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1
NetBackup Appliance の廃
止
この章では以下の項目について説明しています。
■

NetBackup 52xx アプライアンスの使用停止概要

■

NetBackup 52xx マスターアプライアンスの使用停止

■

NetBackup 52xx または 5330 メディアアプライアンスの使用停止

NetBackup 52xx アプライアンスの使用停止概要
アプライアンスの使用停止は、アプライアンスをバックアップ環境から物理的に削除また
は除去することを意味します。使用停止するアプライアンスを決定するときは、そのアプラ
イアンスがクライアントのバックアップ先として構成されていないことを確認する必要があり
ます。
次のいずれかの理由により、アプライアンスを使用停止する必要がある場合があります。
■

アプライアンスに問題があり、出荷時の設定にリセットする必要がある

■

アプライアンスにハードウェアの問題があり、交換する必要がある

■

アプライアンスが不要になった (バックアップ環境の小型化)

■

アプライアンスをネットワークドメインから取り除いて修復する必要がある

■

アプライアンスがサポートされなくなり、交換する必要がある

メディアアプライアンスを使用停止する必要があると決定した後、すべてのバックアップの
ターゲットとして機能する新しいアプライアンスをプロビジョニングできます。この手法に
よって、負荷が既存のアプライアンスで減少し、新しいアプライアンスに移動します。最終
的にドメインから既存のアプライアンスを削除することができます。
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NetBackup 52xx マスターアプライアンスの使用停止
マスターアプライアンスを使用停止すると、ディスクに格納されているカタログとバックアッ
プイメージがすべて失われます。このアプライアンスをリセットするには、出荷時設定への
リセット用のコマンドを使います。
NetBackup マスターアプライアンスを使用停止する方法

1

マスターアプライアンスで SSH セッションを開きます。

2

admin としてログオンします。

3

次のコマンドを実行し、追加のプロンプトに従って、アプライアンスを出荷時のデフォ
ルト設定にリセットします。
Main_Menu > Support > FactoryReset

NetBackup 52xx または 5330 メディアアプライアンス
の使用停止
メディアアプライアンスを使用停止にすると、ディスクに格納されているバックアップイメー
ジがすべて破棄されます。マスターアプライアンスのメディアアプライアンスを使用停止に
するには、アプライアンスのシェルメニューを使う必要があります。メディアバックアップア
プライアンスを使用停止にして別のアプライアンスにするには、次の手順を使います。
メモ: 使用停止にするメディアサーバーに重複排除プールストレージユニットが構成され
ている場合は、メディアサーバーを削除する前にそのストレージユニット上のイメージを手
動で期限切れにする必要があります。
NetBackup メディアアプライアンスを使用停止にする方法

1

マスターアプライアンスで SSH セッションを開きます。

2

admin としてログオンします。

9

第 1 章 NetBackup Appliance の廃止
NetBackup 52xx または 5330 メディアアプライアンスの使用停止

3

次のコマンドを入力して、メディアアプライアンスを削除し、テープライブラリの所有
権を移動します。
Main_Menu > Appliance > Remove MediaServerTargetMediaServer

変数 MediaServer は、使用停止にするメディアサーバーのホスト名です。このメ
ディアサーバーは、アプライアンスメディアサーバーでも非アプライアンスメディア
サーバーでもかまいません。TargetMediaServer は、メディアを受信するために選
択したメディアサーバーのホスト名です。TargetMediaServer メディアサーバーも
また、アプライアンスメディアサーバーでも非アプライアンスメディアサーバーでもか
まいません。
メディアを移動する必要がない場合は、TargetMediaServer 変数に NONE を指
定できます。TargetMediaServer 変数に NONE を指定した場合、メディアサー
バーアプライアンスに接続されたメディアのバックアップイメージがすべて失われま
す。

4

Yes と入力してこのアプライアンスの削除を確定します。

5

TargetMediaServer 変数に有効なメディアサーバーアプライアンスを指定した場

合は、そのアプライアンスが正常に使用停止にされた後に、シャットダウンする各ア
プライアンスに対して次のコマンドを入力します。
Main_Menu > Support > Shutdown

6

移動先のメディアサーバーアプライアンスにテープライブラリをケーブル接続する必
要があります。

7

次のコマンドを実行してメディアサーバーをオンにします。
Main_Menu > Support > Reboot
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8

次のコマンドを入力して、TargetMediaServer 変数で定義されたメディアサーバー
アプライアンスにテープライブラリを構成します。
Main_Menu > Manage > Libraries > ConfigureMediaServer

メモ: アプライアンスメディアサーバーではないメディアサーバーを使う場合は、
NetBackup 管理コンソールを使ってそのメディアサーバーにテープライブラリを構
成する必要があります。
MediaServer は、テープライブラリに接続して、構成する必要があるメディアサー

バーアプライアンスです。

9

使用停止にしたメディアサーバーから次のコマンドを実行し、追加のプロンプトに従っ
て、アプライアンスを出荷時のデフォルト設定にリセットします。
Main_Menu > Support > FactoryReset

出荷時の設定へのリセットとメディアサーバーの使用停止が完了したら、選択した任
意の役割を果たすようにメディアサーバーを構成できます。マスターサーバーとして
構成する場合は、Main_Menu> Appliance> Add コマンドを使ってメディアアプライ
アンスを追加できます。
問題が発生した場合は、ベリタス社のテクニカルサポートに問い合わせてください。
メモ: メディアサーバーを使用停止にしても、PureDisk タイプのディスクプールオブジェ
クトとストレージサーバーオブジェクトは削除されません。これらのオブジェクトを削除する
には、NetBackup マスターサーバーから NetBackup 管理コンソールを使う必要があり
ます。
NetBackup メディアサーバーを使用停止にする方法について詳しくは、『Veritas
NetBackup 管理者ガイド Vol. 1』の「メディアサーバーの廃止」を参照してください。
NetBackup 7.x メディアサーバーを使用停止にする方法については、次の Technote
を参照してください。
http://www.veritas.com/docs/TECH62119
NetBackup 環境からNetBackup MSDP (Media Server Deduplication Option) 構成
を削除する方法については、次の Technote を参照してください。
http://www.veritas.com/docs/TECH150431
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構成
この章では以下の項目について説明しています。
■

NetBackup Appliance の再設定について

NetBackup Appliance の再設定について
アプライアンスのソフトウェアに問題がある場合、アプライアンスのソフトウェアをチェックポ
イントまでロールバックしたり、出荷時設定へのリセット操作を実行することができます。出
荷時設定へのリセットオプションを使うと、元のデフォルト設定にアプライアンスをリセット
できます。また、チェックポイントがあれば、既存のチェックポイントにアプライアンスをリ
セットすることもできます。出荷時設定へのリセットを実行する場合は、カタログの構成と
既存のデータを保存するオプションがあります。
ディザスタリカバリの状況では、メディアまたはマスターサーバーアプライアンス上に現在
あったデータとソフトウェア更新がすべて失われたかどうかを判断する必要があります。ま
たは、すべてのデータを保存する機会があると判断できる場合もあります。どのシナリオ
に直面しているかに関係なく、新しいアプライアンスを導入したときと同様にアプライアン
スをイメージ処理して再設定する必要があります。再設定が必要になったときに参照でき
るように、初期構成情報をすべて記録しておくことをお勧めします。
メモ: 再イメージングの間、すでにアプライアンスに接続されているストレージシェルフは
接続したままにする必要があります。また、追加のストレージシェルフを接続しないでくだ
さい。
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メモ: NetBackup 5200 アプライアンスは出荷されなくなっているので、現在の 2.6.0.x ソ
フトウェアリリースを使ってソフトウェアの以前のバージョンを持つ 5200 を再イメージング
する機能はサポートされていません。2.5 などのサポートされている同じソフトウェアのバー
ジョンを使って 5200 アプライアンスを再イメージングしてから、2.6.0.x リリースにアップグ
レードする必要があります。

警告: NetBackup Appliance 2.6 からのストレージ設定拡張により、2.6.x アプライアンス
を 2.6 より前のバージョンに再イメージする場合、ストレージ情報を保持できません。バッ
クアップデータの維持が必要な場合、同じリリースライン内のバージョンのみを使用でき
ます。たとえば、2.6.0.2 アプライアンスをバージョン 2.6.0.1 に再イメージする場合はバッ
クアップデータを保持できます。ただし、2.6.0.2 アプライアンスをバージョン 2.5.4 に再
イメージする場合はバックアップデータを保持できません。

アプライアンスの再設定を始める前のベストプラクティス
アプライアンスを再構成する前に、ライセンスキーに関する以下の点を考慮する必要があ
ります。
■

再設定プロセスの間にデータを保存する場合は、アプライアンスのシェルメニューを
使う必要があります。NetBackup アプライアンス Web コンソールを使っての再設定
は、このリリースではサポートされていません。

■

再構成中にメディアまたはマスターサーバーアプライアンスの初期構成が行われる場
合は、初期構成プロセスが始まる前に、アプライアンスのシェルメニューを使ってライ
センスキーをインストールする必要があります。また、出荷時設定へのリセット操作が
実行された場合、ユーザー名とパスワードがデフォルト値に設定し直されることがあり
ます。

再設定を始める前に構成情報を記録する
再イメージング処理を始める前に、アプライアンスの初期構成プロセスを行ったときに入
力した構成情報を記録することを推奨します。再イメージングプロセスが完了した後に出
荷時設定へのリセットを実行する場合は、アプライアンスに接続するために同じ構成情報
を入力する必要があります。また、出荷時設定へのリセット後にユーザー名とパスワード
がデフォルト値にリセットされます。
■

ネットワーク構成:
■

ネットワークインターフェース

■

IP アドレス

■

サブネットマスク

■

ゲートウェイ

■

ネットワーク名
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■

ホストの構成:
■

ドメイン名システム (DNS) の場合 - ドメイン名サフィックス、DNS IP アドレス、検
索ドメイン

■

DNS 以外のシステムの場合 - IP アドレス、完全修飾ホスト名、短ホスト名

■

ユーザー名とパスワード - デフォルトのユーザー名は admin、デフォルトのパスワー
ドは P@ssw0rd です。

■

役割の構成 - 初期構成に使った役割と同じ役割を使ってアプライアンスを構成する
ことが重要です。

■

ストレージ構成 - ディスク上に保存対象のバックアップデータを持つメディアサーバー
アプライアンスを再設定する場合、以下の情報を記録して、ストレージを構成する準
備が整ったときにその情報を使えるようにします。
■

ストレージプールのサイズ

■

ディスクプール名

■

ストレージユニット名

■

重複排除パスワード

p.24 の 「NetBackup Appliance シェルメニューを使った 52xx マスターサーバーアプラ
イアンスの再構成」 を参照してください。
p.34 の 「NetBackup Appliance シェルメニューを使った 52xx ま は 5330 メディアサー
バーアプライアンスの再構成」 を参照してください。

USB ドライブから NetBackup アプライアンスを再イメージングする
次に、メディアサーバーアプライアンスに新しいイメージをインストールするために必要な
手順を説明します。バックアップデータを保存する場合は、NetBackup Appliance シェ
ルメニューを使って次の手順を実行する必要があります。
USB ドライブからアプライアンスを再イメージ処理する方法

1

アプライアンスにログインしてアプライアンスのシェルメニューにアクセスできる場合
は、次の手順を使って IPsec クレデンシャルをリモートドライブにエクスポート（コピー）
して移動してから、手順 2 に進みます。
メモ: アプライアンスにログインできない場合は、USB ドライブをアプライアンスに挿
入し、アプライアンスをオンにしてから、手順 4 に進みます。
アプライアンスにログインして IPsec 証明書をエクスポートすることができない場合
は、ベリタスのテクニカルサポートに問い合わせてください。 この状況では、詳細な
サポートが必要です。
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■

次のコマンドを使って CIFS と NFS の共有を開きます。
Manage > Software > Share Open

■

IPsec クレデンシャルをエクスポート（コピー）するには、次のコマンドを入力しま
す。
Network > Security > Export <yes/no> /inst/patch/incoming

<yes/no> は、パスワードを保護するかどうかを指定します。
メモ: export コマンドを実行すると、実際の証明書のバックアップ .pfx ファイル
が作成されます。yes を選択してパスワードを使う場合は、.pfx 拡張子が付い
た数字がファイル名になります (nnnnnnn.pfx)。no を選択してパスワードを使
わない場合は、ファイル名の前にピリオドが付きます (.nnnnnnn.pfx)。
パスワードを使う場合は、後で Import コマンドを実行するときに使うためにパス
ワードの名前を覚えておきます。

■

.pfx ファイルをリモートコンピュータ上のローカルディレクトリに移動するには、

次のようにマウントポイントを作成してマウントし、ファイルを移動します。
Windows

この例では、Windows システムで Samba が使われていることを
前提とします。
■ 次のコマンドを実行して、マウントポイントを作成してマウントし
ます。
net use <AnAvailableDriveLetter>:
¥¥<appliance-host>¥"incoming_patches"
■

次のコマンドを実行して、.pfx ファイルをコピーします。
# copy /inst/patch/incoming/*.pfx
/mnt/<computer_name>

UNIX または Linux この例では、UNIX または Linux システムで NFS が使われている
ことを前提とします。
■ 次のコマンドを実行して、マウントポイントを作成してマウントし
ます。
# mkdir -p /mnt/<computer_name>
# mount -t nfs <computer_name>:/<share_name>
/mnt/<computer_name>
■

2

次のコマンドを実行して、.pfx ファイルをコピーします。
# cp /inst/patch/incoming/*.pfx
/mnt/<computer_name>

再イメージ処理するメディアサーバーアプライアンスのアプライアンス USB ポートに
USB ドライブを挿入します。
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3

再構成しているアプライアンスのリモート管理（IPMI）ポートを企業ネットワークに接
続して次の手順を実行します。
■

リモート管理ポートに割り当てた IP アドレスを使って、リモートコンピュータからメ
ディアサーバーアプライアンスのリモート管理ポートにログオンしてください。

［システム情報 (System Information)］ページで、［リモート制御 (Remote Control)］
をクリックします。

［リモート制御 (Remote Control)］ページで、［コンソールの起動 (Launch Console)］
をクリックします。
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4

［コンソールの起動 (Launch Console)］をクリックします。この手順により、メディア
サーバーアプライアンスをリモートで監視して制御できる JViewer アプリケーション
が起動します。

5

[ベリタスリモート管理 (Veritas Remote Management)]のインターフェースから、
［サーバー電源管理 (Server Power Control)］を選択します。Web ページで次の
操作を実行します。
■

［Reset Server］ラジオボタンを選択します。

■

［アクションを実行 (Perform Action)］をクリックします。

6

JViewer のアプリケーションウィンドウで、F6 キーを押してアプライアンスのブートメ
ニューに入ります。

7

USB ドライブを選択した後に ESC キーを押します。実行するインストールの種類を
選択するための画面が表示されます。NetBackup Appliance の完全インストールま
たは、クライアントパッケージのインストールを行わないより小さいバージョンのインス
トールを選択できます。
選択し、Enter キーを押して再イメージ処理操作を始めます。

8

新しいアプライアンスパッケージのインストールが完了すると、JViewer アプリケー
ションウィンドウに［ようこそ (Welcome)］メッセージが表示されます。デフォルトのア
プライアンスパスワード (P@ssw0rd) を入力します。これでアプライアンスシェルメ
ニューにログインしました。
メモ: 再構成プロセスを始める前に、再イメージ処理操作を始める前に記録した構
成情報を参照すると効率的です。

9

IPsec クレデンシャル、.pfx ファイルを、事前にエクスポートしたリモートコンピュー
タからインポートします。
■

次のコマンドを実行して、アプライアンスのシェルメニューから共有を開きます。
Main_Menu > Manage > Software > Share Open
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CIFS 共有 ¥¥<appliance-name>¥incoming¥patches と NFS 共有
<appliance-name>:/inst/patch/incoming が、このアプライアンス上で開
きます。
■

事前に保存した .pfx ファイルを、開いている共有の場所へ移動するには、次
のようにマウントポイントを作成してマウントし、ファイルを移動します。
Windows

この例では、Windows システムで Samba が使われていることを
前提とします。
■ 次のコマンドを実行して、マウントポイントを作成してマウントし
ます。
net use <AnAvailableDriveLetter>:
¥¥<appliance-host>¥"incoming_patches"
■

次のコマンドを実行して、.pfx ファイルをアプライアンスに戻
します。
# move /mnt/computer_name/*.pfx
/inst/patch/incoming/

UNIX または Linux この例では、UNIX または Linux システムで NFS が使われている
ことを前提とします。
■ 次のコマンドを実行して、マウントポイントを作成してマウントし
ます。
# mkdir -p /mnt/computer_name
move <pfx ファイルを保存したディレクトリ>/*.pfx <マ
ウントしたドライブ>
■

■

次のコマンドを実行して、.pfx ファイルをアプライアンスに戻し
ます。
mv <pfx ファイルを保管しているローカルディレクトリ
>/*.pfx <マウントポイント>

次のコマンドを入力して、ファイルをインポートします。
Main_Menu > Network > Security > Import
<yes/no>/inst/patch/incoming

メモ: 手順 1 で Export コマンドを実行したときにパスワードを使った場合は、
Import コマンドを実行するときに同じパスワードを入力する必要があります。

■

次のコマンドを実行して、アプライアンスのシェルメニューから共有を閉じます。
Main_Menu > Manage > Software > Share Close
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10

Return を 2 回入力して、メインメニューに戻ります。

11 メインメニューに戻ったことを確認します。
これで、アプライアンスで初期構成の準備ができました。
次のトピックを参照して、NetBackup Appliance を再構成します。
p.24 の 「NetBackup Appliance シェルメニューを使った 52xx マスターサーバーアプラ
イアンスの再構成」 を参照してください。
p.34 の 「NetBackup Appliance シェルメニューを使った 52xx ま は 5330 メディアサー
バーアプライアンスの再構成」 を参照してください。

MyVeritas ポータルを使ったアプライアンスの再イメージング
MyVeritas.com にある ISO イメージを使用して、NetBackup Appliance の同じバージョ
ンまたは異なるバージョンを使用してアプライアンスを再イメージングすることができます。
ISO イメージにアクセスするには、メンテナンスシリアル番号が必要です。シリアル番号
は、最初の購入時またはバージョンアップグレードの通知時に受け取ったライセンスの認
証で見つけることができます。シリアル番号を見つけるのに支援が必要な場合は、
customercare@veritas.com に電子メールでお問い合わせください。
警告: ISO を使用して、現在インストールされている NetBackup Appliance とは異なる
バージョンをインストールする場合は、ストレージをリセットする必要があります。既存のス
トレージを維持する場合、インストールできるのは同じバージョンの ISO イメージのみで
す。さらに、2.6 より前の ISO イメージをインストールしようとしているアプライアンスに
NetBackup Appliance 2.6 以上がインストールされている場合は、ISO をインストールす
る前にストレージのリセットを行う必要があります。
この手順を実行するには、インテリジェントプラットフォーム管理インターフェース（IPMI）
ネットワークを使用してアプライアンスにリモートからアクセスできる必要があります。始め
る前に、アプライアンスで IPMI のネットワークが構成されていること、およびベリタスリモー
ト管理インターフェースにアクセスできることを確認します。
メモ: IPMI ネットワークを使用して ISO イメージをインストールするために必要な帯域幅
を考慮すると、ISO のインストールが最適に動作するのはアプライアンスとリモートコン
ピュータが同じ物理サイトにある場合です。WAN を経由してアプライアンスの再イメージ
ングをリモートから試行する場合、プロセスが失敗する可能性があります。そのため、ベリ
タスは、WAN を経由した ISO の再イメージングを推奨しません。
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MyVeritas ポータルからの ISO イメージのダウンロード
ISO イメージをダウンロードする方法

1

リモートからアプライアンスにアクセスするコンピュータで、MyVeritas.com にアクセ
スします。

2

資格情報を使って MyVeritas ポータルにログインします。

3

新しい NetBackup Appliance の ISO イメージをダウンロードするまでのプロンプト
に従います。ISO のダウンロードに関する支援が必要な場合は、次のリンクを参照
してください。
https://www.veritas.com/support/en_US/article.000100418
警告: アプライアンスでの技術的な問題やサービス上の問題を避けるために、必ず、
ご使用のアプライアンスのモデルおよびシリーズ用の適切な ISO イメージをダウン
ロードするようにします。これらのイメージは、適切な物理アプライアンスタイプでの
み使用するためのものです。現在のベリタスのサポート契約において 52xx アプライ
アンスを購入している場合、そのアプライアンスでは 52xx アプライアンス用の ISO
イメージをダウンロードし、インストールすることのみが許可されています。サポート契
約において 50xx アプライアンスを購入している場合、そのアプライアンスでは 50xx
アプライアンス用の ISO イメージをダウンロードし、インストールすることのみが許可
されています。正しい物理アプライアンスタイプ用に許可されていない ISO イメージ
の使用は、エラーや誤動作の原因となる可能性があります。また、ベリタスがその物
理装置に対して提供している保証権限が無効になる可能性があります。

4

リモートコンピュータ上のローカルドライブに ISO イメージを保存します。

アプライアンスでの ISO イメージのインストール
ISO イメージのインストール方法

1

アプライアンスを管理するリモートデバイスとアプライアンスの間にファイアウォール
が存在する場合は、次のポートが開いていることを確認します。
5120

RMM ISO/CD

7578

RMM CLI

2

アプライアンスの電源をオフにします。

3

リモートからのアプライアンスへのアクセスに使用するコンピュータで、サポートされ
ているブラウザを開きます。アプライアンスに割り当てるリモート管理ポートの IP アド
レスを入力し、ベリタスリモート管理インターフェースにログインします。
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4

［リモート制御 (Remote Control)］タブにナビゲートし、［コンソールの起動 (Launch
Console)］をクリックします。

5

リダイレクトコンソールが起動したら、コンソールの［デバイス (Device)］ドロップダウ
ンメニューをクリックし、［ISO のリダイレクト (Redirect ISO)］を選択します。

6

表示された［開く (Open)］ポップアップウィンドウから、インストールする ISO イメー
ジを選択し、［開く (Open)］をクリックします。
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7

ベリタスリモート管理インターフェースに戻り、［リモート制御 (Remote Control)］ペー
ジの左側の［サーバー電源管理 (Server Power Control)］を選択します。

8

［電源制御と状態 (Power Control and Status)］ページが表示されます。
サーバーは現在電源オフになっているため、利用可能なオプションは［サーバーの
電源をオン (Power ON Server)］のみです。［処理を実行 (Perform Action)］をク
リックします。

9

リモートコンソールに戻り、システムの電源がオンになるまで待機します。スプラッシュ
画面が表示されたら、すぐに F6 キーを押してブートメニューを開始します。
メモ: このタスクを実行するための時間は数秒間だけです。このウィンドウが消えてし
まうと、オペレーティングシステムがロードされ、ブートメニューにアクセスできません。
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10 ブートメニューが表示されたら、［仮想 CDROM (Virtual CDROM)］までスクロール
し、Enter キーを押します。

11 システムが先ほど選択した ISO イメージから起動を開始します。
次のオプションが表示されます。
■

ハードディスクからブート (Boot from Hard Disk)

■

NetBackup Appliance をインストール (Install NetBackup Appliance)

［NetBackup Appliance のインストール (Install NetBackup Appliance)］を選択し、
Enter キーを押します。
インストールが開始されます。インストールが完了したら、NetBackup Appliance の
新しいバージョンを使ってシステムにログインし、構成できます。
メモ: IPMI ISO のインストールはネットワーク接続の質の影響を受けやすくなってい
ます。インストールが失敗した場合は、インストールを再試行します。問題が解決し
ない場合は、IPMI のネットワーク接続の質の改善を試行します。ISO イメージを
DVD に書き込み、アプライアンスに物理的に接続した USB DVD-ROM ドライブを
使用して、このイメージをインストールすることもできます。
p.14 の 「USB ドライブから NetBackup アプライアンスを再イメージングする」 を参照し
てください。
p.24 の 「NetBackup Appliance シェルメニューを使った 52xx マスターサーバーアプラ
イアンスの再構成」 を参照してください。
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p.34 の 「NetBackup Appliance シェルメニューを使った 52xx ま は 5330 メディアサー
バーアプライアンスの再構成」 を参照してください。

NetBackup Appliance シェルメニューを使った 52xx マスターサーバー
アプライアンスの再構成
次の手順は、NetBackup Appliance シェルメニューから 52xx マスターサーバーのアプ
ライアンスを再構成する方法を示しています。
警告: NetBackup Appliance は、同じサブネットに属する 2 つの IP アドレスの構成をサ
ポートしません。アプライアンスは Linux のオペレーティングシステムで実行され、この種
類のネットワークは現在の制限事項です。作成する各結合は、異なるサブネットに属する
IP アドレスを使う必要があります。

メモ: アプライアンスのホスト名がその IP アドレスに解決される場合は、IP アドレスを削除
できません。

注意: 初期構成の前または構成後すぐに、アプライアンスのデフォルトのメンテナンスパ
スワード (P@ssw0rd) を変更する必要があります。このパスワードは今後、トラブルシュー
ティングのサポートが必要な場合にテクニカルサポートに提示する必要があります。
NetBackup Appliance シェルメニューで Main > Settings > Password maintenance
または Main > Support > Maintenance > passwd コマンドのいずれかを使ってメン
テナンスパスワードを変更する必要があります。詳しくは、『 NetBackup Appliance コマ
ンドリファレンスガイド』を参照してください。
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NetBackup Appliance シェルメニューを使って 52xx マスターサーバーアプライアン
スを再構成するには

1

再構成処理の開始前に、再イメージ手順に従っていることを確認してくださ
い。p.14 の 「USB ドライブから NetBackup アプライアンスを再イメージングする」
を参照してください。
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2

Main_Menu > Network ビューで次のコマンドを入力して、アプライアンスが接続す
る単一ネットワークの IP アドレスを設定します。
Configure IPAddressNetmaskGatewayIPAddress [InterfaceNames]

ここで、IPAddress は新しい IP アドレス、Netmask はネットマスク、
GatewayIPAddress はインターフェースのデフォルトゲートウェイです。
[InterfaceNames] オプションは省略可能です。
IP Address や Gateway IP Address には、IPv4 または IPv6 アドレスを指定でき
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。
ただし、同じコマンド内で IPv4 と IPv6 アドレスの両方は使わないでください。たと
えば、Configure 9ffe::9 255.255.255.0 1.1.1.1 は使えません。Configure
9ffe::46 64 9ffe::49 eth1 を使ってください。
複数のネットワークを構成する場合には、追加する各ネットワークの IP アドレスを最
初に構成する必要があります。次に、追加した各ネットワークのゲートウェイアドレス
を構成します。必ずデフォルトゲートウェイアドレスを最初に追加する必要がありま
す。以下の 2 つのコマンドを使います。
各ネットワークの IP アドレスの
構成

ネットワークインターフェースに対して IPv4 または IPv6 ア
ドレスのどちらを構成するかに応じて、以下のコマンドのい
ずれかを使います。
ネットワークインターフェースの IPv4 アドレスを構成するに
は
IPv4 IPAddressNetmask [InterfaceName]
ここで、IPAddress は新しい IP アドレス、Netmask はネッ
トマスクです。[InterfaceName] は省略可能です。追
加する IP アドレスごとにこのコマンドを繰り返します。
ネットワークインターフェースの IPv6 アドレスを構成するに
は
IPv6 <IP Address> <Prefix> [InterfaceNames]
ここで、IPAddress は IPv6 アドレス、Prefix はプレフィック
ス長です。[InterfaceName] は省略可能です。
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追加した各ネットワークのゲート Gateway Add GatewayIPAddress
ウェイアドレスの構成
[TargetNetworkIPAddress] [Netmask]
[InterfaceName]
ここで、GatewayIPAddress はインターフェースのゲート
ウェイです。TargetNetworkIPAddress、Netmask、
InterfaceName は省略可能です。このコマンドを繰り返
して、すべての宛先ネットワークにゲートウェイを追加しま
す。
Gateway IP Address や TargetNetworkIPAddress には、
IPv4 または IPv6 アドレスを指定できます。
ただし、同じコマンド内で IPv4 と IPv6 アドレスの両方は使
わないでください。たとえば、Gateway Add 9ffe::3
255.255.255.0 eth1 は使えません。Gateway Add
9ffe::3 6ffe:: 64 eth1 を使ってください。

3

Main_Menu > Network ビューで次のコマンドを使って、アプライアンスの DNS ド
メイン名を設定します。
メモ: DNS を使わない場合は、ステップ 6 に進んでください。
DNS Domain Name

ここで、Name はアプライアンスの新しいドメイン名です。

4

Main_Menu > Network ビューで、次のコマンドを使って DNS ネームサーバーを
アプライアンス構成に追加します。
DNS Add NameServer IPAddress

ここで、IPAddress は DNS サーバーの IP アドレスです。
アドレスは IPv4 または IPv6 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。
複数の IP アドレスを追加するには、スペースを空けずに各アドレスをカンマで区切
ります。

5

Main_Menu > Network ビューで次のコマンドを使って、DNS 検索ドメインをアプラ
イアンス構成に追加し、異なるドメインにあるホスト名をアプライアンスが解決できる
ようにします。
DNS Add SearchDomain SearchDomain

ここで、SearchDomain は検索用に追加する対象ドメインです。
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6

このステップは省略可能です。ここでは、アプライアンスの hosts ファイルに、他のホ
ストの IP アドレスを追加できます。
Main_Menu > Network ビューで次のコマンドを使って、ホストエントリをアプライア
ンスの hosts ファイルに追加します。
Hosts Add IPAddressFQHNShortName

ここで、IPAddress は IPv4 または IPv6 アドレス、FQHN は完全修飾ホスト名、
ShortName は短いホスト名です。

7

Main_Menu > Network ビューで次のコマンドを使って、アプライアンスのホスト名
を設定します。
Hostname Set Name

Name は、このアプライアンスの短いホスト名または完全修飾ドメイン名（FQDN）で
す。
一部の例外を除き、ホスト名はアプライアンス構成全体に適用されます。短縮名は
次の場所に常に表示されます。
■

NetBackup Appliance シェルメニュープロンプト

■

重複排除プールカタログのバックアップポリシー

■

デフォルトのストレージユニットおよびディスクプール名

このアプライアンスが出荷時の設定にリセットされていて、以前のバックアップイメー
ジのいずれかをインポートする場合は、アプライアンスのホスト名が次のルールのい
ずれかを満たしている必要があります。
■

ホスト名は出荷時の設定へのリセット前に使われるものとまったく同じである必要
があります。

■

FQDN にホスト名を変更する場合は、出荷時の設定へのリセットの前に使われ
た短い名前を含んでいる必要があります。 たとえば、「myhost」が出荷時の設定
へのリセットの前に使われた場合は、新しい FQDN として
「myhost.domainname.com」を使います。

■

短いホスト名にホスト名を変更する場合は、出荷時の設定へのリセットの前に使
われた FQDN から得られる名前にする必要があります。 たとえば、
「myhost.domainname.com」が出荷時の設定へのリセットの前に使われた場合
は、新しい短いホスト名として「myhost」を使います。

メモ: ホスト名は初期構成セッションの間のみ設定することができます。 初期構成が
正常に完了した後、アプライアンスで出荷時の設定にリセットすると初期構成を再入
力できます。詳しくは、『NetBackup Appliance 管理者ガイド』を参照してください。
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このステップにより、NetBackup は新しいホスト名で動作するように再構成されます。
この処理は、完了するまでにしばらく時間がかかることがあります。
Hostname set コマンドが動作するためには、少なくとも 1 つの IPv4 アドレスが必

要です。たとえば、特定のホストのホスト名を v46 に設定するとします。そのために
は、まず、その特定ホストが少なくとも 1 つの IPv4 アドレスを持つことを確認した後、
次のコマンドを実行します。
Main_Menu > Network > Hostname set v46

8

前述のネットワーク構成設定に加え、Main_Menu > Network ビューを使って、アプ
ライアンスネットワークの初期設定時に結合を作成して VLAN をタグ付けすることも
できます。
■

2 つ以上のネットワークインターフェース間に結合を作成するには、Network >
LinkAggregation Create コマンドを使います。

■

物理インターフェースまたは結合インターフェースにタグ付けするには、Network
> VLAN Tag コマンドを使います。

LinkAggregation と VLAN コマンドオプションについて詳しくは、『NetBackup

Appliance コマンドリファレンスガイド』を参照してください。

9

Main_Menu > Network ビューで次のコマンドを使って、このアプライアンスのタイム
ゾーン、日付および時間を設定します。
■

次のコマンドを入力して、タイムゾーンを設定します。
TimeZone Set

表示されたリストから該当するタイムゾーンを選択します。
■

次のコマンドを入力して、日付と時刻を設定します。
Date Set MonthDayHHMMSSYear

Month は月の名前です。
Day は 0 から 31 までの日付です。
HHMMSS は 24 時間形式の時、分、秒です。フィールドは、HH:MM:SS のよう
にセミコロンで区切ります。
Year は、1970 から 2037 までの暦年です。
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30

10 Main_Menu > Settings > Alerts > Email ビューで次のコマンドを使って、アプライ
アンスの失敗アラートの SMTP サーバー名と電子メールアドレスを入力します。
SMTP サーバー名の入力

Email SMTP Add Server [Account]
[Password]
Server 変数は、電子メールを送信するために使われるター
ゲット SMTP サーバーのホスト名です。[Account] オプショ
ンでは、使われたアカウントの名前または SMTP サーバー
の認証を識別します。[Password] オプションは、SMTP
サーバーの認証のためのパスワードです。

電子メールアドレスの入力

Email Software Add Addresses
ここで、Addresses はユーザーの電子メールアドレスです。
複数の電子メールを定義するには、セミコロンで電子メール
を区切ります。

11 アプライアンスの役割として、マスターサーバーを設定します。
Main_Menu > Appliance ビューから、次のコマンドを実行します。
Master

12 既存の NetBackup カタログが検出された場合は、

yes を選択して保存する、また
は no を選択して新しいカタログを作成します。 次のメッセージが表示されます。

A NetBackup catalog database has been found on the disk that belongs to this appliance.
You have an option to create an empty catalog or reuse the preexisting NetBackup catalog.
If you choose 'yes', the following occurs:
1. The preexisting NetBackup catalog will be used.
2. Any preexisting storage partitions and objects will be used.
If
1.
2.
3.

you choose 'no', the following occurs:
The preexisting NetBackup catalog will be backed up.
An empty NetBackup catalog will be created.
You will an have opportunity to customize storage pools.

If you want to remove the backup and catalog data,
run 'Support->Storage Reset' before you proceed.
>> Do you want to reuse the NetBackup catalog? [yes,no]: yes

13 役割を設定すると、NetBackup カタログ、AdvancedDisk、MSDP パーティションの
ディスクストレージのメッセージが表示されます。
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メモ: 12 で NetBackup カタログを再利用することを選択した場合、ストレージプロン
プトが表示されません。 14 にスキップします。
ストレージパーティションを構成するには、次を実行する必要があります。
■

マスターサーバーの NetBackup カタログのサイズを入力します。
NetBackup カタログパーティションの構成をスキップするには、サイズの入力を
求められたときに 0 を入力します。パーティションを現在のサイズに保持するに
は、Enter を押します。

■

ストレージプールのサイズを GB または TB 単位で入力します。
パーティションについてストレージプールのサイズの構成をスキップするには、サ
イズを求められたときに 0 を入力します。ストレージプールを現在のサイズに保
持するには、Enter を押します。

■

ディスクプール名を入力します。
デフォルト名は、AdvancedDisk の場合は dp_adv_<hostname>、MSDP の場
合は dp_disk_<hostname> です。デフォルト名を保持するには、Enter を押し
ます。

■

ストレージプール名を入力します。
デフォルト名は、AdvancedDisk の場合は stu_adv_<hostname>、MSDP の
場合は stu_disk_<hostname> です。デフォルト名を保持するには、Enter を押
します。

ストレージのプロンプトが次の順序で表示されます。
NetBackup Catalog volume size in GB [default size]:
AdvancedDisk storage pool size in GB/TB [default size]:
AdvancedDisk diskpool name:
AdvancedDisk storage unit name:
MSDP storage pool size in GB/TB [default size]:
MSDP diskpool name:
MSDP storage unit name:

ストレージパーティションの構成後、ストレージの構成の概略が次のプロンプトととも
に表示されます。
Do you want to edit the storage configuration? [yes, no]

変更を実行する場合は yes、現在の構成を保持する場合は no と入力します。

14 NIC1 アプライアンスポートからラップトップを切断します。
メモ: ネットワークに 192.168.x.x という IP アドレス範囲が使われている場合は、次
のトピックで重要な情報を参照してください。
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15 再構成が必要なメディアサーバーがある場合は、ここでマスターサーバーとの通信
を設定し、メディアサーバーを再構成します。
p.32 の 「マスターサーバーの構成によるアプライアンスのメディアサーバーとの通
信」 を参照してください。
p.34 の 「NetBackup Appliance シェルメニューを使った 52xx ま は 5330 メディア
サーバーアプライアンスの再構成」 を参照してください。

マスターサーバーの構成によるアプライアンスのメディアサーバーとの
通信
再イメージングされたメディアサーバーのアプライアンスを構成する前に、アプライアンス
と一緒に使う予定のマスターサーバーを構成する必要があります。これにより、マスター
サーバーと再構成されたメディアサーバーのアプライアンス間での適切な通信が可能に
なります。
次の手順は、マスターサーバーを構成してアプライアンスのメディアサーバーと通信する
方法を示しています。
マスターサーバーを構成して新しいメディアサーバーと通信する方法

1

マスターサーバーに管理者としてログインし、メディアサーバーのアプライアンスの
名前がマスターサーバーに追加されていることを確認します。
アプライアンスのマスターサー
バー

NetBackup アプライアンス Web コンソールで次の操作を
実行します。
■

■

■

［管理 (Manage)］>［追加サーバー (Additional
Servers)］>［追加 (Add)］をクリックします。
［アプライアンスのホスト名 (Appliance Hostname)］
フィールドに、追加するアプライアンスのメディアサー
バーの完全修飾ホスト名 (FQHN) を入力します。
［追加 (Add)］をクリックします。
アプライアンスに複数のホスト名がある場合はすべての
名前を追加します。

NetBackup Appliance シェルメニューで次の操作を実行
します。
■

Main_Menu > ［設定 (Settings)］ビューから、次のコマ
ンドを実行します。
Settings > NetBackup AdditionalServers
Add media-server
media-server は、まだ構成していないアプライアンスの
メディアサーバーの完全修飾ホスト名 (FQHN) です。
アプライアンスに複数のホスト名がある場合はすべての
名前を追加します。
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従来の NetBackup マスター
サーバー

■

■

■

■

■

■

2

管理者として NetBackup 管理コンソールにログオンし
ます。
コンソールのメインウィンドウの左ペインで、［NetBackup
の管理 (NetBackup Management)］>［ホストプロパティ
(Host Properties)］>［マスターサーバー (Master
Server)］をクリックします。
右ペインで、マスターサーバーのホスト名をクリックしま
す。
［ホストプロパティ (Host Properties)］ウィンドウの左ペ
インで、［サーバー (Servers)］をクリックします。
右ペインの［追加サーバー (Additional Servers)］セク
ションで、［追加 (Add)］をクリックしてアプライアンスのホ
スト名を入力します。アプライアンスのホスト名が最上部
の［追加サーバー (Additional Servers)］セクションに表
示されます。
アプライアンスに複数のホスト名がある場合はすべての
名前を追加します。
［OK］をクリックして［マスターサーバープロパティ
(Master Server Properties)］ウィンドウを閉じます。

マスターサーバーとメディアサーバーの間にファイアウォールがある場合、マスター
サーバーの次のポートを開いてメディアサーバーとの通信を許可します。
メモ: ポート設定を変更するには管理者としてログインしている必要があります。

3

■

vnetd: 13724

■

bprd: 13720

■

PBX: 1556

■

マスターサーバーが TCP を利用する NetBackup Appliance の場合、次のポー
トを開きます。
443、5900、7578。

メディアサーバーの日時とマスターサーバーの日時が一致していることを確認しま
す。NTP サーバーを使うことも、時間を手動することもできます。

p.34 の 「NetBackup Appliance シェルメニューを使った 52xx ま は 5330 メディアサー
バーアプライアンスの再構成」 を参照してください。
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NetBackup Appliance シェルメニューを使った 52xx ま は 5330 メディ
アサーバーアプライアンスの再構成
次の手順は、NetBackup Appliance シェルメニューから 52xx メディアサーバーのアプ
ライアンスを再構成する方法を示しています。
警告: NetBackup Appliance は、同じサブネットに属する 2 つの IP アドレスの構成をサ
ポートしません。アプライアンスは Linux のオペレーティングシステムで実行され、この種
類のネットワークは現在の制限事項です。作成する各結合は、異なるサブネットに属する
IP アドレスを使う必要があります。

メモ: アプライアンスのホスト名がその IP アドレスに解決される場合は、IP アドレスを削除
できません。

注意: 初期構成の前または構成後すぐに、アプライアンスのデフォルトのメンテナンスパ
スワード (P@ssw0rd) を変更する必要があります。このパスワードは今後、トラブルシュー
ティングのサポートが必要な場合にテクニカルサポートに提示する必要があります。
NetBackup Appliance シェルメニューで Main > Settings > Password maintenance
または Main > Support > Maintenance > passwd コマンドのいずれかを使ってメン
テナンスパスワードを変更する必要があります。詳しくは、『 NetBackup Appliance コマ
ンドリファレンスガイド』を参照してください。
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NetBackup Appliance シェルメニューを使って 52xx メディアサーバーアプライアンス
を再構成するには

1

再構成処理の開始前に、再イメージ手順に従っていることを確認してくださ
い。p.14 の 「USB ドライブから NetBackup アプライアンスを再イメージングする」
を参照してください。
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2

Main_Menu > Network ビューで次のコマンドを入力して、アプライアンスが接続す
る単一ネットワークの IP アドレスを設定します。
Configure IPAddressNetmaskGatewayIPAddress [InterfaceNames]

ここで、IPAddress は新しい IP アドレス、Netmask はネットマスク、
GatewayIPAddress はインターフェースのデフォルトゲートウェイです。
[InterfaceNames] オプションは省略可能です。
IP Address や Gateway IP Address には、IPv4 または IPv6 アドレスを指定でき
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。
ただし、同じコマンド内で IPv4 と IPv6 アドレスの両方は使わないでください。たと
えば、Configure 9ffe::9 255.255.255.0 1.1.1.1 は使えません。Configure
9ffe::46 64 9ffe::49 eth1 を使ってください。
複数のネットワークを構成する場合には、追加する各ネットワークの IP アドレスを最
初に構成する必要があります。次に、追加した各ネットワークのゲートウェイアドレス
を構成します。必ずデフォルトゲートウェイアドレスを最初に追加する必要がありま
す。以下の 2 つのコマンドを使います。
各ネットワークの IP アドレスの
構成

ネットワークインターフェースに対して IPv4 または IPv6 ア
ドレスのどちらを構成するかに応じて、以下のコマンドのい
ずれかを使います。
ネットワークインターフェースの IPv4 アドレスを構成するに
は
IPv4 IPAddressNetmask [InterfaceName]
ここで、IPAddress は新しい IP アドレス、Netmask はネッ
トマスクです。[InterfaceName] は省略可能です。追
加する IP アドレスごとにこのコマンドを繰り返します。
ネットワークインターフェースの IPv6 アドレスを構成するに
は
IPv6 <IP Address> <Prefix> [InterfaceNames]
ここで、IPAddress は IPv6 アドレス、Prefix はプレフィック
ス長です。[InterfaceName] は省略可能です。
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追加した各ネットワークのゲート Gateway Add GatewayIPAddress
ウェイアドレスの構成
[TargetNetworkIPAddress] [Netmask]
[InterfaceName]
ここで、GatewayIPAddress はインターフェースのゲート
ウェイです。TargetNetworkIPAddress、Netmask、
InterfaceName は省略可能です。このコマンドを繰り返
して、すべての宛先ネットワークにゲートウェイを追加しま
す。
Gateway IP Address や TargetNetworkIPAddress には、
IPv4 または IPv6 アドレスを指定できます。
ただし、同じコマンド内で IPv4 と IPv6 アドレスの両方は使
わないでください。たとえば、Gateway Add 9ffe::3
255.255.255.0 eth1 は使えません。Gateway Add
9ffe::3 6ffe:: 64 eth1 を使ってください。

3

Main_Menu > Network ビューで次のコマンドを使って、アプライアンスの DNS ド
メイン名を設定します。
メモ: DNS を使わない場合は、ステップ 6 に進んでください。
DNS Domain Name

ここで、Name はアプライアンスの新しいドメイン名です。

4

Main_Menu > Network ビューで、次のコマンドを使って DNS ネームサーバーを
アプライアンス構成に追加します。
DNS Add NameServer IPAddress

ここで、IPAddress は DNS サーバーの IP アドレスです。
アドレスは IPv4 または IPv6 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。
複数の IP アドレスを追加するには、スペースを空けずに各アドレスをカンマで区切
ります。

5

Main_Menu > Network ビューで次のコマンドを使って、DNS 検索ドメインをアプラ
イアンス構成に追加し、異なるドメインにあるホスト名をアプライアンスが解決できる
ようにします。
DNS Add SearchDomain SearchDomain

ここで、SearchDomain は検索用に追加する対象ドメインです。
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6

このステップは省略可能です。ここでは、アプライアンスの hosts ファイルに、他のホ
ストの IP アドレスを追加できます。
Main_Menu > Network ビューで次のコマンドを使って、ホストエントリをアプライア
ンスの hosts ファイルに追加します。
Hosts Add IPAddressFQHNShortName

ここで、IPAddress は IPv4 または IPv6 アドレス、FQHN は完全修飾ホスト名、
ShortName は短いホスト名です。

7

Main_Menu > Network ビューで次のコマンドを使って、アプライアンスのホスト名
を設定します。
Hostname Set Name

Name は、このアプライアンスの短いホスト名または完全修飾ドメイン名（FQDN）で
す。
一部の例外を除き、ホスト名はアプライアンス構成全体に適用されます。短縮名は
次の場所に常に表示されます。
■

NetBackup Appliance シェルメニュープロンプト

■

重複排除プールカタログのバックアップポリシー

■

デフォルトのストレージユニットおよびディスクプール名

このアプライアンスが出荷時の設定にリセットされていて、以前のバックアップイメー
ジのいずれかをインポートする場合は、アプライアンスのホスト名が次のルールのい
ずれかを満たしている必要があります。
■

ホスト名は出荷時の設定へのリセット前に使われるものとまったく同じである必要
があります。

■

FQDN にホスト名を変更する場合は、出荷時の設定へのリセットの前に使われ
た短い名前を含んでいる必要があります。 たとえば、「myhost」が出荷時の設定
へのリセットの前に使われた場合は、新しい FQDN として
「myhost.domainname.com」を使います。

■

短いホスト名にホスト名を変更する場合は、出荷時の設定へのリセットの前に使
われた FQDN から得られる名前にする必要があります。 たとえば、
「myhost.domainname.com」が出荷時の設定へのリセットの前に使われた場合
は、新しい短いホスト名として「myhost」を使います。

メモ: ホスト名は初期構成セッションの間のみ設定することができます。 初期構成が
正常に完了した後、アプライアンスで出荷時の設定にリセットすると初期構成を再入
力できます。詳しくは、『NetBackup Appliance 管理者ガイド』を参照してください。

38

第 2 章 NetBackup Appliance の再構成
NetBackup Appliance の再設定について

このステップにより、NetBackup は新しいホスト名で動作するように再構成されます。
この処理は、完了するまでにしばらく時間がかかることがあります。
Hostname set コマンドが動作するためには、少なくとも 1 つの IPv4 アドレスが必

要です。たとえば、特定のホストのホスト名を v46 に設定するとします。そのために
は、まず、その特定ホストが少なくとも 1 つの IPv4 アドレスを持つことを確認した後、
次のコマンドを実行します。
Main_Menu > Network > Hostname set v46

8

前述のネットワーク構成設定に加え、Main_Menu > ビューを使って、アプライアン
スネットワークの初期設定時に結合を作成して VLAN をタグ付けすることもできま
す。
■

2 つ以上のネットワークインターフェース間に結合を作成するには、Network >
LinkAggregation Create コマンドを使います。

■

物理インターフェースまたは結合インターフェースにタグ付けするには、Network
> VLAN Tag コマンドを使います。

LinkAggregation と VLAN コマンドオプションについて詳しくは、『NetBackup

Appliance コマンドリファレンスガイド』を参照してください。

9

Main_Menu > Network ビューで次のコマンドを使って、このアプライアンスのタイム
ゾーン、日付および時間を設定します。
■

次のコマンドを入力して、タイムゾーンを設定します。
TimeZone Set

表示されたリストから該当するタイムゾーンを選択します。
■

次のコマンドを入力して、日付と時刻を設定します。
Date Set MonthDayHHMMSSYear

Month は月の名前です。
Day は 0 から 31 までの日付です。
HHMMSS は 24 時間形式の時、分、秒です。フィールドは、HH:MM:SS のよう
にセミコロンで区切ります。
Year は、1970 から 2037 までの暦年です。
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10 Main_Menu > Settings > Alerts > Email ビューで次のコマンドを使って、アプライ
アンスの失敗アラートの SMTP サーバー名と電子メールアドレスを入力します。
SMTP サーバー名の入力

Email SMTP Add Server [Account]
[Password]
Server 変数は、電子メールを送信するために使われるター
ゲット SMTP サーバーのホスト名です。[Account] オプショ
ンでは、使われたアカウントの名前または SMTP サーバー
の認証を識別します。[Password] オプションは、SMTP
サーバーの認証のためのパスワードです。

電子メールアドレスの入力

Email Software Add Addresses
ここで、Addresses はユーザーの電子メールアドレスです。
複数の電子メールを定義するには、セミコロンで電子メール
を区切ります。
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11 アプライアンスの役割として、メディアサーバーを設定します。
メモ: メディアサーバーとしてこのアプライアンスを設定する前に、このアプライアンス
名を、一緒に使うマスターサーバーに追加してください。
Main_Menu > Appliance ビューから、次のコマンドを実行します。
Media MasterServer

MasterServer がスタンドアロンのマスターサーバー、マルチホームマスターサー
バー、またはクラスタ化されたマスターサーバーのいずれかである場合。それぞれの
シナリオについて以下で説明します。
スタンドアロンのマスターサー
バー

このシナリオは、マスターサーバーホスト名が 1 つの場合で
す。この名前は、アプライアンスがネットワーク上でマスター
サーバーを認識できていれば、完全修飾名である必要は
ありません。コマンドの表示例を次に示します。
Media MasterServerName

マルチホームマスターサーバー このシナリオでは、マスターサーバーに複数のホスト名が関
連付けられています。ホスト名の区切り文字としてカンマを
使ってください。コマンドの表示例を次に示します。
Media MasterNet1Name,MasterNet2Name
クラスタ化されたマスターサー
バー

このシナリオでは、マスターサーバーはクラスタにあります。
ベリタスは、クラスタ名、クラスタのアクティブノード、クラスタ
のパッシブノードの順でリストにすることをお勧めします。こ
のリストでは、カンマを使ってノード名を区切ります。コマン
ドの表示例を次に示します。
Media
MasterClusterName,ActiveNodeName,PassiveNodeName

マルチホームクラスタ化された
マスターサーバー

このシナリオでは、マスターサーバーはクラスタにあり、関連
付けられている複数のホスト名があります。ベリタスは、クラ
スタ名、クラスタのアクティブノード、クラスタのパッシブノー
ドの順でリストにすることをお勧めします。このリストでは、カ
ンマを使ってノード名を区切ります。コマンドの表示例を次
に示します。
Media MasterClusterName,ActiveNodeName,
PassiveNodeName,MasterNet1Name,MasterNet2Name
アプライアンスの役割を設定するときに、今後問題が起こら
ないようにするため、ベリタスは関連付けられているすべて
のマスターサーバー名を設定することをお勧めします。
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メモ: マスターサーバーのホスト名が FQDN の場合は、ベリタスは FQDN を使って
メディアサーバーのマスターサーバーを指定することをお勧めします。

12 構成プロセスで、NetBackup のストレージオブジェクトが検出されたかどうか判断し
ます。既存のストレージオブジェクトおよびデータを保存するかどうかを決定します。
ストレージオブジェクトが検出されると、次のメッセージが表示されます。
NetBackup storage objects have been detected that belong to this
media server node. You have an option to clean up (delete and
recreate) or preserve any preexisting NetBackup storage objects
that are solely owned by this appliance node.
If
1.
if
2.
up

you choose 'yes' the following occurs:
The NetBackup catalog images owned by this node are expired,
applicable.
The storage servers, disk pools, and storage units are cleaned
on the master server.

Whether you chose 'yes' or 'no', the backup data on the disk is
preserved.
If you want to remove the backup data, run 'Support->Storage Reset'
before you proceed.
>> Do you want to clean up existing storage objects? [yes,no]

「yes」を入力すると、次のようになります。
■

このメディアサーバー計算ノードが所有する NetBackup カタログイメージは期
限切れになります。

■

ストレージサーバー、ディスクプールおよびストレージユニットはマスターサーバー
でクリーンアップされます。

■

ディスクのバックアップデータが保存されます。

「no」を選択すると、次のようになります。
■

NetBackup カタログのイメージは保持されます。

■

ディスクのバックアップデータが保存されます。
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メモ: バックアップデータを削除する場合は、続行する前に NetBackup Appliance
シェルメニューから次のコマンドを実行してください。
Main_Menu > Support > Storage Reset

13 ストレージ構成プロパティを入力して、AdvancedDisk または重複排除 (MSDP) 、
あるいは両方のストレージプールを設定します。
再イメージ処理後にストレージプールのサイズを設定するときに、デフォルトのスト
レージサイズが表示されます。再イメージ処理の前にストレージプールのサイズを調
整した場合は、新しいストレージプールのサイズがデフォルト値として表示されます。
ただし、表示されるデフォルトのディスクプール名とストレージユニット名は、初期構
成プロセスのときと同じデフォルト名になります。再イメージ処理の前にディスクプー
ル名とストレージユニット名を変更した場合は、再構成プロセス中に再度、選択した
名前を入力する必要があります。
メモ: この手順を省略するには、サイズを入力するようプロンプトが表示されたら 0 を
入力します。またこれにより、そのパーティションの既存のデータが削除されます。
プロンプトが表示されたときに 0 を入力した場合に、ストレージにパーティションが存
在しない場合には、パーティションは作成されません。0 を入力し、パーティションが
すでに存在する場合は、パーティションおよび既存のデータが削除されます。
AdvancedDisk ストレージプールを構成するには、次の情報を提供します。
■

AdvancedDisk partition size in GB/TB [1GB..4.51TB]: (1 GB)
[1.6395 GB..51.8 TB]:

■

AdvancedDisk diskpool name: (dp_adv_5230)

■

AdvancedDisk storage unit name: (stu_adv_5230)

MSDP ストレージプールを構成するには、次の情報を提供します。
■

MSDP partition size in GB/TB [118GB..4.49TB]: (4.23 TB)

■

MSDP diskpool name: (dp_disk_5230)

■

MSDP storage unit name: (stu_disk_5230)

■

MSDP Catalog partition size in GB/TB [19GB..294GB]: (19 GB)
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メモ: 同じストレージプール構成を再作成できるよう、この再イメージ処理手順を開始
する前に記録した構成メモを参照する必要がある場合があります。

14 上記からストレージ構成への変更を行うかどうかを選択してください。
メモ: ストレージを構成する推定所要時間の範囲はシステムの負荷によって 0 時間、
1 分から 0 時間、1 分です。 NetBackup サービスを再起動するには数分間かかる
こともあります。 システムの負荷が大きいほど、操作を完了するまでに時間がかかり
ます。

Do you want to make changes to the storage configuration shown above? [yes

15 NIC1 アプライアンスポートからラップトップを切断します。
メモ: ネットワークから再構成を行う場合、次の手順にスキップします。

メモ: ネットワークに 192.168.x.x という IP アドレス範囲が使われている場合は、次
のトピックで重要な情報を参照してください。

NetBackup Appliance の USB フラッシュドライブについて
各 NetBackup Appliance には、NetBackup Appliance の ISO イメージを含む USB フ
ラッシュドライブが含まれています。USB フラッシュドライブは主にアプライアンスの再イ
メージングに使用されます。イメージのバージョンは出荷時にアプライアンスにインストー
ルされているものと同一です。
アプライアンスを再イメージングする他の理由は次のとおりです。
■

オペレーティングシステム関連の障害の後のディザスタリカバリ。

■

アプライアンスのソフトウェアのバージョンが異なるアプライアンスの再デプロイ。

■

既存の NetBackup Appliance 環境にデプロイするための、アプライアンスのソフト
ウェアのバージョンが異なる新しいアプライアンスの再イメージング。

NetBackup Appliance の ISO イメージに加えて、USB フラッシュドライブにはクライアン
トパッケージも含まれています。アプライアンスの再イメージング時、クライアントのパッケー
ジは受信パッチディレクトリ /inst/patch/incoming に自動的にコピーされます。
クライアントのパッケージをアプライアンスにインストールするには、Manage > Software
にナビゲートし、Install<rpm name> コマンドを実行します。<rpm name> は List
Downloaded コマンドを使用して確認できます。クライアントがアプライアンスにインストー
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ルされると、クライアントコンピュータがアプライアンスにアクセスするときにインストールの
ために使用できるようになります。
オリジナルの USB フラッシュドライブを不適切な場所に配置した場合は、ベリタス社のテ
クニカルサポートに再度フラッシュドライブを要求できます。
アプライアンスを再構成する方法について詳しくは、次のトピックを参照してください。
p.14 の 「USB ドライブから NetBackup アプライアンスを再イメージングする」 を参照し
てください。
p.24 の 「NetBackup Appliance シェルメニューを使った 52xx マスターサーバーアプラ
イアンスの再構成」 を参照してください。
p.34 の 「NetBackup Appliance シェルメニューを使った 52xx ま は 5330 メディアサー
バーアプライアンスの再構成」 を参照してください。
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