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Arcserve サポートへのお問い合わせ

Arcserve サポート チームは、技術的な問題を解決する際に役立つ豊富なリソー

スセットを提供し、重要な製品情報にも容易にアクセスできます。

テクニカルサポートへの問い合わせ

Arcserve サポートをご利用いただくと次のことができます。

Arcserve サポート の専門家が社内で共有しているのと同じ情報ライブラリに

直接アクセスできます。このサイトから、弊社のナレッジ ベース( KB) ドキュメント

にアクセスできます。ここから、重要な問題やよくあるトラブルについて、製品関

連 KB 技術情報を簡単に検索し、検証済みのソリューションを見つけることが

できます。

ライブチャット リンクを使用して、Arcserve サポート チームと瞬時にリアルタイム

で会話を始めることができます。ライブチャットでは、製品にアクセスしたまま、

懸念事項や質問に対する回答を即座に得ることができます。

Arcserve グローバルユーザコミュニティでは、質疑応答、ヒントの共有、ベスト

プラクティスに関する議論、他のユーザとの対話に参加できます。

サポート チケットを開くことができます。オンラインでサポート チケットを開くと、

質問の対象製品を専門とする担当者から直接、コールバックを受けられま

す。

また、使用している Arcserve サポート 製品に適したその他の有用なリソース

にアクセスできます。

https://support.arcserve.com/s/?language=ja
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第1章 : ドキュメントの概要

このセクションでは、このガイドとArcserve® Unified Data Protection Archivingの全

体の技術マニュアル情報を提供します。UDP Archiving に関連付けられているす

べてのタスクを完了するために役立つマニュアル選択メニューは複数の言語で利

用できます。展開から電子メールのアーカイブまで、マニュアル選択メニューは、

UDP Archiving に関連する情報と、あらゆる種類の情報へのリンクを提供します。

たとえば、紹介、主な機能、ビデオ、「関連ドキュメント」に示されるテクニカルド

キュメントに関連しない他の情報へのリンクなどです。

よくある質問 ( FAQ) およびトラブルシューティングセクション：各ガイドでの一

般的な質問および問題の解決に役立ちます。

ベスト プラクティスセクション：タスクを開始する前に考慮すべきガイドライン

を提供します。

マニュアルについての詳しい質問がある場合は、リンクをクリックして電子メールでお

送りください。

このセクションには、以下のトピックが含まれます。

このマニュアルについて 10

UDP Archivingの関連ドキュメント 11

言語サポート 12

第1章: ドキュメントの概要 9

mailto:techpubs@arcserve.com?subject=UDP Archiving Feedback


このマニュアルについて

このマニュアルについて

Arcserve UDP Archiving 管理者ガイドでは、以下の内容について説明します。

UDP Archiving コンソールの使用：アーキテクチャ、管理階層、および他のす

べての役割ベースの画面について説明します。

各役割の機能の理解：4つの役割のすべてについて個別のセクションで説

明します。

さまざまな追加機能の使用：たとえば、UDP Archiving をプラグインとして使

用する方法などです。

問題のトラブルシュート：トラブルシューティングのセクションを提供します。
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UDP Archivingの関連ドキュメント

UDP Archivingの関連ドキュメント

UDP Archiving展開および構成ガイド：UDP Archiving の設定とジャーナルの

展開および構成に関する情報を提供します。

UDP Archiving リリースノート：現在のリリースに関する情報を提供します。

UDP Archiving マニュアル選択メニュー：すべての関連ドキュメントおよびビデ

オが含まれています。

UDP Archiving ライセンス：UDP Archiving ライセンスを適用および管理する

方法について説明します。

UDP Archiving ビデオ：UDP Archiving に関連するビデオのリストが含まれて

います。

第1章: ドキュメントの概要 11

http://documentation.arcserve.com/Arcserve UDP Archiving/Available/v6.0/JPN/Bookshelf_Files/HTML/dep/default.htm
http://documentation.arcserve.com/Arcserve UDP Archiving/Available/v6.0/JPN/Bookshelf_Files/HTML/rel/default.htm#Archiving/prod_updates.htm
http://documentation.arcserve.com/Arcserve UDP Archiving/Available/v6.0/JPN/Content/Home.htm
http://documentation.arcserve.com/Arcserve Licensing/Available/JPN/HTML/LIC/Default.htm#LicensingGuide/License_UDPArch.htm
http://documentation.arcserve.com/Arcserve UDP Archiving/Available/v6.0/JPN/Content/A_Getting Started/videos.htm


言語サポート

言語サポート

翻訳済み製品 ( ローカライズ済み製品とも言います) とは、製品のユーザインター

フェース、オンラインヘルプ、その他ドキュメントのローカル言語サポートに加えて、

日付、時刻、通貨、数値に関してローカル言語でのデフォルトの書式設定をサ

ポートする国際化製品です。

このリリースは、英語リリースに加えて、以下の言語に翻訳 /ローカライズされていま

す。

ドイツ語

フランス語

イタリア語

日本語

ポルトガル語

スペイン語

中国語 ( 簡体字 )

中国語 ( 繁体字 )
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第2章 : UDP Archivingの理解

Arcserve® UDP Archiving は、企業の電子メールレコードを保護し、監査および法

的証拠開示のために簡単にアクセスできるように設計された、専用の電子メール

アーカイブソリューションです。このマルチテナント対応ソリューションは、オンプレミ

ス、プライベート、およびパブリッククラウド展開をサポートしています。

UDP Archiving は、展開の1時間以内に使用できるようになります。提供されて

いる複数のオプションのいずれかを使用して展開し、メール交換を設定する必要

があります。UDP Archiving は、以下の方法で展開できます。

VMware、Microsoft Hyper-V、または AWS AMI 上の仮想マシンとして

プライベートまたはパブリッククラウドに

詳細については、「UDP Archiving展開および構成ガイド」を参照してください。

このセクションには、以下のトピックが含まれます。

UDP Archivingの概要 14

UDP Archivingの主な機能 15

UDP Archivingのベスト プラクティス 16

UDP Archivingの階層およびアクセスレベル 19

第2章: UDP Archivingの理解 13



UDP Archivingの概要

UDP Archivingの概要

UDP Archiving は、Microsoft Exchange、Microsoft Office 365 ( Exchange Online) 、
IBM Lotus Domino、Google Gmail などを含む、人気のあるすべての電子メールプ

ラットフォームをサポートしています。

UDP Archiving には複数の展開オプションがあり、お客様に最大限の柔軟性を提

供します。UDP Archiving は、仮想マシンとしてもインストールされ、プライベート イ

ンストール用のVMware および Hyper-V仮想マシン、およびパブリッククラウド イン

ストール用のAWS ( Amazon Web Services) AMI をサポートしています。オンプレミス

またはクラウドのどちらにインストールされているかによって、UDP Archiving はオンプ

レミスまたはクラウド内にあるメールサーバに接続します。
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UDP Archivingの主な機能

UDP Archivingの主な機能

UDP Archiving は、フルテキストおよびブール検索方法を使用してメールボックスを

検索する一連の機能を提供します。結果が表示され、開くことができます。ヒット

ハイライトにより、検索文字列を簡単に識別できます。従業員、監査役、および

コンプライアンス担当者によって定義されたタグを使用して、電子メールがタグ付

けされます。ユーザの電子メールは、コンプライアンス担当者によってパージされま

す。検索結果は、標準のOutlook形式で保存およびエクスポートできます。

主な機能

レコード管理：企業記録として電子メールをキャプチャして保存します。

訴訟ホールド管理：必要に応じて、訴訟事件に関連する特定の個人の

メッセージを保存します。

ライフサイクル管理：寿命の終わりに記録を体系的に削除します。すべて

の削除アクティビティがログに記録されます。法的およびコンプライアンス監

査の処分の証拠としてレポートを実行できます。

コンプライアンス：要求された場合に、電子メールを保持、生成するための

すべての連邦、州、地方、および業界の特定の規制要件を満たします。

電子メールのパージ：プライバシー要件を満たすため、UDP Archiving では、

目的のユーザの電子メールをパージできます。

法的検索：簡易検索および高度な検索機能により、承認されたユーザ

は電子メールを検索し、結果を法的証拠開示とコンプライアンス監査のた

めにエクスポートできます。

高速検索と取得：システム管理者 ( および承認されたユーザ) は、法律、

規制、人事などのために、迅速で正確な記録のオンデマンド検索を実行

できます。

ストレージの最適化：アーカイブストレージの形跡を削減するためのシング

ルインスタンスストレージ( SIS) と圧縮。UDP Archiving は、メールサーバスト

レージを削減することでコストを節約し、メールサーバのパフォーマンスを向

上させます。

第2章: UDP Archivingの理解 15



UDP Archivingのベスト プラクティス

UDP Archivingのベスト プラクティス

UDP Archiving の設定と電子メールのアーカイブに関するベスト プラクティスを以下

に示します。

Super Admin および udp_admin のパスワードを変更する：デフォルトのパス

ワードはWeb上のドキュメントで一般に共有され、全従業員にも表示され

ます。アクセスの悪用を避けるため、最初のログイン直後に Super Adminと

udp_adminのパスワードを変更することをお勧めします。

ジャーナリングを設定する前に、保持ルールとアーカイブ例外ルールを設定

する：デフォルトの保持設定で設定された日数が経過した後にのみアーカ

イブされた電子メールが消去されるため、デフォルトの保持設定では後で大

きなストレージの問題が発生することがあります。すべてのメールを長期間に

わたって利用可能にする必要がない場合もあります。メールサーバで電子

メールアーカイブを設定する前に、保持ルール/設定とアーカイブ例外ルー

ルを決定して設定することをお勧めします。新しい例外および保持ルール

は、新しいルールを作成したときからのみメッセージに適用され、既存のアー

カイブ済みメッセージには適用されません。詳細については、「保持ルールを

管理」をご覧ください。

特定のユーザの電子メールのみをアーカイブする：配布グループを作成し

て、特定のユーザの電子メールをアーカイブします。

ディスク使用率が 90 % になった場合、ストレージを増やす：ディスクの使用

率が 90 %に達すると、ディスク使用率が赤で表示され、アラームが発生し

ます( Super Adminのディスク使用率、設定 ) 。将来の要件に基づいてディ

スク容量を増やします。また、現在の使用傾向に基づいてディスクがいっぱ

いになる日数を確認するために、Super Adminの健全性セクションにある推

定ストレージ要件を参照してください。

インポートのベスト プラクティス：

操作に手間がかからないように、POP3Sおよび IMAP3Sプロトコルを使

用して、Google プロフェッショナルメールボックスからメールをインポート

します。

インポート用のサーバを追加する前に、必ず［テスト接続］を使用しま

す。

インポートを開始する前に、メールボックスにインポートするメールがあ

るかどうかを確認します。
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UDP Archivingのベスト プラクティス

インポートを使用するために、入力したインポート認証情報が有効で

あること、および適切な接続が確立されていることを最初に確認しま

す。

主要な作業のためにピーク時間を避ける：よりスムーズに完了するために、

アクティブなジョブが実行されていないときや、サーバ処理がピーク時でないと

きに、製品の更新プログラムのインストール/アンインストールを計画します。

マイグレーション、インポート、電子メールのダウンロード、検索の実行につい

ても同様です。

対応するOutlook のアーキテクチャ( x86/x64) のOutlook プラグインをインス

トールする：互換性の問題を避けるために、Outlook x86にプラグイン x86
を、Outlook x64にプラグイン x64をインストールします。

毎月のサーバメンテナンスを計画する：1か月に一度、定期的にUDP
Archiving サーバメンテナンスを計画し、パフォーマンスキーインジケータ

( PKI) ステータスの使用率を確認します。PKI が過剰に使用されているようで

あれば、CPU/メモリ/ディスクを増やしてサーバの負担を軽減します。

監査役の検索条件を使用する：監査役はデフォルトで 100,000件の電子

メールを表示します。特定のユーザのメールを閲覧するには、異なるパラ

メータ( 日付、差出人、宛先、件名、サイズ、ワイルド カード文字「*」) を
指定して特定の検索条件を使用します。

今後の検索をより簡単にする：すべての検索クエリを保存検索に保存して

おき、後でそれらを使用してデータを素早く検索します。また、検索結果を

絞り込むための高度な検索パラメータを有効にします。

小さい PST を使用する：障害発生時に完全なマイグレーションが必要ない

ように、PST ファイルを 10 GB 以内にすることをお勧めします。

シック vsシンプロビジョニング：OVFの展開中にシンプロビジョニングよりシッ

クプロビジョニングを選択します。両方ともサポートされています。しかし、容

量は最初のシステム自体に割り当てられるため、お客様にはシックプロビ

ジョニングを強くお勧めします。このアクションにより、容量不足などの問題が

回避されます。

UDP Archiving サーバのホスト名と IP アドレス：UDP Archiving サーバの静的

IP /ホスト名を使用します。

マイグレーションのベスト プラクティス：マイグレーションは非常に時間のかか

る操作であり、メールの数が増えると時間も長くなります。場合によっては、

マイグレーションに 1時間以上かかります。

ピーク時以外にマイグレーションを開始します。

ディスクに十分な空き容量があるかどうかを確認します。
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UDP Archivingのベスト プラクティス

たとえば、10 GB サイズのPST ファイルには、少なくとも 25 GB の空き容

量がマイグレーションに必要です。

特に VMware では、OVFの展開中にシンプロビジョニングオプションが

選択された場合、ESXサーバに十分な容量があるかを確認します。
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UDP Archivingの階層およびアクセスレベル

UDP Archivingの階層およびアクセスレベル

このセクションには、以下のトピックが含まれます。

管理階層

システムアクセスレベル
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UDP Archivingの階層およびアクセスレベル

管理階層

UDP Archiving は、複数の部門または場所を管理するために使用されるか、また

は複数のクライアントをサポートするサービスプロバイダによって使用される、シング

ルまたはマルチテナント ソリューションです。どちらの場合も、Super Adminが最初

のインストール中に作成されます。このユーザは、システムの中核管理機能を制

御します。シングルテナント ソリューションとして使用する場合は、Super Adminは

1人の「顧客」とその組織の最初の管理者を定義します。マルチテナント環境で

は、Super Adminは複数の顧客および各組織のグループ、またはエンタープライズ

の場合は組織グループの最初の管理者を定義します。

このセクションには、以下のトピックが含まれます。

単一会社の展開

複数の会社または複数の組織単位の展開

20 Arcserve® UDP Archiving管理者ガイド



UDP Archivingの階層およびアクセスレベル

単一会社の展開

役割と責任が明確に定義されて、ビジネスを実行するために複数のアプリケー

ションを活用している会社には、UDP Archiving のようなミッションクリティカルなソ

リューションの役割ベースのアクセスが必要です。Arcserve UDP Archiving を使用す

ると、こうした組織は、業界標準に基づいて作成された事前定義済みの役割を

活用しながら、規制を遵守することができます。

別個の部門が必要な組織には、UDP Archiving は、Super Adminが 1人の顧客

とその組織の最初の管理者を定義するシングルテナント ソリューションを提供しま

す。

割り当てられた役割

Super Admin：ドメインの管理、システムを操作する管理者の作成と管

理、組織のライセンスの管理などを支援する役割を指します。この役割

は、エンド ユーザのデータにアクセスすることはできず、管理でより役立ちま

す。
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UDP Archivingの階層およびアクセスレベル

管理者：レポートとモニタリング、保持ポリシーの設定、アクセス権限の付

与、ユーザのライセンスの管理などを処理する役割を指します。管理者

は、企業メッセージにアクセスすることはできません。

コンプライアンス担当者：組織のすべてのユーザのデータ保護を担当しま

す。管理者は、ユーザの電子メールをパージする役割を持つコンプライアン

ス担当者を作成します。

監査役：監査役は、主にコンプライアンス監査のために会社の管理者に

よって作成される役割です。UDP Archiving において、この役割は、電子

メールがアーカイブされているすべてのユーザの電子メールに対するフルアク

セス権を持ち、メッセージを検索したり、後で使用するために企業レコードと

してエクスポートしたりできます。

従業員：従業員は、電子メールメッセージをアーカイブする、会社のすべて

の個人を指します。UDP Archiving は、従業員が直接リストア機能を使用

できるようにOutlookプラグインなどの効果的な方法を提供します。単一会

社では、これにより従業員は電子メールに直接アクセスできるようになり、IT
管理者はこのようなリストア要求の処理に悩まされずに他の重要なタスクに

集中できます。
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UDP Archivingの階層およびアクセスレベル

複数の会社または複数の組織単位の展開

マルチテナントでは、大規模な企業が部門や場所を個別のアーカイブとして管理

できます。複数の部門を持つ組織は、ドメインごとにユーザをグループ化できま

す。UDP Archiving は、異なるポリシーで異なるユーザグループを管理し、内部の

請求と調整のために使用状況を追跡するのに役立ちます。Managed Service
Provider ( MSP) は、ポリシー管理とストレージの分離を必要とする複数のクライア

ントをサポートできるという利点を活用できます。

割り当てられた役割

Super Admin：ドメインの管理、システムを操作する管理者の作成と管

理、組織のライセンスの管理などを支援する役割を指します。この役割

は、エンド ユーザのデータにアクセスすることはできず、管理でより役立ちま

す。

管理者：レポートとモニタリング、保持ポリシーの設定、アクセス権限の付

与、ユーザのライセンスの管理などを処理する役割を指します。管理者

は、企業メッセージにアクセスすることはできません。
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UDP Archivingの階層およびアクセスレベル

コンプライアンス担当者：組織のすべてのユーザのデータ保護を担当しま

す。管理者は、ユーザの電子メールをパージする役割を持つコンプライアン

ス担当者を作成します。

監査役：監査役は、主にコンプライアンス監査のために会社の管理者に

よって作成される役割です。UDP Archiving において、この役割は、電子

メールがアーカイブされているすべてのユーザの電子メールに対するフルアク

セス権を持ち、メッセージを検索したり、後で使用するために企業レコードと

してエクスポートしたりできます。

従業員：従業員は、電子メールメッセージをアーカイブする、会社のすべて

の個人を指します。UDP Archiving は、従業員が直接リストア機能を使用

できるようにOutlookプラグインなどの効果的な方法を提供します。単一会

社では、これにより従業員は電子メールに直接アクセスできるようになり、IT
管理者はこのようなリストア要求の処理に悩まされずに他の重要なタスクに

集中できます。
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UDP Archivingの階層およびアクセスレベル

ユーザの役割とアクセスレベル

UDP Archiving には、4種類のユーザがアクセスできます。システムのアクセスレベル

は、ユーザごとに異なります。以下のユーザはUDP Archiving に関するタスクを実

行できます。

役割

名
作成元 主要な機能 コメント

UDP
Admin

展開パッケージと共

有される認証情報

UDP Archivingコンソール外での主要機

能の管理。たとえば、電子メールのマイ

グレーション、オフラインでのライセンスの

アクティブ化、および更新の手動インス

トールなどです。

UDP Archivingコン

ソールにアクセスでき

ません。

Super Adminは、

UDP Archivingコン

ソールからUDP
Adminのパスワード

を変更できます。

Super
Admin

展開中の設定の完

了後に受信した認

証情報。

l UDP Archivingコンソールの組織の

最初のユーザ。UDP Archivingコン

ソールの設定と、マスタ管理者の

プロファイルの作成を担当します。

l ライセンス認証、.pstファイルのマ

イグレーション、UDP Archivingの
更新のインストールを管理しま

す。

l 顧客、ドメイン、SMTPによって取

得されたメッセージ、保持ポリシー

などのデフォルト動作、システムコ

ントロール、およびサポート ログを

管理します。

会社の電子メール

にアクセスできませ

ん。

マスタ

管理

者

Super Adminは、マ

スタ管理者の役割

を割り当てる 1人
以上の管理者を作

成します。

l コンプライアンス担当者、監査

役、および従業員のアクセス権を

管理します。

l ユーザにライセンスを割り当てま

す。

l メールをUDP Archivingコンソール

にインポートします。

l システムの健全性、保持ポリ

シー、1つ以上のドメインの例外

ルールを管理します。

l さらにマスタ管理者を作成できま

す。

l 会社の電子

メールにアク

セスできませ

ん。

l ライセンスを

購入できませ

ん。

l 更新をインス

トールできま

せん。
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UDP Archivingの階層およびアクセスレベル

l グループマネージャとして従業員

を割り当てることができます

コンプ

ライア

ンス担

当者

マスタ管理者によっ

て作成

目的のメールのパージによって、ユーザと

データのプライバシーの確保を担当しま

す。

ユーザを作成したり

ライセンスを管理し

たりすることはできま

せん

監査

役

マスタ管理者によっ

て作成

l 監査を担当します

l すべての従業員の電子メールにア

クセスできます

l 電子メールの検索とデータのエク

スポートを実行できます

l 企業データの管理を担当します

ユーザを作成したり

ライセンスを管理し

たりすることはできま

せん

グルー

プマ

ネー

ジャ

マスタ管理者によっ

て割り当て

従業員の1人には、グループマネージャ

の役割が割り当てられます。

従業員のグループの電子メールの管理

を担当します。

ユーザを作成できま

せん。

従業

員

ドメインマスタ管理

者によって作成

l Webインターフェースおよび

Outlookフォルダを通じて電子メー

ルにアクセス

l 電子メールのタグ付け

l 電子メールの検索

別のユーザを制御

できません

ユーザを作成できま

せん
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第3章 : Super Admin としてのArcserve UDP Archiving
の使用

Super Adminの役割は、システムのインフラストラクチャを管理し、新しい顧客 ( マ
ルチテナントの場合 ) やドメインなどを設定するように設計されています。ドメイン

が追加されると、Super Adminによって管理者の役割が作成され、会社 /ドメイン

要件の特定の詳細を管理できるようになります。

Super Adminは、モニタと管理ができます。

このセクションには、以下のトピックが含まれます。

Super Adminの個人用設定 28

UDP Archiving ライセンスのアクティブ化 29

更新の確認 33

モニタ 39

管理 44
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Super Adminの個人用設定

Super Admin の個人用設定

UDP Archiving コンソールの右上隅のユーザ名をクリックすると、［設定］オプションが

表示されます。

［設定］ページでは、以下の詳細を更新できます。

表示設定

UDP Archiving コンソールでのコンテンツの表示方法を定義できます。

ページごとの結果

各ページに表示される結果の数を定義できます。

言語

表示する希望の言語を設定できます。

日付の形式

日付の希望する表示形式を設定できます。

プロファイル画像

プロファイルの画像を追加できます。［ファイル選択］オプションをクリックして

［アップロード］をクリックします。

パスワードの変更

パスワードをリセットできます。新しいパスワードを 2回入力し、［サブミット］をク

リックします。
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UDP Archiving ライセンスのアクティブ化

UDP Archivingライセンスのアクティブ化

このセクションでは、UDP Archiving コンソールから有効 UDP Archiving ライセンスを

アクティブ化する方法について説明します。ライセンスのアクティブ化は、マシンがイ

ンターネットに接続されていない場合でも可能です。

オンラインでのライセンスのアクティブ化

オフラインでのライセンスのアクティブ化

トライアル期間の延長
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UDP Archiving ライセンスのアクティブ化

オンラインでのArcserve UDP Archivingライセンスのア

クティブ化

UDP Archiving を使用すると、UDP Archiving コンソールから直接製品ライセンスを

アクティブ化することができます。UDP Archiving のライセンスは、Super Adminだけが

アクティブ化することができます。

詳細な手順については、「Arcserve ライセンスユーザガイド」を参照してください。

ビデオで手順を確認するには、「Archiving ライセンスをオンラインでアクティブ化する

方法」をクリックします。
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UDP Archiving ライセンスのアクティブ化

オフラインでのArcserve UDP Archivingライセンスのア

クティブ化

オンラインでない場合でも、UDP Archiving ライセンスをアクティブ化することができま

す。Arcserve 製品がインターネットにアクセスできない場合は、オフラインアクティ

ベーションに自動的にリダイレクトされます。

［アクティベーションとライセンス］ダイアログボックスの［製品アクティベーション］タブ

で［アクティブ化］をクリックすると、UDP Archiving コンソールからオフラインアクティ

ベーションが開始されます。UDP Archiving は、オフラインアクティベーション方式が

要求されたことを検知し、オフラインアクティベーションを完了できるようにサポート

します。

重要：1つのマシンでオフラインアクティベーションプロセスを完了するには、別の

マシンでインターネットにアクセスする必要があります。

詳細な手順については、「Arcserve ライセンスユーザガイド」を参照してください。
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UDP Archiving ライセンスのアクティブ化

トライアルの延長

UDP Archiving では、1回だけトライアルバージョンを延長することができます。トラ

イアルの延長は、期限までの残り日数が 10日以下のときのみ表示されます。画

面の上部のSuper Admin名の前の通知アイコンを使用すると、トライアルバージョ

ンの終了日を表示することができます。たとえば、通知にはトライアルの終了日が

表示されます。

以下の手順に従います。

1. UDP Archiving コンソールの右上から、［Super Admin］アイコンをクリックしま

す。

複数のオプションが表示されます。

2. オプションのリストで、［アクティベーションとライセンス］をクリックします。

［アクティベーションとライセンス］ページが表示されます。［製品アクティベー

ションの詳細］タブが表示されます。

3. ［アクティベーションとライセンス］ダイアログボックスで、前にUDP Archiving に

使用したものと同じ電子メールアドレスを入力します。

4. ［トライアルの延長］をクリックします。

Arcserve 製品のトライアル期間が延長されます。
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更新の確認

更新の確認

Super Adminは、［更新の確認］オプションを使用してシステムを更新できます。

UDP Archiving では、オンラインと同様、オフラインでも更新できます。このトピックで

は、両方の手順について説明します。

ビデオで手順を確認するには、「UDP Archiving の更新をインストールする方法」を

クリックします。

注：更新をインストールする前に、マイグレーションジョブが実行されていないこと

を確認します。確認するには、sudo /etc/init.d/rc.migration statusコマンドを実行

します。マイグレーションジョブが実行されている場合、以下のいずれかのオプショ

ンを実行します。

マイグレーションジョブが完了するまで待って、更新のインストールを開始す

る。

手動でマイグレーションジョブを停止し、更新のインストールを開始する。詳

細については、「マイグレーションの管理」を参照してください。

オフライン更新

UDP Archiving サーバにインターネット接続がない場合、手動でダウンロードし、オ

フラインで更新をインストールできます。

オフラインで更新をダウンロードして手動でインストールするには、以下の手順に

従います。

1. Arcserve で共有 /通信されているパブリックリンクを使用して、インターネット

にアクセスできる任意のコンピュータから更新パッケージ( *.deb) 、
readme.txt、lic98_Linux.tar をダウンロードします。

Debパッケージ：リンク

MD5：cb26f1cea3809dfb0fcff2b8462d01c1

Readme.txt：リンク

MD5：1d5261a973124e32b3a29c2795e9e9d9

2. udp_adminとして UDP Archiving マシンにログインします。

3. ダウンロードされた更新パッケージ( *.deb) 、readme.txt、lic98_Linux.tar を
/home/udp_adminに配置 /コピーします。

4. パス /var/fas/www/utils/update に移動し、以下のコマンドを実行して

manual_install.shファイルに対する権限を指定します。

sudo chmod 777manual_install.sh
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5. 以下のコマンドを実行して、パッケージを手動でインストールします。

sudo ./manual_install.sh

注：パッケージのインストール中、公開鍵が利用できない場合、以下のメッ

セージが表示されます。これはインストールには影響しません。

公開鍵が利用できないため、次のシグネチャは検証されません：NO_
PUBKEY 85C25E95A16EB94D

オンライン更新

以下の手順に従います。

1. Super Adminのドロップダウンオプションをクリックします。

Super Adminのオプションが表示されます。

2. ［更新の確認］をクリックします。

更新の確認ページに、更新の確認、ダウンロードの開始、およびインストー

ルの3つの手順が表示されます。

3. ［更新の確認］をクリックして、現在および更新されたバージョンを表示しま

す。

［更新の確認］ダイアログボックスが表示され、ダウンロード可能なバージョ

ンが表示されます。
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更新の確認

UDP Archiving にさらに更新がある場合、［更新の確認］の下に「利用可

能」というメッセージが表示され、［ダウンロードの開始］オプションが有効に

なります。

注：ダウンロードを開始する前にその他のサービスをシャット ダウンすることを

お勧めします。サービスをシャットダウンするには、「システムコントロールの管

理」を参照してください。

4. ［ダウンロードの開始］をクリックします。

注：このオプションは、更新が利用できる場合にのみ有効です。

ダウンロード中というメッセージが表示されます。完了後、［ダウンロードの開

始］の下に「ダウンロード完了」というメッセージが表示されます。
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5. ［インストール］をクリックします。

［パッケージの詳細を取得しています］ダイアログボックスに、パッケージの情

報が表示されます。
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注：ダイアログボックスで指定した再起動情報に基づいて、今すぐ、または

後で更新を実行できます。

6. 今すぐ更新するには、［パッケージの詳細を取得しています］で、［インストー

ル］をクリックします。

「正常に更新されました」というメッセージにより、更新が正常に完了したこ

とが通知されます。

7. 成功メッセージを［閉じる］をクリックし、更新プログラムが正常にインストール

されたかどうかを確認します。

更新の確認ページが閉じられ、自動的に［健全性］ダッシュボードが表示

され、最新の更新のバージョン番号が最上部に表示されます。

8. Super Admin のドロップダウンオプションに戻り、［更新の確認］をクリックしま

す。
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［更新の確認］画面の［インストールされているバージョンの詳細］で、最後

にインストールしたバージョンを確認できます。システムが最新の更新プログ

ラムかどうかを確認するには、［更新の確認］をクリックし、以下のメッセージ

で最後の更新が成功したことを確認します。

システムは最新です。
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モニタ

Super Adminは、健全性、統計情報、およびメッセージ監査をモニタします。
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健全性の表示

健全性モニタには、インフラストラクチャの健全性に加え、設定されているすべて

のドメインからのメッセージの流れに関する情報が表示されます。

［サーバ設定］では、UDP Archiving サーバに関する詳細が提供されます。

たとえば、バージョン番号、オペレーティングシステム、CPU使用率、メモリ、

スワップ、オンラインユーザなどです。

注：詳細を表示するには、［サーバ設定］の［オンラインユーザ］に表示され

ている数字をクリックします。［オンラインユーザ］ページが開き、ユーザアク

ティビティに関する詳細が表示されます。

［処理済み電子メール数］には、最古のレコードと、1時間から複数日の

範囲の処理済みの電子メールの数が表示されます。

［メッセージ処理通知］には、受信済み、複製済み、および無視メッセージ

に関するデータが表示されます。

［予測ストレージ要件］には、メッセージの流入、消費されたストレージ、お

よび予測が表示されます。

［ストレージ］には、アーカイブサイズ、ディスク使用率、アーカイブステータ

ス、定期パージ、およびインデックス作成ジョブの詳細が表示されます。

注：このオプションを使用して、定期パージを有効化または無効化できま

す。
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統計の表示

統計レポートには、UDP Archiving での日別および月別のメッセージの流れが表

示されます。
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メッセージ監査の表示

メッセージ監査によって、過去 60分で受信したメッセージのクイックビューと、受

信したメッセージの総数が提供されます。［最も古いレコード］オプションには、対

応するプロファイルの最も古いレコードを受信した日付が表示されます。このオプ

ションは、設定された各ドメインのアーカイブの増加状況を分析するためのクイック

ビューのみを提供します。

注：Super Adminは、メッセージにアクセスすることはできません。
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管理

管理セクションでは、別の電子メールドメインを持つ企業や複数の企業または組

織単位を設定できます。単一顧客環境では、1人の顧客のみが設定されま

す。

ビデオで手順を確認するには、「展開後にUDP Archiving を設定する方法」をク

リックします。

このセクションを使用して、Super Adminは以下の要件を管理できます。

ドメイン

プロファイル

管理者

環境設定

マイグレーション
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ドメインの管理

［ドメイン］を使用して、Super Adminはドメインを追加、削除、および検索しま

す。たとえば、会社の各ドメインを追加できます。サービスプロバイダである場合、

アーカイブの各顧客のためのドメインを追加します。メールがドメインからくる場合

( 例：arcserve.com) 、Super Adminは、システムでこのドメインを設定する必要が

あります。また、このプロセスでは、UDP Archiving が SMTP経由で UDP Archiving
に到達するドメインからのメッセージを受信することもできます。

顧客のすべてのドメインがシステムに入力され、プロセスはこれらのドメインからの

メッセージを受け入れるように SMTPに指示します。

以下は、UDP Archiving のすべてのドメインの概要です。
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必要でない場合は、ドメインを削除できます。
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プロファイル

プロファイルは会社情報を設定し、ドメインに会社を関連付けるために使用され

ます。［プロファイル］を使用して、Super Adminは会社のプロファイルを追加する

か、サービスプロバイダの場合は各顧客のプロファイルを提供します。

プロファイルを追加するには、少なくとも 1つのドメインが必要です。マルチテナント

の場合、または異なるドメインで異なる組織単位をセットアップする場合、Super
Adminはそれぞれの新しいプロファイルを追加します。

複数のエイリアスとドメインがある場合は、プロファイルに複数ドメインを追加しま

す。

以下はすべてのプロファイルの概要です。
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プロファイルへの電子メールエイリアスの追加

ユーザは、UDP Archiving ソリューションにアーカイブされる複数のエイリアスを持つプ

ライマリ電子メールを使用できます。ユーザのプライマリ電子メールとすべてのエイリ

アスからの電子メールを表示するには、すべてのエイリアスを ProxyAddresses として

使用し、その後に小文字の smtpを続けて、Active Directory ( AD) のプライマリ電

子メールを更新する必要があります。

すべてのエイリアスアドレスを使用して AD プロファイルを更新した後、UDP
Archiving に、その特定のユーザに関連したすべての電子メールが表示されます

( 管理者が LDAPアカウントで認証されている場合 ) 。

エイリアスのドメインがプライマリメールドメインと異なる場合は、UDP Archiving 内

のすべてのドメインにプロファイルをマップする必要があります。

第3章: Super Admin としてのArcserve UDP Archivingの使用 49



管理

これで、すべてのドメインからのユーザの電子メールがアーカイブされます。
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管理者の管理

Super Adminは、各プロファイルおよびドメインに関連付ける管理者を作成しま

す。管理者には、システムにアクセスし、割り当てられたドメインのポリシーを管理

するために認証情報が与えられます。

プロファイルごとに、Super Adminは電子メールアドレスとパスワードを持つ最初の

管理者を作成します。この認証情報は、プロファイル管理者によって使用されま

す。この管理者は、そのプロファイルのアーカイブ要件に固有のポリシー、ユーザ、

およびその他の機能を追加します。管理者の作成には、プロファイルの詳細も必

要です。

以下に、プロファイルごとに Super Adminによって作成されたすべての管理者の

ビューを示します。
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設定の管理

設定画面では、Super Adminは以下のアクションを実行できます。

設定の指定

電子メールの保持

暗号化キーのエクスポート

ストレージ ディスクの増設

アラートの電子メール設定とエクスポートされた暗号化キーの指定

システムの制御

アクセス制御

SSL 証明書のアップロード
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設定の指定

設定画面では、Super Adminは複数のアクションを実行できます。このセクションで

は、ドメインおよび電子メールの設定を指定する方法について説明します。

［設定］セクションには、以下のフィールドが含まれています。

完全修飾ドメイン名/IP アドレス

インストール中に設定した UDP Archiving のドメインを指定します。

SMTP 転送電子メールアドレス

メールサーバから SMTPを介してメッセージを UDP Archiving に転送するため

に使用する電子メールアドレスを指定します。メールサーバに応じて、イン

スタンスドメインまたは archive@instance ドメイン( 例：

archive@arcserve1.com) を使用します。

セキュリティ

スパムセキュリティを指定します。システムに対するコンピュータの攻撃を防ぐ

ためにセキュリティを強化するには、Captcha を有効にします。その結果、ロ

グイン中にシステムのすべてのユーザは表示されたセキュリティコードを入力

する必要があります。
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電子メールの保存期間の指定

設定画面では、Super Adminは複数のアクションを実行できます。

ビデオで手順を確認するには、「保持ルールを管理する方法」をクリックします。

［設定］画面で、Super Adminはこのオプションを使用して、組織内のすべての

ユーザのメッセージを保持するデフォルトの日数を設定できます。

電子メールの保持

［メッセージを保持する日数］オプションを使用して、Super Adminは電子メー

ル保持の日数を指定できます。管理者がドメインレベルの保持ポリシーを設

定しない場合、グローバルメール保持がデフォルトになります。詳細について

は、「保持ルールを管理」をご覧ください。
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暗号化キーのエクスポート

暗号化キーのエクスポート機能は、暗号化キーが破損し、バックアップが存在し

ないためアーカイブデータにアクセスできない惨事に備えるのに役立ちます。

重要：［電子メールの暗号化キー］オプションを使用するには、送信者 ID ( 受信

ID ではない) の電子メール設定を完了しておいてください。詳細については、「ア

ラートの電子メール設定」を参照してください。

暗号化キーのバックアップの必要性

すべての受信アーカイブメッセージは暗号化され、暗号化キーが生成されま

す。暗号化キーはアーカイブされたメッセージを暗号化しますが、複数の理由

により使用できなくなる場合があります。キーに関するこうした問題は、表示さ

れているアーカイブメッセージが異常な動作を示すときに識別できます。たと

えば、一部のメッセージが空白で表示されます。暗号化キーを使用できなく

なった場合、アーカイブされたメッセージにアクセスすることができません。

電子メールの暗号化キーが役立つ理由

電子メールの暗号化キー機能を使用すると、暗号化キーのバックアップを作

成できます。選択した電子メールアドレスを入力し、［送信］をクリックするだ

けです。受信者 ( 電子メールアドレスの所有者 ) は、UDP Archiving から 2つ

のファイルを受信します。それらの添付ファイル( または完全な電子メール) を
安全な場所に保存します。

後で暗号化キーを使用できなくなった場合、Arcserve サポート チームに連絡

し、暗号化キーの詳細を伝え、データをリストアします。

暗号化キーを電子メールで送信するには、以下の手順に従います。

1. Super Adminとして UDP Archiving にログインします。

UDP Archiving コンソールが表示されます。

2. 左ペインから、［環境設定］をクリックします。

設定画面に複数のオプションが表示されます。その1つが［暗号化キーの

エクスポート］です。

3. ［暗号化キーのエクスポート］セクションで、電子メールアドレスを指定しま

す。

受信者の電子メールアドレスは自由に選択でき、UDP Archiving とリンクさ

れている必要はありません。

4. ［送信］をクリックします。
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入力した電子メールアドレスで、UDP Archiving からの暗号化キーが受信さ

れます。

電子メールの添付ファイルを保存します。暗号化キーが破損しているときは、添

付ファイルを Arcserve サポート と共有して復元します。
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ストレージ ディスク容量の増加

設定画面では、Super Adminは複数のアクションを実行できます。このセクションで

は、ストレージ ディスクを増設する方法について説明します。

［設定］画面で、Super Adminは以下の2つのオプションを使用して UDP
Archiving のストレージを増設できます。

［新しいボリュームの追加］

［ボリュームの拡張］
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新しいボリュームを追加してストレージ ディスク容量を

増やす

設定画面では、Super Adminは複数のアクションを実行できます。このセクションで

は、ストレージ ディスクを増設する方法について説明します。

Super Adminは、［環境設定］画面から［新しいボリュームの追加］オプションを使

用して、既存の電子メールおよびアプリケーションデータを新しいボリュームに移動

するか、UDP Archiving のストレージを増やします。

重要：新しいボリュームは 1回だけ追加できます。この機能を 1回使用すると、

［新しいボリュームの追加］ボタンは無効化されます。

注：複数のディスクがある場合、最初に追加されたディスクだけが、［ボリュームの

追加］をクリックして新しいボリュームを作成する対象とみなされます。

以下の手順に従います。

1. ( ESXまたは Hyper-V) 仮想マシンの電源をオフにし、仮想マシン環境に仮

想ハード ディクスを追加して、UDP Archiving にリンクさせます。たとえば、

200 GB の仮想ハード ディスクを作成します。

注：ディスクの追加後に Archiving マシンを再起動します。再起動しない

と、UDP Archiving サーバは新しいディスクを認識できない場合があります。

2. Super Adminとして UDP Archiving コンソールにログインします。

3. ［設定］タブに移動して、［ボリュームの追加］をクリックします。

数分間以内に新しいボリュームが追加され、ポップアップダイアログボックス

で確認します。

新しいボリュームが追加されました。

Notes:

ルート ディスクに 50 GB を超えるデータがある場合、新しいボリュームを

追加できません。新しいボリュームを追加するには、Arcserve サポート

にお問い合わせください。

必要なストレージがあるボリュームが仮想マシンで利用できない場

合、ボリュームが追加されず、失敗したメッセージが表示されます。

新しく追加されたボリュームの使用状況の詳細を確認するには、以下のオプショ

ンのいずれかを使用できます。

［設定］ページに移動し、［ストレージ］ペインからルート ボリュームとアーカイ

ブボリュームの両方の使用状況の詳細を表示します。
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［健全性］タブに移動し、［ストレージ］ペインからルート ボリュームとアーカイ

ブボリュームの両方の使用状況の詳細を表示します。
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ボリュームを拡張してストレージ ディスク容量を増やす

設定画面では、Super Adminは複数のアクションを実行できます。このセクションで

は、ストレージ ディスクを増設する方法について説明します。

［設定］画面で、Super Adminは［ボリュームの拡張］オプションを使用して UDP
Archiving のストレージを増設できます。

重要：ルート ( /) ディスクのサイズは最大 15 TB、/archiving ディスクは最大 64 TB
まで拡張できます。

以下の手順に従います。

1. 仮想マシン環境に仮想ハード ディスクを追加し、UDP Archiving に関連付

けます。たとえば、200 GB の仮想ハード ディスクを作成します。

注：ディスクを追加した後、アーカイブマシンを再起動してください( VMware
OVF展開のみ) 。

2. ［チェックのディスク］をクリックします。

UDP Archiving は、作成した 200 GB のディスクの可用性を確認します。利

用可能な場合は、LVM を確認するように求められます。

3. ［LVM のチェック］をクリックします。

注：LVM チェックを通過すると、ボリュームがすでに作成されている場合はド

ロップダウンリストが表示され、拡張するパーティションを選択する必要があ

ります。

4. ［ディスクの増設］をクリックします。

ストレージ容量が増加します。
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アラートの電子メール設定とエクスポートされた暗号化

キーの指定

［設定］画面から、アラートの電子メール設定とエクスポートされた暗号化キー機

能を使用して、Super Adminはストレージ アラートの受信に必要な詳細を定義す

ることができます。

ストレージ ディスクの空きが少なくなると、電子メールメッセージとしてストレージ ア

ラートが送信されます。ストレージ使用率が容量の80％ に達すると、ユーザはア

ラート電子メールを毎日受信します。ストレージ使用率が全容量の90％ に達

すると、メッセージはアーカイブされません。メッセージのアーカイブを続行するには、

ストレージ容量を増やす必要があります。

重要：Microsoft Exchange は、アーカイブのためにデフォルトで新しいメッセージの

送信を 2日間再試行します。この2日間でディスクがいっぱいになると、メッセー

ジはアーカイブされずに返送されます。ディスクの増加プロセスを開始した後でも、

そのような状況を避けるためにMS Exchange にログインしてデフォルトの日数を変

更します。

送信者と受信者の電子メールを定義するために、ストレージ アラート フィールドを

設定できます。

以下の手順に従います。

1. ［サービス］ドロップダウンオプションから電子メールサービスを選択します。

UDP Archiving では、複数のオプションから選択できます。たとえば、Google
メールや Yahoo メールなどです。

2. ポート番号を入力します。

注：Office 365の場合、ポート番号 587または 25を使用します。

3. 電子メールサーバを入力します。

たとえば、メールサービスがGoogle Mail の場合、smtp.gmail.com です。

Office 365の場合、Outlook.office365.com または smtp.office365.com として

電子メールサーバ名を使用します。

4. Office 365、Google メール、Live メール、および Yahoo メールの場合、［認証

が必要］のチェックボックスを選択し、［STARTTLS の送信］オプションが選択

されているかどうかを確認します。

注：オンプレミスのExchange サーバの場合、［SSL の使用］と［STARTTLS の

送信］オプションのどちらも選択されていないことを確認します。

5. アカウント名を入力します。

注：［認証が必要］チェックボックスをオンにしたときのみ、必要です。
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6. 送信者の電子メールとして指定したアカウント名のアプリケーションの［パス

ワード］を入力します。

注：［認証が必要］チェックボックスをオンにしたときのみ、必要です。

7. ［件名］の説明を入力します。

8. ［差出人］に送信者の電子メール ID を入力します。

［送信者］フィールドの電子メール ID は、アカウント名の電子メール ID と異
なる場合があります。

重要：次の文字を使用しないでください：':'、';'、','、'['、'\'、']'、'<'、'>'、'
('、')'、"

9. ［受信者］に受信者の電子メール ID を入力します。

重要：次の文字を使用しないでください：':'、';'、','、'['、'\'、']'、'<'、'>'、'
('、')'、"

10. ［テスト電子メールの送信］をクリックして、電子メールが送信者のメールから

送信されたかどうかを確認します。

11. ［保存］をクリックします。

UDP Archiving は受信者のメールにストレージ アラートを送信するように設

定されました。
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システムコントロールの管理

設定画面では、Super Adminは複数のアクションを実行できます。

Super Adminは、システムコントロール機能を使用して、以下のオプションを実行

することができます。

すべてのサービスの停止

このプションを使用すると、必要に応じてすべてのサービスを停止できます。

たとえば、UDP Archiving の更新をインストールしているときです。停止する

と、UDP Archiving サーバステータスが［停止］と表示されます。

すべてのサービスの再起動

このプションを使用すると、すべてのサービスを再起動できます。たとえば、

UDP Archiving のインストール中、すべてのサービスを停止して、更新のイン

ストール後にすべてのサービスを再起動する必要がある場合などです。再

起動すると、UDP Archiving サーバステータスは［稼働中］と表示されます。

サーバのシャットダウン

このプションを使用すると、必要に応じて UDP Archiving サーバをシャットダウ

ンできます。サーバのシャットダウン後、UDP Archiving コンソールを使用する

ことはできません。

重要：サーバを再起動するには、システム管理者に問い合わせてください。

ログのサポート

64 Arcserve® UDP Archiving管理者ガイド



管理

このオプションを使用すると、利用可能なすべてのログをダウンロードおよび

表示できます。［サポート ログ］をクリックし、support-logs.zipをダウンロードし

てファイルを解凍します。

以下のオプションでログを表示できます。

UDPArchiving：LDAPテスト接続エラー、ライセンス通知、および処理

された電子メールとレポートの統計情報に関する情報を示す UDP
Archiving アプリケーションログが含まれています。

fas：SMTP リクエストを処理する子プロセスのプールを含む、SMTPサー

バに関する情報を提供する UDP Archiving アプリケーションログを含め

ます。

fasconf：設定ファイルからのUDP Archiving 設定ログの照会に関する

情報を提供する UDP Archiving アプリケーションログを含めます。

fasexport：UDP Archiving からの電子メールのエクスポートに関する情

報を提供する UDP Archiving アプリケーションログを含めます。

fasget：電子メールと関連する添付ファイルの取得に関する情報を

提供する UDP Archiving アプリケーションログを含めます。

fasgetd：SMTP リクエストの管理に関する情報を提供する UDP
Archiving アプリケーションログを含めます。

fasimport：UDP Archiving システムへの電子メールのインポートに関す

る情報を提供する UDP Archiving アプリケーションログを含めます。

faspurge：UDP Archiving からの電子メールのパージに関する情報を

提供する UDP Archiving アプリケーションログを含めます。

message：貴重な非デバッグおよび重要ではないメッセージのログなど

の一般的なシステムアクティビティログを含めます。

mysql：MySQL データベースログに関する情報を提供する Debianシ

ステムログを含めます。

ngnix：NGINX Webサービスログに関する情報を提供する Debianシ

ステムログを含めます。

reindex：UDP Archiving に保存されているメッセージの再インデックス

作成に関する情報を提供する UDP Archiving アプリケーションログを

含めます。

searchd：Searchdデーモン( Sphinx 検索 ) に関する情報を提供する

Debianシステムログを含めます。

storage_usage：システムストレージの使用率を追跡しているときに生

成される UDP Archiving アプリケーションログを含めます。
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syslog：認証関連のメッセージを除くシステムのすべてのアクティビティ

のログを含めます。

ewsImport：メールサーバから UDP Archiving サーバにインポートされた

すべてのメールボックスおよびフォルダのすべての詳細のログが含まれて

います。

ewsSchedule：スケジュールされた ewsImportジョブに関連するログが

含まれています。
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パスワードのリセット

設定画面では、Super Adminは複数のアクションを実行できます。

［アクセス制御］から、このオプションを使用して、Super AdminはUDP Adminのデ

フォルト パスワードを変更することができます。

重要：ほかのユーザがデフォルトのパスワードにアクセスする可能性があるため、

Super Adminは、最初のログイン後に早急に Super Adminおよび udp_adminのパ

スワードを変更する必要があります。

以下の手順に従います。

1. ［アクセス制御］セクションから、［パスワードのリセット］をクリックします。

パスワードを入力できるボックスが表示されます。

2. 希望のパスワードを入力し、［リセット］をクリックします。
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SSL 証明書のアップロード

UDP Archiving では、SSL 証明書を使用して接続を保護できます。中間および

ルート SSL 証明書と共に秘密鍵をアップロードします。アップロードする前に、以

下の前提となる作業を完了する必要があります。

サーバからの証明書署名要求 ( CSR) の生成

CSR ファイルを使用した証明書の購入

前提となる作業を完了すると、SSL 証明書ファイルをアップロードすることができま

す。

以下の手順に従います。

1. スーパー管理者として UDP Archiving にログインし、［構成］ページに移動し

ます。

2. ［SSL 証明書］ペインに移動します。

ペインには、ファイルを選択してアップロードするための3つのフィールドが表

示されます。

3. ［ファイルの選択］をクリックし、以下の3つのフィールドで適切なファイルを選

択します。

SSL 証明書ファイル

注：証明書機関からルート証明書と中間証明書が別々に提供さ

れている場合は、証明書機関が提案した順番で、ルート証明書と

それに続く中間証明書を組み合わせて 1つの .crtファイルとし、アップ

ロードするオプションとして SSL 証明書ファイルを選択します。

SSL 証明書キー

注：キーファイルは CSR を使用して生成された udpprivatekey.keyを
参照します。

SSL 証明書ルート

注：証明書機関によって提供されたルート証明書を選択します。

4. ［アップロード］をクリックします。
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正常にアップロードされたことを確認するメッセージが表示されます。

すべてのファイルがアップロードされ、http接続が保護されました。
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サーバからの証明書署名要求( CSR)の生成

SSL 証明書のアップロードに必要なルートおよび中間証明書を取得するために、

サーバから CSR を生成する必要があります。

以下の手順に従います。

1. puttyを使用して udp_adminとしてログインし、UDP Archiving インスタンスを

開きます。

2. 秘密鍵および CSR を生成するディレクトリを作成して入力します。

例：

sudo mkdir /CSR

cd /CSR

3. 以下のコマンドを実行してサーバのキーを生成します。

sudo openssl genrsa -out udpprivatekey.key 2048

4. このキーを使用して以下のコマンドを実行し、CSR を生成します。

sudo openssl req -new -key udpprivatekey.key -out udparchiving.csr

注：このコマンドを実行すると、組織と共通名 ( FQDNまたはドメイン) 、場
所、および国の入力を求めるプロンプトが表示されます。共通名として、

FQDNを入力します。パスワード、オプションの会社名、および電子メールの

各フィールドへの詳細入力は避けてください。

5. このCSR ファイルを使用して、CA ( 証明機関 ) に SSL を申し込みます。

CA ( 証明機関 ) から証明書を受信します。キーと証明書を使用して UDP
Archiving にアップロードします。
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マイグレーションの管理

マイグレーションを使用して、履歴データを UDP Archiving にマイグレートできます。

既存のアーカイブからのPST ファイル、またはメールサーバからエクスポートされた

PST ファイルがある場合、UDP Archiving マイグレーションユーティリティを使用して

大量の電子メールを一括してマイグレートします。UDP Adminは、マイグレーション

を実行します。Super Adminは、マイグレーションが成功したかどうかを確認しま

す。

前提条件として、メールボックスデータはまず、共有の場所の .PST ファイルにエク

スポートされています。UDP Admin ( Super Adminではありません) がマイグレーショ

ンジョブを開始します。これらのファイルは、アーカイブマシンのマイグレーションディ

レクトリに( FileZilla、WinSCPなどのFTPツールを使用して) コピーされます。マイグ

レーションジョブ中、.PST ファイルからデータが読み取られ、アーカイブされます。

Notes:

FTP ツールとして WinSCPを使用する場合、設定を更新してください。詳細

については、リンクを参照してください。

メールボックスデータを .PST ファイルにエクスポートするには、このリンクをクリッ

クします。

Gmail データを .MBOXファイルにエクスポートするには、このリンクをクリックしま

す。

考慮事項

IBM Lotus Domino電子メールサービスの場合、まず .nsf ファイルを .pstファ
イルに変換します。

デデュプリケーション：再び PST ファイルをマイグレートする場合、マイグレー

ションサービスはそれらのファイルの新しいメッセージのみをインポートします。

すでに前回のマイグレーション中にインポートされたメッセージは含まれませ

ん。

ポリシー：マイグレーションによるメッセージ処理では、既存のすべての保持、

例外、および訴訟ホールド ポリシーが適用されます。

マイグレーション処理の遅延の回避：大きなサイズの .pstファイルはマイグ

レーションプロセスを遅延させるため、サイズが 5～ 10 GB の .pstファイルを

使用することをお勧めします。

マイグレーションの高速化のための .pstファイルの確認：マイグレーションに使

用される .pstファイルのタイプによっては、マイグレーションが遅くなる可能性
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があります。マイグレーションをより速く完了するには、fasimport.log ファイルを

確認して原因を調べることをお勧めします。

.pst、.zip、または .tar.gzファイルをマイグレートするときは、ターゲット マシンの

ディスクの空き容量がソースファイルの2倍ある必要があります。

過去の .eml および .pstファイルをマイグレートするため、圧縮用に .zipまた

は .tar または .tar.gz形式を使用し、マイグレーションの際にマイグレーション

フォルダに配置することができます。

重要：電子メールのインポートまたはマイグレーションだけでは、ユーザはライセンス

認証されません。ライセンス認証されたユーザのみが電子メールを送信できます。

監査役 /従業員ユーザ役割で電子メールを表示するには、ユーザ( 監査役 /従
業員 ) が少なくとも 1件の電子メールを送信している必要があります。

マイグレーションプロセスの流れ

以下の手順に従います。
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1. UDP Adminのログイン情報を使用し、以下のコマンドを使用して、コマンド

ラインからマイグレーションサービスを起動します。

sudo /etc/init.d/rc.migration start

注：以下のコマンドを使用して、必要に応じてサービスステータスを確認し

ます。

sudo /etc/init.d/rc.migration status

2. FTP クライアントを使用して、UDP Archiving サーバのデフォルト ボリュームの

以下のパスにマイグレートする .pstファイルをアップロードします。

/var/fas/www/migration/

注：ファイルをアップロードするには、管理者は前提条件を完了している必

要があります。

重要：新しいボリュームを追加した後、マイグレートする .pstファイルを新し

いボリュームの以下のパスにのみアップロードします。

/archiving/migration/

デフォルト ボリュームのパス /var/fas/www/migration/にアップロードされたファ

イルはマイグレートされません。

3. 以下のコマンドを使用してマイグレーションサービスを停止します。

sudo /etc/init.d/rc.migration stop

注：マイグレーションの完了後に停止しない場合、サービスはマイグレートす

るファイルの検索を続行します。

.pstファイルに存在する電子メールは、既存の電子メールでアーカイブされま

す。［マイグレーション］画面には .pstファイルの名前が表示され、ステータス

には完了と表示されます。

4. 確認するには、Super Adminとして UDP Archiving コンソールにログインしま

す。

5. マイグレートした .pstファイルを確認するには、UDP Archiving コンソールの左

側のペインから、［管理］-［マイグレーション］をクリックします。

［マイグレーション］画面が表示されます。
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6. 処理した電子メールの数を確認するには、［モニタ］-［健全性］をクリックしま

す。ダッシュボードには処理されたメールでの更新メール数が表示されま

す。

注：Super Admin以外に、管理者は［ダッシュボード］オプションを使用して

メッセージ数を確認できます。

マイグレーションが成功したら、マイグレートされたすべての .pstファイルがUDP
Archiving サーバから削除されます。
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WinSCP を使用したマイグレーション

WinSCPを使用してファイルをマイグレーションフォルダに転送する場合は、マイグ

レーションプロセスを開始する前にWinSCPの設定を更新する必要があります。

以下の手順に従います。

1. ［Options］、［Preferences］に移動します。

2. ［Preferences］で、［Transfer］、［Endurance］をクリックします。

3. ［Endurance］画面で、［Enable transfer resume/transfer to temporary
filename for］オプションを無効にします。

更新を保存したら、マイグレーション処理を続行します。
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メールボックスデータの PST ファイルへのエクスポート

UDP Archiving コンソールからのマイグレーションを開始する前に、管理者はメール

ボックスデータを .PST ファイルにエクスポートする前提条件を完了する必要があり

ます。管理者は、Outlook、または Exchange のPowerShell コマンドを使用して、

メールボックスデータを .PST ファイルにエクスポートできます。

要件 :

共有フォルダには、Exchange Trusted Subsystem セキュリティグループに対す

るフルコントロール権限が付与されていなければなりません。

組織管理の役割グループには、メールボックスのインポート/エクスポートの役

割が割り当てられている必要があります。割り当てるには、以下の

PowerShell コマンドを使用します。

New-ManagementRoleAssignment -Name "Import Export_Support" -
SecurityGroup "Organization Management" -Role "Mailbox Import Export"

Exchange PowerShell コマンドを使用した .pst ファイルのエクスポート

すべてのメールボックスを .PST ファイルにエクスポートするには、Exchange の

PowerShell コマンド使用します。このオプションは、オンプレミス Exchange サーバで

のみ使用できます。詳細については、リンクを参照してください。

例：以下の例では、すべてのメールボックスをデータベース Fire からサーバ

ExServer-MB4の共有場所 PSTOnlyにエクスポートします。

1. PST ファイルをエクスポートします。

2. エクスポートされた .PST のステータスを表示します。
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.PST ファイルがエクスポートされています。

Microsoft Outlook を使用した PST ファイルのエクスポート

Exchange-Online の場合、管理者は手動でそれぞれの .PST ファイルを共有場所

にエクスポートする必要があります。

Exchange Online のメールボックスを .PST にエクスポートする前に、［Exchange キャッ

シュモードを使う］オプションがMicrosoft Outlookで選択されていることを確認しま

す。オプションが選択されている場合、オフライン設定はすべてのメールをキャッシュ

に設定されます。［Exchange キャッシュモードを使う］オプションが選択されていな

い場合、この手順を省略します。

1. オプションが選択されている場合、Microsoft Outlookの次の場所に移動し

て確認します。

［ファイル］> ［情報］> ［アカウント設定］> ［アカウントを選択］> ［変更］

2. ( オプション) スライダーが現在すべてに設定されていない場合は、以下の手

順を実行してキャッシュモードをすべてに設定して新しいMicrosoft Outlook
プロファイルを作成し、メールボックスのすべてのフォルダが完全に更新される

まで待ちます。

a. ［ファイル］、［アカウントの追加］に移動します。

b. アカウントの詳細を入力し、［次へ］をクリックします。

c. 接続されたら、［設定の変更］をクリックし、オフライン設定のダイアロ

グボックスですべてを選択して［完了］をクリックします。
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3. 以下の手順に従って、メールボックス全体を .PST ファイルにエクスポートしま

す。

a. ［エクスポート］で、［インポート/エクスポート］、［ファイルにエクスポー

ト］、［Outlookデータファイル( .PST) ］に移動します。

b. アカウント名を選択して［次へ］をクリックします。

c. .PST ファイルの場所を入力して［完了］をクリックします。

注：パスワードはオプションです。

.PST ファイルがエクスポートされます。
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Gmail データの .MBOX ファイルへのエクスポート

コンソールからのマイグレーションUDP Archivingを開始する前に、管理者はGmail
データを .MBOXファイルにエクスポートする前提条件を完了する必要があります。

管理者はGmail アカウントを使用して Gmail データを .MBOXファイルにエクスポー

トできます。

以下の手順に従います。

1. https://takeout.google.com/に移動します。

Gmail ログインページが表示されます。

2. 適切な認証情報を使用して Gmail にログインします。

［自分のデータをダウンロード］ページが表示されます。

3. ［追加するデータの選択］セクションで、［メール］を選択し、［次へ］をクリック

します。

［アーカイブ形式のカスタマイズ］ページが表示されます。

4. ［ファイル形式］で .zip ファイルを選択し、［アーカイブを作成］をクリックする。

アーカイブを作成すると、［自分のデータをダウンロード：ダウンロード］ページ

が表示され、［ダウンロード］リンクが表示されます。Gmail アカウントの受信

トレイにもメールが送信されます。

5. .zipファイルをインポートするには、［ダウンロード］をクリックします。

6. ダウンロードされた .zipファイルからフォルダとファイルを解凍します。

解凍されたフォルダには .MBOXファイルが含まれます。
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第4章 : 管理者またはマスタ管理者としてのArcserve
UDP Archivingの使用

Super Adminは、1つ以上のドメインに関連付けられる管理者を作成します。

ユーザの作成中に、役割としてマスタ管理者を選択します。マスタ管理者の役

割は、メッセージにアクセスせずにアーカイブの管理するように設計されています。

管理者は、モニタ、設定の変更を行い、保持ルール、例外ルール、訴訟ホールド

などの企業ポリシーを設定し、監査役および従業員を追加できます。

このセクションには、以下のトピックが含まれます。

管理者の設定 82

モニタ 83

管理 87
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管理者の設定

UDP Archiving コンソールの右上隅のユーザ名をクリックすると、［設定］オプションが

表示されます。［設定］オプションを使用してアクセス詳細を表示できます。

［設定］ページでは、以下の詳細を更新できます。

表示設定

UDP Archiving コンソールでのコンテンツの表示方法を定義できます。

ページごとの結果

各ページに表示される結果の数を定義できます。

言語

表示する希望の言語を設定できます。

日付の形式

日付の希望する表示形式を設定できます。

プロファイル画像

プロファイルの画像を追加できます。［ファイル選択］オプションをクリックして

［アップロード］をクリックします。

パスワードの変更

パスワードをリセットできます。新しいパスワードを 2回入力し、［サブミット］をク

リックします。
(missing or bad snippet)

82 Arcserve® UDP Archiving管理者ガイド



モニタ

モニタ

UDP Archiving では、ダッシュボード、アーカイブアカウンティング、および監査ログを

モニタできます。
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ダッシュボードの表示

ダッシュボードから、管理者はUDP Archiving への日単位および月単位のメッセー

ジの流れの履歴をモニタします。［最も古いレコード］オプションには、対応するプロ

ファイルの最も古いレコードを受信した日付が表示されます。
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アーカイブアカウンティングの表示

アーカイブアカウンティングを使用すると、UDP Archiving がメールアドレスまたはド

メインから受信したすべてのメッセージの数と日付範囲をモニタできます。

ドメイン別に表示

電子メールアドレス別に表示
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監査ログの参照

監査ログを使用すると、管理者は、ユーザがシステム上で実行するすべてのアク

ティビティを追跡できます。監査ログは、.csv形式でエクスポートできます。
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管理者は、複数の管理機能を実行できます。たとえば、ユーザ、グループ、

LDAP、インポート、例外ルール、保持ルール、訴訟ホールド、ライセンスの管理な

どです。
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ユーザの管理

管理者は、追加の管理者、監査役または従業員としてシステムに新規ユーザを

作成できます。監査役はシステム内のすべてのメッセージを表示および管理でき

ますが、従業員は自分のメッセージのみを表示できます。ユーザはグループに追

加することができ、管理者は各従業員のドメイン名を選択します。この機能は、

複数のドメインを持つ大企業がそれらを 1つのアーカイブで管理し、ユーザを適

切に割り当てるのに役立ちます。管理者は、Active Directory と LDAPクエリから

ユーザを追加することもできます。

［ユーザ］ページで、［ユーザを追加］をクリックし、コンプライアンス担当者、マスタ

管理者、監査役、および従業員のプロファイルを作成します。

連絡先名

入力した電子メールアドレスの連絡先の名前を指定します。

連絡先電子メールアドレス
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監査役または従業員の電子メールアドレスを指定します。電子メールアドレ

スは、利用可能なドメインのいずれかに属している必要があります。

ドメイン

その従業員に関連付けられているドメインを指定します。

ドメインの検索

従業員のドメインを指定します。先頭のアルファベットを入力し、ドロップダウン

リストから選択することができます。

パスワード

確認のために 2回入力する必要のあるパスワードを指定します。

ユーザの役割

ユーザの役割を指定します。

すべてのシステムユーザのサマリリスト

任意のユーザを表示、編集、または削除できます。
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グループの管理

グループを使用して、管理者は、1人または複数のグループ管理者に、グループ

のメンバーからのすべてのメッセージを表示するための権限を提供します。たとえ

ば、部下のメッセージを閲覧する部門の管理者は、サポート メールなどの従業員

グループによる一般的なメールアドレスにアクセスしたり、元従業員のメッセージに

誰かがアクセスできるようにします。

新しいグループを作成するには、［グループ］ページで［グループの追加］をクリックし

ます。

以下の詳細を入力します。

Group Name

グループの名前を指定します。グループの名前を入力します。

グループ管理者の追加
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グループのマネージャを指定します。同じドメインから電子メール ID を検索

し、グループのマネージャとして割り当てます。マネージャとして割り当てられた

電子メール ID は、そのグループのすべてのメンバーのメッセージにアクセスできま

す。

注：グループマネージャは、これらのメッセージにアクセスできる人のことです。

リストからグループマネージャを削除できます。リストから［グループマネージャの

電子メールアドレス］を選択し、［マネージャの削除］をクリックします。

グループメンバーの追加

グループ内の従業員のリストを指定します。グループメンバーは、自分のメッ

セージのみを表示できます。

例：会社には、グループの電子メールアドレスとして機能する

marketing@arc.com のような配布グループがあります。

リストからグループメンバを削除できます。リストから［グループメンバの電子

メールアドレス］を選択し、［メンバの削除］をクリックします。

すべてのグループのサマリリスト

システムで作成されたグループのリストを指します。

任意のグループを表示、編集、または削除できます。
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LDAP の管理

LDAPオプションを使用して UDP Archiving 管理者は、UDP Archiving サーバで利

用可能な既存のLDAP構成を追加、編集、および削除することができます。

Active Directoryサービスを使用して有効な LDAP接続を設定するには、管理者

として UDP Archiving にログインします。

［LDAP］ページで［サーバの追加］をクリックして、LDAPを追加します。

注：［サーバを追加］オプションを使用するには、［Enable LDAP ( LDAP を有効に

する) ］をクリックする必要があります。

LDAPの詳細については、「LDAPの説明」を参照してください。

Active DirectoryユーザがUDP Archiving にログインできるようにするには、以下のよ

うに構成する必要があります。

LDAP タイプ

LDAP認証のタイプを指定します。

注：設定されているデフォルト値は AD です。

説明

Active Directory ( AD) サーバ接続についての簡単な説明を入力します。

ドメイン

プライマリActive Directory ( AD) サービスが実行されているドメインを指定しま

す。

LDAP ホスト
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プライマリActive Directory ( AD) の IPアドレスを指定します。

LDAP ベース DN

Active Directoryサーバでユーザ/グループのエントリを検索するために使用する

ドメイン名を以下の構文で指定します。

CN=Users,DC=<Your Domain>,DC=com

注：1つのドメイン内で複数の組織単位を設定するには、セミコロン( ;) を使

用して名前を分割します。たとえば、OU= OU1,DC=<YourDomain>,DC=com;
OU=OU2,DC=<Your Domain>,DC=com のように指定します。

LDAP バインド DN

自分のユーザアカウントがある AD の場所を指定します。この詳細は、UDP
Archiving からのLDAPコールが機能できるようにするために使用されます。上

記のスクリーンショットでは、ドメイン管理者アカウントはデフォルトのAD ユーザ

のbinにある管理者です。バインド DNを取得するには、LDAPサーバで以下

のPowerShell コマンドを実行します。

dsquery user –name Administrator*

注：管理者以外のアカウントを使用する場合、コマンドでアカウント名を置き

換えます。

PowerShell 画面では、黄色でハイライトした文字列全体がバインド DNで、

末尾の赤で囲んだ部分がベースDNです。

LDAP バインド パスワード

LDAPバインドに使用する Active Directory ( AD) 管理者のパスワードを指定し

ます。

接続テスト

ユーザのバインド DN認証情報が LDAPを使用して認証できるかどうかを検

証できます。

テスト認証

サーバに対して確立された接続が、指定した設定の詳細を使用して正常に

動作するかどうかをテストできます。
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インポートの管理

メールサーバから既存のメッセージを移行する必要がある場合、POP3または

IMAP、およびメールサーバの管理者の認証情報を使用してインポート設定を作

成します。 UDP Archiving は、すべてのメッセージを探して取得します。このオプ

ションは、履歴メッセージを取り込むように設計されています。主なメッセージは、

SMTP設定を使用してアーカイブに送信されます。

注：

Gmail ユーザ用のインポートを管理するには、リンクを参照してください。

Microsoft Exchange Webサービスを使用して Exchange および Office 365
メッセージのインポートを管理するには、リンクを参照してください。

インポートが失敗した場合は、「トラブルシューティング」を参照してください。

重要：電子メールのインポートまたはマイグレーションだけでは、ユーザはライセンス

認証されません。ライセンス認証されたユーザのみが電子メールを送信できます。

従業員のユーザ役割で電子メールを表示するには、従業員が少なくとも 1件の

電子メールを送信している必要があります。

以下の手順に従います。

1. ［管理］> ［インポート］に移動します。

2. ［インポート］画面で、［サーバを追加］をクリックします。
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3. ［サーバを追加］画面で、以下の詳細を指定します。

注：サーバ名とサーバの認証情報が一致しない場合、インポートは動作し

ません。

タイプ：適用するいずれかのオプションを選択します。

サーバ名：サーバの名前を提供します。

認証情報：サーバにアクセスするためのユーザ名およびパスワードを

指定します。

4. ［テスト接続］をクリックします。

テストが正常に行われると、「成功」という確認メッセージが表示されます。

5. ［追加］をクリックします。

インポートされたメールボックスがメイン画面に表示されます。各従業員の

メールボックスまたはメールサーバ全体からメッセージを移行できます。
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6. ［進行状況の表示］をクリックして、インポートのステータスを表示します。

注：インポートには、メールボックスの量とネットワークのスピードに応じて数

秒から数分かかる場合があります。

インポート処理が完了しました。

詳細情報 :

Microsoft Exchange Server の場合は、メールボックスをインポートした後に、

Exchange 管理センターで、検索機能と高度な検索機能が適切に動作するよう

にメッセージのMIME 形式を設定する必要があります。詳細については、「トラブ

ルシューティング」を参照してください。
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Gmail からのインポートの管理

UDP Archiving 管理者は、Gmail サーバから既存のメッセージをインポートできま

す。POPまたは IMAP3を使用してインポート設定を作成し、メールサーバ用の管

理者の認証情報を提供します。 UDP Archiving は、すべてのメッセージを探して

取得します。このオプションは、履歴メッセージを取り込むように設計されていま

す。主なメッセージは、SMTP設定を使用してアーカイブに送信されます。

前提条件

UDP Archiving コンソールを設定する前に、Gmail アカウントの以下の前提条件を

満たしているかどうかを確認します。

POPまたは IMAPを有効にするようにGmail を設定します。設定から、以下

に示すようにオプションを有効にします。

場合によっては、安全性の低いアプリへのアクセスも許可する必要がありま

す。詳細については、リンクを参照してください。

Captcha のロックを解除します。詳細については、リンクを参照してください。

［安全性の低いアプリの許可］が有効になっていることを確認します。Gmail
でアクセスするには、マイアカウントの［ログインとセキュリティ］に移動して、
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ページの下方へスクロールします。

以下の手順に従います。

1. ユーザのメールボックスをインポートするには、それぞれのユーザのGmail アカ

ウントにログインします。

2. 同じブラウザの別のタブで Arcserve UDP Archiving を起動し、管理者または

マスタ管理者としてログインします。

3. ［管理］> ［インポート］に移動します。

4. ［インポート］画面で、［サーバを追加］をクリックします。

5. ［サーバを追加］画面で、以下の詳細を指定します。

a. タイプを選択します。

b. サーバ名を入力します。
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IMAPSの場合：imap.gmail.com

POP3Sの場合：pop.gmail.com

c. Gmail アカウントのユーザ名とパスワードを入力します。

注：サーバ名がサーバの認証情報と一致しない場合、インポートは

行われません。

6. ［テスト接続］をクリックします。

テストに成功すると、「接続 OK」という確認メッセージが表示されます。

7. ［追加］をクリックします。

インポートされたメールボックスがメイン画面に表示されます。各従業員の

メールボックスまたはメールサーバ全体からメッセージを移行できます。

8. ［進行状況の表示］をクリックして、インポートのステータスを表示します。

注：インポートには、メールボックスの量とネットワークのスピードに応じて数

秒から数分かかる場合があります。

インポート処理が完了しました。
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Microsoft Exchange Web サービスを使用したインポー

トの管理

UDP Archiving では、管理者がメールサーバから個人のメールをインポートできま

す。管理者は、メールサーバに偽装ユーザを作成し、メールサーバに存在するす

べての個人の過去のメールをインポートできます。Microsoft Exchange Webサービ

スでは偽装がサポートされています。これによって、UDP Archiving がメールサーバと

通信できるようになり、偽装ユーザの認証情報を使用して、特定のユーザ/すべ

てのユーザのすべてのメール、フォルダ、および必要なアイテムを取得できます。

UDP Archiving では、ewsImportコマンド ラインユーティリティによるMicrosoft
Exchange Webサービスを使用したメールのインポートのみがサポートされてい

ます。

UDP Archiving では、Microsoft Exchange Webサービスを使用したMicrosoft
Exchange Server およびMicrosoft Office 365からのメールのインポートのみが

サポートされています。サポートされているバージョンは、Microsoft Exchange
Server 2010、2013、および 2016です。

UDP Archiving では、下書き、送信トレイ、予定表、連絡先などの電子

メール以外のアイテムはインポートされません。

この後の手順

1. 前提条件と注意事項の確認

2. Microsoft Exchange Webサービスを使用したメールのインポート
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前提条件

Microsoft EWS ( Exchange Web Service、Exchange Webサービス) を使用して

Microsoft Exchange Server/Microsoft Exchange Online ( Office 365) からメールをイ

ンポートする前に、以下の前提条件タスクを完了する必要があります。

1. Microsoft Exchange Server/Microsoft Exchange Online ( Office 365) でジャー

ナリングルールを作成します。詳細については、「UDP Archiving 展開および

構成ガイド」を参照してください。

2. Microsoft Exchange Server に偽装ユーザを追加します。詳細については、

「Microsoft Exchange Server での偽装ユーザの追加」を参照してください。

3. オフラインモードで UDP Archiving v6.0 Update 4にアップグレードした場合

は、UDP Archiving サーバに JDK ( Java Development Kit) をダウンロードおよび

インストールします。詳細については、「JDK ( Java Development Kit) のダウン

ロードとインストール」を参照してください。

4. UDP Archiving サーバで以下のコマンドを実行し、hostsファイルにMicrosoft
Exchange Server のホスト名と IP アドレスを入力します。

sudo vim /etc/hosts

Microsoft Exchange Online ( Office 365) を使用している場合、この手順は

必要ありません。
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Microsoft Exchange Server での偽装ユーザの追加

Microsoft EWS ( Exchange Web Service、Exchange Webサービス) を使用して

Microsoft Exchange Server/Microsoft Exchange Online ( Office 365) からメールをイ

ンポートする前に、偽装ユーザを追加する必要があります。

以下の手順に従います。

Microsoft Exchange 管理センターの使用：

1. 管理者として、Microsoft Exchange 管理センターにログインします。

2. ［アクセス許可］に移動し、［検出管理］をクリックします。

3. ［検出管理］ウィンドウで、以下の詳細を指定し、［保存］をクリックします。

［書き込みスコープ］で［既定］を選択します。

［役割］から［+］をクリックして、［ApplicationImpersonation］を選択し

ます。

［メンバー］から［+］をクリックして、偽装ユーザを割り当てるメンバを選

択します。

正常に偽装ユーザがMicrosoft Exchange Server に追加されました。

リモート Powershell の使用 :

1. ご利用のメールサーバに基づいて、PowerShell を使用してMicrosoft
Exchange Online に接続するか、PowerShell を使用してMicrosoft Exchange
Server に接続します。

2. 以下のコマンドを実行し、検出管理役割グループのメンバとしてユーザを追

加します。

"Add-RoleGroupMember" cmdlet

例：Add-RoleGroupMember "discovery management" -member
userName@domain.onmicrosoft.com

3. 以下のコマンドを実行し、アプリケーション偽装役割をユーザに割り当てま

す。

"New-ManagementRoleAssignment" cmdlet

例：New-ManagementRoleAssignment Name:
impersonationAssignmentName -Role:ApplicationImpersonation - User:
"username@domain.onmicrosoft.com"

ApplicationImpersonation役割およびメンバグループが正常に追加されまし

た。
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Java Development Kitのダウンロードとインストール

オフラインモードで UDP Archiving v6.0 Update 4にアップグレードした場合、UDP
Archiving サーバに JDK ( Java Development Kit) をインストールする必要がありま

す。

以下の手順に従います。

1. リンクをクリックし、java.tar.gzファイルをダウンロードします。

2. java.tar.gzファイルを UDP Archiving サーバにコピーします。

3. 以下のコマンドを実行して、ファイルとフォルダを展開します。

tar -zxvf java.tar.gz

4. 展開されたファイルおよびフォルダから、java という名前のフォルダを開きま

す。

5. 以下のコマンドを実行してパッケージをインストールします。

sudo dpkg -i *.deb

Java が正常にUDP Archiving サーバにインストールされました。
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Microsoft Exchange Web サービスを使用したメールの

インポート

Microsoft Exchange Server/Microsoft Exchange Online ( Office 365) に偽装ユーザ

を追加すると、偽装ユーザの認証情報を使用して、すべての個人ユーザのメール

をインポートできます。

以下の手順に従います。

1. 以下のオプションのいずれかを使用して移動します。

UDP Archiving コンソールからボリュームを追加した場合、以下のパス

に移動します。

/archiving/ewsimport

UDP Archiving コンソールからボリュームを追加していない場合、以下

のパスに移動します。

/var/fas/www/ewsimport

2. 必須オプションと共に以下のコマンドを実行して、インポート ジョブを実行し

ます。

ewsImport -b <Microsoft Exchange Serverのバインド URL> -u < Microsoft
Exchange Serverの偽装されたユーザ名> -t <最終日> -T <タイムゾーン> -a

重要：Microsoft Exchange Server 2010では、-a オプションがサポートされませ

ん。-a の代わりに、-D、-L または -sオプションのいずれかを使用できます。

例：ewsImport -b https://WIN-
T1I7830GB32.perfexch16.com/EWS/Exchange.asmx -u
impersonation@perfexch16.com -t 2019-09-10 -T +05:30 -a

-b

Microsoft Exchange Server サーバのバインド URL を指します。

Microsoft Office 365からメールをインポートする場合、バインド URL は
https://outlook.office365.com/EWS/Exchange.asmx です。

Microsoft Exchange Server からメールをインポートする場合、以下の手

順を実行して、Microsoft Exchange Server でバインド URL を検索しま

す。

以下の手順に従います。

a. 管理者として Exchange 管理センターにログインします。

b. ［サーバー］に移動し、［仮想ディレクトリ］タブをクリックします。
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c. 仮想ディレクトリのリストから、［EWS (既定のWeb サイト )］をダブル

クリックします。

［内部 URL］フィールドにバインド URL が表示されます。

-u

Microsoft Exchange Server の偽装ユーザ名を指します。

-t

メールをインポートする最終日を指します。

-T

Microsoft Exchange Server のタイムゾーンを指します。

-a

組織に存在するすべてのメールボックスを指します。-a オプションは以下

のオプションのいずれかで置換できます。

-D

配布リストが含まれるファイルのパスを指します。

-L

ユーザのリストが含まれるファイルのパスを指します。

-s

単一ユーザの電子メールアドレスを指します。

例：ewsImport -b https://WIN-
T1I7830GB32.perfexch16.com/EWS/Exchange.asmx -u
impersonation@perfexch16.com -t 2019-09-10 -T +05:30 -L list.txt

任意でコマンドに追加できる利用可能な追加オプションは以下のとおりで

す。

-f

メールをインポートする初日を指します。

-B

スケジューラの開始時間を指します。

-E

スケジューラの終了時間を指します。

3. 偽装ユーザのパスワードを入力し、キーボードのEnter を押します。

ewsImportジョブが正常に開始されます。
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注：

ewsImportジョブの完了後、ユーザ / メールが処理されない場合、コ

マンドを再度実行してインポート ジョブを再開します。

ewsImportがスケジュールされており、終了時間までにインポートが完

了していない場合、翌日の開始日にジョブが再開されます。詳細に

ついては、「EWS インポートのスケジュール」を参照してください。

ewsImportジョブをスケジュールする際は、開始時間から終了時間ま

で最大 23時間を指定できます。たとえば、午前 5時から午前 4時

などです。

ewsImportおよび ewsSchedule ログには、ewsImportジョブの詳細が

含まれています。ewsImportおよび ewsSchedule ログにアクセスするに

は、以下の手順を実行します。

a. PuTTY を使用して、udp_adminとして UDP Archiving にログイン

します。

b. パス /var/fas/www/logに移動します。

c. テキスト エディタを使用して、以下のログファイルを開きます。

ewsImport.log

メールサーバから UDP Archiving サーバにインポートされたす

べてのメールボックスおよびフォルダの詳細が含まれていま

す。

ewsSchedule.log

スケジュールされた ewsImportジョブに関連する詳細が含ま

れています。

EWS インポートを一時停止 /再開したり、EWS インポート ユーティリティを設

定したりできます。
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EWSインポート ジョブのスケジュール

指定された開始時間および終了時間で実行するように ewsImportジョブをスケ

ジュールできます。一度に実行する ewsImportジョブを 1つだけスケジュールできま

す。

注：

開始と終了を同じ時間にして ewsImportジョブをスケジュールすることはで

きません。

ewsImportジョブがスケジュールされている場合は、スケジュールされた時間

の前、最中、または後に他のewsImportジョブを手動で実行しないでくださ

い。

以下の手順に従います。

1. 以下のオプションのいずれかを使用して移動します。

UDP Archiving コンソールからボリュームを追加した場合、以下のパス

に移動します。

/archiving/ewsimport

UDP Archiving コンソールからボリュームを追加していない場合、以下

のパスに移動します。

/var/fas/www/ewsimport

2. ewsImportコマンドに必須オプションを追加して実行します。必須のオプショ

ンの詳細については、「Microsoft Exchange Webサービスを使用したメールの

インポート」を参照してください。

例：以下のコマンドの例では、午後 5時から午後 6時の間に実行され、

GMT+5.30 タイムゾーンに基づいて 2015-08-08から 2019-09-10までに送信

または受信されたメールをインポートするように ewsImportジョブをスケジュー

ルしています。スケジュールされたジョブは、すべてのメールがインポートされる

まで、毎日指定された時間の間に実行されます。

ewsImport -b https://WIN-
T1I7830GB32.perfexch16.com/EWS/Exchange.asmx -u
impersonation@perfexch16.com -f 2015-08-08 -t 2019-09-10 -T +05:30 -B
5pm -E 6pm -L list.txt

注：
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終了時刻までにインポート ジョブが完了しなかった場合、現在のジョ

ブは一時停止され、翌日の開始時間に再開されます。

ewsImportジョブをスケジュールする際は、開始時間から終了時間ま

で最大 23時間を指定できます。たとえば、午前 5時から午前 4時

などです。

3. 偽装ユーザのパスワードを入力し、キーボードのEnter を押します。

正常に ewsImportジョブがスケジュールされます。

注：スケジュールされた ewsImportジョブが完了する前にパラメータを変更

してコマンドを実行すると、以前スケジュールしたジョブは停止され、渡され

た最新のコマンドに基づいて、新しいジョブが実行されます。

スケジュールされた ewsImportジョブは、指定された開始時間より前、または指

定した終了時間の後の時間に停止できます。進行中はジョブを停止できませ

ん。

スケジュールされた ewsImport ジョブを停止するには、以下の手順に従います。

1. 以下のオプションのいずれかを使用して移動します。

UDP Archiving コンソールからボリュームを追加した場合、以下のパス

に移動します。

/archiving/ewsimport

UDP Archiving コンソールからボリュームを追加していない場合、以下

のパスに移動します。

/var/fas/www/ewsimport

2. ews_commandファイルを削除するには、以下のコマンドを実行します。

rm -rf ews_command

スケジュールされた ewsImportが正常に停止します。
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EWSインポートの一時停止/再開

手動で開始した ewsImportを一時停止し、一時停止した ewsImportを再開で

きます。

以下の手順に従います。

1. ewsImportジョブを一時停止するには、ewsImportの実行中にキーボードの

Ctrl + C を押します。

注：

手動で一時停止した ewsImportを再開すると、ジョブは、ジョブを停

止したときに進行中だったユーザのメールのインポートを開始します。

ネットワークの停止やサービス停止要求などの理由によって終了した

ewsImportジョブを再開すると、ジョブは、ジョブを一時停止したときに

インポートしていたメールからインポートを開始します。

2. ewsImportジョブを再開するには、以下の手順に従います。

a. 以下のオプションのいずれかを使用して移動します。

UDP Archiving コンソールからボリュームを追加した場合、以下

のパスに移動します。

/archiving/ewsimport

UDP Archiving コンソールからボリュームを追加していない場合、

以下のパスに移動します。

/var/fas/www/ewsimport

b. 以下のコマンドを実行します。

ewsImport -b <Microsoft Exchange Serverのバインド URL> -u
<Microsoft Exchange Serverの偽装されたユーザ名> -t <終了日> -T <
タイムゾーン> -L <ユーザのリストを含むファイルのパス>

注：-L の代わりに -a、-D、または -sオプションを使用することもできま

す。オプションの詳細については、「Microsoft Exchange Webサービスを

使用したメールのインポート」を参照してください。

c. 偽装ユーザのパスワードを入力し、キーボードのEnter を押します。

ewsImportジョブが正常に一時停止および再開されます。
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ewsImportユーティリティの設定

ewsImportユーティリティを設定し、再試行、待機時間、一度に取得するメール

数、および一度に実行するスレッド数を指定します。

以下の手順に従います。

1. 以下のパスに移動し、ews_config.propertiesファイルを開きます。

/usr/local/etc/

2. 以下のパラメータを検索し、必要に応じて値を変更します。

number_of_retries

UDP Archiving インスタンスが Exchange Server に再接続しようとする回

数を指します。値は 1～ 50で指定します。

デフォルト：20

wait_time

UDP Archiving インスタンスが Exchange Server に再接続するまで待機す

る期間を指します。待機時間はミリ秒単位で 1～ 120000で指定しま

す。

デフォルト：60000

mails_to_be_fetched_per_request

一度に取得するメールの数を指します。値は 1～ 1000で指定しま

す。

デフォルト：40

number_of_threads

メールのインポートの際に一度に処理するユーザ数を指します。

デフォルト：2

3. ファイルを保存して閉じます。
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例外ルールの管理

会社が特定のメッセージをアーカイブしたくない場合、管理者はアーカイブで処理

されているこれらのメッセージを削除するように組織のルールを設定することができ

ます。一部の例には、既知のスパムメッセージ、メールアドレスの受送信メッセー

ジ、件名フィールドなどのテキストを含むシステムによって生成された電子メールな

どが含まれます。新しいルールごとに、ルールに必要な情報だけを下記のフォーム

に記入します。残りのフィールドは空白のままにします。

重要：例外ルールを変更することはできません。

例外ルールを削除することはできます。

ビデオで手順を確認するには、「アーカイブ例外ルールを管理する方法」をクリック

します。

考慮事項 :

管理者は、メールサーバで電子メールアーカイブを設定する前に、保持

ルール/設定とアーカイブ例外ルールを決定して設定する必要があります。

設定されていない場合、電子メールはデフォルトの保持設定に基づいて

アーカイブされ、アーカイブ時の保持設定に記載された日数を経過した後

にのみ削除されます。

新しい例外および保持ルールは、転送するメッセージに適用され、すでに

アーカイブされているメッセージには適用されません。

［件名］フィールドのテキストについて、例外規則では、以下の文字がサ

ポートされていません。

':'、';'、'<'、'='、'>'、'?'、'@'、'、"、'#'、'%'、'&'、'('、')'、'*'、'+'、'/'、'
['、’\\'、']'、'^'、'_'、'{'、'|'、'}'、'~’
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例外ルールを追加するには、フィールドのいずれかに詳細を入力して、［追加］を

クリックします。
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保持ルールの管理

ルールがグローバルポリシーに一致する場合でも、管理者は常に保持ルールを

設定する必要があります。保持ルールの詳細については、「考慮事項」を参照し

てください。

メールサーバの電子メールアーカイビングを設定する前に、管理者は保持ルール

とアーカイブ例外ルールを決定および設定する必要があります。設定されていな

い場合、電子メールはデフォルトの保持設定に基づいてアーカイブされ、アーカイ

ブ時の保持設定に記載された日数を経過した後にのみ削除されます。

コンソールから、異なるパラメータに基づいて複数の保持ルールを追加できます。

差出人または宛先の電子メールアドレス、件名、その他のオプションなどのパラ

メータのいずれかを使用して、保持ルールを設定できます。組織は、管理メールを

他の従業員の電子メールよりも長く保ちたい、または従業員に特定の件名のテ

キストを追加させたいと考える場合があります。

ビデオで手順を確認するには、「保持ルールを管理する方法」をクリックします。

保持ルールは特定のドメインに適用され、グローバルメールの保持設定を上書

きします。ルールがグローバルポリシーに一致する場合でも、管理者は常に保持

ルールを設定する必要があります。コンソールから、異なるパラメータに基づいて複

数の保持ルールを追加できます。システムは、適用される最長の保持ポリシーに

基づいてメッセージを保持します。

注：保持ルールは、保持ルールを設定した後にアーカイブされたメッセージに適用

されます。

たとえば、ドメインの一般的なルールを設定することから始めます。たとえば、ドメ

インの行に「<domain>.com」と入力し、保持する日数として 365 ( 1年間 ) を指定

します。残りのフィールドは空白のままにします。詳細は、1つのフィールドにのみ入

力できます。
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例外ルールを追加するには、フィールドに詳細を入力し、［メッセージを保持する

日数］に数字を入力して、［追加］をクリックします。

以下は、設定されているルールの概要です。保持ルールを削除することもできま

す。
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考慮事項

企業の保持期間ポリシーによって、電子メールがアーカイブに保持される期間が

定義されます。UDP Archiving では、Super Adminおよびマスタ管理者が電子メー

ル保持設定を設定します。責任は以下のように定義されます。

Super Adminはグローバル電子メール保持を設定します。

マスタ管理者は企業のポリシーに基づいて保持ルールを設定します。

保持ルールは電子メールメッセージの送信日に基づいて適用されます。このルー

ルはアーカイブされているすべての電子メールメッセージに適用されます。これに

は、移行およびインポートされた過去の電子メールメッセージが含まれます。

注：インポートまたは移行された電子メールメッセージは、電子メールメッセージ

の保存期間が電子メールメッセージに適用されている保持日数よりも短い場合

にのみアーカイブされ続けます。

例：

保持日数：3650 ( ～ 10年 )

現在日：2019年 8月 15日

2019年 8月 15日以降に送信された電子メールメッセージ：10年間保持さ

れます。
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2014年 8月 15日にインポートされた電子メールメッセージ：5年間保持され

ます。

2009年 8月 14日以前にインポートされた電子メールメッセージ：スケジュー

ルされた次のパージでパージされます

その他の考慮事項には、以下があります。

マスタ管理者が保持ルールを設定すると、グローバル電子メール保持設定

よりも優先されます。管理者が保持ポリシーを設定していない場合、デフォ

ルトでグローバル電子メール保持が適用されます。

多数の保持ルールを定義できますが、電子メールメッセージに適用される

のは最長のルールのみです。システムは、最長の保持ポリシーに基づいて電

子メールメッセージを保持します。

新しい保持ルールは、新しいルールの作成以降の電子メールメッセージに

のみ適用されます。新しいルールは既存のアーカイブされた電子メールメッ

セージには適用されません。

例：

最初、domain.com からのメッセージ 1のみがアーカイブされ、保持または

パージ日数は 3000日に設定されます。

その後、マスタ管理者は domain.com の企業ポリシーに基づいて、メッ

セージが 4000日間保持されるように保持ルールを作成します。

新しい保持ルールの作成以降、domain.com からの新しいメッセージが

アーカイブされると、保持またはパージ日数はデフォルトで 4000日に設

定されます。

注：メッセージ 1のパージ日数は 3000日のままであり、これらのメッセー

ジはマスタ管理者が保持ルールを 4000日として作成するより前にアーカ

イブされたため、変更されません。
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訴訟ホールド

組織では、訴訟ホールドは個々の電子メールアドレスに適用され、訴訟、規制

上の照会または社内レビュー中のすべてのメッセージが保持されます。訴訟ホー

ルドが設定されている場合、関連付けられているすべてのメッセージは最長保持

日に達した有効期限切れメッセージの通常のパージ中も削除されません。

管理者は、訴訟ホールドを使用して保留中の各従業員の電子メールアドレス

を追加できます。訴訟のためメッセージが決して削除されてはならない、または訴

訟ホールドになる従業員の電子メールアドレスを識別します。

訴訟ホールドのリストを以下に示します。すべてのメッセージは、訴訟ホールドが

解除されるまで保持されます。
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ライセンスの管理

管理者は、［ライセンス管理］タブを使用して従業員のライセンスを管理できま

す。管理者は、従業員にライセンスを割り当てたり、ライセンスを解除したりできま

す。

詳細な手順については、「Arcserve ライセンスユーザガイド」を参照してください。

ビデオで手順を確認するには、「UDP Archiving のライセンスを管理する方法」をク

リックします。
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第5章 : コンプライアンス担当者としてのArcserve UDP
Archivingの使用

コンプライアンス担当者役割は、コンプライアンス規制をサポートするためのポリ

シーを作成および管理するための柔軟性を提供します。コンプライアンス担当者

には、通常の監査役のすべての機能がありますが、追加で、スケジュールされた

パージ ポリシーを設定することができます。

このセクションには、以下のトピックが含まれます。

個人設定 122

検索 123

高度な検索 126

監査ログ 128

コンプライアンス担当者用の保存された検索 129

参照 130

タグ 131
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個人設定

個人設定を表示および変更するには、UDP Archiving コンソールで、右上隅のロ

グイン名の下にある［設定］をクリックします。［設定］ページには、以下の4つのセ

クションがあります。

アクセス設定：管理者が作成したアクセス詳細を表示できます。アクセスの

設定の詳細を変更することはできません。

プロファイル画像：プロファイル用に希望の画像をアップロードできます。

表示設定：ダッシュボードに表示される電子メールを管理できます。1つの

画面に表示できるメールの数を設定できます。電子メールの言語と日付形

式を設定することもできます。

注：［ページごとの結果］には、4つのオプション( 10、20、30、および 50) の1
つだけを選択できます。

パスワードの変更：パスワードを更新できます。このオプションは、最初のロ

グイン後に使用します。後で必要なときにパスワードを変更することもできま

す。
(missing or bad snippet)
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検索

従業員として UDP Archiving にログインすると、ダッシュボードが最初に表示されま

す。ランディングページは、左ペインで［検索］をクリックしたときに表示される画面

と同じです。簡易検索では、電子メールの［件名］および［本文］の内容が検索

されます。より詳細な検索を実行するには、［高度な検索］を使用します。

ビデオで手順を確認するには、「UDP Archiving で検索する方法」をクリックしま

す。

［検索］ページは、表示される情報ごとに 4つの部分に分かれています。

1. ヘッダ：検索および高度な検索の機能が含まれています。カンマ区切りの

テキスト、ブールコネクタ、およびワイルド カードなどの機能で、簡易検索お

よび高度な検索を実行できます。簡易検索では、検索語句とその結果を

保存することができます。高度な検索では、検索語句のみを保存すること
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ができます。

2. ボディ：アーカイブされたすべての電子メールおよびその詳細が表示されま

す。差出人と宛先のアドレス、メール受信日、件名、メッセージ サイズを含

む詳細です。一部の詳細は、シンボルでマークされます。たとえば、メールに

メモと添付ファイルが含まれている、またはタグが関連付けられている場合、

それぞれのメールはシンボル付きで表示されます。

3. フッタ：ダッシュボード ( または検索ページ) のこの領域には、電子メールに対

して実行する複数のオプションが含まれています。たとえば、すべてまたは一

部のメッセージを PDF または電子メールとしてダウンロードできます。また、1
つまたは複数の電子メールにタグを割り当てることができます。

4. 結果：ボディまたはフッタ領域で実行するすべてのアクションの結果を表示

します。たとえば、メッセージをクリックした場合、この領域に内容が表示さ

れます。表示されるメールメッセージにメモを追加することができます。フッタ

領域から電子メールをダウンロードする場合、この領域に進捗が表示され

ます。

ダッシュボードには、以下のような多くのオプションがあります。

メッセージを表示：メッセージの件名をクリックすると、検索結果の下にインラ

インでメッセージが表示されます。また、件名をダブルクリックすると、別のタブ

に全画面でメッセージが表示されます。右側にはアイコンが表示され、電

子メールに添付ファイル、メモ、タグがあるかどうかが示されます。メッセージ

はダウンロードまたは印刷できます。ヘッダのみを表示することもできます。

並べ替え：各列の見出しの隣の矢印アイコンをクリックすると、各列を並び

替えることができます。

表示するメッセージ：［設定］オプションから、表示するメッセージの数を調

整できます。

タグ：フッタ領域にタグ名を入力することで、1つまたは複数のメッセージを

選択してタグを適用できます( タグアイコンを参照 ) 。同じタグを持つすべて

のメッセージを検索するには、［高度な検索］をクリックします。左ペインで、

［参照］オプションをクリックして、登録済みのすべてのタグのリストを表示しま

す。

注：メッセージを開いた後に、メモを追加するか、既存のメモを使用できま

す。メモフィールドに名前を入力することでメモを適用します( メモアイコンを

参照 ) 。同じメモを持つすべてのメッセージを検索するには、［高度な検

索］をクリックします。すべての登録メモのリストを表示するには、左ペインで

［参照］オプションをクリックします。

Sort All Results by ( 次の基準ですべての結果を並べ替え) ：検索の完了

後、［Sort All Results by ( 次の基準ですべての結果を並べ替え) ］のドロップ
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ダウンオプションを使用して検索結果をさらにフィルタすることができます。使

用可能なオプションは、以下のとおりです。

日付：受信した電子メールの日付で並べ替えます。

差出人：送信者の電子メール ID で並べ替えます。

件名：電子メールメッセージの件名で並べ替えます。

メッセージ サイズ：メッセージのサイズで並べ替えます。
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高度な検索

高度な検索は、必要なものを正確に見つけるための追加のオプションを提供しま

す。クエリを入力するために、UDP Archiving でブールコネクタを使用できます。

ビデオで手順を確認するには、「UDP Archiving で検索する方法」をクリックしま

す。

高度な検索を選択すると、フィールドの拡張セットが表示されます。1つまたは複

数のフィールドに対してクエリを行って検索を実行できます。

注：検索条件のクエリ名も保存できます。フィールドに入力した後、［ 検索］をク

リックする前に［高度な検索を保存］をクリックします。

差出人の電子メール

送信者の電子メールアドレスを使用して検索できます。

宛先の電子メール
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受信者の電子メールアドレスを使用して検索できます。

件名

電子メールメッセージの件名のテキストを使用して検索できます。

本文

電子メールメッセージの本文のテキストを使用して検索できます。

タグ

既存のタグを表示するドロップダウンオプションを使用して検索できます。

Notes

既存のメモを表示するドロップダウンオプションを使用して検索できます。

ランダムサンプル

利用可能な電子メールを希望の割合で検索できます。たとえば、ランダムサ

ンプルとして 10 ( %) を入力し、関連する利用可能な結果数が 150個ある

場合、利用可能な全結果中 15個のみが検索結果として表示されます。

添付ファイル

添付ファイルの種類によって電子メールを検索できます。

開始日および終了日

特定の日付範囲を使用して検索できます。

Sort All Results by ( 次の基準ですべての結果を並べ替え) ：検索の完了後、

［Sort All Results by ( 次の基準ですべての結果を並べ替え) ］のドロップダウンオプ

ションを使用して検索結果をさらにフィルタすることができます。使用可能なオプ

ションは、以下のとおりです。

日付：受信した電子メールの日付で並べ替えます。

差出人：送信者の電子メール ID で並べ替えます。

件名：電子メールメッセージの件名で並べ替えます。

メッセージ サイズ：メッセージのサイズで並べ替えます。
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監査ログ

監査ログを使用すると、コンプライアンス担当者はそれぞれのアーカイブされた電

子メールメッセージで実行されたアクションを確認し、必要に応じてエクスポートす

ることができます。
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コンプライアンス担当者用の保存された検索

コンプライアンス担当者用の保存された検索

左ペインで、［保存した検索内容］をクリックすると、過去に保存したすべての簡

易検索または高度な検索が表示されます。［保存した検索内容］ページでは、

過去に実行した簡易検索または高度な検索から保存したクエリ名で検索内容

のリストが表示されます。保存した検索をクリックすると、フィールドに値が再度

入力され、過去に実行したとおりに検索が実行されます。

注：高度な検索では、結果ではなく検索条件のみを保存できます。

削除：クエリ名に対する［削除］をクリックすると、保存した検索内容のリストから

検索クエリを削除できます。
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参照

［参照］ページでは、訴訟ホールドの概要、作成されたすべてのタグ、およびメッ

セージに適用されたメモを提供します。左ペインから、［参照］をクリックしてこの

ページにアクセスします。参照は、UDP Archiving の検索と管理に役立ちます。

注：［参照］ページには、情報のみが表示されます。表示されている用語をクリッ

クすることはできません。

訴訟ホールド

管理者が訴訟ホールドのために指定したすべての電子メールアドレスが表示

されます。

タグ

メッセージ用に作成したすべてのタグが表示されます。

Notes

メッセージに追加したすべてのメモが表示されます。
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タグ

このページには、メッセージに添付されているすべてのタグが表示されます。ページ

では、タグを表示 /編集および削除できます。

既存のタグを削除するには、タグのチェックボックスをクリックし、そのタグに対して

配置されている［タグの削除］をクリックします。タグを削除すると、すべての添付

メッセージからタグが削除されます。

タグのすべてのメッセージを表示する、説明を追加または変更する、およびパージ

をスケジュールするには、そのタグに対して配置されている［表示/編集］をクリック

します。

重要：

タグをパージするには、関連するメッセージを選択する必要があります。パージした

後は、メッセージを取得できません。

訴訟ホールドに設定された、または別のタグに関連付けられたメッセージをパージ

することはできません。

詳細については、タグにメッセージを追加する方法またはタグからメッセージを削除

する方法を参照してください。
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第6章 : 監査役としてのArcserve UDP Archivingの使

用

監査役の役割は、組織のすべてのメッセージにアクセスする必要がある個人向け

に設計されています。監査役には、内部のコンプライアンス担当者、人事管理

者、内部または外部の法律顧問がなることができます。各メッセージが企業レ

コードとして保持され、送信または受信されるすべてのメッセージが取得されま

す。受信後、メッセージは検索可能なレコードの一部としてインデックスが付けら

れ( 添付ファイルを含む) 、ポリシーが適用されます。たとえば、会社のシステム管

理者によって設定された保持ルール、例外ルール、訴訟ホールドなどです。

このセクションには、以下のトピックが含まれます。

個人設定 134

検索 135

高度な検索 138

監査役のための保存された検索 140

監査ログ 141

参照 142

タグ 143
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個人設定

個人設定を表示および変更するには、UDP Archiving コンソールで、右上隅のロ

グイン名の下にある［設定］をクリックします。［設定］ページには、以下の4つのセ

クションがあります。

アクセス設定：管理者が作成したアクセス詳細を表示できます。アクセスの

設定の詳細を変更することはできません。

プロファイル画像：プロファイル用に希望の画像をアップロードできます。

表示設定：ダッシュボードに表示される電子メールを管理できます。1つの

画面に表示できるメールの数を設定できます。電子メールの言語と日付形

式を設定することもできます。

注：［ページごとの結果］には、4つのオプション( 10、20、30、および 50) の1
つだけを選択できます。

パスワードの変更：パスワードを更新できます。このオプションは、最初のロ

グイン後に使用します。後で必要なときにパスワードを変更することもできま

す。
(missing or bad snippet)
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検索

従業員として UDP Archiving にログインすると、ダッシュボードが最初に表示されま

す。ランディングページは、左ペインで［検索］をクリックしたときに表示される画面

と同じです。簡易検索では、電子メールの［件名］および［本文］の内容が検索

されます。より詳細な検索を実行するには、［高度な検索］を使用します。

ビデオで手順を確認するには、「UDP Archiving で検索する方法」をクリックしま

す。

［検索］ページは、表示される情報ごとに 4つの部分に分かれています。

1. ヘッダ：検索および高度な検索の機能が含まれています。カンマ区切りの

テキスト、ブールコネクタ、およびワイルド カードなどの機能で、簡易検索お

よび高度な検索を実行できます。簡易検索では、検索語句とその結果を

保存することができます。高度な検索では、検索語句のみを保存すること
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ができます。

2. ボディ：アーカイブされたすべての電子メールおよびその詳細が表示されま

す。差出人と宛先のアドレス、メール受信日、件名、メッセージ サイズを含

む詳細です。一部の詳細は、シンボルでマークされます。たとえば、メールに

メモと添付ファイルが含まれている、またはタグが関連付けられている場合、

それぞれのメールはシンボル付きで表示されます。

3. フッタ：ダッシュボード ( または検索ページ) のこの領域には、電子メールに対

して実行する複数のオプションが含まれています。たとえば、すべてまたは一

部のメッセージを PDF または電子メールとしてダウンロードできます。また、1
つまたは複数の電子メールにタグを割り当てることができます。

4. 結果：ボディまたはフッタ領域で実行するすべてのアクションの結果を表示

します。たとえば、メッセージをクリックした場合、この領域に内容が表示さ

れます。表示されるメールメッセージにメモを追加することができます。フッタ

領域から電子メールをダウンロードする場合、この領域に進捗が表示され

ます。

ダッシュボードには、以下のような多くのオプションがあります。

メッセージを表示：メッセージの件名をクリックすると、検索結果の下にインラ

インでメッセージが表示されます。また、件名をダブルクリックすると、別のタブ

に全画面でメッセージが表示されます。右側にはアイコンが表示され、電

子メールに添付ファイル、メモ、タグがあるかどうかが示されます。メッセージ

はダウンロードまたは印刷できます。ヘッダのみを表示することもできます。

並べ替え：各列の見出しの隣の矢印アイコンをクリックすると、各列を並び

替えることができます。

表示するメッセージ：［設定］オプションから、表示するメッセージの数を調

整できます。

タグ：フッタ領域にタグ名を入力することで、1つまたは複数のメッセージを

選択してタグを適用できます( タグアイコンを参照 ) 。同じタグを持つすべて

のメッセージを検索するには、［高度な検索］をクリックします。左ペインで、

［参照］オプションをクリックして、登録済みのすべてのタグのリストを表示しま

す。

注：メッセージを開いた後に、メモを追加するか、既存のメモを使用できま

す。メモフィールドに名前を入力することでメモを適用します( メモアイコンを

参照 ) 。同じメモを持つすべてのメッセージを検索するには、［高度な検

索］をクリックします。すべての登録メモのリストを表示するには、左ペインで

［参照］オプションをクリックします。

Sort All Results by ( 次の基準ですべての結果を並べ替え) ：検索の完了

後、［Sort All Results by ( 次の基準ですべての結果を並べ替え) ］のドロップ
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検索

ダウンオプションを使用して検索結果をさらにフィルタすることができます。使

用可能なオプションは、以下のとおりです。

日付：受信した電子メールの日付で並べ替えます。

差出人：送信者の電子メール ID で並べ替えます。

件名：電子メールメッセージの件名で並べ替えます。

メッセージ サイズ：メッセージのサイズで並べ替えます。
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高度な検索

高度な検索

高度な検索は、必要なものを正確に見つけるための追加のオプションを提供しま

す。クエリを入力するために、UDP Archiving でブールコネクタを使用できます。

ビデオで手順を確認するには、「UDP Archiving で検索する方法」をクリックしま

す。

高度な検索を選択すると、フィールドの拡張セットが表示されます。1つまたは複

数のフィールドに対してクエリを行って検索を実行できます。

注：検索条件のクエリ名も保存できます。フィールドに入力した後、［ 検索］をク

リックする前に［高度な検索を保存］をクリックします。

差出人の電子メール

送信者の電子メールアドレスを使用して検索できます。

宛先の電子メール
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高度な検索

受信者の電子メールアドレスを使用して検索できます。

件名

電子メールメッセージの件名のテキストを使用して検索できます。

本文

電子メールメッセージの本文のテキストを使用して検索できます。

タグ

既存のタグを表示するドロップダウンオプションを使用して検索できます。

Notes

既存のメモを表示するドロップダウンオプションを使用して検索できます。

ランダムサンプル

利用可能な電子メールを希望の割合で検索できます。たとえば、ランダムサ

ンプルとして 10 ( %) を入力し、関連する利用可能な結果数が 150個ある

場合、利用可能な全結果中 15個のみが検索結果として表示されます。

添付ファイル

添付ファイルの種類によって電子メールを検索できます。

開始日および終了日

特定の日付範囲を使用して検索できます。

Sort All Results by ( 次の基準ですべての結果を並べ替え) ：検索の完了後、

［Sort All Results by ( 次の基準ですべての結果を並べ替え) ］のドロップダウンオプ

ションを使用して検索結果をさらにフィルタすることができます。使用可能なオプ

ションは、以下のとおりです。

日付：受信した電子メールの日付で並べ替えます。

差出人：送信者の電子メール ID で並べ替えます。

件名：電子メールメッセージの件名で並べ替えます。

メッセージ サイズ：メッセージのサイズで並べ替えます。
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監査役のための保存された検索

監査役のための保存された検索

左ペインで、［保存した検索内容］をクリックすると、過去に保存したすべての簡

易検索または高度な検索が表示されます。［保存した検索内容］ページでは、

過去に実行した簡易検索または高度な検索から保存したクエリ名で検索内容

のリストが表示されます。保存した検索をクリックすると、フィールドに値が再度

入力され、過去に実行したとおりに検索が実行されます。

注：高度な検索では、結果ではなく検索条件のみを保存できます。

削除：クエリ名に対する［削除］をクリックすると、保存した検索内容のリストから

検索クエリを削除できます。
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監査ログ

監査ログ

監査ログを使用すると、監査役はそれぞれのアーカイブされた電子メールメッセー

ジで実行されたアクションを確認し、必要に応じてエクスポートすることができま

す。
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参照

参照

［参照］ページでは、訴訟ホールドの概要、作成されたすべてのタグ、およびメッ

セージに適用されたメモを提供します。左ペインから、［参照］をクリックしてこの

ページにアクセスします。参照は、UDP Archiving の検索と管理に役立ちます。

注：［参照］ページには、情報のみが表示されます。表示されている用語をクリッ

クすることはできません。

訴訟ホールド

管理者が訴訟ホールドのために指定したすべての電子メールアドレスが表示

されます。

タグ

メッセージ用に作成したすべてのタグが表示されます。

Notes

メッセージに追加したすべてのメモが表示されます。
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タグ

タグ

このページには、メッセージに添付されているすべてのタグが表示されます。この

ページでは、タグを追加したり、既存のタグを表示 /編集および削除したりできま

す。

既存のタグを削除するには、タグのチェックボックスをクリックし、そのタグに対して

配置されている［タグの削除］をクリックします。タグを削除すると、すべての添付

メッセージからタグが削除されます。

そのタグのすべてのメッセージを表示する、および説明を追加または変更するに

は、そのタグに対して配置されている［表示/編集］をクリックします。

詳細については、タグにメッセージを追加する方法、またはタグを表示 /編集、ま

たは削除する方法を参照してください。
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第7章 : 従業員として UDP Archivingを使用する

管理者は、UDP Archiving を使用するためのアクセス権を従業員に提供します。

一部の従業員には、グループマネージャの役割も割り当てられます。アクセス権

の種類に応じて、従業員は以下を表示できます。

自分のメッセージ。

すべてのグループメンバーのメッセージ。

注：他のユーザのメッセージを表示するには、管理者はグループマネージャ

の役割を従業員に割り当てる必要があります。

従業員は、WebインターフェースまたはOutlookのフォルダを介してシステムにアク

セスできます。UDP Archiving にアクセスすると、従業員はダッシュボードにアクセス

します。従業員は、検索機能を使用して、自分のメッセージまたはグループメン

バのメッセージを検索できます。

このセクションには、以下のトピックが含まれます。

個人設定 146

検索 147

高度な検索 150

保存した検索内容 152

従業員のための参照 153
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個人設定

個人設定

個人設定を表示および変更するには、UDP Archiving コンソールで、右上隅のロ

グイン名の下にある［設定］をクリックします。［設定］ページには、以下の4つのセ

クションがあります。

アクセス設定：管理者が作成したアクセス詳細を表示できます。アクセスの

設定の詳細を変更することはできません。

プロファイル画像：プロファイル用に希望の画像をアップロードできます。

表示設定：ダッシュボードに表示される電子メールを管理できます。1つの

画面に表示できるメールの数を設定できます。電子メールの言語と日付形

式を設定することもできます。

注：［ページごとの結果］には、4つのオプション( 10、20、30、および 50) の1
つだけを選択できます。

パスワードの変更：パスワードを更新できます。このオプションは、最初のロ

グイン後に使用します。後で必要なときにパスワードを変更することもできま

す。
(missing or bad snippet)
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検索

検索

従業員として UDP Archiving にログインすると、ダッシュボードが最初に表示されま

す。ランディングページは、左ペインで［検索］をクリックしたときに表示される画面

と同じです。簡易検索では、電子メールの［件名］および［本文］の内容が検索

されます。より詳細な検索を実行するには、［高度な検索］を使用します。

ビデオで手順を確認するには、「UDP Archiving で検索する方法」をクリックしま

す。

［検索］ページは、表示される情報ごとに 4つの部分に分かれています。

1. ヘッダ：検索および高度な検索の機能が含まれています。カンマ区切りの

テキスト、ブールコネクタ、およびワイルド カードなどの機能で、簡易検索お

よび高度な検索を実行できます。簡易検索では、検索語句とその結果を

保存することができます。高度な検索では、検索語句のみを保存すること

ができます。
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検索

2. ボディ：アーカイブされたすべての電子メールおよびその詳細が表示されま

す。差出人と宛先のアドレス、メール受信日、件名、メッセージ サイズを含

む詳細です。一部の詳細は、シンボルでマークされます。たとえば、メールに

メモと添付ファイルが含まれている、またはタグが関連付けられている場合、

それぞれのメールはシンボル付きで表示されます。

3. フッタ：ダッシュボード ( または検索ページ) のこの領域には、電子メールに対

して実行する複数のオプションが含まれています。たとえば、すべてまたは一

部のメッセージを PDF または電子メールとしてダウンロードできます。また、1
つまたは複数の電子メールにタグを割り当てることができます。

4. 結果：ボディまたはフッタ領域で実行するすべてのアクションの結果を表示

します。たとえば、メッセージをクリックした場合、この領域に内容が表示さ

れます。表示されるメールメッセージにメモを追加することができます。フッタ

領域から電子メールをダウンロードする場合、この領域に進捗が表示され

ます。

ダッシュボードには、以下のような多くのオプションがあります。

メッセージを表示：メッセージの件名をクリックすると、検索結果の下にインラ

インでメッセージが表示されます。また、件名をダブルクリックすると、別のタブ

に全画面でメッセージが表示されます。右側にはアイコンが表示され、電

子メールに添付ファイル、メモ、タグがあるかどうかが示されます。メッセージ

はダウンロードまたは印刷できます。ヘッダのみを表示することもできます。

並べ替え：各列の見出しの隣の矢印アイコンをクリックすると、各列を並び

替えることができます。

表示するメッセージ：［設定］オプションから、表示するメッセージの数を調

整できます。

タグ：フッタ領域にタグ名を入力することで、1つまたは複数のメッセージを

選択してタグを適用できます( タグアイコンを参照 ) 。同じタグを持つすべて

のメッセージを検索するには、［高度な検索］をクリックします。左ペインで、

［参照］オプションをクリックして、登録済みのすべてのタグのリストを表示しま

す。

注：メッセージを開いた後に、メモを追加するか、既存のメモを使用できま

す。メモフィールドに名前を入力することでメモを適用します( メモアイコンを

参照 ) 。同じメモを持つすべてのメッセージを検索するには、［高度な検

索］をクリックします。すべての登録メモのリストを表示するには、左ペインで

［参照］オプションをクリックします。

Sort All Results by ( 次の基準ですべての結果を並べ替え) ：検索の完了

後、［Sort All Results by ( 次の基準ですべての結果を並べ替え) ］のドロップ
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検索

ダウンオプションを使用して検索結果をさらにフィルタすることができます。使

用可能なオプションは、以下のとおりです。

日付：受信した電子メールの日付で並べ替えます。

差出人：送信者の電子メール ID で並べ替えます。

件名：電子メールメッセージの件名で並べ替えます。

メッセージ サイズ：メッセージのサイズで並べ替えます。
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高度な検索

高度な検索

高度な検索では、従業員は複数のオプションを使用して電子メールを検索でき

ます。また、従業員は、［高度な検索］オプションを使用してグループにアクセスす

ることもできます。検索語句を入力するために、UDP Archiving でブールコネクタを

使用できます。

ビデオで手順を確認するには、「UDP Archiving で検索する方法」をクリックしま

す。

高度な検索を選択すると、フィールドの拡張セットが表示されます。1つまたは複

数のフィールドに対してクエリを行って検索を実行できます。

注：検索条件のクエリ名も保存できます。フィールドに入力した後、［ 検索］をク

リックする前に［高度な検索を保存］をクリックします。

差出人の電子メール

送信者の電子メールアドレスを使用して検索できます。
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高度な検索

宛先の電子メール

受信者の電子メールアドレスを使用して検索できます。

件名

電子メールメッセージの件名のテキストを使用して検索できます。

本文

電子メールメッセージの本文のテキストを使用して検索できます。

タグ

既存のタグを表示するドロップダウンオプションを使用して検索できます。

Notes

既存のメモを表示するドロップダウンオプションを使用して検索できます。

添付ファイル

添付ファイルの種類によって電子メールを検索できます。

開始日および終了日

特定の日付範囲を使用して検索できます。

グループ

特定のグループの電子メールを検索できます。

Sort All Results by ( 次の基準ですべての結果を並べ替え) ：検索の完了後、

［Sort All Results by ( 次の基準ですべての結果を並べ替え) ］のドロップダウンオプ

ションを使用して検索結果をさらにフィルタすることができます。使用可能なオプ

ションは、以下のとおりです。

日付：受信した電子メールの日付で並べ替えます。

差出人：送信者の電子メール ID で並べ替えます。

件名：電子メールメッセージの件名で並べ替えます。

メッセージ サイズ：メッセージのサイズで並べ替えます。
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保存した検索内容

保存した検索内容

左ペインで、［保存した検索内容］をクリックすると、過去に保存したすべての簡

易検索または高度な検索が表示されます。［保存した検索内容］ページでは、

過去に実行した簡易検索または高度な検索から保存したクエリ名で検索内容

のリストが表示されます。保存した検索をクリックすると、フィールドに値が再度

入力され、過去に実行したとおりに検索が実行されます。

注：高度な検索では、結果ではなく検索条件のみを保存できます。

削除：クエリ名に対する［削除］をクリックすると、保存した検索内容のリストから

検索クエリを削除できます。
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従業員のための参照

従業員のための参照

［参照］ページでは、既存のグループリスト、作成されたタグ、およびすでにメッセー

ジに追加されているメモの概要が表示されます。左ペインから、［参照］をクリック

してこのページにアクセスします。参照は、UDP Archiving の検索と管理に役立ち

ます。

注：［参照］ページには、情報のみが表示されます。表示されている用語をクリッ

クすることはできません。

グループリスト

管理者が従業員を追加したすべてのグループの名前が表示されます。

タグ

メッセージ用に作成したすべてのタグが表示されます。

Notes

メッセージに追加したすべてのメモが表示されます。
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第8章 : UDP Archivingの操作

このセクションには以下のトピックが含まれます。

Outlookプラグインとして UDP Archivingを追加する方法 156

UDP Linux Agent を使用して UDP Archivingを保護する方法 161

UDP Archivingサーバのホスト名を変更する方法 187

エージェントレスバックアップを使用して UDP Archivingを保護する方法 188

UDP Archivingを使用してユーザプライバシーを保護する方法 189

監査役 197

従業員 202
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OutlookプラグインとしてUDP Archiving を追加する方法

Outlook プラグインとして UDP Archivingを追加する方

法

UDP Archiving では、Microsoft Outlookから直接アクセスすることができます。コン

ピュータにプラグインをインストールすると、UDP Archiving コンソールを開かずに有

効なユーザのアーカイブされた電子メールにアクセスしてインポートすることができま

す。Outlookから直接コンソールを起動することもできます。

ビデオで手順を確認するには、「Outlookプラグインとして UDP Archiving を追加す

る方法」をクリックします。

前提条件 :

.NET framework 4.5.2 ( ダウンロードするには、リンクをクリックします)

Office Runtime 用のVisual Studio 2010 Tools ( ダウンロードするには、リンクを

クリックします)

注：コンポーネントがインストールされていないことを検出すると、プラグイン

インストーラはコンポーネントを自動的にインストールします。ただし、

Windows 7またはそれ以前のエディションでは、依存関係を手動でインス

トールする必要があります。

Windows 7以降および .Net Framework 4.5.2

Windows Server 2012以降のバージョン

Microsoft Office 2010以降のバージョン

以下の手順に従います。

1. UDP Archiving プラグイン .exe ファイルをインストールします。

利用可能な Outlookのバージョン( x-86または x-64) に従ってプラグインのオ

プションを選択します。

注：管理者にプラグインを要求してください。

2. プラグインをインストールした後に、Outlookを開きます。

Outlook メニューには、アドインがタブとして表示されます。

3. アドインをクリックします。
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UDP Archiving プラグイン用のアドインは、Arcserve および検索のアイコンを

表示します。

Arcserve

［設定］で指定した UDP Archiving URL のログインページに移動します。

資格情報とログイン情報を入力します。

検索

Arcserve UDP Archiving ダイアログボックスを開くと、［設定］と［検索］の

2つのタブが表示されます。初めてのユーザは、［設定］を使用して詳

細を入力する必要があります。

4. ［設定］をクリックし、以下の詳細を入力します。

UDP Archiving アドレス

UDP Archiving にアクセスするためのURL を入力します。

電子メール

表示してダウンロードする電子メールメッセージのユーザの電子メールを

入力します。

パスワード

指定した電子メールのパスワードを入力します。
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5. ［テスト］をクリックします。

有効な詳細情報には、以下のメッセージが表示されます。

ログインに成功しました。

6. ［保存］をクリックします。

以下のメッセージは、入力した電子メール ID のメッセージを検索してアクセ

スできるということを確認します。

正常に保存されました。

UDP Archiving プラグインがOutlook用に設定されます。これで、電子メール

の検索を開始できます。

7. ［検索］タブをクリックします。

画面には、電子メールを検索する複数のパラメータが含まれています。

注：従業員は自分の電子メールにアクセスできますが、監査役はすべての

電子メールメッセージにアクセスできます。
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8. ［検索］画面で、1つ以上のパラメータを選択して［検索］をクリックします。

一致の結果が、［検索結果］ダイアログボックスに表示されます。すべてま

たは一部のメッセージをインポートすることができます。

注：最新の1000件の結果のみが表示されます。
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9. ［すべてをインポート］をクリックするか、いくつかのメールを選択して［選択項

目をインポート］をクリックします。

確認メッセージが表示され、電子メールはUDP Archiving という名前のフォ

ルダにインポートされます。フォルダはデフォルトで作成されます。
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UDP Linux Agentを使用して UDP Archivingを保護す

る方法

UDP Linux エージェントを使用して、UDP Archiving サーバを保護することができま

す。UDP Archiving マシンがUDPによって保護されると、クラッシュ時や状況によっ

てマシンの接続が失われたときにマシンを復旧できます。以下のバックアップ先が

サポートされています。

RPS ( デデュプリケーションデータストア/非デデュプリケーションデータストア)

CIFS

UDP Archiving を保護するには、以下の手順を実行します。

前提条件と考慮事項の確認

Linux ノードとして UDPアーカイブを追加

バックアッププランの作成および実行

ベアメタル復旧 ( BMR) の実行
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前提条件と考慮事項の確認

前提条件：

Arcserve UDP v6.5 Update 1は、UDP Archiving コンピュータがクライアントとし

て機能するコンソール/サーバにインストールします。

Arcserve UDP Linux エージェントは、2つのオプション( ［Linux バックアップサー

バの追加］または［UDP Archiving ノードの追加］) のいずれかを使用して

UDP Archiving マシンを追加する場合、UDP Archiving マシンにインストールし

ます。

Arcserve UDP Linux エージェントをインストールするには、リンクをクリックしま

す。

BMR を実行するには、ご使用のマシンに 1024 MB 以上の空きメモリが Live
CD を起動して実行するために必要です。

CIFSユーティリティは、バックアップを実行する UDP Archiving ノードにインス

トールします。

注：apt-get install cifs-utilsコマンドを使用してユーティリティをインストール

します。

Linux バックアッププロキシ。

注：Arcserve UDP Linux バックアップサーバのすべてのサポート対象プラット

フォームをサポートしています。

考慮事項 :

Linux ノードを追加する前に、Linux バックアップサーバが利用可能にする必

要があります。

エージェントレスバックアップは、VMware とHyper-Vの両方でサポートされて

います。詳細については、Arcserve UDP v6.5 Update 1互換性マトリックスを

参照してください。コンポーネントの選択ドロップダウンオプションで、ホスト

ベースのエージェントレスバックアップでサポートされるハイパーバイザを選択

します。

162 Arcserve® UDP Archiving管理者ガイド

http://documentation.arcserve.com/Arcserve-UDP/Available/v6.5/JPN/Bookshelf_Files/HTML/Agent Online Help Linux/default.htm#AgentforLinuxUserGuide/udpl_install_chap.htm
https://arcserve.zendesk.com/hc/en-us/articles/212366726


UDP Linux Agent を使用してUDP Archiving を保護する方法

Linux ノードとして UDP アーカイブを追加

UDPアーカイブを保護するための主要な要件は、ノードの作成とバックアップジョブ

の実行です。Arcserve UDPコンソールに Linux ノードとして追加するには、UDP
Archiving のSuper Adminの認証情報を使用します。

重要：Linux ノードを追加する前に、まず Linux バックアップサーバを追加します。

以下の手順に従います。

1. Linux バックアップサーバノードを追加するには、以下の手順に従います。

a. UDPコンソールv6.5 Update 1で、［ノードの追加］をクリックします。

b. ［ノードの追加］ダイアログボックスで、［Linux バックアップサーバノード

の追加］を選択します。

c. 詳細を入力して追加します。

第8章: UDP Archivingの操作 163



UDP Linux Agent を使用してUDP Archiving を保護する方法

バックアップ：エージェントベース Linux タスクから Linux バックアップサー

バノードを追加すると、プランの設定中に以下のダイアログボックスが

表示されます。

選択したオプションの詳細が表示されます。

BMR を実行する場合にのみ、Arcserve UDPコンソールv6.5 Update 1
から Linux バックアップサーバにログインすることができます。

2. Linux ノードを追加するには、以下の手順を実行します。

a. UDPコンソールv6.5 Update 1で、［ノードの追加］をクリックします。

b. ［ノードの追加］ダイアログボックスで、［Linux ノードの追加］を選択し

ます。
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c. UDP Archiving Super Adminの詳細を入力して、ノードを追加します。
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バックアッププランの作成および実行

ノードを保護するには、プランの作成が必要です。Linux ノードのバックアッププラン

はバックアップタスクから構成されます。このバックアップタスクでは、保護するノー

ド、バックアップ先およびバックアップスケジュールを指定できます。UDP Archiving を

保護するためにサポートされているバックアップ先は、復旧ポイント サーバのデータ

ストア、またはWindowsまたはNAS上のCIFSバックアップ先です。

このセクションには以下のトピックが含まれます。

バックアッププランの追加

ソースの指定

デスティネーションの指定

スケジュールの指定

拡張設定の指定

手動バックアップの実行

バックアップの検証

トラブルシューティング：ジョブステータス、ジョブ履歴、およびアクティビティロ

グが表示されない
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バックアッププランの追加

バックアッププランには、UDP Archiving ノードのバックアップを実行し、指定されたサ

ポート対象のデスティネーションにデータを保存するバックアップタスクが含まれま

す。

以下の手順に従います。

1. ［リソース］タブをクリックします。

2. 左ペインから、［プラン］に移動し、［すべてのプラン］をクリックします。

ユーザがプランを追加している場合、これらのプランは中央のペインに表示

されます。

3. 中央のペインで［プランの追加］をクリックします。

［プランの追加］ページが開きます。

4. プラン名を入力します。

5. ( オプション) ［このプランを一時停止］チェックボックスを選択します。

チェックボックスをオフにしてプランを再開するまで、プランは実行されません。

注：プランが一時停止された場合、実行中のジョブは一時停止されませ

ん。そのプランに関連付けられたすべての対応するスケジュール済みジョブは

一時停止されます。ただし、一時停止中のジョブを手動で実行することが

できます。たとえば、ノードに対するバックアップジョブは、それぞれ該当する

プランが一時停止されている場合でも、手動で実行できます。プランを再

開しても、保留中のジョブがすぐに再開されることはありません。プランの再

開後、次にスケジュールされている時刻から保留中のジョブが実行されま

す。

6. ［タスクの種類］ドロップダウンメニューで、［バックアップ：エージェントベース

Linux］を選択します。

［ソース］、［デスティネーション］、［スケジュール］、および［拡張］の設定を指定し

ます。
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ソースの指定

［ソース］ページでは、保護するソースノードを指定できます。プランには複数の

ノードを選択できます。まだノードをコンソールに追加していない場合、［ソース］

ページからノードを追加できます。

注：どんなソースノードも追加せずにプランを保存できますが、プランはノードを追

加しないかぎり配備されません。

以下の手順に従います。

1. ［ソース］タブをクリックします。

2. ドロップダウンリストから［Linux バックアップサーバ］を選択します。

3. ( オプション) ［追加］をクリックして、新しい Linux バックアップサーバをリストに

追加します。

4. ［ノードの追加］をクリックして、以下のいずれかのオプションを選択します。

保護するノードの選択

［保護するノードの選択］ダイアログボックスが開き、表示されるリストか

らノードを選択できます。ノードをすでにコンソールに追加している場合

は、このオプションを選択してください。

Linux ノードの追加

［Arcserve UDPコンソールへのノード追加］ダイアログボックスが表示され

ます。このオプションを選択し、保護するノードを手動で追加します。

5. ［利用可能なノード］列からノードを選択し、［すべてのノードの追加］また

は［選択したノードの追加］ボタンをクリックします。

選択したノードは［選択したノード］列に表示されます。

6. ［OK］ボタンをクリックして、ダイアログボックスを閉じます。

7. ( オプション) 以下のオプションの詳細を指定します。

バックアップ用のフィルタボリューム

ドロップダウンリストから［Include ( 含める) ］または［Exclude ( 除外す

る) ］のいずれかを選択します。［Include ( 含める) ］は、指定されたボ

リュームのみをバックアップに含めることを指定します。指定されていない

ボリュームはいずれもバックアップされません。［Exclude ( 除外する) ］は、

バックアップから除外するボリュームを指定します。

除外されるファイル/フォルダ
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一覧表示されたすべてのノードに対し、バックアップしないファイルやフォ

ルダを指定します。バックアップしないファイルやフォルダが複数個ある場

合は、コロン( :) で区切って指定します。除外するファイルおよびフォルダ

のフルパスを指定します。

ソースが指定されます。
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デスティネーションの指定

送信先はバックアップデータを保存する場所です。少なくともプランを保存するた

めのデスティネーションを指定する必要があります。

以下の手順に従います。

1. ［デスティネーション］タブをクリックします。

2. 以下のディスティネーションの種類から 1つを選択します。

ローカルディスクまたは共有フォルダ

バックアップデータがローカルディスクに保存されるのか、共有フォルダに

保存されるのかを指定します。

Arcserve UDP 復旧ポイント サーバ

バックアップ先が復旧ポイント サーバであることを表します。このオプション

を選択すると、データは復旧ポイントとして保存されます。データを復旧

セットとして保存できません。

3. ［ローカルディスクまたは共有フォルダ］を選択した場合は、以下の詳細を

指定します。

［CIFS共有］を選択している場合は、以下の形式でバックアップ先の

詳細を入力します。

//ホスト名 /share_folder

注：共有フォルダ名に空白を含めることはできません。

Arcserve は、現時点でWindowsおよび NAS上のCIFSデスティネー

ションへのUDP Archiving ノードの保護をサポートしています。

a. ［圧縮］ドロップダウンリストから圧縮レベルを選択し、バックアッ

プに使用される圧縮の種類を指定します。

標準圧縮

このオプションを使用すると、CPU使用率とディスク容量使

用率のバランスを適度に調節します。この圧縮はデフォルト

の設定です。

最大圧縮

このオプションを使用すると、CPU使用率が最も高くなりま

す( 最も低速で動作します) 。ただし、ディスク容量の使用

率は、最小になります。
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b. ［暗号化アルゴリズム］ドロップダウンリストからアルゴリズムを選

択し、必要な場合は、暗号化パスワードを入力します。

c. バックアップに使用する暗号化アルゴリズムの種類を選択しま

す。

d. データの暗号化とは、解読メカニズムがなければ理解できない

形式にデータを変換することです。Arcserve UDPエージェント

( Linux) のデータ保護ソリューションでは、安全な AES ( Advanced
Encryption Standard) 暗号化アルゴリズムを使用し、指定した

データに対して最大限のセキュリティおよびプライバシーを確保し

ます。

フルバックアップと関連するすべての増分バックアップで同

じ暗号化アルゴリズムを使用する必要があります。

増分バックアップの暗号化アルゴリズムが変更された場

合、フルバックアップを実行する必要があります。

たとえば、アルゴリズム形式を変更して増分バックアップを実行

すると、バックアップの種類は自動的にフルバックアップに切り替

わります。

e. 暗号化アルゴリズムを選択した場合は、暗号化パスワードを指

定 ( および確認 ) する必要があります。

暗号化パスワードは最大 23文字に制限されています。

フルバックアップと関連するすべての増分バックアップでは、

データの暗号化に同じパスワードを使用します。

4. デスティネーションの種類として Arcserve UDP復旧ポイント サーバを選択し

た場合は、以下の詳細を指定します。

a. 復旧ポイント サーバを選択します。

b. データストアを選択します。指定された復旧ポイント サーバで作成さ

れるデータストアをすべて示すリストが表示されます。

c. セッションパスワードを入力します。バックアップ先が、暗号化されてい

ない RPSデータストアの場合、セッションパスワードはオプションです。

d. セッションパスワードを確認します。

デスティネーションが指定されます。

第8章: UDP Archivingの操作 171



UDP Linux Agent を使用してUDP Archiving を保護する方法

スケジュールの指定

［スケジュール］タブで、実行するジョブのスケジュールを指定します。
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拡張設定の指定

拡張設定では、プランに追加の設定を含めることができます。該当するオプション

を含めてください。
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手動バックアップの実行

通常、バックアップは自動的に実行され、スケジュール設定によって制御されま

す。手動バックアップは、必要に応じてノードをバックアップするためのオプションを

提供します。

以下の手順に従います。

1. コンソールから［リソース］タブをクリックします。

ノードは中央のペインに表示されます。

2. バックアップの対象で、プランが割り当てられているノードを選択します。

3. 中央のペインで、［アクション］、［今すぐバックアップ］の順にクリックします。

［今すぐバックアップを実行］ダイアログボックスが表示されます。

4. バックアップの種類を選択し、必要に応じて、バックアップジョブの名前を指

定します。

5. ［OK］をクリックします。

バックアップジョブが実行されます。

手動バックアップが正常に実行されます。
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バックアップの検証

バックアップを検証するには、バックアッププランが正常に作成されたことを確認し

ます。プランが正常に作成されたことを検証したら、バックアップジョブがトリガされ

た後に実行されているかどうかを確認します。［jobs］タブからバックアップジョブのス

テータスを検証できます。

プランを検証するには、以下の手順に従います。

1. ［リソース］タブをクリックします。

2. 左ペインから、［ノード］に移動し、［すべてのノード］をクリックします。

すべてのノードのリストが中央のペインに表示されます。

3. プランがノードと共にマップされていることを検証します。

バックアップジョブを検証するには、以下の手順に従います。

1. ［jobs］タブをクリックします。

2. 左ペインから、［すべてのジョブ］をクリックします。

各ジョブのステータスは中央のペインにリスト表示されます。

3. バックアップジョブが正常に終了することを確認します。

バックアップジョブが検証されます。
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トラブルシューティング：ジョブステータス、ジョブ履歴、

およびアクティビティログが表示されない

症状

Arcserve UDPコンソールで Linux ノードのジョブステータス、ジョブ履歴、およびアク

ティビティログを参照できません。

解決策

Linux バックアップサーバは、ホスト名を使用して Arcserve UDPに接続することがで

きません。

以下の手順に従います。

1. Arcserve UDPの以下の場所に server_ip.ini ファイルを作成します。

"UDP installation path"\Management\Configuration\server_ip.ini

2. このファイルに Arcserve UDPの IPアドレスを入力します。

3. Arcserve UDPコンソールにログインし、Linux バックアップサーバと Linux ノード

を更新します。

注：Linux バックアップサーバは、Linux バックアップサーバがすべて含まれて

いる［Linux バックアップサーバグループ］からのみ更新できます。

ジョブステータス、ジョブ履歴、およびアクティビティログが表示されるようにな

ります。
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ベアメタル復旧( BMR)の実行

BMR はオペレーティングシステムとソフトウェアアプリケーションをリストアし、バック

アップされたデータをすべて復旧します。BMR はベアメタルからコンピュータシステム

をリストアするプロセスです。ベアメタルは、オペレーティングシステム、ドライバおよ

びソフトウェアアプリケーションのないコンピュータです。リストアが完了すると、ター

ゲット マシンはバックアップソースノードと同じ動作環境で自動的に再起動しま

す。また、データがすべてリストアされます。

注：通常のBMR のみがサポートされています。インスタント BMR、インスタント

BMR ( データの自動復旧あり) 、およびマイグレーション BMR はサポートされていま

せん。

データをバックアップするときに、オペレーティングシステム、インストールされたアプリ

ケーション、ドライバなどに関連する情報もキャプチャされるので、完全な BMR が

可能になります。

ターゲット マシンの IPアドレスを使用して、BMR を実行できます。Arcserve UDP
エージェント ( Linux) Live CD を使用してターゲット マシンを起動したら、ターゲット

マシンの IPアドレスを取得できます。

注：マシンを起動できます。1つのNIC のみが設定されています。

このセクションには以下のトピックが含まれます。

BMR の前提条件の確認

BMR ウィザードを開く

ブート可能 Live CD の作成

BMR を実行するセッションの選択

ターゲット マシンの選択

拡張設定の選択

サマリの確認および BMR ジョブの実行
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BMR の前提条件と考慮事項の確認

BMR を開始する前に、以下の前提条件と考慮事項を確認してください。

バックアップおよび通常のBMR のみがサポートされています。

BMR を実行するための有効な復旧ポイントおよび暗号化パスワード ( 存在

する場合 ) を使用できます。

BMR 用の有効なターゲット マシンが使用できる必要があります。

Arcserve UDPエージェント ( Linux) Live CD が作成されている必要がありま

す。

IPアドレスを使用して BMR を実行するには、Live CD を使用するターゲット

マシンの IPアドレスが使用できる必要があります。

Linux エージェント ベースバックアップからの復旧ポイントがある必要がありま

す。

BMR を実行する際は、コンピュータがUDP Archiving サーバと同じホスト名と

IPアドレスで回復されることを確認します。

注：リストアオプションは、現在のリリースではサポートされていません。ソースノード

として選択すると、オプション［Linux ノードの追加］を使用して UDP Archiving ノー

ドを追加する必要があります。
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BMR ウィザードへの移動

最初のステップとして、UDPコンソールv6.5 Update 1から BMR ウィザードを開く必

要があります。

以下の手順に従います。

1. Arcserve UDPコンソールv6.5 Update 1で、目的のUDP Archiving ノードを右

クリックし、［リストア］をクリックします。

Linux バックアップサーバインターフェースが開き、ポップアップメッセージが表

示されます。

2. ポップアップメッセージで、BMR を選択します。

BMR ウィザードが開きます。

第8章: UDP Archivingの操作 179



UDP Linux Agent を使用してUDP Archiving を保護する方法

ブート可能 Live CDの作成

IPアドレスを使用して BMR を実行する前に、ターゲット マシンの IPアドレスを取

得する必要があります。最初は、BMR には IPアドレスがありません。BMR は、デ

フォルトのLive CD ( Arcserve UDPエージェント ( Linux) v6.5 Update 1 Live CD) を使

用して起動する必要があります。ターゲット マシンの IPアドレスを取得した後に、

ターゲット マシンの静的 IPを設定できます。

ターゲット マシンは、Arcserve UDPエージェント ( Linux) v6.5 Update 1 Live CD 環境

で起動します。ターゲット マシンの IPアドレスが画面に表示されます。

ブート可能 Live CD を作成するには、Arceserve UDP v6.5 Linux エージェント イン

ターフェースのBMR ウィザードから Live CD をダウンロードし、ターゲット マシンで使

用する必要があります。

以下の手順に従います。

1. BMR ウィザードの［バックアップサーバ］タブで、［ここをクリックして Live CDをダ

ウンロードします］リンクをクリックします。

Live CD がダウンロードされます。その後、ベアメタル復旧 ( BMR) を実行でき

ます。このLive CD を使用して、ターゲット マシンの IPアドレスを取得できま

す( BMR ジョブ中に必要 ) 。

2. Live CD をターゲット マシンのCD-ROM ドライブに挿入します。

3. CD-ROM からターゲット マシンを起動します。

ストレージ マネージャは、ブート可能 Live CD を作成できます。作成されたブート

可能 Live CD には、コンピュータオペレーティングシステムの完全な読み取り専用

イメージが含まれており、オペレーティングシステムの機能を一時的に提供するた

めに使用できます。このLive CD には、すべてのシステム設定およびオペレーティン

グシステムファイルが含まれています。

IPアドレスを取得したら、BMR ウィザードで次の手順に進みます。
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BMR を実行するセッションの選択

［復旧ポイント］タブでは、BMR を実行するセッションを割り当てることができます。

セッションを選択する前に、関連付けられているセッションの種類がフル、増分、

検証のどれであるかを確認してください。バックアップの種類の詳細については、リ

ンクをクリックしてください。

考慮事項 :

UDP Archiving マシンが再起動され、バックアップ先がデデュプリケーション

データストアである場合、増分バックアップはフルバックアップに変換されま

す。

フル/増分バックアップは、以下の場合に検証バックアップに変換されます。

UDPアーカイブマシンが再起動され、デスティネーションは非デデュプリ

ケーションデータストア/CIFSである場合

バックアップ先がデデュプリケーションから非デデュプリケーションデータス

トアに、またはその逆に変更された場合

フルバックアップセッション

フルバックアップセッションをタイプとして選択して UDP Archiving マシンのBMR
を実行すると、フルバックアップ時にUDP Archiving サーバで消費されたライセ

ンスの数が復旧したコンピュータに反映されます。

たとえば、UDP Archiving のフルバックアップの実行時に 100件のライセンスが

消費された場合、そのセッションを使用して BMR ジョブが完了した後に同数

のライセンスが反映されます。

増分バックアップセッション

増分バックアップセッションをタイプとして選択して UDP Archiving マシンのBMR
を実行すると、増分バックアップ時にUDP Archiving サーバで消費されたライセ

ンスの数が復旧したコンピュータに反映されます。

たとえば、UDP Archiving の増分バックアップの実行時にフルバックアップセッ

ションで消費された 100件のライセンスに加えて 50件のライセンスが消費され

た場合、そのセッションを使用して BMR ジョブが完了した後に同数のライセン

スが反映されます。

［復旧ポイント］タブで、詳細を選択してセッションを割り当てます。

以下の手順に従います。

1. セッションの場所 ( RPS/CIFS) を選択します。

2. データストアを選択し、［接続］をクリックします。
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選択したデータストアに関連するノードのリストが表示されます。

3. マシンのドロップダウンリストからノードを選択します。

4. 日付フィルタから日付範囲を選択し、［検索］をクリックします。

注：デフォルトによって現在の日付範囲が表示されます。

行った選択に対して実行しているセッションのリストおよび詳細が表示され

ます。

5. セッションのリストからセッションを選択し、パスワードを入力します。

6. ディスク名およびディスクサイズが表示されます。

注：ディスクサイズが 16 GB 未満の場合は、ターゲット マシンを変更してサ

イズを 16 GB 以上に増やしてから［次へ］をクリックします。ディスクサイズが

16 GB 未満の場合、CD は起動しません。

7. ［次へ］をクリックします。

ターゲット マシンの画面が表示されます。
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ターゲット マシンの選択

［ターゲット マシン］タブでは、ターゲットのネットワーク詳細を定義できます。

以下の手順に従います。

1. IPアドレスとホスト名を入力します。

注：ホスト名または IPを後で変更するには、「静的 IPアドレス/ホスト名の

割り当て」を参照してください。

2. 以下のオプションから 1つ選択します。

DHCP：Live CD の実行後に受信した IPアドレスを入力します。

静的 IP：IPアドレス、サブネット マスク、およびデフォルト ゲートウェイの

詳細を入力します。

注：現在のバージョンのUDP Archiving は通常のBMR のみをサポートしてい

るため、インスタント BMR のチェックボックスは選択しないでください。
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IP アドレス/ホスト名の割り当て

IPアドレスまたはホスト名を取得するには、以下の3つのオプションのいずれかを使

用します。

復旧したマシンにDHCP IP アドレスを割り当てる

Arcserve UDPエージェント ( Linux) 上で BMR を設定するときに、復旧したマシ

ンにDHCP IPアドレスを割り当てることを選択できます。

静的 IPを割り当てるには、以下の手順に従います。

1. Puttyを開きます。

2. UDP Archiving コンソールSuper Adminの認証情報を使用してログインしま

す。

3. 「sudo setbox」と入力します。

4. 「sudo reboot」と入力して再起動します。

復旧したマシンに静的 IP アドレス/ホスト名を割り当てる

Arcserve UDPエージェント ( Linux) v6.5 Update 1上で BMR を設定するとき

に、復旧したマシンに静的 IPアドレス/ホスト名を割り当てることを選択できま

す。

復旧したマシンが稼動した後に静的 IP アドレス/ホスト名を割り当てる

復旧を実行した後にホスト名または IPアドレスを変更するには、Arcserve サ

ポートにお問い合わせください。
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拡張設定の選択

［拡張設定］タブでは、必要に応じて設定をカスタマイズできます。デフォルトに

よって、［今すぐ実行］オプションが選択されています。

［今すぐ実行］オプションを使用して、［次へ］をクリックします。
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サマリの確認および BMR ジョブの実行

［Review Summary ( サマリの確認 ) ］タブでは、ジョブを実行する前に、必要に応じ

て変更するのに役立つ詳細を確認できます。

詳細を確認したら［サブミット］をクリックします。BMR ジョブが実行されます。

ジョブが正常に実行されたら、ターゲット マシンがUDP Archiving を使用する準備

ができます。
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UDP Archivingサーバのホスト名を変更する方法

UDP Archiving のインストール時に割り当てられた UDP Archiving サーバのホスト名

を変更できます。

以下の手順に従います。

1. .shファイルを作成し、以下のコンテンツを追加します。

#! /bin/bash
sudo -- sh -c 'echo "<hostname.domain.com>" > /etc/hostname'
sudo -- sh -c 'echo "127.0.0.1 hostname.domain.com " >> /etc/hosts'
sudo invoke-rc.d <hostname>.sh start
sudo invoke-rc.d networking force-reload
sudo invoke-rc.d network-manager force-reload

注：組織の要件に基づいて、<hostname.domain.com> と <hostname> を適

切な値で置換します。

2. ファイルを保存し、以下のコマンドを実行し、ファイルに権限を付与します。

sudo chmod 777 <ファイル名>.sh

3. 以下のコマンドを実行してファイルを実行します。

./<ファイル名>.sh

4. 以下のコマンドを実行し、UDP Archiving サーバのホスト名が変更されてい

るかどうかを確認します。

hostname

変更されたホスト名が表示されます。正常にUDPアーカイブサーバのホス

ト名が変更されました。
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護する方法

エージェントレスバックアップを使用して、UDP Archiving サーバを保護することができます。

詳細については、「Arcserve UDPソリューションガイド」の「ホスト ベース仮想マシンのバック

アッププランを作成する方法」を参照してください。

エージェントレスまたはホストベースバックアップでは、バックアップ対象のコンピュータ上にエー

ジェントは必要ありません。そのため、エージェントレスバックアップを設定する場合、オペ

レーティングシステムを再起動する必要はありません。ローカルネットワークの帯域幅のほう

が広い場合にのみ、エージェントレスバックアップを実行することをお勧めします。帯域幅が

ニーズをかろうじて満たしている場合には、エージェントレスバックアップからの追加のネット

ワークトラフィックが、ローカルネットワークのパフォーマンスに影響を与える可能性がありま

す。

http://documentation.arcserve.com/Arcserve-UDP/Available/v6.5/JPN/Bookshelf_Files/HTML/Solutions Guide/default.htm
http://documentation.arcserve.com/Arcserve-UDP/Available/V6.5/JPN/Bookshelf_Files/HTML/Solutions Guide/UDPSolnGuide/udp_how_2_prot_hbvm_nodes.htm
http://documentation.arcserve.com/Arcserve-UDP/Available/V6.5/JPN/Bookshelf_Files/HTML/Solutions Guide/UDPSolnGuide/udp_how_2_prot_hbvm_nodes.htm
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UDP Archivingを使用してユーザプライバシーを保護

する方法

Arcserve® UDP Archiving は、ユーザプライバシーの保護に役立ちます。組織の一

部のユーザが個人データを共有しないことを選択した場合、コンプライアンス担当

者はUDP Archiving を使用して、それらのユーザのメッセージをパージできます。

検索およびタグ機能を使用すると、コンプライアンス担当者はメッセージを追加お

よび削除し、タグ付けしてパージすることができます。コンプライアンス担当者は、2
つのオプションのいずれかを使用し、タグ付けしてパージすることができます。

1. メッセージにタグを割り当てる

2. パージのスケジュール
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メッセージの検索とタグの作成

ユーザデータを保護するには、メッセージの検索に使用する検索キー語句にタグ

を割り当てる必要があります。このオプションは、UDP Archiving のユーザセキュリ

ティの第 1段階です。

UDP Archiving を使用すると、以下の2つの手順のいずれかを使用して、手順を

完了することができます。

メッセージの検索と割り当てるタグの作成

タグを作成して検索結果に割り当てる

タグ内でメッセージのリストを変更する場合は、以下のオプションのいずれかを実

行することができます。

既存のタグへのメッセージの追加

既存のタグからのメッセージの削除 <!
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メッセージの検索と割り当てるタグの作成

この方法を使用すると、コンプライアンス担当者はまず、キー語句を使用してメッ

セージを検索し、メッセージを作成して、検索結果のメッセージにタグを割り当て

ることができます。

コンプライアンス担当者は、検索キー語句を使用して、すべての結果をタグ付け

することができます。

注：メッセージにタグを付けると、後で同じタグにさらにメッセージを追加することが

できます。

以下の手順に従います。

1. コンプライアンス担当者として UDP Archiving にログインします。

UDP Archiving ダッシュボードが表示され、検索ボックスが表示されます。

2. ［検索］または［高度な検索］オプションを使用して、検索キー語句を入力

します。

検索結果が表示されます。

3. 検索結果のリストから、タグ付けする検索結果のメッセージのチェックボック

スをオンにします。

注：メッセージを選択しない場合、タグを適用すると検索結果のすべての

メッセージが自動的にタグ付けされます。

4. ［タグ名］ボックスにタグ名を入力し、［タグ］のアイコンをクリックします。

タグが作成され、検索結果の選択したすべてのメッセージに割り当てられま

す。タグを表示するには、［タグ］をクリックします。タグの詳細を表示するに

は、タグ名の前にある［表示 /編集］ボタンをクリックします。

タグ付けされたメッセージを使用すると、コンプライアンス担当者はパージをスケ

ジュールして、システムからすべてのタグ付けされたメッセージを削除することができ

ます。
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タグを作成して検索結果に割り当てる

この方法を使用すると、コンプライアンス担当者はまずタグを作成し、その後特定

の検索キー語句の検索結果のメッセージにタグを割り当てることができます。

コンプライアンス担当者は、検索キー語句を使用して、すべての結果をタグ付け

することができます。異なるメッセージに対して、後で同じタグを割り当てることがで

きます。

注：メッセージにタグを付けると、後で同じタグにさらにメッセージを追加することが

できます。

以下の手順に従います。

1. コンプライアンス担当者として UDP Archiving にログインします。

UDP Archiving ダッシュボードが表示され、検索ボックスが表示されます。

2. 左ペインから、［タグ］をクリックします。

検索結果が表示されます。

3. ［タグ］ページから、［タグの追加］をクリックします。

4. ［タグの追加］ページから、タグの名前を入力して、［追加］をクリックします。

［タグ］ページに、追加されたすべてのタグが表示されます。

5. ［検索］または［高度な検索］オプションを使用して、検索キー語句を入力

します。

検索結果が表示されます。

6. 検索結果のリストから、タグ付けする検索結果のメッセージのチェックボック

スをオンにします。

注：メッセージを選択しない場合、タグを適用すると検索結果のすべての

メッセージが自動的にタグ付けされます。

7. ［タグ］ボックスにタグ名を入力し、［タグ］のアイコンをクリックします。

以前に作成したタグは、検索結果のすべての選択されたメッセージに割り

当てられます。タグを表示するには、［タグ］をクリックします。タグの詳細を表

示するには、タグ名の前にある［表示 /編集］ボタンをクリックします。

タグ付けされたメッセージを使用すると、コンプライアンス担当者はパージをスケ

ジュールして、システムからすべてのタグ付けされたメッセージを削除することができ

ます。
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メッセージへのタグの追加

監査役およびコンプライアンス担当者は、特定のメッセージを選択してタグを作成

するか、最初に［タグ］タブを使用して直接タグを追加し、既存のタブに特定の

メッセージを割り当てて、メッセージをタグ付けできます。

注：検索結果にタグを付けると、後で同じタグにさらにメッセージを追加することが

できます。異なる検索語に対して同じタグを割り当てることができます。

以下の手順に従います。

1. 監査役 / コンプライアンス担当者 /従業員として UDP Archiving にログイン

します。

UDP Archiving ダッシュボードが表示され、検索ボックスが表示されます。

2. 検索を実行する前にタグを追加するには、左側のペインから［タグ］をクリッ

クします。

a. ［タグ］ページから、［タグの追加］をクリックします。

b. ［タグの追加］ページから、［タグ名］のフィールドに名前を入力しま

す。

c. ［追加］をクリックします。

3. 検索結果のメッセージにタグを作成および割り当てるには、以下の手順を

実行します。

a. ［検索］/［高度な検索］ページから、検索を実行します。

b. 一致する結果から、タグ付けするメッセージを選択します。

c. ［タグ名］フィールドにタグの名前を入力して新しいタグを作成し、タグ

アイコン をクリックします。

メッセージに新しいタグが割り当てられます。

これで、検索機能を使用してメッセージを検索したり、作成したタグ

を割り当てたりできるようになりました。［タグ］ペインから、既存のタグ

を［表示 /編集 /削除］します。
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タグの表示/編集または削除

監査役 / コンプライアンス担当者 /従業員は、タグとそのタグが付けられたすべて

のメッセージを削除するか、タグから一部のメッセージを削除することができます。

以下の手順に従います。

1. 監査役またはコンプライアンス担当者として UDP Archiving にログインしま

す。

UDP Archiving ダッシュボードが表示されます。

2. 左ペインから、［タグ］をクリックします。

以前に追加されたタグのリストが表示されます。各タグ名には、［表示/編
集］および［削除］オプションがあります。

3. タグを削除するには、目的のタグの名前の近くにある［削除］をクリックして

確認します。

タグを削除すると、一部のメッセージが別の既存のタグにも関連付けられて

いない限り、すべての関連するメッセージのタグ付けが解除されます。

4. タグを編集したり、既存のタグから一部のメッセージを削除したりするには、

以下の手順を実行します。

a. ［タグ］ページから、目的のタグの名前の近くにある［表示/編集］をク

リックします。

［タグの表示 /編集］ページには、そのタグが付けられたすべてのメッ

セージが表示されます。

b. メッセージのリストから、タグを削除するメッセージのチェックボックスのみ

をオンにします。

c. ［選択したメッセージのタグ付けを解除］をクリックします。

d. ［確認］ダイアログボックスで［はい］をクリックします。

選択したメッセージが、そのタグに関連付けられているメッセージのリス

トから削除されます。
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パージのスケジュール

この方法を使用すると、コンプライアンス担当者は、まずタグを作成してからそのタ

グをメッセージに割り当てることができます。

注：メッセージにタグを付けると、後で同じタグにさらにメッセージを追加することが

できます。

以下の手順に従います。

1. コンプライアンス担当者として UDP Archiving にログインします。

UDP Archiving ダッシュボードが表示され、検索ボックスが表示されます。

2. 左ペインから、［タグ］をクリックします。

検索結果が表示されます。

3. 表示された結果から、パージするタグ語句の［表示/編集］ボタンをクリック

します。

［タグの表示 /編集］ページにはそのタグの詳細と、［パージのスケジュール］

フィールドが表示されます。

4. ［パージをスケジュール］チェックボックスをオンにします。

［パージのスケジュール］以下の他のフィールドが編集可能になります。

5. ［保持期間］に数値で期間を入力します。

保持期間は、パージが完了するまでの日数を定義します。たとえば、［保

持期間］フィールドに入力した値が 30のとき、そのタグのパージ操作はパー

ジをスケジュールした日から 30日後に完了します。

保持期間のデフォルト値：3 ( 日 )

6. ［保存］をクリックします。

パージはそのタグのすべてのメッセージに対してスケジュールされます。

注：パージする日付を再スケジュールすることができます。再スケジューリン

グはそのタグの既存のメッセージには影響しません。再スケジューリング後に

そのタグに追加されたメッセージのみが、新しい日付にパージされます。

重要：訴訟ホールドに設定された、または別のタグに関連付けられたメッ

セージをパージすることはできません。詳細については、パージ後にログを参

照してください。
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スケジュールしたパージの変更

複数のメッセージを持つタグのパージをスケジューリングすると、パージ日付を延長

することができます。UDP Archiving では、タグのパージ日付を変更することができ

ます。ただし、変更した日付は、パージ日付の再スケジューリング後にそのタグに

追加されたメッセージに対してのみ適用されます。

以下の手順に従います。

1. コンプライアンス担当者として UDP Archiving にログインします。

UDP Archiving ダッシュボードが表示され、検索ボックスが表示されます。

2. 左ペインから、［タグ］をクリックします。

利用可能なすべてのタグが表示されます。

3. ［タグ］ページから、再スケジュールするタグ名の［表示/編集］ボタンをクリック

します。

そのタグの［表示 /編集］ページが表示されます。メッセージの数と、スケ

ジュールされたパージ日付を確認することができます。

4. ［保持期間］フィールドから、変更する期間で既存の期間を置き換えま

す。

5. ［保存］をクリックします。

重要：再スケジューリング後にそのタグに追加されたすべてのメッセージは、

再スケジュールしたパージ期間に従います。既存のメッセージは、以前の保

持期間に従ってパージされます。
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監査役

このセクションには以下のトピックが含まれます。

電子メールメッセージを表示する方法

検索でブールコネクタを使用する方法
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検索でブールコネクタを使用する方法

UDP Archiving は、OR、AND、NOT などのブールコネクタをサポートしています。

ビデオで手順を確認するには、「UDP Archiving で検索する方法」をクリックしま

す。

考慮事項

監査役の場合、［検索］機能は以下の文字をサポートしていません。

':'、';'、'<'、'='、'>'、'?'、'@'、'、"、'#'、'%'、'&'、'('、')'、'*'、'+'、'/'、'
['、’\\'、']'、'^'、'_'、'{'、'|'、'}'、'~'

以下のオプションに含まれる場合にのみ、上記の特殊文字を使用して検

索を実行できます。

二重引用符は検索語句に含めます。たとえば、特殊文字 / を使用

するには、検索語句に二重引用符を適用します( “25/09/2017”) 。

特殊文字を使用する代わりにスペースを使用して区切ります。たとえ

ば、HOME_LAND は HOME LAND として入力します。

検索語句として使用する場合、半角仮名文字は全角仮名文字として

検索します。

検索でサポートされているブールコネクタの例

重要：検索文字列を二重引用符 ( "") で囲みます。

cat dog = catおよび dog を含む( 順序は重要ではない)

注：全角スペースは、検索コネクタではなく、検索文字として認識されま

す。

cat OR dog = 異なる電子メールに catまたは dog を含む

cat or dog = 同じ電子メールに catおよび dog を含む

"cat dog" = 「cat dog」と完全一致する

!dog = dog を含まない

-dog = dog を含まない

"cat dog"~10 = 近接検索：catが dog の10単語以内にある

cat << dog = 前演算子：catは dog の前にある必要がある

encryp* はワイルド カード検索で、「encrypt」、「encrypted」、「encryption」の
ような電子メールを見つけます。デフォルトでは 5文字の後に * が必要で

す。
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注：日本語 /中国語では、1文字だけでも、ワイルドカード * を付けて検索

を実行できます。6文字は使用しないでください。
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電子メールメッセージを表示する方法

重要：電子メールのインポートまたはマイグレーションだけでは、ユーザはライセンス

認証されません。ライセンス認証されたユーザのみが電子メールを送信できます。

監査役 /従業員ユーザ役割で電子メールを表示するには、ユーザ( 監査役 /従
業員 ) が少なくとも 1件の電子メールを送信している必要があります。

ダッシュボードまたは別の画面でメッセージを表示することができます。ダッシュボー

ドで表示するには、メッセージの件名を 1回クリックします。別の画面でメッセージ

を表示するには、メッセージの件名を 2回クリックします。

開いているメッセージでほかのオプションを使用すると、ヘッダを表示して印刷でき

ます。

メッセージに対しては、以下の機能を実行できます。

メッセージのダウンロード

一括メッセージをダウンロードできます。

注：［ダウンロード］をクリックすると、ダウンロードするメッセージの範囲を選択

するドロップダウンが表示されます。

一括ダウンロード

ランディングページから、複数またはすべてのメッセージをダウンロードできま

す。複数のメッセージをダウンロードするには、それらのメッセージを選択し、

［選択されたメールのダウンロード］をクリックします。すべてのメッセージをダウ
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ンロードするには、すべてのメッセージを選択し、［ダウンロード］をクリックしま

す。メッセージが複数の zipファイルでダウンロードされます。

メッセージへのタグ付け

メイン画面でメッセージを選択してタグを追加できます。タグアイコンは 15分

でそのメッセージの前に表示されます。説明を表示するには、タグの上にカー

ソルを合わせます。割り当てられたタグの一覧を表示するには、左ペインで

［参照］をクリックします。類似したタグを持つメッセージを管理するには、［高

度な検索］セクションでタグドロップダウンオプションから希望するタグを選択

し、［検索］をクリックします。

メモの適用

メイン画面で、メッセージを選択してメモを追加できます。メモアイコンは 15分

でそのメッセージの前に表示されます。説明を表示するには、メモアイコンの

上にカーソルを合わせます。割り当てられたメモの一覧を表示するには、左ペ

インで［参照］をクリックします。類似したタグを持つメッセージを管理するに

は、［高度な検索］セクションでメモドロップダウンオプションから希望するメモを

選択し、［検索］をクリックします。

PDF

メイン画面で、メッセージを選択して PDFファイルとしてダウンロードできます。

印刷

メッセージをクリックして開き、［印刷］オプションをクリックします。
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従業員

このセクションには以下のトピックが含まれます。

グループにアクセスする方法

Outlookを使用して UDP Archiving にアクセスする方法

電子メールメッセージを表示する方法

検索でブールコネクタを使用する方法
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グループにアクセスする方法

グループへのアクセス権が付与されている場合、従業員は［高度な検索］セクショ

ンでグループアクセスに切り替えることができます。たとえば、以下のスクリーン

ショットには、マーケティンググループ用のオプションが表示されています。このグ

ループを選択すると、そのグループのすべてのメッセージを表示できます。
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Outlook を使用して UDP Archivingにアクセスする方

法

従業員は、Outlookフォルダを介して直接 UDP Archiving にアクセスできます。

以下の手順に従います。

1. Outlookで、新しいフォルダを追加します。

2. フォルダを右クリックし、［プロパティ］をクリックします。

3. ［プロパティ］オプションで、［ホームページ］タブをクリックします。

4. ［ホームページ］タブで、UDP Archiving ログインページのドメイン名を入力し

ます。

5. ［適用］をクリックします。
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設定を適用した後、フォルダにアクセスするとUDP Archiving に直接ログイン

できます。
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以下のアクションを実行できます。
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すべてのメッセージを表示します。

メッセージを開いて表示するには、ダウンロードを選択します。
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転送、返信、保存、移動を含む一般的な Outlook操作を実行します。

以下のように、今後のアクセスのために任意のOutlookフォルダにメッセージ

を移動できます。
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電子メールメッセージを表示する方法

重要：電子メールのインポートまたはマイグレーションだけでは、ユーザはライセンス

認証されません。ライセンス認証されたユーザのみが電子メールを送信できます。

監査役 /従業員ユーザ役割で電子メールを表示するには、ユーザ( 監査役 /従
業員 ) が少なくとも 1件の電子メールを送信している必要があります。

ダッシュボードまたは別の画面でメッセージを表示することができます。ダッシュボー

ドで表示するには、メッセージの件名を 1回クリックします。別の画面でメッセージ

を表示するには、メッセージの件名を 2回クリックします。

開いているメッセージでほかのオプションを使用すると、ヘッダを表示して印刷でき

ます。

メッセージに対しては、以下の機能を実行できます。

メッセージのダウンロード

一括メッセージをダウンロードできます。

注：［ダウンロード］をクリックすると、ダウンロードするメッセージの範囲を選択

するドロップダウンが表示されます。

一括ダウンロード

ランディングページから、複数またはすべてのメッセージをダウンロードできま

す。複数のメッセージをダウンロードするには、それらのメッセージを選択し、

［選択されたメールのダウンロード］をクリックします。すべてのメッセージをダウ
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ンロードするには、すべてのメッセージを選択し、［ダウンロード］をクリックしま

す。メッセージが複数の zipファイルでダウンロードされます。

メッセージへのタグ付け

メイン画面でメッセージを選択してタグを追加できます。タグアイコンは 15分

でそのメッセージの前に表示されます。説明を表示するには、タグの上にカー

ソルを合わせます。割り当てられたタグの一覧を表示するには、左ペインで

［参照］をクリックします。類似したタグを持つメッセージを管理するには、［高

度な検索］セクションでタグドロップダウンオプションから希望するタグを選択

し、［検索］をクリックします。

メモの適用

メイン画面で、メッセージを選択してメモを追加できます。メモアイコンは 15分

でそのメッセージの前に表示されます。説明を表示するには、メモアイコンの

上にカーソルを合わせます。割り当てられたメモの一覧を表示するには、左ペ

インで［参照］をクリックします。類似したタグを持つメッセージを管理するに

は、［高度な検索］セクションでメモドロップダウンオプションから希望するメモを

選択し、［検索］をクリックします。

PDF

メイン画面で、メッセージを選択して PDFファイルとしてダウンロードできます。

印刷

メッセージをクリックして開き、［印刷］オプションをクリックします。
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第9章 : トラブルシューティング

このセクションには、以下のトピックが含まれます。

LDAP関連 214

ログイン関連 216

マイグレーションとインポート関連 221

その他 228

プラグイン関連 231

ストレージ関連 233

更新関連 235
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LDAP関連

LDAP 関連

LDAP認証エラー
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LDAP関連

認証の失敗

一部のシナリオでは、テスト接続中に LDAP認証が失敗します。

解決策

このようなシナリオを解決するには、メールサーバのLDAP認証情報を使用して

LDAP認証情報を確認します。LDAP認証情報には、LDAPホスト名または IPア

ドレス、LDAPベースDNおよび LDAPバインド DN というパラメータが含まれます。
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ログイン関連

ログイン関連

UDP Archiving にログインできない

Webインターフェースから UDP Archiving サーバにログインできない

管理者またはその他のアカウントにログインできない
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ログイン関連

UDP Archivingにログインできない

UDP Archiving システムにログインできません。

解決策

ライセンスの有効期限切れ、またはトライアル期間の終了によって、UDP
Archiving システムへのログインが失敗するという問題が発生します。［更新］をク

リックしてもライセンスの数を表示できません。ライセンス / トライアル版のステータス

を確認するには、UDP Archiving に SuperAdminとしてログインし、［健全性］に移

動して、関連する通知を確認します。

第9章: トラブルシューティング 217



ログイン関連

Web インターフェースから UDP Archivingサーバにログ

インできない

UDP Archiving マシンのディスク空き容量が 100％ に達すると、役割に関係なく、

すべてのユーザがWebインターフェースを使用して Archiving サーバにログインでき

なくなります。

解決策

ディスクの空き容量を増やすか、またはディスクを空にしてから、UDP Archiving の

Webインターフェースを使用してもう一度ログインします。以下の回避策に従って

ディスク容量を増やしてください。

回避策 1：VMware 展開のみに適用

以下の手順に従います。

1. vSphere Client/Webclient/VCenter サーバから新しいディスクを UDP Archiving
マシンに追加します。

2. udp_admin 認証情報を指定して UDP Archiving Debianコンソールにログイ

ンします。

3. cd /home/udp_admin/に移動し、scan という名前のファイルを作成し( コマン

ド：vi scan) 、以下のコマンドを貼り付けてからこのファイルを保存します( コマ
ンド：Esc キーを押して「:wq!」と入力 ) 。

#! /bin/bash

for HOST in $(cd /sys/class/scsi_host; ls -d host*)

do

echo $HOST

sudo bash -c "echo '- - -' > /sys/class/scsi_host/$HOST/scan"

done

4. 以下のコマンドを実行します。

sudo runuser -l udp_admin -c "bash /home/udp_admin/scan”

注：手順 1の後にマシンを再起動した場合、手順 3および 4を省略でき

ます。

5. 以下のコマンドを実行します。

sudo runuser-l fas-c"bash/var/fas/www/utils/disk/lvmDisk"

sudo runuser-l fas-c"bash/var/fas/www/utils/disk/incDiskAuto"
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ログイン関連

これで、Webインターフェースからすべてのユーザ役割を使用して UDP Archiving
サーバにログインできます。

回避策 2：Hyper-Vおよび AMI展開のみに適用

以下の手順に従います。

1. UDP Archiving マシンに新しいディスクを追加します。

2. udp_admin 認証情報を指定して UDP Archiving Debianコンソールにログイ

ンします。

3. 以下のコマンドを実行します。

sudo runuser-l fas-c"bash/var/fas/www/utils/disk/lvmDisk"

sudo runuser-l fas-c"bash/var/fas/www/utils/disk/incDiskAuto"

これで、Webインターフェースからすべてのユーザ役割を使用して UDP Archiving
サーバにログインできます。
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ログイン関連

管理者またはその他のアカウントにログインできない

管理者またはその他の役割を使用して UDP Archiving にログインできません。

解決策

ライセンスがアクティブであり利用可能なことを確認します。トライアル版の場合、

トライアル期間がまだ継続中であることを確認します。ライセンスがアクティブな場

合は、ブラウザのCookie を削除し、再度ログインを試行します。

重要：電子メールのインポートまたはマイグレーションだけでは、ユーザはライセンス

認証されません。ライセンス認証されたユーザのみが電子メールを送信できます。

従業員のユーザ役割で電子メールを表示するには、従業員が少なくとも 1件の

電子メールを送信している必要があります。

220 Arcserve® UDP Archiving管理者ガイド



マイグレーションとインポート関連

マイグレーションとインポート関連

電子メールをインポートできない

テスト接続の失敗

実行中状態にもかかわらず電子メールをインポートできない

マイグレーションサービスが実行されていない

Sendmail / Postfix のテスト接続が失敗する

メールコンテンツを使用して検索を実行できない
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マイグレーションとインポート関連

電子メールをインポートできない

インポート機能の使用時、電子メールをインポートできません。

解決策

複数の理由がこのような問題につながります。以下のリストを確認して正確な原

因を特定し、解決してください。

インポート機能でメールサーバからメールをインポートできない場合、指定し

たインポート認証情報と接続を確認します。

インポートのユーザ認証情報を保存する前に、［インポート］ページで必ず

［テスト接続］オプションを選択してください。テスト接続がエラーで失敗した

場合、Archiving インスタンスは、［インポート］ページで指定したメールサー

バ認証情報を使用してメールサーバと通信できません。

Archiving が正常に通信できるように、必要なポートがメールサーバで有効

になっていることを確認します。

メールサーバでファイアウォール環境が実行されているかどうかを確認しま

す。次に、Archiving システムがアクセスできるように、必要なポートへのアクセ

スを許可します。

メールサーバでインポート プロトコル( POP3、IMAP、POP3S、IMAP3S) が有効

になっていることを確認します。

インポートするメールがメールボックスにあるかどうかを確認します。

Sendmail / Postfix を使用している場合は、メールサーバの環境設定ファイ

ルにメールボックスのディレクトリパスが指定されていることを確認します。

詳細については、syslog を確認します。

注：syslog は Super Adminアカウントからダウンロードするサポート ログに含

まれています。
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マイグレーションとインポート関連

テスト接続の失敗

テスト接続が失敗し、エラーメッセージが表示されます。

解決策

複数の理由がこのような問題につながります。以下のリストを確認して正確な原

因を特定し、解決してください。

メールサーバでインポート プロトコル( POP3、IMAP、POP3S、IMAPS) が有効

になっていることを確認します。

UDP Archiving が正常に通信できるように、必要なポートがメールサーバで

有効になっていることを確認します。

メールサーバでファイアウォールが実行されている場合は、UDP Archiving が

アクセスできるように、必要なポートへのアクセスを許可します。

Super Adminアカウントのサポート ログにある syslogsを確認します。
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マイグレーションとインポート関連

実行中状態にもかかわらず電子メールをインポートで

きない

インポート ジョブが長時間実行中の状態ですが、電子メールはインポートされま

せん。

解決策

複数の理由がこのような問題につながります。以下のリストを確認して正確な原

因を特定し、解決してください。

インポートしているメールボックスの受信トレイに電子メールがあることを確認

します。

Sendmail / Postfix メールサーバの場合は、メールサーバの環境設定ファイ

ルにメールボックスのディレクトリパスが指定されていることを確認します。
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マイグレーションとインポート関連

マイグレーションステータスが表示されない

［マイグレーション］ページで、マイグレーションのステータスが表示されません。

解決策

UDP Archiving マイグレーションサービスが実行されていない場合、問題が発生し

ます。電子メールのマイグレーションを開始する前に、マイグレーションサービスが

実行されているかどうかを確認します。サービスを開始し、UDP Archiving の［マイ

グレーション］ページでマイグレーションステータスを確認するには、サービスを開始

するコマンドを追加します。
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マイグレーションとインポート関連

Sendmail / Postfix のテスト接続が失敗する

［インポート］ページで、テスト接続が失敗します。

解決策

ユーザ認証情報が正しい場合は、回避策としてドメインなしのユーザ名を指定

します。例：user1@domain.com が機能していない場合は、ユーザ名のフィールド

に user1を指定してみてください。
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マイグレーションとインポート関連

メールコンテンツを使用して検索を実行できない

Microsoft Exchange Server からインポートした後、［検索］フィールドでメールコンテ

ンツを使用すると、結果が表示されません。

解決策

Microsoft Exchange Server からメールボックスをインポートした後、Exchange 管理

センターでメッセージのMIME 形式を設定する必要があります。

以下の手順に従います。

1. Microsoft Exchange 管理センターを起動し、［サーバー］に移動します。

2. ［サーバー］画面から、［クライアント アクセスサーバー］を選択し、［編集］を

クリックします。

3. ［サーバープロパティ］画面で、［POP3/IMAP］をクリックします。

4. ［メッセージのMIME 形式］で、以下のオプションのいずれかを選択します。

HTML

HTML および別のテキスト

5. ［保存］をクリックします。

6. UDP Archiving がインストールされているサーバで以下のサーバを再起動しま

す。

Microsoft Exchange POP3

Microsoft Exchange POP3バックエンド

Microsoft Exchange IMAP4

Microsoft Exchange IMAP4バックエンド
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その他

その他

このセクションには、以下のトピックが含まれます。

UDP Archiving のステータスにエラーが表示される

UDP Archiving が電子メールサーバからメールを受信しない
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その他

UDP Archivingのステータスにエラーが表示される

SuperAdminの健全性ページで、UDP Archiving のステータスとしてエラーのステータ

スが表示されます。

解決策

このようなステータスは、UDP Archiving FASサービスが実行されていないことを示し

ます。電子メールを適切にアーカイブするには、UDP Archiving FASサービスが常に

デーモンとして実行されている必要があります。rc.fasサービスが実行されているこ

とを確認してください。rc.fasサービスを開始するには、サービスを開始するコマンド

を追加します。
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その他

UDP Archivingが電子メールサーバからメールを受信

しない

症状：

ジャーナリングを設定した後でも、電子メールサーバから UDP Archiving にメールが

受信されません。

解決策 :

電子メールサーバで指定されているホスト名 / IPアドレスが現在のArchiving サー

バの IP アドレスと同じであることを確認します。

注：Archiving サーバ IP アドレスを変更すると、電子メールサーバを変更された IP 
アドレスで更新する必要があります。電子メールサーバで Archiving サーバの IP /
ホスト名を更新していない場合、メールはジャーナルされません。UDP Archiving
サーバの静的 IP /ホスト名を使用することをお勧めします。
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プラグイン関連

プラグイン関連

Outlookプラグインのインストール後に警告が表示される
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プラグイン関連

Outlook プラグインのインストール後に警告が表示され

る

Outlookプラグインのインストール後、MS OutlookにOutlookの動作速度低下に

ついてエラーメッセージが表示されます。

解決策

この問題がまれに表示されることがあります。解決するには、プラグインをアンイン

ストールしてから、再度インストールします。
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ストレージ関連

ストレージ関連

UDP Archiving マシンのストレージ空き容量不足
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ストレージ関連

UDP Archivingマシンのストレージ空き容量不足

UDP Archiving マシンのストレージが 90%を上回るしきい値に達すると、UDP
Archiving サービスが自動的に停止します。

解決策

UDP Archiving サービスは、消費済みストレージ容量が 90%を超えると停止し、

開始するにはストレージ ディスクを増設するしかありません。解決するには、以下

の手順に従います。

1. VMware ESXまたは Hyper-Vデータストアマシンに新しいディスクを追加しま

す。

2. UDP Archiving マシンを再起動して、新しく追加したディスクを認識させま

す。

3. UDP Archiving コンソールに SuperAdminとしてログインし、［設定］に移動し

ます。

4. ［ディスクの増設］オプションをクリックします。

5. UDP Archiving FASサービスを再起動します。
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更新関連

更新関連

UDP Archiving を更新できない
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更新関連

UDP Archivingを更新できない

UDP Archiving で［アップデートを確認する］オプションが失敗するため、最新のアッ

プデートを取得できません。

解決策

解決するには、以下の手順に従います。

1. UDP Archiving インスタンスがインターネットに接続されていて、ファイアウォー

ルの内側でポートがブロックされていないことを確認します。

2. Archiving インスタンスがインターネットに接続されていない場合は、Arcserve
UDP Archiving の［アップデートを確認する］ページから .debパッケージをダウ

ンロードし、更新を手動でインストールしてください。
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第10章 : FAQ
このセクションには、以下のトピックが含まれます。

カレンダー、タスク、および連絡先をアーカイブできますか? 238

Webブラウザからアーカイブされた自分の電子メールを表示できますか? 239

Windows ユーザ認証情報は電子メールの検索 /回復に役立ちますか? 240

UDP Archivingを使用するにはどの種類のライセンスが必要ですか? 241

過去の電子メールはどのようにアーカイブしますか? 242

ストレージ容量をいつでも増やすことができますか? 243

どのバックアップタイプを使用すればよいですか? 244

第10章: FAQ 237



カレンダー、タスク、および連絡先をアーカイブできますか?

カレンダー、タスク、および連絡先をアーカイブできます

か?

UDP Archiving では、受信トレイと送信済みフォルダからメールをアーカイブできま

す。カレンダーとタスクは、受信トレイと送信フォルダに含まれている場合にのみ

アーカイブされます。連絡先はアーカイブされません。
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Webブラウザからアーカイブされた自分の電子メールを表示できますか?

Web ブラウザからアーカイブされた自分の電子メールを

表示できますか?

UDP Archiving では、Webコンソールを使用して、アーカイブされた電子メールにア

クセスできます。資格情報を使用して UDP Archiving コンソールにログインし、アー

カイブされた電子メールにアクセスします。Outlookプラグイン統合により、Outlook
から直接 Webコンソールを開くことができます。
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Windowsユーザ認証情報は電子メールの検索/回復に役立ちますか?

Windows ユーザ認証情報は電子メールの検索/回復

に役立ちますか?

はい、UDP Archiving では、ユーザはWindows認証情報を使用して電子メールを

検索 /回復できます。
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UDP Archiving を使用するにはどの種類のライセンスが必要ですか?

UDP Archivingを使用するにはどの種類のライセンスが

必要ですか?

UDP Archiving を使用するには、メールボックスと容量ベースのライセンスが必要で

す。
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過去の電子メールはどのようにアーカイブしますか?

過去の電子メールはどのようにアーカイブしますか?

UDP Archiving では、マイグレーションおよびインポート機能を使用して過去のメー

ルをアーカイブできます。UDP Adminは、マイグレーション機能を使用してマイグ

レートできます。管理者は、インポート機能を使用してマイグレートできます。
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ストレージ容量をいつでも増やすことができますか?

ストレージ容量をいつでも増やすことができますか?

UDP Archiving では、UDP Archiving コンソールの［設定］タブを使用して新しいディ

スクを追加することで、ストレージを簡単に増やすことができます。
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どのバックアップタイプを使用すればよいですか?

どのバックアップタイプを使用すればよいですか?

Arcserve UDP では、3種類のバックアップが可能です。ニーズに応じて 3種類のい

ずれかまたはすべてを組み合わせて使用できます。

フルバックアップ

フルバックアップのバックアップスケジュールを指定します。Arcserve UDPはスケ

ジュールに従って、ソースマシンで使用されているすべてのブロックのフルバック

アップを実行します。フルバックアップにかかる時間は、通常、バックアップのサ

イズに左右されます。

検証バックアップ

検証バックアップのバックアップスケジュールを指定します。

Arcserve UDPは、保存されたバックアップイメージの信頼性チェックをバックアッ

プソースに対して実行し、保護されたデータが有効かつ完全であることを検

証します。必要に応じてイメージが再同期されます。検証バックアップは、個

別のブロックの最新バックアップを参照し、そのコンテンツおよび情報をソースと

比較します。この比較によって、前回バックアップされたブロックが、ソースの対

応する情報を表しているかどうかを検証します。ブロックのバックアップイメージ

がソースと一致しない場合 ( 多くは、前回のバックアップ以降にシステムに変

更が加えられていることが原因 ) 、Arcserve UDPでは、一致していないブロック

のバックアップが更新 ( 再同期 ) されます。また、検証バックアップを使用して、

フルバックアップに必要な容量を消費せずにフルバックアップと同じ保証を得

ることができます( 実行の頻度は低い) 。

メリット：変更されたブロック( 前回のバックアップと一致しないブロック) のみが

バックアップされるため、フルバックアップと比べて作成されるバックアップイメー

ジが小さくなります。

デメリット：すべてのソースブロックが前回のバックアップのブロックと比較される

ため、バックアップ時間が長くなります。

増分バックアップ

増分バックアップのバックアップスケジュールを指定します。

スケジュールされたとおりに、前回の成功したバックアップ後に変更されたブロッ

クのみの増分バックアップが Arcserve UDPによって実行されます。増分バック

アップのメリットは、バックアップを高速で実行できること、また作成されるバック

アップイメージのサイズが小さいことです。これは、バックアップの実行に最も適

した方法です。
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付録 : LDAP の説明

このセクションには、以下のトピックが含まれます。

UDP ArchivingでのLDAPの使用 246

一般的な Active Directoryシナリオについての理解 247

さまざまなシナリオ用のLDAPの設定 249
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UDP Archivingでの LDAPの使用

UDP Archivingでの LDAP の使用

UDP Archiving LDAP ( Lightweight Directory Access Protocol) オプションを使用する

と、ユーザは Active Directory UPN ( User Principal Name、ユーザプリンシパル名 )
認証情報を使って UDP Archiving コンソールにログインできます。

管理者は、特定のCN ( Common Name、共通名 ) またはOU ( Organizational
Units、組織単位 ) あるいはその両方のユーザの認証を制限できます。UDP
Archiving では、Active Directory管理者の認証情報を使用して、LDAPプロトコル

を使って Active Directoryをバインドします。以下のフィールドを使用して認証を設

定します。

LDAP ベース DN

検索ベースのCNおよび OUを入力します。

LDAP バインド DN

Active Directory管理者の認証情報の詳細を入力します。

詳細については、「LDAPの管理」を参照してください。
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一般的な Active Directoryシナリオについての理解

一般的な Active Directoryシナリオについての理解

以下のシナリオでは、複数の例を使用して、一般的な Active Directory機能につ

いて説明します。

シナリオ:

Active Directory ドメインとUPNサフィックスドメインが同じ。

上記のスクリーンショットでは、Company.com という Active Directoryサーバドメイ

ンの異なる複数の組織単位 ( USAおよび UK) にコンテナ( Dev、QA、および Sales)
があり、ユーザ( Jhonおよび Smith) がコンテナに属しています。

例 1:

USA組織単位のユーザに LDAP認証を許可するには、以下の設定を適用できま

す。

LDAP ベース DN =”OU=USA,DC=Company,DC=com”

LDAP バインド DN =”CN=Administrator,CN=Users,DC=Company,DC=Com”

上記の設定のユーザ詳細：

ユーザ名：Jhon

組織単位：USA

UDP Archiving コンソールのUPNログイン認証情報：

Jhon.clin@Company.com

例 2:
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UK組織単位にあるQAコンテナのユーザに LDAP認証を許可するには、以下の

設定を適用できます。

LDAP ベース DN= ” CN=QA,OU=UK,DC=Company,DC=Com “

LDAP バインド DN= ” CN=Administrator,CN=Users,DC=Company,DC=Com”

例 3：

複数の組織単位に存在する特定のコンテナ( Dev、QA) に属するユーザに LDAP
認証を許可するには、以下の設定を適用できます。

LDAP ベース DN =
“CN=Dev,OU=USA,DC=Company,DC=com;CN=QA,OU=UK,DC=Company,DC=co-
m”

LDAP バインド DN = ” CN=Administrator,CN=Users,DC=Company,DC=Com”

上記の設定を使用すると、両方の組織単位のユーザはUPN認証情報を使って

UDP Archiving コンソールにログインできます。

注：UK 組織単位に存在する Salesコンテナのユーザは、上記の設定を使用して

ログインすることはできません。

248 Arcserve® UDP Archiving管理者ガイド



さまざまなシナリオ用の LDAPの設定

さまざまなシナリオ用の LDAP の設定

LDAPを構成するシナリオの概要を以下の表に示します。

ドメイン 従業員/ユーザ

Active Directory ドメイン
電子メール

ドメイン

メインフォルダ

内のユーザ

別のフォルダ

または複数

のフォルダ内

のユーザ

シナリオ1 同じドメイン 利用可能 N/A
シナリオ2 同じドメイン N/A 利用可能

シナリオ3
電子メールドメインと異なる

( UPN名サフィックス)
AD ドメインと

異なる
利用可能 N/A

シナリオ4
電子メールドメインと異なる

( UPN名サフィックス)
AD ドメインと

異なる
N/A 利用可能

エイリアス エイリアスの管理
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シナリオ1

Active Directory とUPNサフィックスが同じドメインを持ち、従業員が単一のコンテ

ナに属する場合に LDAP認証を許可するには、以下の設定を適用できます。

LDAP ベース DN：CN=Users,DC=domain,DC=com

LDAP バインド DN：CN=Administrator,CN=Users,DC=Domain,DC=com
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シナリオ2

Active Directory とUPNサフィックスが同じドメインを持ち、従業員が別々の、また

は複数の組織単位に属する場合に LDAP認証を許可するには、以下の設定を

適用できます。

LDAP ベース DN:

単一 OUの場合：CN=users, OU=OUname,DC=domain,DC=COM

複数 OUの場合：OU=OUname,DC=domain,DC=COM;
OU=OUname1,DC=domain,DC=COM;
OU=OUname2,DC=domain,DC=COM

LDAP バインド DN：CN=Administrator,CN=Users,DC=Domain,DC=com
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シナリオ3

Active Directory ドメインとUPN サフィックスドメインが異なる

上記のスクリーンショットで Company.com はプライマリActive Directoryサーバドメ

インであり、Company2.com という別のドメイン名 ( たとえばOffice 365/子ドメイン)
と関係があります。ユーザが属する異なる複数の組織単位 ( OU) とコンテナ( CN)
があります。

例 1:

USA組織単位のユーザに LDAP認証を許可するには、以下の設定を適用できま

す。

LDAP ベース DN= "OU=USA,DC=Company,DC=com"

上記の設定を使用すると、USA組織単位のUser1 とUser2は、UPN名を使用し

て UDP Archiving コンソールにログインできます。

例 2:

組織単位 USAおよび UKのユーザに LDAP認証を許可するには、以下の設定を

適用できます。

LDAP ベース DN = "OU=USA,DC=Company,DC=com;OU=UK,DC=Company,DC=com"

上記の設定を使用すると、USA とUKの両方の組織単位のユーザは、UPN名を

使用して UDP Archiving コンソールにログインできます。
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シナリオ4

Active Directory とUPN サフィックスのドメインが異なり、従業員が単一または複

数のコンテナ/組織単位に属する場合

上記のスクリーンショットでは、Test1.com は LDAP認証用に設定された AD
( Active Directory) ドメインを示し、Test2.com は、ユーザがUDP Archiving コンソー

ルへのアクセス権を与えられる UPNサフィックスドメインを示します。この場合、2つ

のLDAPサーバ設定は類似したベースDN/バインド DN と LDAPホストを持ちます。

設定後、Test2.com という UPNサフィックスを持つActive Directoryユーザは、UPN
認証情報を使用して UDP Archiving コンソールにログインできます。

Test1.com のLDAP 設定：

ドメイン：AD ドメイン

LDAP ベース DN：CN=Users,DC=domain,DC=com

LDAP バインド DN：CN=Administrator,CN=Users,DC=Domain,DC=com

Test2.com のLDAP 設定：

ドメイン：ユーザメールボックスのUPNサフィックスドメイン

LDAP ベース DN：CN=Users,DC=domain,DC=com

LDAP バインド DN：CN=Administrator,CN=Users,DC=Domain,DC=com

注：Active Directory ドメインとUPNサフィックスドメインは、UDP Archiving 内に作

成された同じプロファイルを持つ必要があります。

複数のエイリアスの詳細については、「プロファイルへの電子メールエイリアスの追

加」を参照してください。
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