリックします。 

 
画像 5‐6 新規シナリオ ウィザードへようこそ 
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(3) サーバ タイプの選択で「ファイル サーバ」を、製品タイプの選択で「レプリケーションおよびデータ 
リカバリ シナリオ」を、レプリカ上のタスクで「なし」が選択されていることを確認し、「次へ」をクリック

します。 

 
画像 5‐7 シナリオ作成ウィザード: サーバおよび製品タイプの選択 

 
(4) マスタサーバとレプリカサーバのホスト名または IP アドレスを入力し、「次へ」をクリックします。 

 「クラウドへのレプリケート」オプションはサポートしていません。 

 
画像 5‐8 シナリオ作成ウィザード: マスタおよびレプリカ ホスト 
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(5) 手順(4)で「ホスト上の CA ARCserve RHA エンジンを検証」にチェックが入っている場合、マスタ

サーバとレプリカサーバで CA ARCserve RHA エンジンの検証を行います。 
CA ARCserve RHA エンジンが問題なくインストールされていることを確認し、「次へ」をクリックし

ます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

画像 5‐9 シナリオ作成ウィザード: エンジンの検証 

 Arcserve Replication は、エンジンの検証に RPC（Remote Procedure Call、リモートプロシー

ジャコール）を使用します。そのため、検証対象のサーバで RPC サービスが停止している場合

や、ファイアウォールで RPC のポートがブロックされている場合は、エラーが発生しエンジンの

検証を終了する事ができません。その場合は、手順(4)で「ホスト上の CA ARCserve RHA エン

ジンを検証」のチェックをはずして進めてください。 
 CA ARCserve RHA コントロールサービスのサービス アカウントがマスタサーバやレプリカサ

ーバのサービス アカウントと異なった場合、「サーバのステータス」は「接続されていません」と

表示され、ユーザ認証情報画面が表示されます。それぞれの CA ARCserve RHA エンジンの

認証情報を入力してください。 
 マスタサーバやレプリカサーバに CA ARCserve RHA エンジンがインストールされていない場

合、「インストール」をクリックすることで、リモート インストールを行うことができます。詳細につ

いては「Arcserve Replication / High Availability インストールガイド」の「第 3 章：Arcserve 
RHA のインストール、アップグレード、アンインストール」-「Arcserve RHA エンジンをインストー

ルする方法」-「リモート インストーラを使用したエンジンのインストールを参照してください。 
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(6) マスタサーバの複製対象ディレクトリを指定し、「次へ」をクリックします。 
 Arcserve Replication のインストール ディレクトリやスプール ディレクトリを選択しないように注

意してください。 

 
画像 5‐10 シナリオ作成ウィザード: マスタ ルート ディレクトリ 

 
(7) レプリカサーバの複製先ディレクトリを指定し、「次へ」をクリックします。 

 複製先ディレクトリは、デフォルトで複製元と同一のディレクトリ パスが設定されます。必要に応

じて変更してください。複製先のディレクトリ パスを変更する場合は、ディレクトリ パスが表示さ

れている部分をダブル クリックします。 

 
画像 5‐11 シナリオ作成ウィザード: レプリカ ルート ディレクトリ 
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(8) シナリオのプロパティ設定を行い、「次へ」をクリックします。 
 各プロパティの詳細については「Arcserve RHA 管理者ガイド」の「第 8 章：プロパティの設定」

を参照してください。また、各プロパティの説明がシナリオ作成ウィザード画面の下段に表示され

ます。 
 各プロパティは、シナリオ作成後の変更も可能です。 

 

画像 5‐12 シナリオ作成ウィザード: シナリオのプロパティ 

 
(9) マスタサーバとレプリカサーバのプロパティ設定を行い、「次へ」をクリックします。 

 各プロパティの詳細については「Arcserve RHA 管理者ガイド」の「第 8 章：プロパティの設定」

を参照してください。また、各プロパティの説明がシナリオ作成ウィザード画面の下段に表示され

ます。 
 各プロパティは、シナリオ作成後の変更も可能です。 

 

画像 5‐13 シナリオ作成ウィザード: マスタとレプリカのプロパティ 
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(9-1) プロパティ設定例（スプール ディレクトリ） 

スプール ディレクトリの場所を変更する場合は、「マスタとレプリカのプロパティ」-「スプール」-「ス
プール ディレクトリ」に任意のディレクトリを入力します。（デフォルトは CA ARCserve RHA エン

ジンのインストール ディレクトリ） 
スプールの設定については、本書「付録 A スプール ディレクトリについて」を参照してください。 

 

画像 5‐14 シナリオ作成ウィザード: マスタとレプリカのプロパティ - スプール 

 
(9-2) プロパティ設定例（データのリワインド） 

リワインド機能を有効にする場合は、「レプリカ プロパティ」-「リカバリ」-「データのリワインド」を

「オン」に設定します。（デフォルトは「オフ」） 
リワインド機能については、本書「7-2 リワインド機能を使用したリストア」を参照してください。 

 
画像 5‐15 シナリオ作成ウィザード: レプリカ プロパティ - リカバリ 
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(9-3) プロパティ設定例（帯域幅の制限） 

レプリケーションで使用するネットワーク帯域幅を設定する場合は、「レプリカ プロパティ」-「レプ

リケーション」-「帯域幅の制限」を指定します。 

 

画像 5‐16 シナリオ作成ウィザード: レプリカ プロパティ - 帯域幅の制限 

 
曜日/時間帯ごとにネットワーク帯域幅を設定することもできます。（デフォルトは「制限なし」） 
下記の場合レプリケーションで使用するネットワーク帯域幅は、4 時から 20 時台までが

1024Kbps で、それ以外の時間帯は「制限なし」（使用できる限り使用）となります。 

 
画像 5‐17 帯域幅スケジューラ 
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(10) シナリオの検証が行われ、「シナリオは正常に作成され、検証されました。」というメッセージが表

示されていることを確認し、「次へ」をクリックします。 
 エラーや警告が表示された場合は、問題を解決したあと再試行してください。 

 
画像 5‐18 シナリオ作成ウィザード: シナリオの検証 

 
(11) シナリオの概要を確認後、「終了」をクリックします。 

 「今すぐ実行」をクリックするとシナリオが開始されます。 

 
画像 5‐19 シナリオ作成ウィザード: シナリオ実行 
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(12) シナリオの作成が完了しました。 
 シナリオ ビュー ペインの表示内容は以下となります。選択箇所により、画面右側のフレームワ

ーク ペインの表示が変化します。 

 

画像 5‐20 シナリオ ペイン: 表示の説明 

 

上段：マスタサーバ 

下段：レプリカサーバ 

シナリオ グループ名 

シナリオ名 
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5-3. シナリオの開始 

作成したシナリオを開始し、レプリケーションを行う手順を記載します。 
シナリオを開始すると、まず同期が行われ、同期完了後にレプリケーションが開始されます。 
同期とは マスタサーバとレプリカサーバのデータを揃えます。 

レプリケーションを開始するために必要な処理です。 
レプリケーションとは マスタサーバ上の変更をリアルタイムにキャプチャし、レプリカサーバに

転送します。 

 

画像 5‐21 

 同期中にマスタサーバの複製対象ディレクトリに加えられた変更は、スプール ディレクトリに蓄積さ

れ同期完了後にレプリカサーバに反映されます。 
 同期の実行中はマスタサーバのパフォーマンスに影響を及ぼす可能性があるため、同期は極力業

務時間やバッチ処理などの時間帯を避けて行ってください。 
 ネットワーク帯域幅が狭い環境で大量のデータを同期する場合、同期に時間がかかります。その場

合、オフライン同期等を使用しマスタサーバのデータをレプリカサーバに手動でコピーしてください。 
 
(1) CA ARCserve RHA マネージャの「シナリオ ビュー」ペインでシナリオを選択し、ツール バーから

緑色の「実行」ボタン(  )をクリックします。 

 

画像 5‐22 CA ARCserve RHA マネージャ: 実行ボタン 
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(2) 同期方法を選択し、「OK」をクリックします。 
 同期方法については、下記を参照してください。 
同期方法 用途 
ファイル レベル同期 ファイル サーバなど、複製対象のデータが比較的小さいサイズで大量

のファイルの場合に利用してください。 
ブロック レベル同期 データベースやメール サーバなど、複製対象のデータが比較的大きい

サイズで少量のファイルの場合に利用してください。 
オフライン同期 ネットワーク帯域幅が狭く、大量データを同期する必要がある場合に利

用してください（オフライン同期の手順については、本書「付録 C オフラ

イン同期について」を参照してください）。 

 

画像 5‐23 シナリオ開始時の「実行」画面 

(3) 同期処理が実行されます。 

 
画像 5‐24 CA ARCserve RHA マネージャ: 同期の進行中 
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 同期の進行状況は、マスタサーバの「統計情報」より、「レプリカへの転送バイト数」を確認してく

ださい。（コリジョンが頻繁に発生する環境では、必ずしも「初期同期サイズ」と「レプリカへの転

送バイト数」は、同一にはなりません） 
1 レプリカへの転送バイト数の「合計送信

データ」 
同期時のマスタサーバからレプリカサーバへ転

送したサイズ 
2 ルート ディレクトリ別のオンライン ファ

イルの変更の「サイズ」 
同期時にマスタサーバへ加えられた変更サイズ 

 

画像 5‐25 統計情報: マスタ サーバの統計情報 

 

 1 

2 
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(4) 同期が終了するとレプリケーションに移行します。 
 同期処理が終了すると「シナリオの統計情報」の表示が、「同期の進行中」から「レプリケーショ

ン」にかわります。 
 マスタサーバでデータの変更を行い、レプリカサーバに正しく反映されることを確認してくださ

い。 

 

画像 5‐26 CA ARCserve RHA マネージャ: シナリオ実行中 

 
 以下のプロパティについては、シナリオ実行中に設定を変更できます。 

その他のプロパティ変更についてはシナリオを停止してから行ってください。 
シナリオのプロパティ シナリオの実行中に変更が可能となったプロパティ 
イベント通知 通知 
マスタサーバのプロパティ シナリオの実行中に変更が可能となったプロパティ 
スプール 最大スプール サイズ 

最小空きディスク容量 
スプール ディレクトリ 

レプリカサーバのプロパティ シナリオの実行中に変更が可能となったプロパティ 
レプリケーション 帯域幅の制限 
スプール 最大スプール サイズ 

最小空きディスク容量 
スプール ディレクトリ 

イベント通知 通知 
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5-4. シナリオの停止 
シナリオの停止方法を記載します。 
 

(1) CA ARCserve RHA マネージャの「シナリオ ビュー」ペインでシナリオを選択し、「停止」ボタンをク

リックします。 

 
画像 5‐27 CA ARCserve RHA マネージャ: 停止ボタン 

 
画像 5‐28 

(2) シナリオが停止します。 

 
画像 5‐29 CA ARCserve RHA マネージャ: 停止 
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6. その他の機能 

Arcserve Replication の、その他便利な機能について記載します。 
 

6-1. レポート機能 
レポート機能で同期にかかった時間や単位時間当たりのデータ更新量を確認することが可能です。 

 
6-1-1. レポートの設定 

レポートを生成するための設定を記載します。 
(1) 同期時のレポートを生成するために、CA ARCserve RHA マネージャの「シナリオ ビュー」ペイン

でマスタサーバを選択し、シナリオ プロパティの「レポート」-「同期レポートの生成」を「オン」に設定

します。（デフォルトは「オン」） 
 同期時の詳細レポートを生成するためには、「詳細レポートの生成」を「オン」に設定してください。

（デフォルトは「オン」） 

 
画像 6‐1 プロパティ: 詳細レポートの生成 

 
(2) レプリケーション レポートを作成するために、CA ARCserve RHA マネージャの「シナリオ ビュ

ー」ペインでサーバを選択し、シナリオ プロパティの「レポート」-「レプリケーション レポートの生成」

を「オン」に設定します。（デフォルトは「オフ」） 
 「生成頻度（時間）」にレプリケーション レポートの生成頻度を指定してください。「1」を設定した

場合、1 時間毎にレプリケーション レポートが生成されます。 
 レプリケーション時の詳細レポートを生成するためには、「詳細レポートの生成」を「オン」に設定

してください。（デフォルトは「オフ」） 

 
画像 6‐2 プロパティ: レプリケーション レポートの生成 
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6-1-2. レポートの表示方法 
レポートを表示する手順を記載します。 

 
(1) 概要ページの「レポート センター」をクリックします。 

 
画像 6‐3 概要ページ: レポート センター 

 
(2) シナリオ一覧が表示されます。シナリオ名を選択します。 

 
画像 6‐4 CA ARCserve RHA レポート センター: シナリオ別の使用可能レポート 
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(3) 選択したシナリオで生成されたレポート一覧が表示されます。「サマリ」または、「詳細」をクリックし

ます。 

 
画像 6‐5 CA ARCserve RHA レポート センター: サマリ／詳細 

 
(4) レポートが表示されます。 

 

画像 6‐6 CA ARCserve RHA レポート センター: 同期レポート 
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6-2. アセスメント機能 
アセスメント機能を使用し、複製対象ディレクトリ(マスタ ルート ディレクトリ)に対するデータ更新量

を測定することが可能です。 
 アセスメント機能を利用した場合、実際のデータ転送は行いません。 
 週の傾向を把握するため、一週間以上測定を継続されることを推奨します。 
 あらかじめデータ更新量が多い時期が分かっている場合は、その時期を含めて測定を行ってく

ださい。 
 

6-2-1. 更新量の測定方法 
アセスメント機能を利用するために、アセスメント モードで実行する方法を記載します。 

 
(1) シナリオ作成時、ホスト画面で「アセスメント モード」をチェックします。 

 「アセスメント モード」をチェックした場合、レプリカサーバのホスト名や IP アドレスを指定する必

要はありません。（マスタサーバのみでアセスメント モードを実行できます） 
 シナリオ作成ウィザードで「アセスメント モード」のチェック ボックスをチェックしなかったシナリ

オでも、CA ARCserve RHAマネージャで、「実行(アセスメント モード)」ボタンをクリックするとア

セスメント モードでシミュレーションが実行されます。 

 
画像 6‐7 シナリオ作成ウィザード: アセスメント モード 
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(2) シナリオ作成後、CA ARCserve RHA マネージャの「シナリオ ビュー」ペインでシナリオを選択し、

ツール バーから青色の「実行（アセスメント モード）」ボタン(  )をクリックします。 
 緑色の「実行」ボタン(  )をクリックするとレプリケーションが実行され、青色の「実行(アセスメン

ト モード)」ボタンをクリックするとアセスメント モードでシミュレーションが実行されます。 

 
画像 6‐8 CA ARCserve RHA マネージャ: 実行(アセスメント モード)ボタン 

 
(3) 選択したシナリオがアセスメント モードで実行されます。 

 
画像 6‐9 CA ARCserve RHA マネージャ: シミュレーション 
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(4) 測定期間経過後、シナリオを停止しアセスメント モード レポートを確認します。 

 
画像 6‐10 CA ARCserve RHA レポート センター: アセスメント モード レポート 

 
6-2-2. データの分析 

データ更新量を測定後、アセスメント モード レポートよりデータ更新量の確認を行います。 
アセスメント モード レポートは、単位時間（デフォルトは「10 分」）当たりのデータ更新量が表示さ

れます。 
測定期間中のアセスメント モード レポートをすべて確認し、データ更新量に適したネットワーク帯

域幅を確保してください。 
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6-3. ホストメンテナンス機能 

レプリケーション実行中にマスタサーバやレプリカサーバの OS 再起動を行うと、OS 再起動後に自

動的に再同期が実行されます。 
ホストメンテナンス機能を使用することで、予定されている OS 再起動時に再同期を避けることが可

能です。 
ホストメンテナンス機能を使用し、OS 再起動を行う手順を記載します。 
 
 ファイルサーバシナリオの実行中にマスタサーバのホストメンテナンスを実行すると、マスタサー

バの「Server」サービスが停止します。 
 マスタサーバのホストメンテナンス開始後は、マスタルート／レプリカルートのデータを更新しな

いでください。 
 レプリカサーバのホストメンテナンス中、マスタルートディレクトリへのデータ更新は、マスタサー

バのスプールディレクトリに蓄積されレプリケーションが再開されてからレプリカサーバに反映さ

れます。 
 
(1) CA ARCserve RHA マネージャの「ホストメンテナンス モニタ」ボタンをクリックします。 

 
画像 6‐11 CA ARCserve RHA マネージャ: ホストメンテナンス モニタ 

 
(2) ホストメンテナンス モニタ画面が表示されます。空白欄で右クリックし、「ホストメンテナンスの起

動」を選択します。 

 
画像 6‐12 ホストメンテナンス モニタ: ホストメンテナンスの起動 
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(3) 「ホストメンテナンス」ウィザードが起動します。OS 再起動を行うサーバを選択し、「次へ」をクリック

します。 
 ひとつのシナリオで同時に1台だけOS再起動が可能です。2台以上再起動が必要な場合は交

互にホストメンテナンスを行ってください。 

 
画像 6‐13 ホストメンテナンス: ホストの選択 

 
(4) 「メンテナンス手順の選択」で「ホスト再起動の準備」を選択後、「開始」をクリックします。 

 「開始」をクリック後、OS 再起動以外でホストメンテナンスを完了させるためには該当サーバの

CA ARCserve RHA エンジンを再起動する必要があります。 

 
画像 6‐14 ホストメンテナンス: メンテナンス手順 
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(5) 「はい」をクリックします。 

 
画像 6‐15 ホストメンテナンスの確認 

 
(6) 「ホストメンテナンス」ウィザードが終了し、ホストメンテナンス モニタ画面で選択したシナリオが「編

集中」と表示されます。 

 
画像 6‐16 ホストメンテナンス モニタ: 編集中 

 
(7) しばらくすると、「ホストメンテナンスの準備完了」と表示されます。「ホストメンテナンスの準備完了」

の表示を確認後、ホストメンテナンス対象のサーバを再起動します。 

 
画像 6‐17 ホストメンテナンス モニタ: ホストメンテナンスの準備完了 
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 シナリオ ビューの「イベント」ペインからホストメンテナンスに関するイベントを確認する事が可

能です。 

 
画像 6‐18 イベント: 再起動の準備ができました 

 
(8) OS 再起動後、レプリケーションは自動で再開されます。 

 
画像 6‐19 イベント: ホストメンテナンス プロセスが完了しました 
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7. データのリストア 

マスタサーバのデータが損失した場合、同期処理を逆方向（レプリカからマスタ）に行うことで、レプリカ

サーバに複製されたデータをマスタサーバにリストア可能です。 
 

 リストアを行うには、リストアを行うシナリオを停止する必要があります。 

 
画像 7‐1 

 
Arcserve Replication を使用して、以下 2 種類のリストアが可能です。 
・ レプリカサーバからマスタサーバへ全てのデータをリストア（本書「7-1 リストア」を参照） 
・ 特定の時点にデータをリストア（本書「7-2 リワインド機能を使用したリストア」を参照） 

 
7-1. リストア 

レプリカサーバで保護されているデータを、マスタサーバへ全て戻す手順を記載します。 
 

(1) CA ARCserve RHA マネージャの「シナリオ ビュー」ペインでシナリオを選択し、「データのリスト

ア」ボタンをクリックします。 

 
画像 7‐2 CA ARCserve RHA マネージャ: データのリストア ボタン 
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(2) ユーザ認証情報が表示された場合は入力し、「OK」をクリックします。 

 
画像 7‐3 ユーザ認証情報 

 
(3) リカバリ方法を確認し、「次へ」をクリックします。 

 「マスタのみに存在しているファイルの削除」は、リストア中にマスタサーバ上にのみ存在するフ

ァイルが検出された場合にどのような処理を行うかを決定します。チェックをオンにすると、リスト

ア処理中にマスタサーバ上にのみ存在するファイルは削除されます。 

 
画像 7‐4 データのリストア ウィザード: リカバリ方法 
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(4) 同期方法を確認し、「実行」をクリックします。 

 
画像 7‐5 データのリストア ウィザード: 同期方法 

 
(5) リカバリ シナリオが生成され、リストアが実行されます。 

 リカバリ シナリオでは、レプリカサーバからマスタサーバの方向にリストア（逆向きの同期）処理

が行われます。 

 
画像 7‐6 統計情報: リカバリ シナリオ実行中 

 
(6) リストアが完了すると、通常のシナリオに戻ります。 
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7-2. リワインド機能を使用したリストア 
リワインド機能を使用し、特定の時点にデータをリストアする手順を記載します。 

 
7-2-1. リワインド機能とは 

リワインド機能とは、時間をさかのぼってデータをリストアする機能です。 
 

レプリケーションは、マスタサーバの複製対象データに対する更新を継続的にレプリカサーバに転

送し反映します。このためレプリカサーバは、マスタサーバと同じデータを保持しますが、マスタサー

バのデータを誤って削除した場合、レプリカサーバにも削除が反映されるためデータの復旧が行え

ないことがあります。 
Arcserve Replication のリワインド機能は、レプリケーション対象のデータを指定の時点（イベント）

まで戻すことが可能です。この機能により、意図しない変更や削除を行ったデータを復旧できる可

能性があります。 
 
 リワインドできる範囲はレプリカ プロパティで設定する「最大ディスク容量」によって制限を受け

ます。また、リワインドポイントが多いとリワインドポイントの一覧を表示するために大量のメモリ

を消費します。詳細は、本書「付録 B リワインドについて」を参照してください。 
 

ファイル サーバ シナリオでは、ファイル作成・更新・削除・名前変更等のイベントを自動的に記録し

ます。記録されたイベントをリワインドポイントと呼び、このリワインドポイントを指定しリストアを実施

します。 
 

 
画像 7‐7 

 
 特定のファイルのみをリワインドすることはできません。 

(シナリオで定義した複製対象のデータについて、指定したリワインドポイントの状態になるまで

に行われた変更をすべて元に戻します) 
 特定のファイルのみを復旧する運用方法については、本書「7-2-4 リワインド機能を使用して特

定のファイルだけを復旧する方法」を参照してください。 
 



7 データのリストア 

76 

7-2-2. リワインド機能の設定方法 
リワインド機能を設定する方法を記載します。 
 
 データのリワインドはオンライン レプリケーションに対してのみ有効です。 

 
本書では、シナリオ作成後にリワインド機能を有効にしていますが、シナリオ作成時にもリワインド

機能を有効にする事が可能です。 
 

(1) CA ARCserve RHA マネージャの「シナリオ ビュー」ペインでレプリカサーバを選択し、レプリカの

プロパティを表示します。 
 

(2) 「リカバリ」-「データのリワインド」を「オン」に変更します。（デフォルトは「オフ」） 

 
画像 7‐8 レプリカのプロパティ: データのリワインド(オフ) 

 
(3) 「リカバリ」-「データのリワインド」-「最大ディスク容量」を設定し、シナリオを保存します。 

 「最大ディスク容量」の設定については、本書「付録 A スプール ディレクトリについて」を参照し

てください。 

 
画像 7‐9 レプリカのプロパティ:データのリワインド(オン) 

 
(4) シナリオを保存し、レプリケーションを開始します。 
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7-2-3. リストアの手順 
リワインド機能を使用するリストア手順を記載します。 
 
 リワインドポイントは、シナリオ開始時にクリアされます。シナリオを再開する前であれば、リワイ

ンドしたポイントから過去のデータにはリワインドできます。 
 リワインドを実行すると、指定したリワインドポイントより時間的に新しいリワインドポイントはクリ

アされます。リワインドポイントを選択する際に、目的のリワインドポイントが明確でない場合は、

最新のポイントから順に選択することを推奨します。 
 

(1) CA ARCserve RHA マネージャの「シナリオビュー」ペインでシナリオを選択し、「データのリストア」

ボタンをクリックします。 

 
画像 7‐10 データのリストアボタン 

 
(2) ユーザ認証情報を入力し、「OK」をクリックします。 

 
画像 7‐11 ユーザ認証情報 

 
(3) リカバリ方法を確認し、「次へ」をクリックします。 

リカバリ方法 動作 
レプリカ’<レプリカサーバ名>’のデータをリワ

インドし、マスタ’<マスタサーバ名>’の全デー

タを置換する。」 

レプリカサーバのデータがリワインドされ、マスタサ

ーバのデータもそのデータに置き換わります。 

レプリカ’<レプリカサーバ名>’のデータをリワ

インドし、マスタ’<マスタサーバ名>’のデータ

はそのまま維持する。 

レプリカサーバのデータがリワインドされます。 
マスタサーバのデータは現状維持されます。 
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画像 7‐12 データのリストアウィザード:リカバリ方法(リワインド有効時) 

 
(4) 「リワインドポイントの選択」をクリックします。 

 
画像 7‐13 データのリストアウィザード:リワインドポイントの選択 
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(5) リワインドポイントの選択画面が表示されます。戻したい時点のリワインドポイントを選択し、「OK」
をクリックします。 
 リワインドポイントとして選択した時点まで、データが戻されます。 
 リワインドポイントとしてファイルイベント（作成／変更／削除）の他に、あらかじめ手動でブック

マークを設定し、その時点に戻すことも可能です。ブックマークの詳細は、本書「7-2-5 リワインド 
ブックマークについて」を参照してください。 

 
画像 7‐14 リワインドポイントの選択 

 
(6) 「次へ」をクリックします。 

 リワインドポイントを選択し、「次へ」をクリックした時点でレプリカサーバのリワインドが行われま

す。 

 
画像 7‐15 データのリストア ウィザード: リワインドポイント選択後 
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(7) 同期方法を確認し、「実行」をクリックします。 

 
画像 7‐16 データのリストア ウィザード: 同期方法 

 
(8) リカバリ中のシナリオが一時的にリカバリシナリオ名に変更され、データのリストアが実行されま

す。 

 
画像 7‐17 CA ARCserve RHA マネージャ: リカバリ シナリオ 

 
(9) データのリストアが完了すると、リカバリシナリオは元のシナリオ名に戻ります。 

 



7 データのリストア 

81 

7-2-4. リワインド機能を使用して特定のファイルだけを復旧する方法 
リワインド機能を使用し、特定のファイルのみを復旧することはできませんが、手動でのファイル コ
ピーを併用することで、特定のファイルのみを復旧することは可能です。 
特定ファイルのみを復旧する手順を記載します。 

 
画像 7‐18 

 
(1) データのリストア ウィザードのリカバリ方法で「レプリカ’<レプリカサーバ名>’のデータをリワインド

し、マスタ’<マスタサーバ名>’のデータはそのまま維持する。」を選択し、レプリカサーバのデータの

みを特定の時点へリストアします。 
 必ずここで、「レプリカ’<レプリカサーバ名>’のデータをリワインドし、マスタ’<マスタサーバ名>’の

データはそのまま維持する。」を選択してください。 

 
画像 7‐19 データのリストア ウィザード: レプリカのデータのみをリワインド 

 
(2) リストア後、復旧したいファイルのみを、OS のコピー コマンド等を使用しレプリカサーバ からマス

タサーバへ移動します。 
 

(3) その後、通常の同期を行うことでマスタサーバとレプリカサーバのデータが同一となります。 
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7-2-5. リワインド ブックマークについて 
リワインド機能を利用する場合、多数のファイルが更新されると、どの時点に戻せばよいかリワイン

ドポイントの一覧から判断することが難しい場合があります。 
リワインド ブックマークを設定することで、リストアしたいポイントを明確にできます。 
リワインド ブックマークの設定方法を記載します。 

 
(1) レプリケーション実行中に、ツール バーの「ツール」メニュー - 「リワインド ブックマークの設定」を

クリックします。 

 
画像 7‐20 ツール メニュー: リワインド ブックマークの設定 

 
(2) リワインド ブックマーク名を入力し、「OK」をクリックします。 

 
画像 7‐21 リワインド ブックマーク 

 
(3) リストア時リワインドポイントの選択画面で、リワインド ブックマーク名がリワインドポイントとして表

示されます。このリワインドポイントを指定することで、リワインド ブックマークを設定した時点に戻

すことが可能です。 

 

画像 7‐22 リワインドポイントの選択 : リワインド ブックマークの表示 
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8. Arcserve Backup との連携  

Arcserve Replication と Arcserve Backup の連携(統合)機能を使用すると、レプリケーション対象デ

ータのバックアップを簡単に行えます。 
レプリカサーバの複製データをバックアップするため、マスタサーバへの負荷をかけません。 

 
画像 8‐1 

 
 Arcserve Backup 連携でバックアップした場合、常にフルバックアップとなります。 

 
8-1. 連携シナリオの作成と実行 

連携シナリオの作成と実行手順を記載します。Arcserve Replication と Arcserve Backup を連携さ

せるには、連携シナリオを作成しレプリケーションを実行します。 
 
(1) シナリオ作成ウィザードの「サーバおよび製品タイプの選択」画面で、統合オプションの「ARCserve 

Backup」を選択し、Arcserve Backup（ベース製品）がインストールされているサーバの名前（また

は IP アドレス）を入力します。 
 連携シナリオを実行するには必ずシナリオ作成時に「ARCserve Backup」を選択してください。 

 
画像 8‐2 シナリオ作成ウィザード: ARCserve Backup と連携するための設定 
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(2) 「マスタとレプリカのプロパティ」画面の、レプリカ プロパティに「CA ARCserve タスク」という項目が

表示されることを確認します。 
 その他は通常のシナリオと同様に作成してください。 

 
画像 8‐3 シナリオ作成ウィザード: CA ARCserve タスク 

 
(3) 連携シナリオを作成後、レプリケーションを実行します。実行時「ARCserve Backup サーバの更

新」画面が表示されます。Arcserve Backup の管理者権限を持つ ARCserve Backup ユーザ名お

よびパスワードを入力し、「OK」をクリックします。 

 
画像 8‐4 連携シナリオ開始時: ARCserve Backup サーバの更新 

 
(4) Arcserve Replication が Arcserve Backup サーバのデータベースに接続し、シナリオの情報を転

送します。 

 
画像 8‐5 ARCserve Backup Server へ接続中 
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(5) Arcserve Backup サーバへの接続が完了すると、シナリオが開始されます。 

 イベント ペインに、「ARCserve サーバはシナリオ情報で正常に更新されました」というメッセー

ジが出力されます。 

 
画像 8‐6 イベント: 連携シナリオ開始時のイベント 
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8-2. バックアップ 
連携シナリオでは、Arcserve Replication で定義したレプリカサーバの複製先ディレクトリを、

Arcserve Backup がバックアップします。 
 
バックアップ ジョブの作成方法について記載します。 

 バックアップ マネージャによるバックアップ方法については、「CA ARCserve Backup for Windows 
管理者ガイド」の「第 3 章：データのバックアップ」および「CA ARCserve Backup for Windows CA 
ARCserve Replication 統合ガイド」の「統合されたバックアップ ジョブの実行」を参照してくださ

い。 
 
(1) Arcserve Backup マネージャのバックアップ マネージャを開き、ソース タブの「CA ARCserve 

Replication シナリオ」よりバックアップ対象シナリオを展開します。 

 

画像 8‐7 Arcserve Backup: バックアップ ソース - CA ARCserve Replication シナリオ 

 



8 Arcserve Backup との連携 

87 

(2) レプリカサーバで稼働している、Client Agent for Windows に接続するためのアカウント情報を入

力します。 

 

画像 8‐8 CA ARCserve Replication シナリオのセキュリティ設定 

 
(3) バックアップ対象のシナリオのチェック ボックス（緑のボックス）を選択します。 

 
画像 8‐9 バックアップ ソースを選択した状態 
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(4) スケジュール タブ、デスティネーション タブなどで必要項目を指定した後、「サブミット」をクリックし

ます。 
 CA ARCserve Replication シナリオのバックアップは、どのバックアップ方式（差分/増分等）を

選択しても、常にフル バックアップ方式が使用されます。 

 
画像 8‐10 バックアップ マネージャ: サブミット ボタン 

 
(5) 「セキュリティおよびエージェント情報」画面が表示されます。セキュリティの設定を編集するには、

サーバを選択後「セキュリティ」ボタンをクリックします。 
「OK」をクリックして次に進みます。 
マスタサーバの認証 
 

マスタサーバの CA ARCserve RHA エンジンに接続するための認

証情報です。 
レプリカサーバの認証 レプリカサーバの Client Agent for Windows に接続するための認

証情報です。 

 
画像 8‐11 セキュリティおよびエージェント情報 

(6) ジョブ実行時刻、ジョブ名を確認したら、「OK」でジョブをサブミットします。 

 

画像 8‐12 ジョブのサブミット 
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(7) 連携バックアップ ジョブが開始されると、Arcserve Replication は対象のシナリオのレプリケーショ

ンを自動的に一時停止し、レプリカサーバのスナップショットを取得します。Arcserve Backup は取

得されたスナップショットを展開しバックアップを行います。 
 複製先ディレクトリが存在するボリューム全体のスナップショットが取得されます。 
 同期の実行中に連携バックアップ ジョブは実行できません。 

 
画像 8‐13 連携バックアップ実行時のイベント 

 
(8) スナップショットを取得後、Arcserve Replication は自動的にレプリケーションを再開します。 

 
画像 8‐14 イベント: バックアップ時のレプリケーション再開 
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8-3. リストア 
Arcserve Backup との連携シナリオによって取得したバックアップ データをリストアする手順を記載し

ます。 
(1) Arcserve Backup の「リストア マネージャ」を開きます。 
(2) ソース タブの表示を「ツリー単位」から「セッション単位」に変更し、リストア対象のセッションを選択

します。 
 連携シナリオにより取得したバックアップ データであることを確認するには・・・ 

リストア画面でセッションを選択すると、右ペインにセッションのプロパティが表示されます。 
プロパティで「セッションの種類」が「CA ARCserve Replication シナリオ」と表記されているセッ

ションは連携シナリオによってバックアップされたセッションです。 

 
画像 8‐15 リストア ソース: プロパティ - セッションの種類 

 
(3) デスティネーション、スケジュールを指定し、「サブミット」をクリックします。 

 本書では、デスティネーションにデフォルトの「ファイルを元の場所へリストア」を指定します。 

 
画像 8‐16 リストア マネージャ: サブミット ボタン 
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(4) リストアで使用されるメディア名を確認し、「OK」をクリックします。 

 
画像 8‐17 リストア メディア 

 
(5) 「セッション ユーザ名およびパスワード」画面で、メディア名を選択して「編集」をクリックします。 

 
画像 8‐18 セッション ユーザ名およびパスワード 

 
(6) 「CA ARCserve Replication セッション用ユーザ名およびパスワードの入力」画面で、データのリス

トア先とするサーバを指定し、各サーバのシステム管理者権限を持つユーザ名およびパスワードを

入力後、「OK」をクリックします。 
 リストア オプションで、どのサーバにリストアを行うかを選択します（デスティネーションに「ファイ

ルを元の場所へリストア」を指定した場合のみ表示されるオプションです）。 
「リストア オプション」の選択 ユーザ名とパスワードの入力方法 
マスタサーバにリストアする マスタサーバのユーザ名とパスワードを入力します。 
レプリカサーバにリストアする マスタサーバとレプリカサーバのユーザ名とパスワードを入

力します。 
 マスタサーバにリストアを行う場合、マスタサーバに Client Agent for Windows がインストール

されている必要があります。 
 バックアップ サーバとマスタサーバが WAN を介して接続されている環境では、マスタサーバに

直接リストアを行うとネットワークの瞬断等でジョブが失敗する場合があります。 
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画像 8‐19 CA ARCserve Replication セッション用ユーザ名およびパスワードの入力 

 
(7) ジョブをサブミットします。 

 

画像 8‐20 ジョブのサブミット 

 
(8) Arcserve Backup によってリストア ジョブが実行されると、Arcserve Replication は自動的にシナ

リオを停止します。 
 リストア前に、あらかじめリストア対象のシナリオを停止することを推奨します。 
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8-4. スナップショットの管理 

Arcserve Backup との連携バックアップを行うと、レプリカサーバでは、複製先ボリューム全体のス

ナップショットを自動的に取得します。作成されたスナップショットは、CA ARCserve RHA マネージ

ャから管理可能です。 
スナップショットの管理方法を記載します。 

 
8-4-1. スナップショットのマウントとマウント解除 

作成したスナップショットを表示（マウント）、非表示（マウント解除）する方法を記載します。 
 
(1) Arcserve Backup との連携バックアップ後、CA ARCserve RHA マネージャの「スナップショット ビ

ュー」ボタンをクリックします。 

 
画像 8‐21 CA ARCserve RHA マネージャ: スナップショット ビュー ボタン 

 
(2) 「スナップショット管理」画面が表示されます。 

「レプリカ ホストの選択」欄でレプリカサーバを選択後、表示したいスナップショットを右クリックし、

表示されるメニューより、「ドライブ文字としてマウント」を選択します。 

 
画像 8‐22 スナップショット管理: ドライブ文字としてマウント 
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(3) ドライブ文字を選択し、「OK」をクリックします。 

 

画像 8‐23 ドライブ文字の選択 

 
(4) 指定したドライブ文字にスナップショットがマウントされます。エクスプローラ等から、取得したスナッ

プショットにアクセスできるようになります。 

 
画像 8‐24 スナップショット管理: 公開パス 

 
(5) マウントされたスナップショットを選択し右クリックで、「マウント解除」を選択することでマウントを解

除できます。 

 
画像 8‐25 スナップショット管理: マウント解除 
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8-4-2. スナップショットの削除 

作成したスナップショットを削除する方法を記載します。 
 シナリオを削除してもスナップショットは削除されないため、スナップショットは個別に削除してくださ

い。 
 スナップショットは、レプリカ プロパティの「CA ARCserve タスク」-「シャドウコピー（VSS）の作成」-

「保存されるスナップショット数」に達するまで保持され、「保存されるスナップショット数」に達すると

古いものから順に上書きされます。（デフォルトで保存されるスナップショット数は「10」） 

 
画像 8‐26 レプリカのプロパティ: 保存されるスナップショット数 

 
(1) 「スナップショット管理」画面で、削除したいスナップショットを右クリックし、表示されたメニューから

「削除」を選択します。 
 既にシナリオを削除しておりスナップショットが表示されていない場合は、「ホスト名／IP の追

加」をクリックし、レプリカサーバを追加してください。 

 
画像 8‐27 スナップショット管理: 削除 

 
(2) 選択したスナップショットが削除されます。 
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9. その他 

9-1. Arcserve Replication の動作 
Arcserve Replication の動作について記載します。 

 
9-1-1. サーバ メンテナンス時の動作 

サーバ メンテナンス時の Arcserve Replication の動作について記載します。 
（前提： シナリオのプロパティが、デフォルト設定の場合） 

イベント 
Arcserve Replication の操

作 
再同期の

必要性 
Arcserve Replication の動作 

マスタサーバの

OS 再起動 
ホストメンテナンスを使用し

た場合 
必要なし サーバ再起動後にレプリケーションが自

動的に再開される 
ホストメンテナンスを使用し

ない場合 
必要 サーバ再起動後に自動同期が実行され

る 
シナリオを停止した場合 必要 停止したシナリオは、サーバ再起動後、

自動的に開始されない 
（手動でシナリオを開始する必要がある） 

レプリカサーバ

の OS 再起動 
ホストメンテナンスを使用し

た場合 
必要なし サーバ再起動後にレプリケーションが自

動的に再開される 
ホストメンテナンスを使用し

ない場合 
必要 サーバ再起動後に自動同期が実行され

る 
シナリオを停止した場合 必要 停止したシナリオは、サーバ再起動後、

自動的に開始されない 
（手動でシナリオを開始する必要がある） 

 
9-1-2. 異常時の動作 

異常時の Arcserve Replication の動作と、対処方法について記載します。 
 

(1) 「マスタ/レプリカシナリオプロパティ］-「レプリケーション」デフォルト設定時 
 デフォルト設定でシナリオを作成した場合、以下の設定となります。 

「マスタ/レプリカシナリオプロパティ］-「レプリケーション」-「再起動後に実行」が ON。 
「マスタ//レプリカシナリオプロパティ］-「オプション設定」-「エラー発生時の自動再同期を禁止」OFF 

異常系のイベント 

Arcserve Replication の動作 
発生時の対処

方法 
再同期

の有無 詳   細 
障害復旧後

のシナリオ

自動再開 
ネットワーク障害 

ネットワーク回線一時切断

後、回線復旧 

切断中の更新はマスタサー

バのスプール ディレクトリに

蓄積される 
される 

対処なし 
（自動で再同期

なくシナリオが

再開される） 

なし 

ネットワーク回線切断後、ス

プール ディレクトリがオー

バーフロー 

スプール ディレクトリの更新

データは廃棄される 
される 

対処なし 
（自動で再同期

が実行される） 
あり 
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異常系のイベント 

Arcserve Replication の動作 
発生時の対処

方法 
再同期

の有無 詳   細 
障害復旧後

のシナリオ

自動再開 
業務過負荷 
マスタサーバのスプール 
ディレクトリがオーバーフロ

ー 

スプール ディレクトリの更新

データは廃棄され、シナリオ

が停止する 
されない 

手動にてシナリ

オを開始する 
あり 

レプリカサーバのスプール 
ディレクトリがオーバーフロ

ー 

スプール ディレクトリの更新

データは廃棄され、シナリオ

が停止する 
されない 

手動にてシナリ

オを開始する 
あり 

レプリケーションの一時停

止中にスプール ディレクト

リがオーバーフロー 

スプール ディレクトリの更新

データは廃棄され、シナリオ

が停止する 
されない 

手動にてシナリ

オを開始する 
あり 

ホストメンテナンス実行中に

スプール ディレクトリがオ

ーバーフロー 

スプール ディレクトリの更新

データは廃棄され、シナリオ

が停止する 
されない 

手動にてシナリ

オを開始する 
あり 

サーバ障害発生時 
マスタサーバ／レプリカサ

ーバのシャットダウン 
（ホストメンテナンス未使用） 

サーバ起動後に自動同期が

実行される 
される 

対処なし 
（自動で再同期

が実行される） 
あり 

マスタサーバ／レプリカサ

ーバの CA ARCserve RHA 
エンジン停止 

CA ARCserve RHA エンジ

ン起動後に自動同期が実行

される 
される 

対処なし 
（自動で再同期

が実行される） 
あり 

 
(2) 「マスタ/レプリカシナリオプロパティ］-「レプリケーション」-「再起動後に実行」が OFF 設定時 

 本設定のデフォルトは ON です。 

異常系のイベント 

Arcserve Replication の動作 
発生時の対処

方法 
再同期

の有無 詳    細 
障害復旧後

のシナリオ

自動再開 
サーバ障害発生時 
マスタサーバのシャットダウ

ン （ホストメンテナンス未使

用） 

サーバ起動後にシナリオが

自動停止する 
されない 

手動にてシナリ

オを開始する 
あり 

マ ス タ サ ー バ の CA 
ARCserve RHA エンジン

停止 

CA ARCserve RHA エンジ

ン起動後にシナリオが自動停

止する 
されない 

手動にてシナリ

オを開始する 
あり 

レプリカサーバのシャットダ

ウン （ホストメンテナンス未

使用） 

サーバ起動後に自動同期が

実行される 
される 

対処なし 
（自動で再同期

が実行される） 
あり 

レ プ リ カ サ ー バ の CA 
ARCserve RHA エンジン

停止 

CA ARCserve RHA エンジ

ン起動後に自動同期が実行

される 
される 

対処なし 
（自動で再同期

が実行される） 
あり 
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(3) 「マスタ/レプリカシナリオプロパティ」-「オプション設定」-「エラー発生時の自動再同期を禁止」ON
設定時 
 ON に設定することにより、エラー復帰後同期は実行されなくなりますが、マスタサーバとレプリ

カサーバのデータが一致しない恐れがあるため、本オプションの使用は推奨しません。 
 本設定のデフォルトは OFF です。 

異常系のイベント 

Arcserve Replication の動作 
発生時の対処

方法 
再同期

の有無 詳    細 
障害復旧後

のシナリオ

自動再開 
ネットワーク障害 

ネットワーク回線一時切断

後、回線復旧 

切断中の更新はマスタサー

バのスプール ディレクトリに

蓄積される 
される 

対処なし 
（再同期せずに

自動でシナリオ

が再開される） 

なし 

ネットワーク回線切断後、ス

プール ディレクトリがオー

バーフロー 

スプール ディレクトリの更新

データは廃棄される 
される 対処なし なし※ 

業務過負荷 
マスタサーバのスプール 
ディレクトリがオーバーフロ

ー 

スプール ディレクトリの更新

データは廃棄され、シナリオ

が停止する 
される 対処なし なし※ 

レプリカサーバのスプール 
ディレクトリがオーバーフロ

ー 

スプール ディレクトリの更新

データは廃棄され、シナリオ

が停止する 
される 対処なし なし※ 

レプリケーションの一時停

止中にスプール ディレクト

リがオーバーフロー 

スプール ディレクトリの更新

データは廃棄され、シナリオ

が停止する 
される 対処なし なし※ 

ホストメンテナンス実行中に

スプール ディレクトリがオ

ーバーフロー 

スプール ディレクトリの更新

データは廃棄され、シナリオ

が停止する 
される 対処なし なし※ 

※マスタサーバとレプリカサーバのデータが一致しないおそれがあるため、シナリオを継続する場合

再同期を行う事を推奨します。再同期ボタンより手動にて再同期を実施してください。 
 

9-1-3. シナリオが停止した時の対処方法 
以下のイベントにより実行中のシナリオが自動的に停止する場合があります。以下の事由により

シナリオが停止した場合、対処方法を実施後同期が必要です。 
イベント シナリオが停止した時の対処方法 
マスタサーバのスプール ディ

レクトリがオーバーフロー 
・レプリケーションに使用できるネットワーク帯域幅を十分に確保する 
・マスタサーバのスプール ディレクトリのサイズを十分に確保する 

レプリカサーバのスプール デ
ィレクトリがオーバーフロー 

・レプリカサーバのスプール ディレクトリのサイズを十分に確保する 

レプリケーションの一時停止中

にスプール ディレクトリがオー

バーフロー 

・マスタサーバのスプール ディレクトリのサイズを十分に確保する 
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イベント シナリオが停止した時の対処方法 
ホストメンテナンス実行中にス

プール ディレクトリがオーバー

フロー 

・マスタサーバのスプール ディレクトリのサイズを十分に確保する 

 
9-1-4. 自動同期の回避方法 

自動同期が発生するイベントには以下があります。それぞれの方法で対処してください。 
回避方法によっては、自動同期の回避が可能ですが、手動での再同期は必要です。 

イベント 自動同期の回避方法 
ネットワーク切断によるスプー

ル ディレクトリのオーバーフロ

ー 

・マスタサーバのスプール ディレクトリのサイズを十分に確保する 
・レプリカサーバの接続が再開する前に手動でシナリオを停止する 
⇒手動で再同期が必要 
・シナリオ プロパティの「レプリケーション」-「オプション設定」-「エラー

時の自動再同期を禁止」をオンにする 
⇒手動で再同期が必要(※) 

マスタサーバ／レプリカサーバ

のシャットダウン 
・ホストメンテナンス機能を使用する 
・シナリオを停止してから再起動を行う 
⇒手動で再同期が必要 
・（マスタサーバのみ自動同期回避可能）シナリオ プロパティの「レプリ

ケーション」-「再起動後に実行」をオフにする 
⇒手動で再同期が必要(※) 

マスタサーバ／レプリカサーバ

の CA ARCserve RHA エンジ

ン停止 

・ホストメンテナンス機能を使用する 
・シナリオを停止してから再起動を行う 
⇒手動で再同期が必要 
・（マスタサーバのみ自動同期回避可能）シナリオ プロパティの「レプリ

ケーション」-「再起動後に実行」をオフにする 
⇒手動で再同期が必要(※) 

(※)マスタサーバとレプリカサーバのデータが一致しないおそれがあるため、シナリオが継続する場合

も手動で再同期が必要です。 
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9-2. マスタサーバ障害発生時の代替運用について 
マスタサーバ障害発生時の代替運用についての留意事項を記載します。 

 
9-2-1. レプリカサーバで代替運用時の注意事項 

SID ではなく、アカウント名を元に複製する設定に変更したシナリオを作成することにより、 
workgroup 環境でアクセス権を複製する運用が可能です。 
設定方法については、CA 社公開のホワイトペーパー（下記）を r16.5 に置き換え参照してくださ

い。 
 
「ARCserve RHA でローカルアカウントの ACL をレプリケーションする方法」 
http://www.arcserve.com/~/media/Files/TechnicalDocuments/r16/asrha-r16-wg-acl-replicatio
n.pdf 
 
workgroup 環境でフォルダのアクセス権を複製する運用が可能です。 
設定方法については、CA 社公開のホワイトペーパー（下記）を r16.5 に置き換え参照してくださ

い。 
 
「ARCserve RHA でローカルアカウントの ACL をレプリケーションする方法」 
http://www.arcserve.com/~/media/Files/TechnicalDocuments/r16/asrha-r16-wg-acl-replicatio
n.pdf 
 共有フォルダについては、ローカルアカウントのアクセス権を複製することはできません。 

 
 

http://www.arcserve.com/%7E/media/Files/TechnicalDocuments/r16/asrha-r16-wg-acl-replication.pdf
http://www.arcserve.com/%7E/media/Files/TechnicalDocuments/r16/asrha-r16-wg-acl-replication.pdf
http://www.arcserve.com/%7E/media/Files/TechnicalDocuments/r16/asrha-r16-wg-acl-replication.pdf
http://www.arcserve.com/%7E/media/Files/TechnicalDocuments/r16/asrha-r16-wg-acl-replication.pdf
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9-2-2. マスタサーバ障害発生後の復旧手順 

マスタサーバの障害発生時にレプリカサーバで運用を行っていた場合、マスタサーバが復旧する

前に Arcserve Replication のシナリオを停止してください。 
シナリオを停止しないと、マスタサーバの復旧時（マスタサーバに接続可能になったとき）に自動同

期が発生し、障害発生時のレプリカサーバで運用していたデータが上書きされます。 

 
画像 9‐1 

 
マスタサーバ障害発生時の復旧手順について以下に記載します。 
(1) Arcserve Replication のシナリオを停止します。 
(2) マスタサーバを復旧します。 
(3) リストアを実行します。（レプリカサーバからマスタサーバへ） 
(4) シナリオを再開します。 
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9-3. 運用上の留意事項 
運用上の留意事項を記載します。 

 
9-3-1. サーバ名や IP アドレスを変更した場合の手順 

Arcserve Replication インストール後に、サーバ名や IP アドレスを変更した場合の手順について

記載します。 
 

 必ずシナリオの停止を確認してから、作業を行ってください。 
(1) Arcserve Replication のシナリオを停止します。 
(2) サーバ名または IP アドレスを変更します。 
(3) シナリオを変更し、保存します。 

・サーバ名を変更した場合 
「シナリオ ビュー」ペインのマスタサーバまたはレプリカサーバの「ホスト」欄をダブル クリックし、

サーバ名を修正します。 
（サーバ名変更後、正しい IP アドレスが表示されているか確認します） 

 
画像 9‐2 シナリオ ペイン: ホスト名を編集する 

 
・IP アドレスを変更した場合 

マスタサーバのプロパティ、または、レプリカサーバのプロパティより、「ホスト接続」-「管理 IP アド

レス」を修正します。 

 
画像 9‐3 プロパティ: 管理 IP アドレス 

(4) OS を再起動します。 
(5) シナリオを開始します。 
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9-3-2. マスタ ルート ディレクトリを含むボリュームの構成を変更する場合の手順 
作成済みのシナリオで、マスタ ルート ディレクトリのパスに含まれているボリュームを容量の変更

などのために再構成する必要がある場合の手順について記載します。 
 本手順を実施しない場合、CA ARCserve RHA マネージャのイベント ペインに、以下のエラー

が表示されシナリオを開始できない場合があります。 
ID イベント 
CR00078 ルート ディレクトリ x:/ネットワーク の適切なグループが見つかりません 
CR00018 ファイル システム モニタリングを開始できません 
SR00096 シナリオ File Server を停止します 

 
(1) Arcserve Replication のシナリオを停止します。 
(2) ボリュームの構成を変更します。 
(3) マスタサーバの CA ARCserve RHA エンジン サービスを再起動します。 
(4) シナリオを開始します。 
 

Arcserve 社技術情報「ボリュームの追加/再構成後メッセージが表示されシナリオが実行できな

い」 
https://arcserve.zendesk.com/hc/ja/articles/202911465-  

 
9-3-3. CA ARCserve RHA マネージャが起動できない場合の対処方法 

本現象は、CA ARCserve RHA コントロールサービスの異常終了や、CA ARCserve RHA マネ

ージャの強制終了等によって、不整なキャッシュが残っている場合に発生します。 
CA ARCserve RHA マネージャのキャッシュを削除し、再度 CA ARCserve RHA マネージャをコ

ントロールサービス サーバからダウンロードすることで回避可能です。 
 

(1) CA ARCserve RHA マネージャ画面（例外のエラー画面も含む）および概要ページを閉じます。 
(2) 以下のディレクトリ配下を削除します。 

＜Windows Server 2003 の場合＞ 
 %UserProfile%¥Local Settings¥Apps¥2.0 配下 
＜Windows Server 2008 / Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2 の場合＞ 
 %UserProfile%¥AppData¥Local¥Apps¥2.0 配下 

 上記ディレクトリ配下をすべて削除した場合、他の.NET アプリケーションに影響を与える可能性

があります。他に.NETアプリケーションを使用している場合には、上記ディレクトリ配下に保存さ

れているサブ ディレクトリ「caar...*」が存在するディレクトリのみを削除してください。 
例）下記のようなディレクトリが存在した場合、それぞれ下線部のディレクトリを削除してください

（※ディレクトリ名は環境によって異なります）。 
C:¥Documents and Settings¥Administrator¥Local Settings¥Apps 
¥2.0¥9YK6JNHQ.LOE¥71EGCN0D.5GV¥caar...app_765125f26bac31e9_000f.000... 
C:¥Documents and Settings¥Administrator¥Local Settings¥Apps¥2.0 
¥Data¥EK3KTJK7.2RD¥C54EOMWX.LN7¥caar...app_765125f26bac31e9_000f.000... 

(3) CA ARCserve RHA マネージャ画面を表示（コントロールサービス サーバからダウンロード）しま

す。 
 
Arcserve 社技術情報「マネージャが起動できない場合の対処方法」 
https://arcserve.zendesk.com/hc/ja/articles/202184909-  

https://arcserve.zendesk.com/hc/ja/articles/202911465-
https://arcserve.zendesk.com/hc/ja/articles/202184909-
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9-4. バージョン（ビルド番号）確認方法 
Arcserve Replication 製品の各コンポーネントのバージョン（ビルド番号）確認方法を記載します。 
バージョンとビルド番号の対応表は以下のとおりです。 

r16.5 16.5.0.3409 
r16.5 SP1 16.5.1.3463 
r16.5 SP2 16.5.2.3719 
r16.5 SP3 16.5.3.4009 
r16.5 SP4 16.5.4.4050 

 
9-4-1. CA ARCserve RHA コントロールサービスの場合 

CA ARCserve RHA コントロールサービスのバージョン（ビルド番号）を確認する方法について記

載します。 
 

(1) CA ARCserve RHA マネージャを起動します。 
(2) ツール バーの「ヘルプ」-「バージョン情報」をクリックします。 

 
画像 9‐4 CA ARCserve RHA マネージャ: ヘルプ メニュー 

 
(3) バージョンを確認します。 

 
画像 9‐5 バージョン情報 
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9-4-2. CA ARCserve RHA エンジンの場合 

CA ARCserve RHA エンジンのバージョン（ビルド番号）を確認する方法について記載します。 
 
(1) シナリオを実行中の場合 
(1-1) CA ARCserve RHA マネージャの「シナリオ ビュー」ペインで、実行中のシナリオのマスタサー

バまたはレプリカサーバを選択します。 
(1-2) CA ARCserve RHA マネージャのフレームワーク ビューに表示される統計情報よりバージョン

を確認します。 

 
画像 9‐6 統計情報: バージョン情報(統計情報) 

 
(2) シナリオが停止している場合 
(2-1) CA ARCserve RHA マネージャの「リモート インストーラ モニタ」ボタンをクリックします。 
(2-2) リモート インストーラ ビュー画面が表示されます。空白欄で右クリックし、「リモート インストーラ

の起動」を選択します。 

 

画像 9‐7 リモート インストーラ ビュー: リモート インストーラの起動 
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(2-3) 「CA ARCserve RHA リモート インストールウィザード」が起動します。バージョン確認を行うサ

ーバが「選択したホスト」側に存在することを確認し、「次へ」をクリックします。 

 
画像 9‐8 CA ARCserve RHA リモート インストール ウィザード: ホストの選択 

 
(2-4) 「インストール前の検証」画面の現行バージョンを確認します。 

 バージョン確認後は、「キャンセル」をクリックし「CA ARCserve RHA リモート インストールウィ

ザード」を終了してください。 

 
画像 9‐9 CA ARCserve RHA リモート インストール ウィザード: インストール前の検証 
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付録 A スプール ディレクトリについて 

Arcserve Replication のスプール ディレクトリについて説明します。 
 

スプール ディレクトリとは（マスタサーバ／レプリカサーバ） 
スプール ディレクトリとは、マスタサーバの複製元データに対する変更点を記録したファイル（ジャー

ナル ファイル）を、レプリカサーバに転送する前に一時的に保存するための領域です。 
Arcserve Replication は、ジャーナル ファイルを一度マスタサーバのスプール ディレクトリに保存し、

その後ネットワークを通じてレプリカサーバのスプール ディレクトリへ転送します。また、レプリカサー

バでは転送されたジャーナル ファイルを随時複製先データに反映します。 
 

スプール ディレクトリの場所およびサイズの設定 
スプール ディレクトリの場所やサイズは、各サーバのシナリオ プロパティで設定します。 

 
画像 A‐1 プロパティ:スプール 

 
スプール ディレクトリの場所： 
プロパティ 詳細 デフォルト 

スプール ディレクトリ 
ジャーナル ファイルを保持する

ためのディレクトリ 
[CA ARCserve RHA エンジンのインス

トール ディレクトリ]¥tmp¥spool 
 スプール ディレクトリは、システム ドライブ以外に作成することを推奨します。 
 パフォーマンスの悪化を避けるためスプール ディレクトリは、アンチウイルス ソフトのスキャン対象

や、バックアップ対象から除外してください。 
 パフォーマンスの悪化を避けるため、スプール ディレクトリと複製対象ディレクトリは、異なるハード 

ディスクに配置することを推奨します。 
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スプール ディレクトリのサイズ指定： 
プロパティ 詳細 デフォルト 

最大スプール  サイズ

(MB) 

スプール ディレクトリとして利用できる最大サイズ 
スプールのサイズが最大スプール サイズで指定した値

に達するとシナリオが停止される 
制限なし 

最小空きディスク容量

(MB) 

レプリケーションが停止するディスクの空き容量の最小サ

イズ 
ディスクの空き容量が最小空きディスク容量で指定した値

に達するとシナリオが停止される 

1024 

 デフォルト設定の場合、スプール ディレクトリに設定されているボリュームの空き容量が 1024MB
以下になったとき、シナリオは停止します。再度レプリケーションを行うためには、再同期が必要で

す。 
 シナリオの停止を避けるため、スプール ディレクトリを設定したディスクには充分な空き容量を確保

してください。（スプール ディレクトリの必要サイズは環境により異なります。複製対象データの

15％以上の空き容量を推奨します） 
 リワインド機能を利用する場合、上記に加えリワインド データ分の容量を考慮する必要がありま

す。 
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付録 B リワインドについて 

リワインド データとは（レプリカサーバのみ） 
リワインド機能を有効にすると、マスタサーバの複製元データに対する変更履歴をリワインド データと

して、レプリカサーバに保持します。 
リワインド機能を使用したリストアではこのリワインド データを利用し、すでに変更が完了しているレプ

リカ上のデータを指定したリワインドポイントまで戻すことが可能です。 
 

リワインド データの保存場所およびサイズの設定 
リワインド データのサイズはレプリカサーバのシナリオ プロパティで設定します。 

 

画像 B‐1 プロパティ:データのリワインド 

 
リワインド データの保存場所： 
プロパティ 保存場所 
（設定箇所なし） スプール ディレクトリに指定したディレクトリ配下 
 
リワインド データの保存期間およびサイズ指定： 
プロパティ 詳細 デフォルト 
保存期間（分） リワインド データの最大保存期間 制限なし 
最大ディスク容量（MB） リワインド データの最大保存容量 200 
 

 デフォルト設定の場合、リワインド データが 200MB に達したとき、リワインドポイントは古いものか

ら順に上書きされます。従って上書きされた古いリワインドポイントへの復旧はできません。 
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付録 C オフライン同期について 

「オフライン同期」機能を利用すると、外付け HDD やテープなどの外部メディアを介する手動のコピー

でレプリケーションに移行する前の最初の同期(初期同期)を行うことができます。 
ネットワーク帯域幅が狭く、初期同期に時間がかかる環境に適した方法です。 
 

 データ移動中のマスタサーバへの更新はスプール ディレクトリに蓄積され、データ移動後に反

映されます。 

 
画像 C‐1 
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<<オフライン同期時の注意点>> 
外部メディア等を使用しマスタサーバからレプリカサーバへデータをコピーする場合、ディレクトリやフ

ァイルのアクセス権情報も含めてコピーする必要があります。 
 Windows エクスプローラからコピーを行った場合、アクセス権の情報は保持されず、マスタサー

バとレプリカサーバのデータ検証時にセキュリティ属性が異なる為、レプリケーションを開始でき

ません。 
 
データを移行する場合、以下の方法でディレクトリやファイルのアクセス権情報も含めて移行してくださ

い。 
・ Arcserve Backup を使用する 

Arcserve Backup を使用する場合、アクセス権情報も含めてバックアップ、リストアすることが可

能です。 
 

・ Arcserve Backup 以外を使用してコピーする 
「robocopy」コマンド等のツールを使用する場合、アクセス権情報も含めてレプリカサーバへデー

タをコピーします。 
 USB ハード ディスクなどのリムーバブル ディスクを介してコピーを行う場合、NTFS フォーマッ

トされているメディアを使用してください。 
 
アクセス権情報が移行できない場合、以下の方法で運用回避してください。 
・ データ検証時アクセス権情報を検証しない 

シナリオ プロパティの「レプリケーション」-「オプション」-「ACLをレプリケート」をオフに設定した場

合、データ検証時アクセス権情報の検証を行いません。そのため、アクセス権情報は異なるがデ

ータが同一の場合に、レプリケーションを開始できます。 
 アクセス権情報のレプリケーションは行われません。 
 シナリオ開始前に設定する必要があります。 

 
・ データ検証を行わない 

オフライン同期管理画面で「レプリカにコピーされたデータを検証せずに、オフライン同期を続行」

を選択した場合、データ検証を行わずにレプリケーションを開始します。 
 必ずマスタサーバとレプリカサーバのデータが同一であることを確認してから実行してください。 
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<<オフライン同期実行手順>> 
(1) Arcserve Replication のシナリオを開始します。 

 シナリオ作成時、シナリオ作成ウィザードの「シナリオ実行」画面で「終了」をクリックしてください。

「今すぐ実行」をクリックした場合、オフライン同期が選択できません。 
 

(2) 同期方法で「オフライン同期」を選択し、「OK」をクリックします。 

 
画像 C‐2 実行(オフライン同期) 

 
(3) マスタサーバに、レプリケーション対象元ドライブの VSS スナップショットが作成されます。 

 作成された VSS スナップショットは、イベント ペインより確認できます。 
 オフライン同期中のマスタサーバへの更新は、スプール ディレクトリに蓄積されます。 

 
画像 C‐3 イベント: 手動コピー用の VSS スナップショットに関するイベント 
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(4) Arcserve Backup 等を使用し、手順(3)で作成された VSS スナップショットのレプリケーション対象

元データを、レプリカサーバのレプリケーション対象先へ移動します。 
 スナップショットの出力先は、マスタサーバのスプール ディレクトリと同じドライブです。 

<ドライブ>:¥OfflineSyncMountPoint¥<シナリオ ID> 配下に、対象データが存在するボリュー

ム全体のスナップショットがあります。 

 
画像 C‐4 

 
(5) レプリカサーバへのデータ移動完了後、「オフライン同期管理」ボタンをクリックします。 

 
画像 C‐5 オフライン同期管理 ボタン 

 
(6) 「オフライン同期管理」画面で、「オフライン同期を続行し、レプリカにコピーされたデータを検証」を

選択し、「OK」をクリックします。 
オフライン同期処理 動作の詳細 
オフライン同期を続行して異な

るデータを同期する 
同期が行われ正常に完了した場合、VSS スナップショットは削

除されます。その後、オフライン同期中の変更がレプリカ側に反

映され、レプリケーションが開始されます。 
オフライン同期を続行して、レ

プリカにコピーされたデータを

検証 

データの検証が行われ検証が正常に完了した場合、VSS スナ

ップショットは削除されます。その後、オフライン同期中の変更が

レプリカ側に反映され、レプリケーションが開始されます。 
レプリカにコピーされたデータ

を検証せずに、オフライン同期

を続行 

データの検証は行わず、VSS スナップショットは削除されます。 
その後、オフライン同期中の変更がレプリカ側に反映され、レプ

リケーションが開始されます。 
オフライン同期用に作成された

VSS スナップショットを削除 

VSS スナップショットのみが削除されます。 
（レプリケーションを開始することはできません。） 
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画像 C‐6 オフライン同期管理 

 
(7) データの検証が行われます。 

 マスタサーバとレプリカサーバのデータやアクセス権等が同一か検証します。 
 
(8) マスタサーバとレプリカサーバのデータが同一の場合、データの検証が正常に完了します。データ

の検証が正常に完了すると、オフライン同期中の変更がレプリカ側に反映され、レプリケーションが

開始されます。 

 
画像 C‐7 イベント: データの検証が完了 
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 マスタサーバとレプリカサーバのデータが異なる場合、レプリケーションを開始することができませ

ん。レポートより相違点を確認し、マスタサーバとレプリカサーバのデータを同一にした後、再度「オ

フライン同期管理」ボタンをクリックしデータの検証を行ってください。 

 
画像 C‐8 イベント: マスタとレプリカのデータに相違がある時 

 
画像 C‐9 CA ARCserve RHA レポート センター: 相違点レポート（詳細） 
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付録 D パッチ モジュール情報 

2015 年 6 月現在、公開されているパッチモジュールの情報です。 
既知の製品不具合を修正していますので、可能な限り最新のパッチモジュールを適用してください。 
 
最新のダウンロード情報および技術情報については、以下の Arcserve 社の製品サポートサイトを参

照してください。 
また、セキュリティ（脆弱性）対応パッチに関する情報は、下記 Web サイトの「重要なお知らせ」を参照

してください。 
 
《Arcserve 社- Arcserve RHA Japanese》 
https://arcserve.zendesk.com/hc/ja/categories/200170819-arcserve-RHA 
 

D-1. CA ARCserve RHA SERVICE PACK 1 

《公開日》 
2013/09/20 
 
《対象製品》 
CA ARCserve Replication r16.5 for Windows 製品 

 初版（ビルド 16.5.0.3409）が対象です。  
 アップグレード製品、CA ライセンスプログラムで購入したライセンス製品も対象です。  

 
《修正内容》 
本サービスパックは、CA ARCserve Replication r16.5 の累積修正プログラムです。 
以下の既知の問題をはじめとする、いくつかの修正が含まれています。 
・ ブロック同期を実行した際、スパースファイルが正常に同期されない（問題発生時エラー通知され

ない） 
・ クラスタ仮想サーバのマスタサーバに対し、マスタルートディレクトリのディスクやボリューム検出

に失敗、または STOP エラーが発生する 
・ シナリオ実行中にマスタルートディレクトリ上の大量のファイルが RHA 以外からオープン（書き込

み／更新等）されている場合に、エラー（ER00157）や警告（IR00041, IR00042）が発生する 
・ シナリオ プロパティ - [イベント通知]を有効にしたシナリオの[イベント]がクリアされる 

https://arcserve.zendesk.com/hc/ja/articles/202911205- 

https://arcserve.zendesk.com/hc/ja/categories/200170819-arcserve-RHA
https://arcserve.zendesk.com/hc/ja/articles/202911205-
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D-2. CA ARCserve RHA SERVICE PACK 2 

《公開日》 
2014/03/25 
 
《対象製品》 
CA ARCserve Replication r16.5 for Windows 製品 

 初版（ビルド 16.5.0.3409）、SP1（ビルド 16.5.1.3463）が対象です。  
 アップグレード製品、CA ライセンスプログラムで購入したライセンス製品も対象です。  

 
《機能拡張》 
本サービスパックは、CA ARCserve Replication r16.5 の機能拡張を含む累積修正プログラムです。 
以下の機能拡張や、いくつかの修正が含まれています。 
・ Windows Server 2012 R2 のサポート 
・ Windows Server 2012 R2 Hyper-V 環境のサポート 
・ VMware vShpere 5.5 のサポート 
 

D-3. CA ARCserve RHA SERVICE PACK 3 

《公開日》 
2014/05/19 
 
《対象製品》 
CA ARCserve Replication r16.5 for Windows 製品 

 初版（ビルド 16.5.0.3409）、SP1（ビルド 16.5.1.3463）、SP2(ビルド 16.5.2.3719)が対象で

す。  
 アップグレード製品、CA ライセンスプログラムで購入したライセンス製品も対象です。  

 
《機能拡張》 
本サービスパックは、Arcserve Replication r16.5 の機能拡張を含む累積修正プログラムです。 
以下の機能拡張や、いくつかの修正が含まれています。 
・ Arcserve UDP との統合 
・ ジャーナル適用前のアシュアードリカバリテスト 
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D-4. ARCserve RHA SERVICE PACK 4 

《公開日》 
2015/01/15 
 
《対象製品》 
CA ARCserve Replication r16.5 for Windows 製品 

 初版（ビルド 16.5.0.3409）、SP1（ビルド 16.5.1.3463）、SP2(ビルド 16.5.2.3719)、SP3(ビル

ド 16.5.3.4009)が対象です。  
 アップグレード製品、CA ライセンスプログラムで購入したライセンス製品も対象です。 
  Arcserve Replication r16.5 for Windows には、本モジュールが適用済みです。 

 
《機能拡張》 
本サービスパックは、Arcserve Replication r16.5 の機能拡張を含む累積修正プログラムです。 
以下の機能拡張や、いくつかの修正が含まれています。 
・ 内部で使用される OpenSSL バイナリのアップグレード 
・ vSphere6 環境への対応 
 
《適用方法》 
(1) 事前準備 

※本サービスパック適用環境以外のマシンで実施してもかまいません。 
(1-1) 以下のArcserve社Webサイトより、「CA_RHA_r16.5SP4.iso」のリンクをクリックし、r16.5 SP4

の iso イメージファイル(921MB)をダウンロードします。 
Arcserve Replication / High Availability r16.5 for Windows ダウンロード情報一覧 
https://arcserve.zendesk.com/hc/ja/articles/201904829-Arcserve-Replication-High-Availa
bility-r16-5-for-Windows/ 

(1-2) ライティングソフトウェアを用いて、ダウンロードした iso イメージファイルを DVD-R/RW メディア

に書き込み、インストールメディアを作成します。 
 
(2) 適用手順： 
(2-1) 全てのシナリオを停止します。 
(2-2) 準備したインストールメディアを DVD ドライブに挿入し、インストールメディア内の setup.exe 

を実行します。 
(2-3) CA ARCserve RHA コントロールサービスおよび CA ARCserve RHA エンジンのアップデート

を行います。 
 
《留意事項》 
・ 本サービスパックは、マスタサーバ、レプリカサーバ、およびすべての CA ARCserve Replication 

r16.5 コンポーネント（CA ARCserve RHA コントロールサービス、CA ARCserve RHA エンジン

など）に適用してください。 
 
・ 本サービスパックの適用により、製品のビルド番号が 16.5.4.4050 へとアップデートされます（ビル

ドの確認方法は、「9-4 バージョン（ビルド番号）確認方法」を参照してください）。 

https://arcserve.zendesk.com/hc/ja/articles/201904829-Arcserve-Replication-High-Availability-r16-5-for-Windows/
https://arcserve.zendesk.com/hc/ja/articles/201904829-Arcserve-Replication-High-Availability-r16-5-for-Windows/
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画像 D‐1 バージョン情報 

 
・ 本サービスパック適用時は、すべてのシナリオを停止し、マネージャ画面や概要ページを閉じてく

ださい。 
 
・ 本サービスパック適用後、シナリオを再開する際には、再同期（差分同期）が必要です。 

同期の実行中はマスタサーバのパフォーマンスに影響を及ぼす可能性があるため、同期は極力

業務時間やバッチ処理などの時間帯を避けて行ってください。 
 
・ 新規にインストールする場合、本サービスパックの setup.exe を実行することで、SP4 を含んだ

Arcserve Replication r16.5 をインストールできます。 
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