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Windows Server バックアップと RDX を使用した HPE StoreEasy ストレージ シ
ステムのバックアップおよび復元 

システム全体（システム復旧とデータボリューム）の復旧に１つの RDX メディアを使用

Windows Server バックアップを使用して RDX メディアに HPE StoreEasy ストレージシステムのバックアップ

アップを作成すると、Windows 回復環境を使用したシステムの復元が容易に行えます。 

本書では１つの RDX カートリッジを使用して HPE StoreEasy ストレージのシステム復旧用バックアップ（OS

のバックアップおよびユーザーデータのバックアップ）を作成する手順と、システム及びデータボリューム

の復旧手順を、ディスク交換なしとディスク交換有りの場合ごとに説明します。 

注記 

本書で説明する手順では RDX をデフォルトの Removable Disk Mode に設定して確認しています。 

本書では Windows Server バックアップを WSB と略記している箇所があります。 

HPE RDX 用メディアカートリッジは 500GB、1TB、2TB、3TB、および 4TB のディスク容量から選択できます。

バックアップするデータ容量の合計を上回る容量のカートリッジを使用してください。 

Contents 

Windows Server バックアップを使用した HPE StoreEasy システムのバックアップ作成 ......................................... 2

Windows 回復環境を使用したシステムの復元 ............................................................................................................ 7

Windows 回復環境を使用したシステムの復元 (新しいハードドライブの使用) .................................................. 13

補遺: StoreEasy1000 で内蔵ディスクを使用したボリュームの作成手順 ....................................................................... 15 
補遺: HP RDX のドライブ名の確認 .............................................................................................................................. 23

補遺: Removable Disk Mode と Fixed Disk Mode の Windows Server バックアップ連携時の動作の違い ......... 24 
補遺: StoreEasy 1xx0 のシステムディスク工場出荷時容量 ....................................................................................... 26

免責事項 .......................................................................................................................................................................... 27



 

2 
WINDOWS SERVER バックアップと RDX を使用した HPE 
STOREEASY ストレージ システムのバックアップおよび復元 

 2018 年 4 月 24 日 
[作成者名] 

 

Windows Server バックアップを使用した HPE StoreEasy システムのバックアップ作成 

 

サーバーマネージャーを

開き、ツール  > Windows 

Server バックアップの順

にクリックします。 

 

操作メニューから単発バ

ックアップを選択します。 
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単発バックアップ ウィザ

ードが起動されます。 

バックアップのオプショ

ンは使用できません。[次

へ]をクリックして次へ進

みます。 

 

サーバー全体（推奨）を選

択し、[次へ]をクリックし

て次へ進みます。 
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作成先の種類としてロー

カルドライブを選択し、[次

へ]をクリックして次へ進

みます。 

 

バックアップ先の選択で、

バックアップ先に RDX の

ドライブを選択し、[次へ]

をクリックして次へ進み

ます。 

 

RDX のドライブが不明の場

合は、サーバーマネージャ

ー  > ファイル  サービス

と記憶域サービス > ディ

スクで HP RDX の論理ドラ

イブが確認できます。 

詳細は「HP RDX のドライ

ブ名の確認」してくださ

い。 
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バックアップ項目を確認

し、バックアップをクリッ

クします。 

 

バックアップが開始され

ます。DVD を使用している

場合の注意が表示されま

す。バックアップに使用す

る RDX カートリッジが挿

入されていることを確認

して [OK]をクリックしま

す。 
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バックアップが完了する

と「完了しました。」が表示

されます。[閉じる]をクリ

ックして単発バックアッ

プ ウィザードを終了しま

す。 

以上でシステム全体のバ

ックアップ作成が完了で

す。 
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Windows 回復環境を使用したシステムの復元 

 

StoreEasy シ ス テム に

System Recovery DVD ま

たは、System Recovery イ

メージを準備した USB 

フラッシュドライブを

接続して、USB DVD ドラ

イブまたは USB フラッ

シュデバイスでサーバ

ーを起動します。 

 

Windows Boot Manager 

で 、 Windows Recovery 

Environment を選択しま

す。 

 

キーボードレイアウト

を選択します。 
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Windows の回復または

トラブルシューティン

グが可能な修復ツール

にアクセスするために、

Troubleshoot 

を選択します。 

 

高度な修復オプション

にアクセスするために、

Advanced options を選択

します。 
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System Image Recovery を

選択します。 

 

                                    

復元するオペレーティ

ングシステムを選択し

ます。 
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1. Use the latest available 

system image - 最近作成

したバックアップイメ

ージを使用する場合に、

このオプションを選択

します。 

2. Select a system image 

— 以前に作成したバッ

クアップイメージを使

用する場合に、このオプ

ションを選択します。 

  

 

既存のパーティション

を削除し、復元処理中に

すべてのディスクを再

フォーマットするため

に、Format and repartition 

disks を選択し、Next を

クリックします。復元し

たくないディスクがあ

る場合は、Exclude Disks 

をクリックします。 
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詳細を確認し、Finish を

クリックして、復旧処理

を開始します。 

 

確認メッセージでは Yes 

を ク リ ッ ク し て 、

Windows の復旧処理を

進めます。 
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リストアが完了すると

「 Restore completed 

successfully.」が表示され

ます。 

 

システムは自動で再起

動され、再起動後は復元

されたシステムが使用

可能です。 
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Windows 回復環境を使用したシステムの復元 (新しいハードドライブの使用) 
Windows 回復環境を使用したシステムの復元では、復元するシステムにシステム バックアップ作成時と同

じボリュームが存在する必要があります。 

ハードドライブを交換した場合などボリュームが構成されていない場合は、一度 HPE System Recovery を実

行してシステムを出荷時状態に復旧した後で Windows 回復環境を実行します。 

 

 

StoreEasy シ ス テ ム に

System Recovery DVD また

は、System Recovery イメー

ジを準備した USB フラッ

シュドライブを接続して、

USB DVD ドライブまたは

USB フラッシュデバイス

でサーバーを起動します。 

 

HPE System Recovery を実

行し、システムを出荷時状

態に復旧します。 

 

HPE StoreEasy ストレージ

システムにログオンし、シ

ステム バックアップアッ

プ作成時と同じボリュー

ムを作成します。 

 

ボリュームの作成につい

ては「StoreEasy1000 で内蔵

ディスクを使用したボリ

ュームの作成手順」を参照

して下さい。 

 

ストレージ構成の詳細に

ついては、HPE StoreEasy ス

トレージのオンラインヘ

ルプ及び管理者ガイドを

参照して下さい。 
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システムを再起動し、

『Windows 回復環境を使

用したシステムの復元』の

手順に従いシステムを復

旧します。 
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補遺: StoreEasy1000 で内蔵ディスクを使用したボリュームの作成手順 
StoreEasy 1000 の内蔵ディスクドライブは、出荷時状態で既にストレージプールが構成されオペレーティ

ングシステムが含まれています。既存のストレージプールには仮想ディスクを作成し新しいボリュームを

作成することができます。 

ここでは既存のストレージプールに仮想ディスクを作成し、作成した仮想ディスクにデータボリューム E

を作成する手順を説明します。 

ストレージプール、仮想ディスクの作成についての詳細は、HPE StoreEasy 1000 WSS2016 ストレージオン

ラインヘルプを参照してください。 

 

 

初期構成タスク、ステップ 4 – 

ストレージ構成の「仮想ディス

クの作成」をクリックします。 

 

「記憶域プールの選択」が表示

されます。既存のプールを選択

して[OK]をクリックします。 
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「仮想ディスクの新規作成ウィ

ザード」が開始されます。[次へ]

をクリックします。 

 

 

仮想ディスクの名前と説明を入

力し[次へ]をクリックします。 
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仮想ディスクのサイズを指定

し、[次へ]をクリックします。 

例では「最大サイズ」を選択して

います。 

 

選択内容を確認して[作成]をク

リックします。 
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作成が完了したら「このウィザ

ードを閉じるときにボリューム

を作成します」がチェックされ

ていることを確認して、[閉じる]

をクリックします。 

 

「新しいボリュームウィザー

ド」が開始されます。[次へ]をク

リックします。 
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ボリュームを作成する仮想ディ

スクを選択して[次へ]をクリッ

クします。 

 

「オフラインまたは未初期化の

ディスク」のメッセージが表示

されます。[OK]をクリックしま

す。 

 

ボリューム  サイズを指定して

[次へ]をクリックします。 
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ドライブ文字を選択し[次へ]を

クリックします。 

例では「E」を選択しています。 

 

ボリューム  ラベルを入力して

[次へ]をクリックします。 
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「データ重複除去を有効にす

る」ページが表示されます。[次

へ]をクリックします。 

 

「選択内容の確認」ページが表

示されます。選択内容を確認し

て[作成]をクリックします。 
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ボリュームウィザードが完了し

たら[閉じる]をクリックします。 
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補遺: HP RDX のドライブ名の確認 
バックアップ先として指定する HP RDX のドライブ名はサーバーマネージャーで確認できます。 

 

サーバーマネージャーを開き、

ファイル  サービスと記憶域サ

ービスをクリックします。 

 

「ディスク」を選択し、名前のカ

ラムに「HP RDX」が表示されたデ

ィスクをクリックします。 

ボリュームに RDX のボリューム

（例では G:）が表示されます。 
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補遺: Removable Disk Mode と Fixed Disk Mode の Windows Server バックアップ連携時の

動作の違い 
RDX Utility を使用して RDX を Fixed Disk Mode へ切り替えることが可能です。Windows Server バックアップ

(WSB)と組み合わせて使用する場合等の動作の相違は下記の通りです。 

 Fixed Disk Mode Removable Disk Mode 

設定について  設定には RDX Utility の使用が必

須です 

o StoreEasy でインストールす

るためにはインターネット接続

または管理者権限がある組み

込みでないアカウントから実行

が必要です (例: 新規に作成

した admin アカウントから実行) 

 デフォルトモードです 

 

WSB での利用 

(1) 単一ドックで

の複数カートリッ

ジの交互使用 

 単一ドックに複数のカートリッジを

交互に使用することは出来ませ

ん. 

o バックアップスケジュール作成

毎フォーマットされますがこの

時にフォーマットされたカートリ

ッジ以外へは Backup を実行で

きません. 

o 既に Backup Schedule 用にフォ

ーマットされたカートリッジでも

実行中のスケジュールを作成

した際にフォーマットされたカー

トリッジ以外へは Backup でき

ません. 

o Backup Schedule 用にカートリッ

ジをフォーマットするのは、スケ

ジュールの作成時のみです. 

 可能です. 

WSB での利用 

(2) バックアップ  

 単発バックアップおよびスケジュ

ールの設定が GUI で可能です 

 カスタム設定が可能です 

 単発バックアップのみ可能です 

 ボリューム単位のみ可能です 

 タスクスケジューラと WSB のコ

マンドラインおよび入力ファイ
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ルを含むバッチファイルの組み

合わせでスケジュール設定は

可能です 

WSB での利用 

(3) リストア 

 システム復元およびボリューム単

位に加えカスタム設定のリストア

が可能です 

 システム復元およびボリューム単

位のリストアのみ可能です 

他用途での利用  一度 Fixed Disk モードにして WSB

で 使 用 し た カ ー ト リ ッ ジ を

Removable Mode に戻すと空き容

量が 128MB 程度となります 

o Fixed Diskモードとして使用を継

続する場合は問題ありません 

o Windows 内蔵の diskpart (CLI)

ユーティリティの clean コマンド

を使用してディスクまたはボリ

ュームレベルでのクリアの実行

後通常のフォーマットが必要で

す 

 通常のフォーマットで他用途での

使用が可能です 
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補遺: StoreEasy 1xx0 のシステムディスク工場出荷時容量 

Windows Storage Server に対応した StoreEasy 1000 シリーズ各世代の工場出荷時システムディスク容量は下

記の通りです。 

StoreEasy 世代 工場出荷時システムディスク容量 

StoreEasy 1x40 100 GiB 

StoreEasy 1x50 120 GiB 

StoreEasy 1x60 150 GiB 
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免責事項 
本書に含まれる情報は予告なく変更される場合があります。ヒューレットパッカードエンタープライズ製品

およびサービスに同梱された保証書に明示的に記載された内容のみが保証されます。本書の内容は、追加の

保証を構成するものと解釈されるものではありません。ヒューレットパッカードエンタープライズは、本書

に含まれる技術的または編集上の誤りまたは不作為について、一切の責任を負うものではありません。 
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