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Domino トランザクションログのアーカイブコピー
をクリーンアップしています
Domino トランザクションログを使用している場合、 IBM Domino プラグインは、最新
の状態へのリストア処理で使用するために、 Domino トランザクションログのコピーを
changeinfo ディレクトリにアーカイブします。Snap Creator が不要になったトランザク
ションログのコピーをクリーンアップするには、トランザクションログの管理を有効に
する必要があります。
Domino プラグインは、 changeinfo ファイルおよび changeinfo ディレクトリに Domino トランザクションロ
グのアーカイブコピーを格納します。プラグインは、設定の保持ポリシーに基づいて、 .info ファイルを自動
的にクリーンアップします。Snap Creator でトランザクションログ管理を明示的に有効にしないかぎり、ト
ランザクションログの不要なコピーはクリーンアップされません。
トランザクションログ管理のセットアップで、最新の状態へのリストア処理用に保持するトランザクションロ
グのアーカイブコピー数と、 changeinfo ディレクトリを含むボリュームサイズとの間に、適切なバランスを
取るようにします。
Archive Log ディレクトリのパラメータを、 Domino トランザクションログのパスに設定しない
でください。これを行うと、 Domino 環境が破損する可能性があります。
1. [ プロファイルと構成 ] ペインで構成ファイルを選択し、 [ * アーカイブログの管理 * ] タブをクリックしま
す。
2. [ * アーカイブ・ログ管理 * ] タブで、トランザクション・ログ管理設定に次の値を指定します。
パラメータ

設定

説明

アーカイブログを有効にします

Y

トランザクションログのクリーン
アップを有効にします。

アーカイブログの保持

Snapshot コピーを保持する日数
以上の値を入力してください。

トランザクションログを保持する
日数。

アーカイブログディレクトリ

changeinfo/logs

クリーンアップするディレクト
リ。* 重要： * Domino トランザ
クションログのパスを指定しない
でください。これを行うと、
Domino 環境が破損する可能性が
あります。

アーカイブログの拡張機能

Domino トランザクションログフ
ァイルのコピーの拡張子。
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パラメータ

設定

説明

アーカイブログ再帰検索

N

Snap Creator プラグインは、
changeinfo ディレクトリの logs
サブディレクトリに .txt ファイル
を格納するため、再帰的な検索は
必要ありません。

3. [ 構成コンテンツ ] ペインで [ 保存 ] をクリックして、変更を保存します。
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