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1.テープバックアップについて 
 

1-1.テープバックアップ 

iX には OS 標準機能として、バックアップ機能を持っています。 

バックアップはテープメディア、仮想テープ、USB メモリーなど様々な媒体にバックアップすることが可能です。 

本書では、テープバックアップの簡単な設定並びに基本的な操作について説明をしています。 

 

 
※本機能は SmartNAS シリーズ、Ness シリーズではご利用できません。 

※バックアップは NAS ボリュームのみ可能です。iSCSI、FC ボリュームには対応していません。 

 

iX：テープバックアップの仕組み 
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2.テープバックアップの準備 
 

2-1.バックアップ機能の有効化 

 

 操作 表示例 

1 iX Web 管理画面へログインします。 

メニューより 構成 → NAS 基本設定をクリック。 

 

2 NAS 基本設定 → ローカルバックアップの設定の箇所ま

でバーをスクロールさせます。 

※ローカルバックアップの設定は、デフォルトは無効化に

なっています。 

 

3 ローカルバックアップの使用にチェックをいれ、デー

タベースを設定し、適用ボタンを押します。 

これで、バックアップ機能が利用できるようになりま

す。 

 

※ここでは「LV 上のデフォルトの共有」 対象：

lv0000 に新規データベースを作成しています。 

 

【LV 上のデフォルトの共有】 

選択した論理ボリューム内のデフォルトの共有にバ

ックアップのデータベースを格納します。 

【その他の共有】 

選択した共有にバックアップのデータベースを格納

します。 

【データベースの移動】 

 



 

3 

このオプションをオンにすると、既存のバックアップ 

データベースが選択した共有に移動します。 
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3.バックアップ設定（シングルドライブ） 

 

3-1.バックアッププールの作成・削除 

 

 操作 表示例 

1 WEB 管理画面にログイン、メニューより メンテナン

ス → バックアップ → バックアッププールをクリッ

クします。 

 

2 プールの作成をします。 

※プールはストレージ内のテープをグループ分けす

るのに使用されます。 

 

3 名前：プールの名称（任意の名称を入力） 

以降テープ保持：プール内のテープを上書きするま

での保存期間を指定します。（デフォルト：一年(365

日)） 

テープをそれぞれ一度しか使用しない：テープに追

加書き込みができなくなります。 

 

4 プールを作成後、バックアッププールの項目欄に表

作成したプールが表示されます。 

 

5 プールを削除する場合、対象のプールを選択 → 

プールの削除 - 削除する をクリックして下さい。 

（※対象のバックアップタスクが実行中の場合は削

除できません。） 
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3-2.バックアップ・デバイス 

 

3-2-1.テープステータス 

 

 操作 表示例 

1 サーバーにテープドライブを接続して、OS 上にて正

常に認識している場合は、バックアップ・デバイスの

ツリーの一覧に「Tape Drive」として表示されます。 

 

2 テープデバイスのステータスは「Tape device 

status」にて確認できます。 

利用可能：online 

利用不可：offline 

 ※ここのステータス欄はバックアップ、リストアの使用状

況を確認することも可能です。 

 

 

3-2-2.新テープのラベリングの作成と削除 

 操作 表示例 

1 バックアップを行うテープの作成を行います。 

 

2 名前：任意のテープ名を入力します。 

プール名：対象のプールを選択してください。 

テープサイズの制限：任意でテープのサイズを制限できま

す。 

設定後、[適用] をクリックします。 

※プールがない場合は、ラベリングの設定はできません。 
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3 テープのラベリングを作成後、テープ・バックアップ・デバイ

スに作成したテープが表示されます。 

 

4 作成したテープを削除したい場合は、ゴミ箱のアイコンをク

リックすることで、削除できます。 

 

 

3-2-3.テープツール 

 操作 表示例 

1 テープの巻き戻し、データの消去、ドライブからテープメデ

ィアの排出を操作ができます。 

 

 

 

3-3.バックアップ・タスク 

 

 操作 表示例 

1 
ここでは、バックアップのタスクを作成することで、テー

プ装置の実行、停止、削除の設定を行います。 

※別々のドライブに複数のバックアップのタスクを同時

に実行することができます。 

1 つのドライブに対して複数のバックアップ タスクが設

定されているときは最初のタスク実行中は残りのタスク

は保留されます。 
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2 
バックアップのタスクを作成します。 

バックアップ タスクを作成するには、次の手順を実行し

ます。  

1)名前：タスク名を入力します。 

2)論理ボリューム：バックアップ対象のボリュームを選択

します。 

3)バックアップ用の共有：バックアップを行いたい対象の

共有を選択します。 

4)スナップショット：バックアップの作成元のスナップショ

ットを選択します。 

5)プールの保存：バックアップの作成先のプールを選択

します。 

6)レベル：バックアップのパターンを選択します。 

フル：すべてのデータがバックアップされます。 

インクリメンタル：新しいデータだけがバックアップ 

差分：前回のフル バックアップ以降のすべての新し

いデータをバックアップ 

7)データの圧縮： 

※圧縮が必要ない場合は、チェックを外してくださ

い。 

低-速：バックアップ速度が速くなります。 

通常（デフォルト） 

高：バックアップ速度が遅くなります 

8)フルバックアップの頻度：インクリメンタル/差分、バッ

クアップの実施数回に１回フルバックアップを実施する

設定です。 

 

3 タスクを作成後、バックアップ タスクのツリーに作成

したタスクが表示されます。 
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4 作成したタスクを選択すると、右側のペインにて、タ

スクの値を確認することができます。 

 

5 作成したバックアップ タスクに以下のスケジュールを設定

することが可能です。 

 

コメント：任意 

時間の選択：間隔 

間隔：10、15、30 分、1、2、4、6、12、24 時間 

時間の選択：毎週 

月曜日～日曜日 

バックアップ開始時間：スタート 

毎週 

奇数週ごと 

偶数週ごと  

（※バックアップ時は負荷がかかります。運用時間帯は避

け、深夜などの時間帯に実施することを推奨致します。） 

 

 

6 作成したスケジュールは、右の図のように表示されます。 

（※1 つのテープに複数のタスクを作成することも可能で

す。） 

 

 

7 タスクを削除する場合は、対象のタスクを選択後、バックア

ップタスクの削除より[削除する] をクリックして下さい。 

※削除対象のタスクが実行中の場合は、削除することが

できません。  

 

 
  



 

9 

3-4.バックアップの確認 

 

バックアップのステータス、開始、終了時間などを確認する方法を下記に説明します。 

 操作 操作 

1 ・バックアップ中のステータス確認 

Web 管理画面 → メニューから メンテナンス → 

バックアップ → バックアップ・デバイス → 対象の

テープ装置を選択 → Tape device status 

現在のバックアップ中のステータス状況がリアルタ

イムで確認できます。 

 

2 ・タスクの開始、終了時間の確認 

Web 管理画面 → メニューから メンテナンス → 

バックアップ → バックアップタスク → 対象のバッ

クアップタスクを選択する。 

ドロップダウン 

 

3 ・タスクの開始、終了時間、状態の確認 

Web 管理画面 → メニューから スタース → タス

ク → バックアップを選択。 

 

※終了のタスク ログではバックアップしたファイル

数とデータ量を確認することができます。 
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4.バックアップ設定（オートローダー/ライブラリ） 

 

4-1.バックアッププールの作成・削除 

 

 操作 表示例 

1 WEB 管理画面にログイン、メニューより メンテナン

ス → バックアップ → バックアッププールをクリッ

ク。 

 

2 プールの作成をします。 

※プールはストレージ内のテープをグループ分けす

るのに使用されます。 

 

3 名前：プールの名称（任意の名称を入力） 

以降テープ保持：プール内のテープを上書きするま

での保存期間を指定します。（デフォルト：一年(365

日)） 

テープをそれぞれ一度しか使用しない：テープに追

加書き込みができなくなります。 

 

4 プールを作成後、バックアッププールのツリーに作

成したプールが表示されます。 

 

5 プールを削除する場合、対象のプールを選択 → 

プールの削除 - 削除する をクリックして下さい。 

（※対象のバックアップタスクが実行中の場合は削

除できません。） 
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4-2.バックアップ・デバイス 

 

4-2-1.テープステータス 

 

 操作 表示例 

1 サーバーにテープドライブを接続して、OS 上にて正

常に認識している場合は、バックアップ・デバイスの

ツリーの一覧に「Tape Drive」として表示されます。 

 

2 テープデバイスのステータスは「Tape device 

status」にて確認できます。 

利用可能：online 

利用不可：offline 

 ※ここのステータス欄はバックアップ、リストアの使用状

況を確認することも可能です。 

 

 

4-2-2.新テープのラベルの作成 

 

 操作 表示例 

1 新規テープにラベルの設定を行います。 

 

表示されている使用可能スロット（テープメデ

ィア）をラベル設定するスロット側に移動させ

ます。 

（※複数選択可能：キーボードの ctrl ボタンを

押しながら選択して下さい。） 

ラベルプリフィックス：テープの名称を入力します。 

 

消去を伴う：使用設定するとラベリング時にテープは

消去されます。 

テープ容量の制限：テープ容量を制限します。 
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2 テープのラベルを作成すると、ラベルの進行中ステータス

になります。 

ラベル設定されたメディアは [テープ・バックアップ・デバイ

ス] の一覧に表示されます。 

 

※ラベルを設定するメディアの数が多い場合、完了までに

かなりの時間を要します。（1 スロット：約 5 分） 

 

3 表示されるテープのラベルが正常に認識していない場合

は、 [テープスキャン] をクリックして下さい。 

 

 

4-2-3.テープツール 

 操作 表示例 

1 テープの巻き戻し、データの消去、ドライブからテープメデ

ィアの排出を操作ができます。 
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4-3.バックアップ・タスク 

 

 操作 表示例 

1 
ここでは、バックアップのタスクを作成することで、テー

プ装置の実行、停止、削除の設定を行います。 

※別々のドライブに複数のバックアップのタスクを同時

に実行することができます。 

1 つのドライブに対して複数のバックアップ タスクが設

定されているときは最初のタスク実行中は残りのタスク

は保留されます。 

 

2 
バックアップのタスクを作成します。 

バックアップ タスクを作成するには、次の手順を実行し

ます。  

1)名前：タスク名を入力します。 

2)論理ボリューム：バックアップ対象のボリュームを選択

します。 

3)バックアップ用の共有：バックアップを行いたい対象の

共有を選択します。 

4)スナップショット：バックアップの作成元のスナップショ

ットを選択します。 

5)プールの保存：バックアップの作成先のプールを選択

します。 

6)レベル：バックアップのパターンを選択します。 

フル：すべてのデータがバックアップされます。 

インクリメンタル：新しいデータだけがバックアップ 

差分：前回のフル バックアップ以降のすべての新し

いデータをバックアップ 

7)データの圧縮： 

※圧縮が必要ない場合は、チェックを外してくださ

い。 

低-速：バックアップ速度が速くなります。 

通常（デフォルト） 

高：バックアップ速度が遅くなります 
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8)フルバックアップの頻度：インクリメンタル/差分、バッ

クアップの実施数回に１回フルバックアップを実施する

設定です。 

3 タスクを作成後、バックアップ タスクのツリーに作成

したタスクが表示されます。 

 

4 バックアップタスクのツリーに表示されたタスクをクリ

ックします。 

 

5 バックアップのタスクにスケジュールの設定を行うこ

とが可能です。 

 

コメント：任意 

時間の選択：間隔 

間隔：10、15、30 分、1、2、4、6、12、24 時間 

時間の選択：毎週 

月曜日～日曜日 

バックアップ開始時間：スタート 

毎週 

奇数週ごと 

偶数週ごと  

（※バックアップ時は負荷がかかります。運用時間

帯は避け、深夜などの時間帯に実施することを推奨

致します。） 

 

 

6 作成したスケジュールは、右の図のように表示され

ます。 

（※1 つのテープに複数のタスクを作成することも可

能です。） 

 

 

7 タスクを削除する場合は、対象のタスクを選択後、

バックアップタスクの削除より[削除する] をクリック

して下さい。 

※削除対象のタスクが実行中の場合は、削除する

ことができません。 
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4-4.バックアップの確認 

 

バックアップのステータス、開始、終了時間などを確認する方法を下記に説明します。 

 操作 操作 

1 ・バックアップ中のステータス確認 

Web 管理画面 → メニューから メンテナンス → 

バックアップ → バックアップ・デバイス → 対象の

テープ装置を選択 → Tape device status 

現在のバックアップ中のステータス状況がリアルタ

イムで確認できます。 

 

2 ・タスクの開始、終了時間の確認 

Web 管理画面 → メニューから メンテナンス → 

バックアップ → バックアップタスク → 対象のバッ

クアップタスクを選択する。 

ドロップダウン 

 

3 ・タスクの開始、終了時間、状態の確認 

Web 管理画面 → メニューから スタース → タス

ク → バックアップを選択。 

 

※終了のタスク ログではバックアップしたファイル

数とデータ量を確認することができます。 
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5.リストア手順 
 

5-1.リストア手順 

 
この機能を使用して、テープメディアにバックアップしたデータから戻すことができます。 

 

 操作 表示例 

1 iX Web 管理画面へログイン → メンテナンス → レ

ストア（リストア）をクリック。 

 

2 ここでは、これまでに取得したバックアップから、リス

トア用のタスクを作成し、データを戻すことが可能で

す。 

 

 

3 バックアップのタスクの選択 

プルダウンから、戻したいバックアップのタスクを選

択して下さい。 
 

4 リストア対象となるバックアップのデバイスを選択し

て下さい。 
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5 ファイル名の内容： 

戻したいファイル名を検索して、検索にヒットしたバ

ックアップの一覧が表示されます。 

 

例：右の図では「test*」というファイルを 2017 年 7

月 27 日に取得されたタスクを検索しています。 

※実際にリストアされるファイルは test*のファイル

一覧のみになります。 

個別ファイルではなくバックアップのタスクで取得し

たデータ全体を戻したい場合は、ファイル名の内容

の箇所に入力はせず、復元したい年月日を設定し、

検索を行って下さい。一覧で表示された対象の 

復元したい対象のタスクにチェックを入れてくださ

い。 

 

6 リストアを行う際のタスクの名前を入力して下さい。 
 

7 データを戻す先を選択して下さい。 

 

8 ファイルをリストアする際、上書きの方法について選

択ができます。 

常に：バックアップのファイルにすべて上書きされま

す 

新しい場合：バックアップファイルの方が新しい場合

に上書きします。 

古い場合：バックアップファイルの方が古い場合に

上書きします。 

上書きしない：上書きを行いません。 

 

9 各種設定後、[作成直後に実行] にチェックを入れ

た場合、すぐにリストアが開始されます。 

チェックを外した場合は、手動にてタスクを実行する

ことでリストアが開始されます。 
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5-2.リストアの状況確認 

 

 

 操作 表示例 

1 リストアを実施中、バックアップのリストアのタスクに

て、開始、終了を確認することができます。 

 

2 次に、Web 管理画面のメニューより、ステータス → 

タスク → タスクのツリーから [バックアップから復

元] をクリックします。 

 

 

3 リストアを実行中の場合、実行中のタスクとして表示

されます。 

また、タスク ログでは、開始と終了のログが記録さ

れます。 

※終了時のログにはリストアされたファイル数が確

認できます。 
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4 リストア中の転送状況などは以下の箇所で確認す

ることができます。 

 

Web 管理画面 → メンテナンス → バックアップ 

→ バックアップ・デバイスをクリック 

 

5 画面上の右ペインに [Tape device status] にリスト

ア時のタスク名が表示されます。 

次に、ドロップダウンをクリックします。 

ここでは、リアルタイムにリストアの状況を確認する

ことが可能です。 
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