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Windows Server バックアップと RDX を使用した Windows Server 2016 システ
ムのバックアップおよび復元 

Windows Server バックアップを使用して RDX に Windows Server 2016 のシステム バックアップアップを作成

しておくと、Windows 回復環境を使用してシステムの復元が容易に行えます。 

本書では RDX カートリッジを使用して Windows Server 2016 のシステム復旧用バックアップ、データボリュー

ム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。 
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Windows Server バックアップのインストール 
Windows Server バックアップは Windows Server 2016 でサポートされていますがインストールが必要です。 

 

サーバーマネージャー

を開き、「役割と機能の

追加」をクリックして

役割と機能の追加ウィ

ザードを起動します。 

 

役割と機能の追加ウィ

ザードはサーバーマネ

ージャーの管理>役割

と機能の追加  からも

実行できます。 

 

 

「役割と機能の追加ウ

ィザード」が表示され

ます。[次へ]をクリック

します。 
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「インストールの種類

の選択」ページで「役割

ベースまたは機能ベー

スのインストール」を

選択して[次へ]をクリ

ックします。 

 

「対象サーバーの選

択」ページで使用中の

ローカルサーバーを選

択し[次へ]をクリック

します。 
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「サーバーの役割の選

択」ページが表示され

ます。[次へ]をクリック

します。 

 

「機能の選択」ページ

が 表 示 さ れ ま す 。

「Windows Server バッ

クアップ」をチェック

し[次へ]をクリックし

ます。 
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「インストール  オプ

ションの確認」が表示

されます。[インストー

ル]をクリックします。 

 

インストールが開始さ

れ「インストールの進

行状況」ページが表示

されます。 
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インストールが完了し

たら[閉じる]をクリッ

クします。 
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Windows Server バックアップを使用したシステム バックアップの作成 

 

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。 

 

左ペインで、ローカルバッ

クアップをクリックしま

す。 
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操作メニューから「単発バ

ックアップ」を選択しま

す。 

 

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。 
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「カスタム」を選択し、[次

へ]をクリックして次へ進

みます。 

 

[項目の追加]をクリックし

ます。 
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「ベアメタル回復」をチェ

ックします。データボリュ

ーム（例ではボリューム

E(E:)）を除くすべての項目

が選択されていることを

確認して、[OK]をクリック

します。 

 

 

［次へ］をクリックしま

す。 
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作成先の種類にローカル

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。 

以上でシステムバックア

ップの作成が完了です。 
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Windows Server バックアップを使用したデータボリュー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。 

 

左ペインで、ローカルバッ

クアップをクリックしま

す。 
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操作メニューから「単発バ

ックアップ」を選択しま

す。 

 

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。 
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「カスタム」を選択し、[次

へ]をクリックして次へ進

みます。 

 

[項目の追加]をクリックし

ます。 
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データボリューム（例では

Data ボリューム-E(E:)）を選

択し [OK]をクリックしま

す。 

 

［次へ］をクリックしま

す。 
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作成先の種類にローカル

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

と状態に「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。 

 

以上でデータボリューム

のバックアップ作成は完

了です。 
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Windows 回復環境を使用したシステムの復元 

 

Windows Server 2016 インス

トールディスクでサーバ

ーを起動します。 

Windows セットアップが

表示されたら、[次へ]をク

リックします。 

 

「コンピューターを修復

する」をクリックします。 
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オプションの選択で[トラ

ブルシューティング]を選

択します。 

 

[イメージでシステムを回

復]を選択します。 
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復元するオペレーティン

グシステムを選択します。 

 

「利用可能なシステム イ

メージのうち最新のもの

を使用する」- 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。 

「システムイメージを選

択する」- 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。 
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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、「ディ

スクをフォーマットして

パーティションに再分割

する」を選択し、[次へ] 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、「ディスクの除外」 

をクリックします。 

 

詳細を確認し、[完了] をク

リックして、復旧処理を開

始します。 
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確認メッセージで［はい］ 

をクリックして復元処理

を進めます。 

 

復元が開始されます。 

 

 

復元が完了するとサーバ

ーは自動で再起動されま

す。 

再起動後は復元されたシ

ステムが使用可能です。 

 

データボリュームの復元

が必要な場合は、Windows 

Server バックアップを使

用したデータボリューム

の復元手順を実行します。 
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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、復元先として使用する論理ドライブが存在する必要が

あります。 

ハードドライブを交換した場合など論理ドライブが構成されていない場合は、 Smart Storage 

Administrator(SSA)を使用して論理ドライブを構成した後で Windows 回復環境を実行します。 

データボリュームは Windows 回復環境を完了後に、バックアップアップ作成時と同じボリュームを作成し

てから復旧します。 

 

 

システムの起動時に F10キ

ー を 押 し Intelligent 

Programing を起動します。 

 

「メンテナンスの実行」を

選択します。 
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「 Smart Storage 

Administrator(SSA)」をクリ

ックします。 

 

復元先に使用するハード

ドライブが接続されたコ

ントローラを選択します。 

（例では「Smart アレイ

P440）を選択しています。） 
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「構成」をクリックしま

す。 

 

「アレイ作成」をクリック

します。 
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使用するハードドライブ

を選択し、［アレイの作成］

をクリックします。 

 

RAID レベルを選択し[論理

ドライブの作成]をクリッ

クします。 
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[終了]をクリックします。 

 

クローズボックスをクリ

ッ ク し て Smart Storage 

Administrator を終了しま

す。 
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[OK]をクリックします。 

 

電源アイコンをクリック

します。 



 

32 
WINDOWS SERVER バックアップと RDX を使用した WINDOWS 
SERVER 2016 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] 

 

 

以上で論理ドライブの構

成手順は終了です。 

再起動をクリックしてシ

ステムを再起動し、システ

ムの復元を開始します。 

 

システムの復元には、

Windows Server 2016 インス

トールディスクでサーバ

ーを起動し「Windows 回復

環境を使用したシステム

の復元」手順を実行しま

す。 
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Windows Server バックアップを使用したデータボリュームの復元 

 

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。 

 

左ペインで、ローカルバ

ックアップをクリックし

ます。 
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操作メニューから「回復

…」を選択します。 

 

回復ウィザードが開始さ

れます。 

「別の場所に保存されて

いるバックアップ」を選

択します。回復に使用す

るRDXカートリッジが挿

入されていることを確認

して  [次へ]をクリック

します。 
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バックアップの場所の種

類指定が表示されます。

「ローカルドライブ「選

択し[次へ]をクリックし

ます。 

 

バックアップの場所の選

択が表示されます。バッ

クアップの場所にRDXの

ドライブを選択し、[次

へ]をクリックします。 

 

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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サーバーの選択が表示さ

れます。回復するサーバ

ーを選択して[次へ]をク

リックします。 

 

バックアップの日付の選

択が表示されます。回復

にしようするバックアッ

プの日付を選択し[次へ]

をクリックします。 
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回復の種類の選択が表示

されます。「ボリューム」

を選択して[次へ]をクリ

ックします。 

 

ボリュームの選択が表示

されます。ソースボリュ

ームをチェックし回復先

ボリュームを選択してか

ら[次へ]をクリックしま

す。 

 

回復先ボリュームのデー

タが失われる旨のメッセ

ージが表示されます。[は

い]をクリックします。 
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回復するボリュームを確

認し[回復]をクリックし

ます。 

 

回復に使用するメディア

が挿入されていることを

確認し[OK]をクリックし

ます。 
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回復が実行されます。 

 

復元が完了すると、状態

に「完了しました。」が表

示されたらます。[閉じ

る]をクリックして回復

ウィザードを終了しま

す。 

データボリュームの復元

は完了です。 
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補遺: データ ボリュームの有効化手順 
データ ボリュームの復旧にあたり、データ ボリューム用のハード ディスクを交換した場合は、データ ボ

リュームの復旧を実行する前に論理ドライブの再有効化とオンライン化が必要です。 

ここでは Smart Storage Administrator を使用してデータ ボリューム用の論理ドライブを再有効化する手順

と、有効化した論理ドライブをオンライン化する手順を説明します。 

論理ドライブについての詳細は Smart Storage Administrator オンラインヘルプを参照してください。 

 

 

画面左下の Window アイコンを

クリックし、「システム  ツー

ル」、「Smart Storage Administrator」

の 順 に ク リ ッ ク し て Smart 

Storage Administratorを開きます。 

 

復元先に使用するハードドライ

ブが接続されたコントローラを

選択します。 

（例では「Smart アレイ P440）を

選択しています。） 
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「構成」をクリックします。 

 

 

「論理デバイス」をクリックし

ます。 
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データ  ボリュームに使用する

論理ドライブを選択します。 

（クリティカル  ステータスが

表示されています。） 

 

 

「論理ドライブの再有効化」を

クリックします。 
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確認メッセージが表示されま

す。[はい]をクリックします。 

 

 [終了]をクリックします。 
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[X]をクリックして Smart Storage 

Administrator を終了ます。 

 

[OK]をクリックします。 

 

画面左下の Window アイコンを

クリックし、「Windows 管理ツー

ル」、「コンピューターの管理」の

順にクリックして「コンピュー

ターの管理」を開きます。 
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「ディスクの管理」をクリック

します。 

 

「ディスクの初期化」が表示さ

れます。[OK]をクリックします。 
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「未割り当て」のボリュームを

右クリックして[新しいシンプル 

ボリューム]をクリックします。 

 

「新しいシンプル  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 サイズの指定」ペ

ージが表示されます。サイズを

確認して[次へ]をクリックしま

す。 

 

「ドライブ文字またはパスの割

り当て」ページが表示されます。

復旧するボリュームのドライブ

を選択して[次へ]をクリックし

ます。 
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「パーティションのフォーマッ

ト」ページが表示されます。[次

へ]をクリックします。 

 

「新しいシンプル  ボリューム 

ウィザードの完了」が表示され

ます。[完了]をクリックします。 
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ボリュームのフォーマットが開

始されます。 

 

フォーマットが完了すると「正

常」が表示されます。 

 

以上でデータ  ボリュームの再

有 効 化 手 順 は 終 了 で す 。

「Windows Server バックアップ

を使用したデータボリュームの

復元」手順を実行してデータ ボ

リュームの復元を行います。 
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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 F:）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ルを

含むバッチファイルの組み合わ
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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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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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