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1
概要
この章では以下の項目について説明しています。
■

AutoSupport の概要

AutoSupport の概要
Veritas AutoSupport は、インフラ、プロセス、システムから成り、Veritasアプライアンスの
ハードウェアおよびソフトウェアをプロアクティブに監視してサポートの充実を図ります。
AutoSupport を使用すると、エラーレポートの自動作成とサポートケースの作成も行うこ
とができます。
自動化、インターネットアクセス、ケース管理の統合により、Veritasはサポートプロセスを
改善し、問題をより迅速に解決するための手段をサポート技術者に提供することができま
す。Veritas内の AutoSupport インフラで、各アプライアンスのコールホームのデータを
分析してプロアクティブにユーザーをサポートし、ハードウェアエラーのインシデントに対
して応答します。この機能を使用すると、管理者がサポートケースを作成する必要が軽減
されます。また、Veritasが、ユーザーがアプライアンスをどのように構成して使用している
か、また最もメリットがある改良点はどこかを把握できます。AutoSupport は、コールホー
ムのデータをVeritasが保持する他のサイトの構成データと関連付けて、テクニカルサポー
トやエラーの分析に使用することもできます。Veritasは、AutoSupport を使用してユー
ザーのサポートの質を大幅に改良します。
このドキュメントでは、アーキテクチャ (機能方法)、操作 (構成方法)、セキュリティおよび
データプライバシー、技術の詳細 (データ) など、AutoSupport の多くの側面について説
明します。主に、NetBackup 52xx および 5330 アプライアンスについて説明していま
す。

AutoSupport 2.0 のサポート対象プラットフォーム
AutoSupport 2.0 は、以下の NetBackup アプライアンスのプラットフォームをサポートし
ます。
■

NetBackup 5220 アプライアンス (ソフトウェアバージョン 2.7.1 以上)
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■

NetBackup 5230 アプライアンス (ソフトウェアバージョン 2.7.1 以上)

■

NetBackup 5240 アプライアンス (ソフトウェアバージョン 2.7.3 以上)

■

NetBackup 5330 アプライアンス (ソフトウェアバージョン 2.7.1 以上)

追加情報
Veritasアプライアンスの詳細と他のドキュメントについては、Veritasの Web サイトで以
下のインフォメーションストアにアクセスしてください。
■

Veritasアプライアンスの製品ページ:
NetBackup アプライアンスのホームページ

■

Veritasテクニカルサポートのページ

■

Veritasアプライアンスサービスのページ
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2
アーキテクチャ
この章では以下の項目について説明しています。
■

AutoSupport 2.0 アーキテクチャの概要

■

コンポーネント

AutoSupport 2.0 アーキテクチャの概要
アプライアンスのリリース 2.7.1 では、クライアントとサーバー両方に新しいアーキテクチャ
が実装され、ユーザーのサポートの質を改善するために AutoSupport 機能を強化して
います。当社は、今後、診断機能を強化できるだけでなく、アラート管理、コンポーネント
監視、ソフトウェア監視でモジュール方式を使用できる新しいクライアントフレームワーク
を作成しました。

コンポーネント
AutoSupport 技術は、主として AutoSupport クライアントエージェント、AutoSupport レ
シーバ、マイアプライアンスポータルという 3 つの主要コンポーネントから成ります。
次の図に、AutoSupport の基本的なアーキテクチャの概要を示します。
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AutoSupport 2.0 アーキテクチャ

図 2-1
マイアプライアンス
ポータル

IaaS
インフラストラクチャ
アプライアンス
データベース
ベリタスフィールド
サービス

AutoSupport
エージェント
イベント/エラー
システムインベントリ
構成
パフォーマンス
容量

AutoSupport 受信者

コールホーム
サービス

SORT 受信者

サポート
オペレーション

診断データ
エラーログ

AutoSupport クライアントエージェントについて
AutoSupport クライアントエージェントは、アプライアンスのハードウェアコンポーネントと
ソフトウェアコンポーネントを絶えず監視します。問題の診断データ、システムの健全性
データ、インベントリデータを収集して、Veritasにコールホームインフラを使用して安全に
伝送し、重大なイベントに応答します。Veritasサポートでは、このデータを使用して診断
やトラブルシューティングに役立てます。

アプライアンスのハードウェア監視
コールホームは、以下のハードウェアコンポーネントを監視します。
■

CPU

■

ディスク

■

ファン

■

電源

■

環境の遠隔測定データ
■

システムの温度

■

システムの電圧

■

ファンの速度

■

BBU の充電状態

■

RAID コントローラ

■

RAID ボリュームグループ

■

システムの温度

■

IPMI (Integrated Platform Management Interface) および BMC (Baseboard
Management Controller) チップを搭載している場合のシステムボードコンポーネン
ト
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■

ストレージサブシステム (シェルフおよびインターコネクト)

アプライアンスのソフトウェア監視
監視エージェントを実行している製品を基準にソフトウェアを監視します。
AutoSupport クライアントエージェントは、以下のデータと、アプリケーションの構成およ
びパフォーマンスに特有のその他のデータを監視します。
■

容量の利用率

■

ファームウェア

■

MSDP のパフォーマンス

■

アプリケーションのバージョン

■

オペレーティングシステムパッケージ

■

パッチと、エンジニアリングバイナリおよびエンジニアリングバンドル (EEB)

Veritasアプライアンスの監視インフラについて
Veritasアプライアンスの監視インフラは、AutoSupport レシーバと SORT データレシー
バの 2 つの独立した受信サーバーから成ります。
Veritasは、米大陸内に配置された管理インフラをサービス (IaaS) 施設として利用してこ
のインフラを提供するので、冗長性が高まります。
Veritasのコールホームサービス (CHS) チームは、米国、アイルランド、シンガポールに
配置された 3 つの拠点を最前線として、24 時間監視体制でグローバルインシデントに対
応します。
Veritasサポートには、Veritasコールホームサービス、Veritas Enterprise Support の運
用、Veritasフィールドサービス、「24 時間体制」を実現するために世界規模でスタッフを
配備しているすべてのサポートが含まれます。
アプライアンスがイベントデータをVeritasに伝送すると、このデータがVeritasアプライア
ンスの監視インフラサーバーに送信されます。ハートビートのエラーが発生すると、CHS
チームに警告が出されます。また、アプライアンスは DataCollect パッケージを SORT
レシーバに伝送します。これにより、インシデントチケットがオープンになり、状態が追跡
されます。CHS エンジニアはこのインシデントの優先順位を決定し、処理方法を特定し
ます。CHS エンジニアは、上層部門であるサポートオペレーションに問題を上げるか、ま
たはハードウェアの修復をVeritasフィールドサービスに依頼します。

マイアプライアンスポータルについて
マイアプライアンス Web ポータルでは、Veritasアプライアンスの一元登録、サポート、イ
ンフォメーションストアを提供します。ポータル内で、サポートケースやアプライアンスに関
するその他の情報を表示できます。ベストプラクティスやその他のナレッジベース記事を
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参照したり、アプライアンスの管理者の連絡先や場所の情報を登録、管理することもでき
ます。
メモ: マイアプライアンスポータルでアプライアンスを登録することは、サポートプロセスに
おいて重要なステップです。登録すると、Veritasはアプライアンスのエラーを特定した場
合に適切なユーザーに連絡し、フィールドサービスの担当者を現場に派遣してエラーを
修復できます。

データ伝送の間隔
AutoSupport クライアントエージェントは、定期的にデータを伝送して積極的に監視し、
詳しく診断してサポートに役立てます。これらのデータ収集やデータ伝送は、次の 4 つ
の主要なカテゴリに分類されます。
■

イベントデータ

■

構成データおよびインベントリデータ

■

遠隔測定データおよびパフォーマンスデータ

■

診断データ

次のセクションで、各カテゴリ、伝送間隔、基本プロパティについて説明します。

イベントデータの状態
間隔:
■

ハードウェアまたはソフトウェアの障害やエラーなど、イベントを検出したらすぐに伝送

基本プロパティ:
■

シリアル番号

■

エラーの時刻

失敗したコンポーネントのみのその他の特性:
■

バッテリの電圧レベル、充電状態など

システムインベントリデータおよび構成データ
間隔:
■

24 時間ごとに 1 回

基本プロパティ:
■

次の項目を含むすべてのハードウェアコンポーネントのインベントリ:
■

製造元
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■

■

■

モデル

■

シリアル番号

■

種類

■

場所

■

ファームウェア

■

コンポーネントベンダーが提供するその他のコンポーネント特有のメタデータや属
性

ユーザー定義の構成の状態など、構成データ:
■

ストレージ構成

■

ネットワーク情報

■

機能の有効/無効のフラグ

遠隔測定データおよびパフォーマンスデータ:
■

ストレージの使用率

■

バッテリの電圧、充電の状態、温度センサのデータ、ファンの速度、電源電圧な
ど、特定のコンポーネントにおけるその他の特性

DataCollect パッケージ
間隔:
■

3 日ごと

■

30 分の暫定時間以内にエラー状態が検出された場合は、DataCollect パッケージ
がまとめられ、3 日ごとの伝送間隔がリセットされます。

完全な診断およびハードウェア構成インベントリ:
■

オペレーティングシステムの診断:
■

システムメッセージログ (/var/log/messages)

■

dmesg ログ

■

ブートログ

■

ディスクパーティションの使用状況 (df –h 出力)

■

メモリ状態の情報

■

iostat ディスクパフォーマンスのログ

■

vmstat ボリュームパフォーマンスのログ

■

vxfsstat ファイルシステムパフォーマンスのログ
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■

■

■

■

IPMI およびシャーシのハードウェア:
■

IPMI アラームの状態のログ

■

IPMI センサのデータ

■

CPU 診断データ

■

FRU (Field Replaceable Unit) シャーシのログ

RAID コントローラ:
■

RAID アダプタのログ

■

RAID Battery Backup Unit の状態のログ

■

LUN 構成データ

ストレージサブシステム:
■

ディスクグループ情報

■

拡張シェルフの診断

■

エンクロージャの診断

■

物理ディスクのログ

■

SMART ディスクの診断

パッチ管理:
■

パッチインストールのログ
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3
コールホームセキュリティ
この章では以下の項目について説明しています。
■

当社が使用するデータセキュリティ基準

■

コールホームデータの伝送方法

■

コールホームデータの受信および格納方法

■

コールホームデータの保守方法および保持方法

■

データプライバシー

当社が使用するデータセキュリティ基準
アプライアンスからベリタスに伝送するすべてのデータは、業界標準の高度な暗号化方
式を使用して伝送されます。クライアントとサーバー間で送信するすべての AutoSupport
データと、クライアント内のさまざまなコンポーネント間のデータ通信に、以下のデータセ
キュリティ基準を適用します。
■

AES-128/256/384 暗号化

■

RSA-1024/2048 暗号化

■

SHA-256/384 証明書認証

■

ポート 443/tcp 経由で HTTPS PUT を使用する TLS 暗号化伝送

メモ: NetBackup アプライアンス 2.6.1.x では、SHA-1 証明書認証しか使用できません。
この問題は、TechNote 000108230 に記録されています。マニュアルの手順に従ってア
プライアンスをアップグレードして、コールホームで SHA-256 証明書認証の使用を有効
にします。
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コールホームデータの伝送方法
アプライアンスからVeritasに伝送するすべてのデータは、ポート 443/tcp を経由して
HTTPS PUT で TLS 暗号化方式を使用して伝送されます。
登録データは https://api.appliance.veritas.com に送信されます。
コールホームのデータは https://receiver.appliance.veritas.com に送信されます。
DataCollect パッケージは https://sort.veritas.com に送信されます。

メモ: アプライアンスでプロキシサーバーを構成している場合は AutoSupport プラット
フォームが機能するように、これらの URL からプロキシに接続できる必要があります。
AutoSupport インフラは、動的なラウンドロビン方式の IP アドレスプールに依存して高い
可用性を実現しており、(IP アドレスを直接許可するのではなく) プロキシレベルやファイ
アウォールレベルでプロビジョニングする完全修飾ホスト名で解決する必要があります。
アプライアンス、プロキシ、ファイアウォールで前述の URL に 443/TCP TLS アウトバウ
ンドソケットを使用して接続できることを確認してください。

コールホームデータの受信および格納方法
ベリタスに伝送されるすべてのデータは、米大陸の管理下 IaaS インフラ内で保持されま
す。
許可された特定のサポート担当者と技術者のみが、認証と監査を受けてデータにアクセ
スできます。また、このアクセスは制御されます。

コールホームデータの保守方法および保持方法
Veritasは、収集したデータを維持して各マシンのライフサイクル (通常、5 年から 7 年)
を管理します。この期間以降、将来内部での研究開発に使用することを目的に、データ
が集計されて匿名化される場合があります。

データプライバシー
Veritas AutoSupport では、アプライアンスのホスト名や IP アドレスなど、ユーザーによっ
ては重要であると見なす可能性がある構成データを制限して収集します。このデータは、
問題を解決するためにVeritasテクニカルサポートに追加情報を提供する目的でのみ収
集されます。Veritasは、ユーザーの視点でこのデータの重要性を認識し、安全に保護す
るために厳重なセキュリティを施して維持します。
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Veritasにおけるお客様のプライバシーの管理方法について詳しくは、
https://www.veritas.com/about/privacy/ にアクセスしてください。
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4
AutoSupport クライアント設
定の構成
この章では以下の項目について説明しています。
■

NetBackupアプライアンス Web コンソールでのコールホームの構成

■

NetBackup Appliance Shell Menuからのコールホームプロキシサーバーの構成

■

アプライアンスの登録

■

アプライアンスの登録解除

NetBackupアプライアンス Web コンソールでのコール
ホームの構成
次の手順では、NetBackup アプライアンス Web コンソールを使って NetBackup アプラ
イアンスでコールホームを構成する方法を説明します。

第 4 章 AutoSupport クライアント設定の構成
NetBackupアプライアンス Web コンソールでのコールホームの構成

NetBackup アプライアンス Web コンソールを使って 50xx アプライアンスでコールホー
ムを構成するには

1

NetBackup アプライアンス Web コンソールにログオンして、［設定 (Settings)］、［通
知 (Notification)］、［コールホーム (Call Home)］ページの順に移動します。

2

プロンプトに従って、コールホームを有効にします。
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NetBackup アプライアンス Web コンソールを使って 52xx アプライアンスでコールホー
ムを構成するには

1

NetBackup アプライアンス Web コンソールにログオンして、［設定 (Settings)］、［通
知 (Notification)］、［アラートの構成 (Alert Configuration)］ページの順に移動しま
す。

2

［コールホームの有効化 (Enable Call Home)］チェックボックスにチェックマークを
付けます。

3

コールホームの機能をテストするために、画面の下部にある［コールホームのテスト
(Test Call Home)］をクリックします。システムがベリタスにハートビートパッケージを
プッシュ転送します。成功すると、次のメッセージが表示されます。

4

［保存 (Save)］をクリックします。

［設定 (Settings)］>［通知 (Notification)］>［アラートの構成 (Alert
configuration)］
［設定 (Settings)］>［通知 (Notification)］>［アラートの構成 (Alert configuration)］ペー
ジによって、SNMP、SMTP、コールホームのアラート通知を有効にできる単一の場所が
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提供されます。このページは 3 つのセクションに分かれています。各セクションは SNMP、
SMTP、コールホームの有効化と詳細情報の提供を行う専用セクションです。
［警告の構成 (Alert Configuration)］の下に、［通知の間隔(Notification Interval)］フィー
ルドがあります。SNMP と SMTP の構成の場合は、通知から次の通知の間隔を分単位
で入力する必要があります。時間間隔は 15 の倍数で、ゼロ以外にします。

SNMP の構成
表 4-1 に、［SNMP］セクションのフィールドを示します。
表 4-1

SNMP サーバーの設定

フィールド

説明

SNMP の警告を有効化 SNMP の警告の設定を有効にするには、このチェックボックスにチェッ
(Enable SNMP Alert) クマークを付けます。
SNMP サーバー
(SNMP Server)

SNMP サーバーのホスト名を入力します。このコンピュータを定義する
ためのホスト名または IP アドレスを入力できます。IP アドレスは、IPv4
アドレスまたは IPv6 アドレスのいずれかになります。グローバルスコー
プ IPv6 アドレスと一意のローカル IPv6 アドレスのみが許可されます。
アプライアンスで生成される警告またはトラップの通知は、この SNMP
マネージャに送信されます。

メモ: NetBackup Appliance は市場に提供されているすべての SNMP
サーバーをサポートします。ただし、ManageEngine™ SNMP サーバー
と HP OpenView SNMP サーバーは、バージョン 2.6 に対してテスト認
定済みです。
SNMP ポート (SNMP
Port)

SNMP サーバーのポート番号を入力します。この変数に何も入力しなけ
れば、デフォルトポートは 162 です。

メモ: ファイアウォールで、このポートを介してアプライアンスから SNMP
サーバーにアクセスできるようにする必要があります。
SNMP コミュニティ
(SNMP Community)

アラートまたはトラップを送信するコミュニティを入力します。たとえば「バッ
クアップレポート部門」などです。
SNMP サーバーで構成した値を入力できます。たとえば、会社名、また
は admin_group、public、private などの名前を入力できます。
何も入力しなければ、デフォルト値は public です。

SNMP MIB ファイルは、SNMP メッセージの生成と解釈に使われるデータ辞書として機
能します。SNMP を構成する場合は、SNMP トラップを解釈できるように監視ソフトウェア
に MIB ファイルをインポートする必要があります。［SNMP サーバーの構成 (SNMP
Server Configuration)］ペインから、SNMP MIB ファイルの詳細を確認できます。SNMP

20

第 4 章 AutoSupport クライアント設定の構成
NetBackupアプライアンス Web コンソールでのコールホームの構成

MIB ファイルの詳細を確認するには、［SNMP の MIB ファイルを表示 (View SNMP MIB
file)］をクリックします。SNMP の MIB ファイルが開きます。
構成後にテスト用 SNMP トラップを送信する方法については、ベリタスのサポート Web
サイトの次の TechNote を参照してください。
www.veritas.com/docs/TECH208354

SMTP の構成
SMTP メールサーバープロトコルは、発信電子メールに使われます。Appliance Web
Console (［設定 (Settings)］>［アラートの構成 (Alert configuration)］>［SMTP サーバー
の構成 (SMTP Server Configuration)］) から SMTP を構成できます。
またアプライアンスのシェルメニューから次のコマンドを使って、SMTP サーバーを構成
し、新しい電子メールアカウントを追加することもできます。
Main_Menu > Settings > Alerts > Email SMTP Add Server [Account]
[Password]。Server は電子メールの送信に使う対象 SMTP サーバーのホスト名です。
[Account] と [Password] は省略可能なパラメータで、認証が必要な場合にアカウント

名とアカウントパスワードを識別します。
詳しくは、関連するアプライアンスのマニュアルを参照してください。
表 4-2 に、Appliance Web Consoleの［SMTP］セクションのフィールドを示します。
表 4-2

SMTP サーバーの構成の設定

フィールド

説明

SMTP サーバー (SMTP SMTP サーバーのホスト名を入力します。アプライアンスで生成される
Server)
警告の通知は、この SMTP サーバーを使って送信されます。IP アドレ
スは、IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスのいずれかになります。グロー
バルスコープ IPv6 アドレスと一意のローカル IPv6 アドレスのみが許可
されます。
ソフトウェア管理者の電
子メール (Software
Administrator Email)

Veritas NetBackup Appliance ソフトウェアに固有のソフトウェア警告を
受信する、ソフトウェア管理者の電子メール ID を入力します。 指定され
たこの電子メール ID で、次のソフトウェア状態の警告を受信します。
■

次のようなホストの情報
■ ディスク情報
■

バックアップ全体の状態

■

各クライアントの過去 7 回のバックアップ結果

■

カタログバックアップのディザスタリカバリファイルの電子メール

■

パッチインストールの成功レポート
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フィールド

説明

ハードウェア管理者の電 Veritas NetBackup ハードウェアアプライアンスに固有のハードウェア
子メール (Hardware
警告を受信する、ハードウェア管理者の電子メールID を入力します。
Administrator Email)
hardwareadmin@usergroup.com などです。
潜在的なハードウェア警告について詳しくは、
送信者の電子メール
(Sender Email)

アプライアンスによって送信された警告またはレポートへの応答を受信
する電子メール ID を入力します。

SMTP アカウント
(SMTP Account)

SMTP アカウントにアクセスするユーザー名を入力します。

メモ: 一部の SMTP サーバーでは電子メールの送信にユーザー名と
パスワードのクレデンシャルが必要なため、ユーザー名の入力を求めら
れることがあります。

パスワード (Password)

前述の SMTP ユーザーアカウントのパスワードを入力します。

メモ: 一部の SMTP サーバーでは電子メールの送信にユーザー名と
パスワードのクレデンシャルが必要なため、パスワードの入力を求められ
ることがあります。

プロキシサーバーまたはベリタスのコールホームサーバーに電子メールのレポートを送
信するように、このサーバーを構成できます。
次のプロキシサーバーがサポートされます。
■

Squid

■

Apache

■

TMG

メモ: プロキシ構成の NTLM 認証もサポートされます。
NetBackup Appliance 2.6.1.1 以降では、アプライアンスによって生成されるすべての
電子メール通知に、同じ SMTP 設定を使います。この電子メールには、ハードウェア監
視の通知および NetBackup ジョブの通知が含まれます。構成設定は、Appliance Web
Consoleの［設定 (Settings)］ > ［通知 (Notification)］ > ［アラートの構成 (Alert
Configuration)］内または NetBackup Appliance Shell Menuの［Main_Menu］ > ［設定
(Settings)］ > ［警告 (Alerts)］内にあります。この設定は、NetBackup ジョブの通
知を送信するのに以前使った可能性のある以前の SMTP セットアップを上書きします。
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メモ: NetBackup Appliance 2.6.1.1 にアップグレードする前にアプライアンス SMTP 設
定をすでに構成した場合は、NetBackup がその設定を使えるように、再度構成を保存す
る必要があることがあります。Appliance Web Consoleでは、［設定 (Settings)］ > ［通知
(Notification)］ > ［アラートの構成 (Alert Configuration)］に移動して［保存 (Save)］をク
リックします。または、NetBackup Appliance Shell Menuでは、［Main_Menu］ > ［設定
(Settings)］ > ［警告 (Alerts)］に移動して SMTP 設定および SenderID 設定を再
送信します。

コールホームの構成
表 4-3 に、［コールホームの構成 (Call Home Configuration)］セクションのフィールドを
示します。
表 4-3

コールホームの構成の設定

フィールド

説明

コールホームを有効に
する (Enable Call
Home)

コールホームの警告の構成を有効にするには、このチェックボックスに
チェックマークを付けます。

プロキシサーバーを有
効化 (Enable Proxy
Server)

プロキシを有効にするには、このチェックボックスにチェックマークを付け
ます。

プロキシのトンネリングを プロキシサーバーが SSL トンネリングをサポートしている場合は、この
有効にする (Enable
チェックボックスにチェックマークを付けます。
Proxy Tunneling)
プロキシサーバー
(Proxy Server)

プロキシサーバーの名前を入力します。

プロキシポート (Proxy
Port)

プロキシサーバーのポート番号を入力します。

プロキシのユーザー名
(Proxy Username)

プロキシサーバーにログインするユーザー名を入力します。

プロキシのパスワード
(Proxy Password)

プロキシサーバーにログインするユーザー名のパスワードを入力します。

コールホームを有効にしている場合は、［コールホームの構成 (Call Home Configuration)］
設定の下で利用可能な［コールホームのテスト (Test Call Home)］オプションをクリックす
ることで、コールホームが正しく動作しているかをテストできます。
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メモ: ［コールホームのテスト (Test Call Home)］オプションは、コールホームが有効な場
合にのみ、Appliance Web Consoleでアクティブになります。
次のプロキシサーバーがサポートされます。
■

Squid

■

Apache

■

TMG

NTLM は、コールホームプロキシ設定のサポート対象認証方法です。

警告の構成の設定の構成
ここでは、［設定 (Settings)］ > ［通知 (Notification)］ > ［警告の構成 (Alert
Configuration)］ページを使って、SNMP、SMTP、およびコールホームのサーバー設定
を構成する手順について説明します。
SNMP、SMTP およびコールホームのサーバー設定を構成する方法

1

Appliance Web Consoleにログオンします。

2

［設定 (Settings)］>［通知 (Notification)］>［アラートの構成 (Alert configuration)］
をクリックします。
［アラートの構成 (Alert configuration)］ページが表示されます。
［アラートの構成 (Alert configuration)］ページは 3 つのセクションに分割され、各セ
クションで［SNMP］、［SMTP］、［コールホーム (Call Home)］の有効化と詳細情報
の提供を行います。

3

［通知の間隔 (Notification Interval)］フィールドには、［SNMP］、［SMTP］、［コール
ホーム (Call Home)］のアラートの構成に対する、2 つの連続する通知の間隔を分
単位で入力します。

4

SNMP の設定を表示されたフィールドに入力します。SNMP パラメータの説明は、
表 4-1 で入手できます。

5

SMTP の設定を提供されたフィールドに入力します。SMTP パラメータの説明は、
表 4-2 で入手できます。
アプライアンスはグローバルサーバー設定を使って、指定された SMTP サーバー
に電子メール通知を送信します。

6

コールホームの設定を提供されたフィールドに入力します。コールホームのパラメー
タの説明は、表 4-3 で入手できます。

7

［保存 (Save)］をクリックして、SNMP、SMTP、およびコールホームの設定を保存し
ます。
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NetBackup Appliance Shell Menuからのコールホー
ムプロキシサーバーの構成
必要に応じて、コールホームのためのプロキシサーバーを構成できます。アプライアンス
環境と外部インターネットアクセス間にプロキシサーバーが存在する場合、アプライアン
スのプロキシ設定を有効にする必要があります。プロキシ設定には、プロキシサーバーと
ポートの両方が含まれています。プロキシサーバーは、ベリタスの AutoSupport サーバー
からの https 接続を受け入れる必要があります。 この機能はデフォルトでは無効です。
NetBackup Appliance Shell Menuからコールホームプロキシサーバーを構成する方
法

1

NetBackup Appliance Shell Menuにログオンします。

2

プロキシ設定を有効にするには、Main > Settings > Alerts > CallHome
Proxy Enable コマンドを実行します。

3

プロキシサーバーを追加するには、Main > Settings > Alerts > CallHome
Proxy Add コマンドを実行します。
■

プロキシサーバーの名前を入力するように求められます。プロキシサーバーの名
前はプロキシサーバーの TCP/IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名です。

■

プロキシサーバーの名前を入力した後、プロキシサーバーのポート番号を入力
するように求められます。

■

さらに、次の質問に答える必要があります。
Do you want to set credentials for proxy server? (yes/no)

■

yes と答えると、プロキシサーバーのユーザー名を入力するように求められます。

■

ユーザー名を入力した後、ユーザーのパスワードを入力するように求められま
す。必要な情報を入力すると、次のメッセージが表示されます。
Successfully set proxy server

4

プロキシ設定を無効にするには、Main > Settings > Alerts > CallHome
Proxy Disable コマンドを実行します。

さらに、NetBackup Appliance Shell Menuを使って、アプライアンスのプロキシサーバー
トンネリングの有効と無効を切り替えることもできます。そのためには、Main > Settings
> CallHome Proxy EnableTunnel と Main > Settings > Alerts > CallHome
Proxy DisableTunnel コマンドを実行します。プロキシサーバートンネリングを使うと、
信頼できないネットワークを通して安全なパスを提供できます。
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アプライアンスの登録
アプライアンスの登録は、Veritasがユーザーのアプライアンスの可用性を最大限に高め
て、プロアクティブな監視サポートを実現する機能を活用できるようにするために極めて
重要な作業です。アプライアンスを登録すると、Veritasは正確な連絡先の詳細や場所特
有の情報を取得できるので、サポート、フィールドサービス、およびユーザーへのエラー
通知に迅速に対応できます。
登録すると、次のようなアプライアンスの他のレポート作成機能を使用することもできます。
■

登録済みアプライアンスすべての概要

■

容量および使用状況の詳細

■

サポートケースの表示および更新機能

■

連絡先および現場の情報の更新機能

メモ: Veritasは、ユーザーのサポートの質を向上させるためにコールホームを有効にす
ることを推奨しますが、コールホームを有効にしなくてもアプライアンスを登録することは
できます。
アプライアンスを登録すると、使用しているアプライアンスに関する製品の更新やその他
の重要な情報が確実に通知されるようになります。
メモ: アプライアンスの登録後は、連絡先として追加したユーザーのみがマイアプライア
ンスポータルで該当アプライアンスを表示および編集できます。ユーザーが MyVeritas
アカウントでアプライアンスにアクセスできるようにするには、登録時に対象ユーザーを連
絡先として追加します。

メモ: NetBackup アプライアンス Web コンソールを使用してアプライアンスを登録する
と、アプライアンスは https://api.appliance.veritas.com (ポート 443/tcp) を使用して
Veritas登録サーバーと通信し、既存の登録データを取得します。この取得プロセスでは、
複数のデータベースを連続して調べて、適切な登録データを見つけます。最初にマイア
プライアンスポータルから登録データを検索します。データが見つからないと、アプライア
ンスの購入に関わったユーザーの連絡先情報が反映されている可能性がある別のデー
タベースにフォールバックします。

アプライアンスの登録解除
アプライアンスの使用を停止、または環境から削除する場合は、マイアプライアンスポー
タルの［アプライアンス (Appliances)］>［マイアプライアンス (My Appliances)］ページで
登録解除できます。
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アプライアンスの登録解除

アプライアンスを登録解除するには

1

［アプライアンス (Appliances)］>［マイアプライアンス (My Appliances)］ページで、
登録解除するアプライアンスをクリックします。

2

アプライアンスで［詳細 (Details)］ページが表示されるので、［アプライアンスを登録
解除する (Unregister Appliance)］をクリックします。

3

確認のポップアップウィンドウが表示されます。［登録解除を確定する (Confirm
Unregister)］をクリックします。
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5
マイアプライアンスポータル
の構成
この章では以下の項目について説明しています。
■

マイアプライアンスポータルの構成

■

MyAppliance ポータルでのアプライアンスの登録

■

マイアプライアンス Web ポータルから行うVeritasサポートケースの管理

■

ハートビートと DataCollect パッケージの複製の取得

マイアプライアンスポータルの構成
マイアプライアンスポータルは、MyVeritas ポータルと統合されました。直接、
https://my.appliance.veritas.com または https://my.veritas.com でアクセスできます。
どちらの場合も、VAM (Veritas Account Manager) のユーザー資格情報が必要です。
ユーザーアカウントを持っていない場合は、ポータルで新しいアカウントを登録できます。
VAM の資格情報を使用して、MyVeritas、MySupport、Customer Care、およびその他
のVeritas Web ポータルにもアクセスできます。
VAM の資格情報が検証されたら、［アプライアンス (Appliances)］タブに移動してマイア
プライアンス Web ポータルにアクセスできます。このポータルから、アプライアンスの登
録、既存の登録済みアプライアンスの表示や編集、サポートケースの表示、ハートビート
データの調査ができます。
マイアプライアンスポータルについて詳しくは、https://my.appliance.veritas.com にアク
セスしてください。
p.26 の 「アプライアンスの登録」 を参照してください。
p.31 の 「マイアプライアンス Web ポータルから行うVeritasサポートケースの管理」 を参
照してください。
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MyAppliance ポータルでのアプライアンスの登録

MyAppliance ポータルでのアプライアンスの登録
推奨される登録方法は、MyAppliance ポータルでの登録です。この方法では、ユーザー
の詳細と連絡先情報のオプションが用意されています。アプライアンス設置手順中のロー
カルの登録情報の自動事前設定を有効化することもできます。この機能は、同時に多数
のアプライアンスを設置する場合に特に便利です。
アプライアンスをプロビジョニングしてインターネットに接続していれば、登録の詳細は自
動的に設定されます。アプライアンスがプロビジョニングされていない場合は、アプライア
ンス登録情報を検証および更新するメッセージが表示されます。
MyAppliance ポータルでアプライアンスを登録するには

1

MyAppliance ポータルにログオンして、次のいずれかの方法で登録処理を開始し
ます。
■

ポータルに初めてアクセスした場合は情報ページが表示されます。［アプライア
ンスを登録 (Register Appliance)］をクリックします。

■

使用しているアカウントで以前にアプライアンスを登録している場合は、［アプラ
イアンス (Appliances)］ > ［マイアプライアンス (My Appliances)］ページに移動
して［アプライアンスを登録 (Register Appliance)］をクリックします。
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MyAppliance ポータルでのアプライアンスの登録

2

3 つのテキストボックスのいずれか 2 つに情報を入力します。

3

［アプライアンスの検索結果 (Appliance Search Result)］テキストボックスでアプラ
イアンスの状態を確認します。

4

アプライアンスのサイトなど、特定のアプライアンスの詳細を入力します。

5

連絡先情報を追加します。

6

情報を確認して［送信 (Submit)］をクリックします。

アプライアンスの登録に成功したことを示す通知がポップアップ表示されます。
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マイアプライアンス Web ポータルから行うVeritasサポートケースの管理

マイアプライアンス Web ポータルから行うVeritasサポー
トケースの管理
Veritasサポートケースは、マイアプライアンス Web ポータルの［アプライアンス
(Appliances)］>［サポートケース (Support Cases)］ページで表示、管理、およびオープ
ンにすることができます。
p.31 の 「Veritasサポートケースの表示と管理」 を参照してください。
p.32 の 「Veritasサポートケースをオープンにする」 を参照してください。

Veritasサポートケースの表示と管理
マイアプライアンス Web ポータルにログオンして、［アプライアンス (Appliances)］、［サ
ポートケース (Support Cases)］ページの順に移動してサポートケースを表示および管
理します。このページには、最新のアプライアンスのサポートケースが一覧表示されます。

詳しくは、ケース番号をクリックしてください。
［ケースの管理 (Manage Cases)］をクリックすると、アプライアンス以外のケースも含め、
オープンになっているサポートケースすべてのリストも表示できます。次のページが表示
されます。

詳しくは、ケース番号をクリックしてください。
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マイアプライアンス Web ポータルから行うVeritasサポートケースの管理

また、アプライアンスのサポートケースの具体的な詳細については、マイアプライアンス
ポータルの［アプライアンス (Appliances)］>［マイアプライアンス (My Appliances)］ペー
ジで参照できます。［アプライアンス (Appliances)］>［マイアプライアンス (My Appliances)］
ページで、［登録済みのアプライアンス (Registered Appliances)］リストのアプライアンス
名をクリックして［アプライアンスのサポートケース (Appliance Support Cases)］タブに移
動します。［サポートケース (Support Cases)］リストに、オープンになっている該当アプラ
イアンスのサポートケースがすべて表示されます。

Veritasサポートケースをオープンにする
新しいサポートケースは、マイアプライアンスポータルの［アプライアンス (Appliances)］>
［サポートケース (Support Cases)］ページでオープンにすることができます。
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新しいサポートケースをオープンにするには

1

［新しいケースの作成 (Create New Case)］をクリックします。

2

次のページが表示されます。

Veritasサポートでメッセージに従って新しいサポートケースをオープンにします。
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ハートビートと DataCollect パッケージの複製の取得

ハートビートと DataCollect パッケージの複製の取得
ハートビートパッケージの複製を取得するには

1

マイアプライアンスポータルにログオンして、登録済みシステムのリストから対象のア
プライアンスを選択します。最初の列にある対象のアプライアンス名をクリックします。

2

画面右端のアプライアンス詳細情報の上部にある［コールホームのデータ (CallHome
Data)］タブをクリックします。前回のハートビートのタイムスタンプは、伝送日時を示
します。時間枠内のハートビートデータを調べることも、［CSV 形式で保存 (Save as
CSV)］をクリックしてカンマ区切り値リストとしてデータの複製をエクスポートすること
もできます。
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DataCollect パッケージの複製を取得するには

1

アプライアンスのシェルメニューにログオンして、Support > DataCollect コマン
ドを実行します。収集処理は数分かかります。完了すると次のメッセージが表示され
ます。
All logs have been collected in /tmp/DataCollect.zip
Log file can be collected from the appliance shared folder ¥¥<hostname>¥logs¥APPLIANCE
Share can be opened using Main->Support->Logs->Share Open

2

Support > Logs > Share Open コマンドを実行してパッケージファイルを取得し

ます。
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6
NetBackup Product
Improvement Program
この章では以下の項目について説明しています。
■

NetBackup Product Improvement Program について

■

Veritasで NetBackup Product Improvement Program データを使用する方法

■

NetBackup Product Improvement Program データを伝送する方法

■

データプライバシー

■

NetBackup Product Improvement Program の有効化または無効化

■

NetBackup Product Improvement Program のプロキシ構成

NetBackup Product Improvement Program につい
て
NetBackup Product Improvement Program は、NetBackup で定期的に配備や使用
状況のデータを収集するための機能です。収集した情報から、ユーザーが NetBackup
をどのように配備して使用しているかがわかります。たとえば、収集したデータを使用し
て、頻繁に使用する機能やそれらのよく使用する機能の使用パターンを特定できます。
集計したデータを使用して、NetBackup の配備およびサポートチームは使いやすさ、パ
フォーマンス、インストール、およびその他多くの製品領域について製品改良を計画でき
ます。
デフォルトでは、NetBackup アプライアンスでデフォルトの AutoSupport コールホーム
機能を使用すると Product Improvement Program に参加できます。コールホームを無
効にすると、製品の遠隔測定データの広範な収集も無効になります。
収集データと伝送データには、次のような配備情報と使用情報が含まれます。

第 6 章 NetBackup Product Improvement Program
Veritasで NetBackup Product Improvement Program データを使用する方法

配備情報:
■

各サーバーに特有のハードウェアとソフトウェアの構成:
■

IP アドレス、IP の種類

■

完全修飾ドメイン名 (FQDN)

■

エイリアス、ホスト名、ホスト ID、プラットフォーム、アーキテクチャ

■

CPU の名前、種類、クロック速度など

■

タイムゾーン

■

環境の言語

■

オペレーティングシステムのバージョンレベル

■

メモリサイズ

■

ライセンスが付与された NetBackup ソフトウェアのバージョン

■

ライセンスが付与された NetBackup ソフトウェアの機能とインストール済みパッケー
ジ

■

追加インストールしたVeritasパッケージ

■

NetBackup アプライアンスの配備情報

使用情報:
■

ポリシータイプおよびプラットフォーム別のクライアント数

■

NetBackup バージョンおよびプラットフォーム別のメディアサーバー数

■

ポリシータイプ別のポリシー数

■

保留中のメディアおよび保持レベル別のメディア数

■

操作形式別のストレージライフサイクルポリシー (SLP)

Veritasで NetBackup Product Improvement
Program データを使用する方法
Product Improvement Program により収集された情報は、自動的および非同期的に安
全なチャネルを経由してVeritasに定期的に転送されます。
Veritasは、収集した情報を内部で製品配備の統計分析に使用して次のことを行います。
■

インストールの集計に基づいて傾向を特定して比較分析する

■

ライセンスが付与された NetBackup のソフトウェア製品、ハードウェアおよびソフトウェ
アの配備構成を把握する
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NetBackup Product Improvement Program データを伝送する方法

■

Veritas製品およびサービスを改善する

■

テクニカルサポートの問題の調査を強化する

NetBackup Product Improvement Program データ
を伝送する方法
NetBackup Product Improvement Program は、ポート 443/tcp 経由で SSL (Secure
Socket Layer) を使用して通信します。システムは、ホスト https://telemetry.veritas.com
にアクセスできる必要があります。
通信フローの例

1

アクセスをテストして https://telemetry.veritas.com にポートを開く

2

/data/uploader/nbupload.conf で HEAD 要求を実行する

3

/data/uploader/nbupload.conf で GET 要求を実行する

4

/uploader/submit/nb に POST 操作を実行する

クライアントシステムがすべての通信を初期化します。遠隔測定システムでホストしている
データをアプライアンスが要求すると、双方向に通信することがあります。
たとえば、GET 要求により、通常のパッチやリリースをインストールまたは更新しないで収
集パラメータを動的に更新する機能を使用できます。この動的更新では収集のみを更新
します。この処理ではクライアントに追加コードを配備しません。最も典型的な更新は、コ
マンドフラグなどの収集パラメータの変更や、追加構成およびランタイム情報を収集する
NetBackup コマンドの追加実行です。

データプライバシー
Veritas NetBackup Product Improvement Program では、個人を特定できるデータを
追跡したり、ソフトウェアが保護する特定のデータに関する情報を転送することはありませ
ん。ユーザーに関して収集または処理する情報、および Veritas NetBackup アプライア
ンスを使用するときにこの情報を何に使うかについて詳しくは、「Veritas NetBackup
Appliance Privacy Notice」を参照してください。
Veritasに送信したデータを調べる場合は、アプライアンスのルートファイルシステムで次
のファイルを参照してください。
/var/symantec/telemetry/telemetry<timestame><randomstring>/DATA/nb-install/1/telemetry_data.json

例:
/var/symantec/telemetry/telemetry201402241031WdH/DATA/nb-install/1/telemetry_data.json

マイアプライアンスポータルを使用して、Veritasに送信したコールホームデータを調べる
こともできます。
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p.34 の 「ハートビートと DataCollect パッケージの複製の取得」 を参照してください。

NetBackup Product Improvement Program の有効
化または無効化
デフォルトでは、NetBackup Product Improvement Program は、NetBackup 統合ア
プライアンスをインストールすると自動的に有効になります。Product Improvement
Program は、次の 2 つの方法で無効にできます。
■

コールホームを無効化する
デフォルトでは、NetBackup Product Improvement Program はコールホームの有
効化機能に結び付けられています。Product Improvement Program を有効または
無効にするには、コールホームを有効または無効にします。
メモ: エラー状態の修復が遅れたり、Veritasにエラー状況を報告するアプライアンス
の機能に影響を与えるので、コールホームを無効にすることを推奨します。

■

bpsetconfig ファイルを編集する
bpsetconfig ファイルを編集するには、NetBackupCLI ユーザーとして NetBackup

アプライアンスのシェルメニューにログオンして次のコマンドを実行します。
/usr/openv/netbackup/bin/bpsetconfig –set TELEMETRY_UPLOAD=NO

属性は、/usr/openv/netbackup/bp.conf に格納されています。
メモ: NetBackup Product Improvement Program はコールホームの有効化機能に
結び付けられているので、コールホームの機能を有効または無効にすると常に、
TELEMETRY_UPLOAD 値が出荷時のデフォルト設定にリセットされます。

NetBackup Product Improvement Program のプロ
キシ構成
NetBackup Product Improvement Program では、プロキシを構成できます。
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NetBackup Product Improvement Program のプロキシ構成

アプライアンスで Product Improvement Program のプロキシを構成するには

1

NetBackupCLI ユーザーとして NetBackup アプライアンスのシェルメニューにログ
オンして、次のコマンドを実行します。
/usr/openv/netbackup/bin/nbtelemetry

2

次のコマンドを使用して、構成を完了します。
--proxy-server=SERVER:PORT

アップロード時に使用する
プロキシサーバーを指定
します。
たとえば、
http://proxy.example.com:8080
と入力します。

3

--proxy-username=USERNAME

アップロード時にプロキシ
サーバーに使用するユー
ザー名を必要に応じて指
定します。

--proxy-password=PASSWORD

アップロード時にユーザー
名に使用するパスワードを
必要に応じて指定します。

プロキシの構成が完了したら、次の URL からプロキシサーバーに接続できるように
設定していることを確認します。
■

https://appmon.appliance.veritas.com および
https://receiver.appliance.veritas.com (コールホームのデータおよびアプライ
アンスの登録データ)

■

https://sort.veritas.com (DataCollect パッケージ)
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よく寄せられる質問
この付録では以下の項目について説明しています。
■

よく寄せられる質問

よく寄せられる質問
どのVeritasアプライアンスがVeritas AutoSupport の機能をサ
ポートしますか
現在、Veritas AutoSupport の機能は次のアプライアンスに実装されています。
■

Veritas NetBackup 52xx および 5330 アプライアンス。ソフトウェアバージョン 2.7.1
以降

メモ: 以前のバージョンのソフトウェアを実行しているアプライアンスは、アプライアンス固
有の最新のソフトウェアリリースにアップグレードして、ハードウェアを積極的に監視でき
ます。

Veritas AutoSupport は無料のサービスですか
はい。Veritas AutoSupport に追加料金はかかりません。アプライアンスとともに購入した
保守サービスと一緒に装備されます。このサービスは、アプライアンスのユーザーのサ
ポート体験、アプライアンスの信頼性、可用性、および有用性を強化することを目的とし
ています。

AutoSupport には、デバイスでリモートの変更、または処理、操
作、機能の監視を行う機能はありますか
現在出荷されているリリースは、リモートアクセスや構成を変更する機能を備えていませ
ん。

付録 A よく寄せられる質問
よく寄せられる質問

アプライアンスでは AutoSupport サービスに接続するときに証
明書失効リスト (CRL) が検証されますか
クライアント側の証明書は自己署名されているので、Veritasはこの証明書を検証しませ
ん。

AutoSupport サービス証明書は信頼できる認証局が発行してい
ますか
Veritasのベリサインは、AutoSupport が使う URL に Symantec Verisign Root Authority
を使用します。

アプライアンスでは、ローカルのルート証明機関を使用して HTTPS
フローのコンテンツを傍受、スキャン、ブロックできますか
いいえ。

コールホーム処理で、NetBackup のターゲットボリュームに格納
されているデータを送信できますか
いいえ。コールホームのデータコレクタは、ボリュームのパフォーマンスメタデータのみを
調べ、ボリュームに格納されているデータの内容は調べません。

アプライアンスからファイルをコピーすることも伝送することも不可
能だと保証できますか
システムは、パッケージ化されたファイルの指定済みディレクトリ構造を DataCollect 処
理の一環として一括処理するように設計されています。ファイルをそのディレクトリ構造に
コピーして、その後Veritasに伝送できる可能性はありますが、このような処理のタイミング
は厳密なので、伝送されるまで短時間でもデータが保持されることはありません。

コールホームはアウトバウント接続のみを扱いますか (または、イ
ンバウンド接続も同様に受け入れますか。その場合、どのようにし
て無効にできますか)
コールホームはアウトバウント接続のみを扱います。
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