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ログ採取についてのお願い 

※ ソフトウェアの性質上、Source サーバと Target サーバの両方のログの照合により、事象発生の状

況を確認させていただく必要があります。エラーが発生しているサーバのログだけでなく、全てのサーバ

のログをご提供いただけますようご協力をお願い致します。 

（1:N 構成、N:1 構成、1:1:1 構成においても一部サーバのログだけでなく、全てのサーバ 

のログをご提供ください） 

 

※ お客様のご都合でログの内容を修正してご提供いただいた場合には、正確な調査ができかねる場

合がございます。ログの内容は修正をせずにそのままお送りいただけますようお願い致します。 

 

※ 開発元への調査依頼が必要になった場合には、DTInfo.exe で採取する全てのログのご提供が前

提となります点もご留意願います。 

 

【Double-Take ログ採取方法】 

 

※ログ採取にはサーバへの多少の負荷が予想されますので、比較的に負荷の低い状態で実行       

して下さい。 

 

◆Double-Take ログ採取ツール 

   (～V5.1)C:¥Program Files¥DoubleTake¥ DTInfo.exe 

   (V5.2～)C:¥Program Files¥Double-Take Software¥Double-Take¥ DTInfo.exe 

  ※DTInfo.exe は Double-Take をインストールしたフォルダに保存されています。 

  

   <Double-Take のログの保存場所を変更している場合> 

   DTInfo.exe で採取できないログファイルが一部発生いたします。 
   詳細は次ページの「ログの保存場所が変更されている場合」をご参照ください。 
 

◆実行方法 

1)  Windows エクスプローラから DTInfo.exe をダブルクリックしてください。 

2）  そのまま "Start" ボタンを選択してください。通常は、約 5 分程処理が続きます。 

3)  完了すると "Cancel" ボタンの表示が "Done" に変わります。 

4)  下記パスにコンピュータ名をファイル名とする ZIP ファイルが生成されます。 

(～V5.1）C:¥Program Files¥DoubleTake¥support¥"コンピュータ名".ZIP 

(V5.2～）C:¥Program Files¥Double-Take Software¥Double-Take¥"support¥コン 

ピュータ名".ZIP 
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● DTInfo.exe が実行エラーとなる場合 
   サーバ上のインストールフォルダに存在する Support フォルダ、及び Support.old フォルダを削除し、 

DTInfo.exe を再実行してください。 
 
   上記でも、DTInfo.exe が実行エラーとなる場合には、ひとまずは次のファイルを個別に取得いただき 

まして、ご提供ください。 
   ---------------------------------------------------------------- 
  ○Windows のアプリケーション・イベントログ ※evt 形式 
  ○Windows のシステム・イベントログ     ※evt 形式 
  ○Msinfo32 の実行結果 
  ○Double-Take 動作ログ 

ファイル名： dtlog 数字.dtl 
※ファイル名に含まれる「数字」は 1 ～ 999 の連番です。 

      ※ログファイルは Double-Take をインストールしたフォルダに保存されています。 
        （～V5.1 デフォルト C:¥Program Files¥DoubleTake) 
        （V5.2～ デフォルト C:¥Program Files¥Double-Take Software¥Double-Take) 

※ログの保存場所を変更されている場合には、変更後のフォルダ内に保存 
        されています。 
  ---------------------------------------------------------------- 
● ログの保存場所が変更されている場合 

 ログの保存場所のフォルダを、デフォルト値から変更した場合には DTInfo.exe におけるログ採取の 
 対象に変更後のフォルダ内のログファイルが含まれません。 
 変更後のログフォルダ以下をコピーして、コピーしたフォルダを圧縮したファイルも DTInfo.exe の結果と
一緒にご提供ください。 

  
  ＜ログの保存場所の確認方法 ~ V5.3 を使用している場合＞ 
     「Management Console」で対象サーバのアイコンをダブルクリックしてログオン → 対象サーバの

アイコンを右クリック → Properties → [Logging]タブの Folder 項目にてご確認下さい。 
 
＜ログの保存場所の確認方法 V6.0 ~を使用している場合＞ 

     「Double-Take Console」で「Manage Servers」から対象サーバのアイコンを選択し、右クリック
「View server derails」をクリック → 画面右の「Edit server properties」をクリックし、 
Logging 項目にてご確認下さい。 
 

● 注意事項 
 

※DTInfo.exe を実行する際にはネットワークに接続されている必要はありません。 
 該当サーバでのみのログ収集処理となります。 

 
※DTInfo.exe によりログ採取には、Windows のイベントログ(application/system)が含まれます。 
 DTInfo.exe が成功した場合には別途イベントログを取得いただく必要はございません。 

 
※DTInfo.exe の実行結果により作成されたログ圧縮ファイルの容量が大きい場合は解凍いただき、

次のファイルが存在していないかどうかをご確認ください。 
 
 ・古い日付のダンプファイルが含まれていませんか？ 

 「サーバ名_DoubleTake_XXXX_XXXX_YYYY_MM_DD_HH_MM_SS_XXX.dmp」 
       ※YYYY_MM_DD はダンプファイルが作成された日付です。 
 

   ・Double-Take のログファイルが数多く含まれている場合においてファイルの更新日時が 1 年以上
前のファイルも含まれていませんか？ 
 「サーバ名_dtlogXXX.dtl」 

     ※Double-Take のログはデフォルトでは、~V5.3 では最大 5 個まで、V6.0~では最大 20 個作
成され古いファイルは上書きされますが、ファイルの保存数を変更している場合には最大 999
個まで保存されている可能性があります。 

 
     上記 2 つのパターンに該当する場合には、古い日付の対象ファイルを削除した後に、圧縮しな 

おしてご提供ください。 
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【Double-Take ログの送付方法】 

 

ログの送付につきましては、下記方法の何れかにてご送付ください。 

 

【1】 専用 Web サイト（CSQTOOL）から http ファイルアップロードを利用して 

   ログの送付が可能な場合 ※弊社推奨 

【1】-A ： 送付ログが 10MB 以下の場合 

【1】-B ： 送付ログが 10MB 以上の場合 

 

【2】 ファイル送信用 Web サイトから https ファイルアップロードを利用してログの送付が可能な場合  

【2】-A ：弊社 eCargo にファイルのアップロードを行う場合 

 

【3】 上記、【1】【2】をご利用いただけない環境の場合 

【3】-A ：メールに添付して送信する場合 

 

※※ 【1】～【3】の各方法の詳細につきましては、次ページをご参照ください 

 

 

【4】 ネットワークを使用した送付が難しい環境の場合 

   サポートセンターが指定する住所まで郵送 or 宅急便にてお送りください。 

    

※送付の前に、発送日を必ずお知らせください。 

     Double-Take サポート受付専用 Web サイト（CSQTOOL）より「お問合せ詳細」 

部分に質問内容と一緒に発送日も入力してください。 

      継続中のケースの場合には当サポートセンターより発行済みの SRID にて 

CSQTOOL より継続のお問合せとしてご連絡ください。 
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【1】専用 Web サイト（CSQTOOL）からｈｔｔｐファイルアップロードを利用してログの送付が可能な場合 ※

弊社推奨 

   お問合せフォームからファイルのアップロード機能を利用できます 

 

【1】-A 送付ログが 10MB 以下の場合 

お問合せフォーム【Web サイト：https://soldb.ctct.co.jp/csq/】よりご利用いただけます 

 

①プロダクトから「Double-Take」又は「Double-Take Move」（Move 使用者）を選択し次へ  

 
 

②お問合せ画面より、新規を選択 

 

③ユーザ情報、シリアル NO、お問い合わせ内容詳細に必要事項記載の上 

お問合せ内容の添付ファイルより、ファイルのアップロードを行ってください。 

 

※添付ファイル欄より、ファイルのアップロードが可能です 
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※お送りいただけるファイルは Zip ファイル、最大 10MB までです。 

 添付するファイルが 10MB を超えますと、トップページに移動します。 

入力した内容も全て消去されますので、ご注意ください。 

 

【1】-B 送付ログが 10MB を超える場合 

10M を超えるファイルをアップロードする場合は、一旦ファイルを分割していただき、 

下記手順にて分割ファイルのアップロードを実行してください。 

④上記①～③の手順で新規受付を行い、分割ファイルの 1 つ目をアップロードしてください。 

⑤新規受付後、 受付番号（SRID）が送付されます。それをもとに再度、専用 Web サイト 

 （https://soldb.ctct.co.jp/csq/）にて再度プロダクトを選択してください 

 
⑥お問合せ画面より継続を選択 

 

⑦ユーザ情報、シリアル NO を再度ご入力いただき、お問い合わせ詳細欄の SRID 欄に⑤で受け取った、

受付番号（SRID）を入力し、ファイルのアップロードを行ってください 
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⑧分割ファイルが複数ある場合は、お手数ですが⑤～⑦を繰り返しおこなってください。またその際は、お

問合せ概要及びお問合せ詳細に各分割番号を記載ください。 

 （例 ３分割のファイルの場合 1/3 2/3 3/3） 

※専用 Web サイト（CSQTOOL の詳しい説明資料は下記 URL をご参照ください 

http://soldb.ctct.co.jp/csq/manual/csq_manual.html 

 

 

【2】 ファイル送信用 Web サイトから https ファイルアップロードを利用してログの送付が可能な場合 

 

【2】-A 弊社 eCargo にファイルのアップロードを行う場合 

大容量ファイルの送信も可能な一時アップロードサイト eCargo をご案内させていただきますので、一度弊

社サポートへその旨ご連絡ください。 

eCargo ご利用にあたっては以下のような URL と個別のパスワードをご連絡の都度発行させていただきま

す。有効期限は 1～2 週間となりますので、必要な際にご連絡ください。 

 

①URL 通知メール(実際は更に長いアドレスとなります) 

 

 

 

 

 

 

 

 

②ログイン画面 
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 ③別送するパスワードを入力しログインすると以下のようなアップロードサイトが開きます。 

  参照よりファイルを読み込んでアップロードください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④必要なファイルを全て「追加」したら「送信する」ボタンをクリックし、確認画面に移ります。 

 ＊一度に 10 ファイル、合計 4GB までアップロード可能です。(1 ファイルの最大は 2GB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤最終確認画面が表示されますので、問題なければ「送信する」で転送ください。 

 



Double-Take テクニカルサポートセンター 

2015/01/16 Ver2.9 

 

【3】 上記、【1】【2】をご利用いただけない環境の場合 

 

 【3】-A ：メールに添付して送信する場合 

環境によって http/ｆｔｐ がご利用いただけないお客様は、分割して添付の上、Double-Take テクニカル

サポートセンター宛（dt-support@ctc-g.co.jp）宛に送信願います。 

※メールに添付される際は可能な限り資料を圧縮していただきますようお願い致します。 

 また各分割メールの容量は「1MB 以下」での送信をお願いいたします。 

※添付ファイルは ZIP ファイルでの送信をお願いいたします。 


