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1
NetBackup Appliance 2.6
の機能、拡張機能、および
変更
この章では以下の項目について説明しています。
■

NetBackup 52xx のハードウェアの機能

■

NetBackup Appliance 2.6 の新機能、拡張機能、および変更について

■

新しいアプライアンスのホームページについて

■

新しい NetBackup Appliance Web コンソールについて

■

NetBackup Appliance のシェルメニューへの変更について

■

ストレージの拡張について

■

アップグレードおよびロールバックの拡張について

■

アプライアンスのリストアの拡張について

■

LDAP サーバーの構成と認証について

■

データの移行について

■

ハードウェア監視とアラートについて

■

エラー処理と回復について

■

拡張された状況感知型ヘルプについて

■

AutoSupport について

■

国別の環境に関する新機能について
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■

NetBackup Appliance 2.5.2 以降に行われた変更について

NetBackup 52xx のハードウェアの機能
メモ: ハードウェアの拡張機能は、ソフトウェアバージョンのリリースの間にリリースされるこ
とがあります。新しいハードウェアの拡張機能が利用可能かどうかを確認するには、シマ
ンテック社のサポート Web サイトで次の技術メモを参照してください。
http://www.symantec.com/docs/TECH209751
このリリースは、アプライアンスの 52xx ハードウェアアーキテクチャをサポートします。こ
れらのアーキテクチャは同じソフトウェアを実行するので、次のどのモードでも構成できま
す。
■

アプライアンスのマスターサーバー

■

アプライアンスのマスターサーバーおよびメディアサーバー

■

アプライアンスのメディアサーバーのみ

すべてのアプライアンスアーキテクチャは、次の特徴および機能をサポートします。
■

デュアルプロセッサ、クアッドコア、Intel ベースのシステム

■

それぞれに、いくつかのホットスワップ外部ドライブがある

■

外部テープドライブをサポートするファイバーチャネルの接続性

■

基本構成は、ギガビットイーサネットネットワークをサポートする

■

高性能ハードウェア RAID コントローラ

■

Intel X520 SR2 10 GB イーサネットカードがシステムの標準またはオプションになっ
ている

■

それぞれが、コードベースとして NetBackup を使用する

■

Linux オペレーティングシステム (シマンテック社提供)

■

それぞれが、NetBackup Appliance ソフトウェアの最新版を実行できる

NetBackup 5220 アプライアンスには、フォーマット済み総ストレージ容量 4 TB を提供
する 8 つの内部ストレージディスクドライブが含まれています。
NetBackup 5230 アプライアンスには、1 TB と 3 TB のストレージ容量で使用できる 8
つの内部ストレージディスクドライブが含まれています。1 TB のディスクは、4 TB のフォー
マット済み総ストレージ容量を提供します。3 TB のディスクは、14 TB のフォーマット済
み総ストレージ容量を提供します。
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NetBackup 5220 と 5230 には、追加ストレージとしてシマンテックストレージシェルフを
接続できます。ストレージシェルフは 2 TB または 3 TB のディスクドライブをサポートでき
ますが、シェルフ内のすべてのドライブは同じ容量にする必要があります。
図 1-1 に、ストレージシェルフを接続する場合としない場合に NetBackup 5220 アプラ
イアンスで利用可能なフォーマット済みストレージ容量を示します。
NetBackup 5220 のストレージ容量

図 1-1

アプライアンスサーバーと 2 台のストレージシェルフ

36 TB

36
TB

アプライアンスサーバーと
1 台のストレージシェルフ

24
TB

36 TB

36 TB
24
TB

24
TB

24
TB

アプライアンスサーバーと
0 台のストレージシェルフ

4 TB

4 TB

4 TB

4 TB

4 TB

4 TB

4 TB

28 TB

40 TB

52 TB

64 TB

76 TB

キー
4 TB

灰色は 1 TB のドライブを持つアプライアンスサーバーを示します。

24 TB

緑色は 2 TB のドライブを持つストレージシェルフを示します。

36 TB

青色は 3 TB のドライブを持つストレージシェルフを示します。
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図 1-2 に、ストレージシェルフを接続する場合としない場合に NetBackup 5230 アプラ
イアンスで利用可能なフォーマット済みストレージ容量を示します。
NetBackup 5230 のストレージ容量

図 1-2

アプライアンスサーバーと 2 つの
ストレージシェルフ

36 TB

36 TB

アプライアンスサーバーと 1 つのス
トレージシェルフ
36 TB

24 TB

36 TB

36 TB

36 TB

36 TB
アプライアンスサーバー
（ストレージシェルフなし）

24 TB

14 TB
4 TB
4 TB

14 TB

24 TB

24 TB

4 TB

4 TB

14 TB

14 TB
4 TB

4 TB

28 TB

40 TB

50 TB

52 TB

64 TB

凡例
4 TB

灰色は 1 TB のドライブを搭載したアプライアンスサーバーを示します。

14 TB

濃いオレンジ色は 3 TB のドライブを搭載したアプライアンスサーバーを示します。

24 TB

緑色は 2 TB のドライブを搭載したストレージシェルフを示します。

36 TB

青色は 3 TB のドライブを搭載したストレージシェルフを示します。

4 TB
76 TB

86 TB
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NetBackup 5230 のハードウェアの機能
次のリストに、5230 アプライアンス専用の機能を示します。
■

重複排除エンジンは、最大 100 分の 1 のストレージ削減を実現します。クライアント
側のプラグインは、同様なレベルの帯域幅削減を提供します。

■

フィンガープリントや RAID の冗長性のため、全体のストレージ能力はディスクサイズ
と合計ディスク数の単純な掛け算にはなりません。
NetBackup 5230 アプライアンスは、ストレージシェルフを追加することなく、4 TB (1
TB ドライブを使用) または 14 TB (3 TB ドライブを使用) のストレージを提供します。
5230 アプライアンスは、Symantec Storage Shelf なしの状態、または 1 つまたは 2
つの Symantec Storage Shelf 付きの状態で出荷されます。各ストレージシェルフに
は、24 TB (2 TB ディスクを使用) または 36 TB (3 TB ドライブを使用) の容量があり
ます。2 つのストレージシェルフを接続した場合の 5230 アプライアンスの最大容量
は 86 TB です。
図 1-2 に、ストレージシェルフを接続する場合としない場合に NetBackup 5230 ア
プライアンスで利用可能なすべてのストレージ構成を示します。

■

冗長な電源モジュールとファンモジュールをサポートします。5230 はホットスワップ対
応のディスクモジュールと電源モジュールもサポートします。

■

システムディスクドライブは、シャーシの外部にあります。これらのドライブは、シャーシ
を開いたり、システムをシャットダウンしたりすることなくホットスワップできます。これは、
NetBackup 5220 からの機能強化です。

■

帯域外の管理ネットワークインターフェースを、独立した形で提供します。ネットワーク
を経由してアプライアンスの電源オン、電源オフ、リセットをリモートで行えます。
KVM over IP 経由でのアプライアンスのリモート構成とリモート管理をサポートします。
SNMP トラップをサポートし、自動的に警報を報告します。
帯域外の管理チャネルを経由したディスク情報の報告をサポートします。

■

RAID 1 と RAID 6:
■

アプライアンスシステムディスク: RAID 1 (ソフトウェア RAID)

■

ストレージシェルフのデータストレージディスク: RAID 6

■

NetBackup 5230 アプライアンスは、1、4、または 5 枚の FC HBA カードをあらかじ
め取り付けた状態で発注できます。1 つ以上のストレージシェルフを使用する場合は、
SAS RAID カードをあらかじめ取り付けた状態で発注できます。10 Gb イーサネット
カードの発注と出荷時取り付けもできます。

■

背面パネルのポート:
■

PCI ライザーアセンブリの 1 つに装着されるカードにある 2 つの SAS ポート。
SAS ポートは、ストレージシェルフに接続されます。

■

1 つの 1 GB/秒 IPMI 管理ネットワークポート。
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■

■

1 つの VGA ポート。

■

3 つの USB 2.0 ポート。

■

リンクおよび動作 LED 付きの 4 つの 1GE ネットワークポート。

■

リンクおよび動作 LED 付きの 2 つの 10GE ネットワークポート。

6 つの PCI スロットにインストールできるのは、1 つの SAS カードと 1 つの 10 GB
イーサネットのみです。他のスロットは、追加のファイバーチャネル接続のために使用
できます。

表 1-1 に、NetBackup 5220 と NetBackup 5230 アプライアンス間の違いの概要を示し
ます。
表 1-1

NetBackup 5220 アプライアンスと NetBackup 5230 アプライアンス
の比較

パラメータ

NetBackup 5220

NetBackup 5230

コア

4

6

キャッシュ (MB)

12

15

RAID キャッシュ

512 MB

1 GB

速度 (GHz)

2.4

2.0

ターボ速度 (GHz)

2.66

2.5

QPI 速度 (GT/秒)

5.86

7.2

システムメモリ (GB)

96

128

メモリ構成 (DIMM)

8 GB x 12

8 GB X 16

熱量 (ワット)

80

95

データ保持

1 つのリチウムイオンバッテリの フラッシュとスーパーキャパシタ
バックアップユニット
を搭載する 2 つのメンテナンス
フリーのバックアップユニット
(MFBU)

PCI アドインカードスロット

5

6

オンボード 10 GB イーサネット 0
ポート

2

PCI アセンブリへの追加 10 GB 可
イーサネットカード

可
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パラメータ

NetBackup 5220

PCI アセンブリへの追加 1 GB 可
イーサネットカード

NetBackup 5230
不可

NetBackup Appliance 2.6 の新機能、拡張機能、および
変更について
多くの新機能に加え、このリリースでは、NetBackup Appliance の以前のリリースからの
問題点や改善点に対する多くの拡張機能を提供します。このリリースの NetBackup
Appliance の新機能、拡張機能、および変更についての情報は、この章の以降のセク
ションで見つけることができます。
アプライアンスがリリースされると、NetBackup の最新バージョンが、アプライアンスコード
の構築の基盤として使用されます。これにより、NetBackup 内でリリースされたすべての
適用可能機能、拡張機能、修正が確実にアプライアンスの最新リリースに含まれます。
NetBackup 7.6 は、NetBackup Appliance 2.6 リリースによりインストールされた
NetBackup ソフトウェアのバージョンです。 NetBackup 7.6 の新しい機能、拡張および
修正については、シマンテック社のサポート Web サイトの文書NetBackup 7.6 リリース
ノートに記載しています。
http://www.symantec.com/docs/DOC6138

新しいアプライアンスのホームページについて
アプライアンスにログインすると、［Symantec NetBackup へようこそ (Welcome to
Symantec NetBackup)］ホームページが表示されます。このページは、アプライアンスを
メディアサーバーまたはマスターサーバーとして構成した後に表示されます。アプライア
ンスのクイックダッシュボードビューを提供する新しいホームページを作成しました。以下
のコンポーネントの状態が表示され、アプライアンスが正常に機能しているかどうか判断
できます。
■

ストレージ - アプライアンスで使われているストレージ領域が表示されます。情報は動
的に更新されて、現在のストレージの使用率が表示されます。

■

通知 - コールホームサーバーの接続状態のような、アプライアンスの最新の通知が表
示されます。

■

ハードウェア - ハードウェア健全性の概略が表示されます。ハードウェア監視ビュー
にすばやくドリルダウンすることで詳細を表示できます。

■

重複排除の概略 - 現在作成中のバックアップに関する現在の重複排除率が表示さ
れます。

11

第 1 章 NetBackup Appliance 2.6 の機能、拡張機能、および変更
新しい NetBackup Appliance Web コンソールについて

NetBackup Appliance Web コンソールのホームページには、マニュアルセット、テクニ
カルサポート、Symantec Connect へのリンクを含む展開可能なフッターも表示されま
す。このフッターは NetBackup Appliance Web コンソールのすべてのページで表示さ
れます。フッターの下向きの矢印をクリックするとフッターの内容が表示されます。

新しい NetBackup Appliance Web コンソールについて
NetBackup Appliance Web コンソールは、よりユーザーフレンドリなエクスペリエンスを
提供するために再設計されました。使いやすくなるように、インターフェースには図による
表現が多く含まれています。初期構成ウィザードは、アプライアンスをネットワーク内で通
信させ、バックアップ用に構成されたストレージパーティションを取得するプロセスについ
て説明します。構成後のインターフェースは新しいメニューフローを提供します。これによ
り、ハードウェア監視からアプライアンス設定の確認と変更に至るまで、あらゆるものを簡
単に特定できます。
次の図は、メニュー構造がバージョン 2.6 でどのように進展したかの概要を示しています。
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図 1-3

メニュー

52xx アプライアンスに対応する、NetBackup Appliance Web コンソー
ルバージョン 2.6 のメニュー構造
Symantec NetBackup
52xx - v2.5.1

Symantec NetBackup
Appliance 52xx – v2.6

ホーム

Symantec NetBackup ホームページ
ストレージ

ストレージ

ライセンス

NetBackup のライセンス

追加サーバー*

追加サーバー*

アプライアンスの復元

Appliance

管理

移行ユーティリティ

メディアアプライアンスの追加

ポリシー変換
更新のダウンロード

選択基準
移行ジョブの状態

更新の参照

ソフトウェアの更新

更新のインストール

ホスト
重複排除
データバッファ
ライフサイクル*
詳細*

ハードウェア

ハードウェア

監視

SCSP 監査ビュー

SCSP 監査ログ*

通知

ハードウェア監視

警告の構成

構成

登録

SNMP

ネットワーク

SMTP

WAN の最適化

WAN の最適化
設定

ネットワーク

アプライアンスの再構成

ホスト

ネットワークの構成

ファイバートランスポート

DNS の構成
ファイバートランスポート
セキュリティ

パスワード

日付と時刻

日付と時刻
認証
サーバーの構成

NetBackup
重複排除
データバッファ
ライフサイクル*
詳細*

ユーザー管理
新規
削除済み

［管理 (Manage)］タブに移動済み
* マスターサーバー
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NetBackup Appliance のシェルメニューへの変更につ
いて
NetBackup のコマンドラインシェル機能が改良され、NetBackup の管理者がスーパー
ユーザー権限で NetBackup コマンドを実行できるようになりました。これらの権限により、
NetBackup 管理者はNetBackupの完全なログをサポートするコマンドを実行し、さらに
スクリプトと自動化を開発し使うことができます。
NetBackup Appliance の管理者には、NetBackup の複数の管理者にアクセス権を提
供し、これらの管理者の活動を監査する権限があります。さらに、NetBackup Appliance
の管理者は、NetBackup Appliance のシェルメニュー内の Main > Manage >
NetBackupCLI ビューから、NetBackup の管理者アカウントを管理できます。NetBackup
Appliance の管理者は、NetBackupCLI ビューから NetBackup の管理者アカウントを
作成、削除、一覧表示し、さらにユーザーアカウントパスワードを管理することもできます。

ストレージの拡張について
次の拡張は、NetBackup Appliance のストレージとストレージ管理に関連します。
■

NetBackup Appliance Web コンソールでストレージを管理および設定する方法を改
善しました。コンソールには、アプライアンス内のストレージパーティションが図で示さ
れるようになりました。［管理 (Manage)］>［ストレージ (Storage)］>［パーティション
(Partitions)］ペインでは、パーティションをサイズ変更または移動できます。［管理
(Manage)］>［ストレージ (Storage)］>［ディスク (Disks)］ペインには、アプライアンス
内の論理ディスクが表形式で示されます。［ディスク (Disks)］タブから、ディスクを追
加または削除できます。これらの機能強化は、アプライアンスを利用するお客様との
何時間にも及ぶ操作性セッションの結果です。これらのタスクは、引き続き NetBackup
Appliance のシェルメニューから利用可能です。

■

MSDP (メディアサーバー重複排除プール) が、すべての 52xx マスターアプライア
ンスおよびメディアアプライアンスでサポートされるようになりました。MSDP は 52xx
アプライアンスの利用可能な最大容量まで提供します。

アップグレードおよびロールバックの拡張について
このバージョンの NetBackup Appliance には、ソフトウェア更新のダウンロード方法とイ
ンストール方法に関する拡張機能が含まれています。NetBackup Appliance Web コン
ソールおよび NetBackup Appliance のシェルメニューから、ソフトウェア更新をダウン
ロードできます。
NetBackup Appliance Web コンソールから、アプライアンスにインストールされているソ
フトウェアのバージョンを参照できます。また、ダウンロードが可能な、利用可能なソフト
ウェア更新を表示することもできます。ダウンロードするソフトウェア更新を選択し、プロセ
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スを開始すると、状態ページが表示されます。この状態ページでは、処理の進捗状況を
最後まで観察することができます。
アップグレードに加え、アプライアンスのソフトウェアバージョンを特定のチェックポイント
にロールバックできます。このプロセスを開始すると状態ページが表示され、状態が完了
するまで、ロールバックの進捗状況を見ることができます。状態画面には、サーバー名、
バージョン、状態 (パーセント) が表示されます。

アプライアンスのリストアの拡張について
このリリースでは、アプライアンスを以前の状態に戻す追加の方法を提供します。出荷時
設定へのリセット機能が、ストレージ構成とバックアップデータの保有オプションにより拡
張されました。
メモ: 52xx のマスターサーバーまたはメディアサーバーをバージョン 2.6 にアップグレー
ドした場合、出荷時設定へのリセットはサポートされません。アプライアンス上のソフトウェ
アの最新バージョンが必要であれば、最新版のソフトウェアを USB フラッシュドライブか
らインストールすることができます。最新版のアプライアンスソフトウェアについてはシマン
テック社のテクニカルサポートに問い合わせてください。
アップグレード後のチェックポイントにロールバックするオプションも用意されています。
チェックポイントはアップグレードが正常に完了した後で自動的に作成されます。
この製品は、チェックポイントで定義した最新状態にロールバックする機能も提供します。
以前の指定した時点にアプライアンスをリストアするこれらの方法すべては、［アプライア
ンスの復元 (Appliance Restore)］と呼ばれる管理エリアで利用可能です。アプライアン
スをロールバックするのにチェックポイントを使うことができます。それらのチェックポイント
は次のリストで記述されています。
■

アップグレード前のチェックポイントは、ソフトウェアのアップグレードをインストールす
る前に作成されます。ソフトウェアのアップグレードが失敗した場合は、この種類の
チェックポイントをロールバックチェックポイントとして使うことができます。

■

アップグレード後のチェックポイントは、アプライアンスが新しいソフトウェアバージョン
にアップグレードされた後に作成されます。

■

ユーザー定義のチェックポイントは、アプリケーションユーザーインターフェースまた
は NetBackup Appliance のシェルメニューを使って任意の指定した時点に作成す
るチェックポイントです。このチェックポイントは、アプライアンスをロールバックするとき
により多くの柔軟性を提供します。同時に存在可能な、ユーザー定義のチェックポイ
ントは 1 つだけです。新しいユーザー定義のチェックポイントが作成された場合、以
前のユーザー定義のチェックポイントは上書きされます。
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■

出荷時チェックポイントは、未設定のアプライアンスのアップグレード時以外にも
NetBackup Appliance ソフトウェアの新しいインストールの実行中に作成されます。
このチェックポイントは、出荷時設定へのリセット操作を実行するときに使います。

アプライアンスには同時に各種類につき 1 つのチェックポイントしか設定できません。ア
プライアンスには最大 4 つのチェックポイント（アップグレード前のチェックポイント、アッ
プグレード後のチェックポイント、ユーザー定義のチェックポイント、出荷時チェックポイン
ト）がある可能性があります。

LDAP サーバーの構成と認証について
この機能により、アプライアンスのオペレーティングシステムから PAM (Pluggable
Authentication Module) プラグインを使って、LDAP (Lightweight Directory Access
Protocol) サーバーを構成して操作することができます。LDAP ディレクトリを単一のディ
レクトリソースとして使ってユーザー情報にアクセスし、すべてのアプライアンスのユーザー
を認証します。LDAP/AD 認証機能を使用して、次のタスクを実行できます。
■

アプライアンス管理者の認証に LDAP を使えるようにアプライアンスを構成します。

■

環境内のユーザーグループを使う場合は、LDAP または Active Directory を使用し
ているユーザー専用のグループを作成できます。それから、アプライアンス管理者と
してグループを認可できます。

■

インポートおよびエクスポートのテンプレートを使用して、すべてのアプライアンスにわ
たる LDAP サーバーの構成情報を再利用します。

データの移行について
この機能を強化するために NetBackup Appliance Web コンソールに新しいユーティリ
ティが導入されました。このユーティリティは、NetBackup Appliance にバックアップの作
業負荷をシームレスに自動転送します。移行ユーティリティは、リダイレクトする作業負荷
を選択する機能を備えており、アプライアンスのシーディングを中断せずに実行し、省略
可能なオプションとしてポリシー変換を自動化します。ユーザーは、バックアップポリシー
の移行対象、およびシーディング時間帯の期間と開始時刻を自由に選択できます。この
ユーティリティは、この時間帯でどの程度達成可能かを過去のパフォーマンスから予測し
ます。
ユーティリティは、指定済みポリシーそれぞれの最後の完全バックアップを移行します。
完全バックアップ規則に従わないポリシー形式の場合には、移行ユーティリティは最新の
完全なバックアップ画像を表すために必要なすべてのイメージを取り込もうとします。
移行ユーティリティは、シーディングとポリシー変換に使うイメージワークリストを作成しま
す。これらの作業はすべて、標準的な日次バックアップ機能と重複排除機能の実行中に
実行できます。進捗状況は［管理 (Manage)］>［移行ユーティリティ (Migration Utility)］
ペインで追跡することができます。
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移行ユーティリティについて詳しくは、『Symantec NetBackup Appliance 管理者ガイド』
を参照してください。
http://www.symantec.com/docs/DOC6736

ハードウェア監視とアラートについて
このリリースのアプライアンスでは、アプライアンス内の監視機能とアラート機能を拡張し
ました。このリリースでは、管理者はアプライアンスハードウェアをエコシステム全体として
監視し、そのハードウェアについてレポートできます。この拡張により、アプライアンスの全
体的な健全性とアプライアンスの個々のハードウェアコンポーネントの健全性を簡単に参
照できます。
この機能とともに、ハードウェア監視が NetBackup Appliance Web コンソール内にどの
ように提示されるかを示す外観がアップグレードされています。ハードウェア監視ページ
を使うと、次のタスクを達成できます。
■

ハードウェアの概略の表示

■

エンクロージャ全体または共有ストレージの概略の表示

■

エラーまたは警告の識別と調査

■

エラー通知を受信したくないエラーまたは警告の確認

エラー処理と回復について
いくつかの対話型自己修復ウィザードを使って、NetBackup Appliance の複数のエラー
をトラブルシューティングし、問題を解決することができるようになりました。これらのウィ
ザードには、NetBackup Appliance Web コンソールの次のアイコンからアクセスするこ
とができます。

ウィザードを使用して次のタスクを実行できます。
■

コールホームの機能をテストする

■

ディスクストレージの問題、調整、可用性をトラブルシューティングする

■

アプライアンス構成に使用するすべてのログファイルを収集する

■

環境のハードウェアの健全性をチェックする

■

ネットワーク関連の問題をテストし診断する

それぞれのウィザードで各タスクを実行できます。いくつかのウィザードでは、システムの
最適化とチューニングも実行できます。
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すべてのトラブルシューティングウィザードは、［利用可能 (Available)］タブに一覧表示さ
れます。
図 1-4

アプライアンス診断センターで利用可能なタブ

拡張された状況感知型ヘルプについて
NetBackup Appliance のこのリリースには、シマンテックヘルプセンター (SymHelp) と
いう名前の拡張された状況感知型ヘルプシステムが用意されています。SymHelp は、
高度な検索機能、自動提案機能、フィルタ機能を備えた、ブラウザベースのヘルプ配信
システムです。
SymHelp は、従来のヘルプシステムよりも次の点で優れています。
■

SymHelp を利用すると、より大きな NetBackup Appliance コンテンツセットから検索
することができます。SymHelp には、『NetBackup Appliance 管理者ガイド』、
『Symantec NetBackup トラブルシューティングガイド UNIX、Windows および
Linux』、『コマンドリファレンスガイド』の内容が含まれています。つまり、SymHelp の
検索ウィンドウで、『NetBackup Appliance 管理者ガイド』、『Symantec NetBackup
トラブルシューティングガイド UNIX、Windows および Linux』、『コマンドリファレンス
ガイド』の内容すべてを検索することができます。

■

アプライアンスの内容に加えて、SymHelp では『NetBackup 管理者ガイド』の内容
を検索することもできます。デフォルトでは、アプライアンスの内容を表示し、検索でき
ます。NetBackup の内容を検索するには、まず［ヘルプ (Help)］ペインの［フィルタ
(Filters)］セクションで［NetBackup (管理者ガイド) (NetBackup (Administrator's
Guide))］を選択する必要があります。これで、検索ツールバーに NetBackup 関連の
検索問い合わせを入力できます。

図 1-5 は、SymHelp のサンプルビューと、アプライアンスと NetBackup の内容を検索
する方法を示しています。
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図 1-5

SymHelp のサンプルビュー

製品フィルタを選択:
アプライアンスと
NetBackup
［検索 (Search)］
ボックスにテキストを
入力する

特定の結果を得る
には、検索対象の
サブジェクトの
カテゴリを選択する
アプライアンスと
NetBackup
コンテンツの検索結果が
表示される

SymHelp にアクセスして使う方法

1

NetBackup Appliance Web コンソールの右上隅にある［?］をクリックします。これ
で、新しいブラウザウィンドウが開き、特定のページの状況感知型ヘルプが表示され
ます。

2

SymHelp は、検索ベースのヘルプシステムです。テキストボックスに検索するテキ
ストまたは語句を入力できます。「アプライアンスについて」や「NetBackup Appliance
の構成」などの問い合わせを入力することもできます。
デフォルトではアプライアンスの内容を表示し、検索できます。NetBackup の内容
を検索するには、［製品フィルタ (Product Filters)］セクションで［NetBackup (管理
者ガイド) (NetBackup (Administrator's Guide))］にチェックマークを付けます。これ
で、検索ツールバーに NetBackup 関連の検索問い合わせを入力できます。

3

［検索 (Search)］をクリックします。

AutoSupport について
AutoSupport 機能を使うと、シマンテック社のサポートにアプライアンスと連絡先の詳細
を登録できます。登録はアプライアンスの初期構成時またはシマンテック社のサポート
Web サイトから実行できます。シマンテック社のサポートは、報告された問題を解決する
ためにこの情報を使います。AutoSupport 機能の目的は、停止時間の最小化、サポー
トエクスペリエンスの単純化、修復プロセスの単純化、追跡と対応を自動化するためのイ
ンシデントのオープンです。
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初期構成ウィザードでは、次の詳細情報の入力が必要になります。
■

名前: 名前、会社名

■

住所: 市、番地、都道府県、郵便番号

■

連絡先情報: 電話番号、電子メールアドレス

■

アプライアンスの場所

メモ: 配信前にアプライアンスがすでに登録されている場合はシマンテック社で記録して
いる値が表示されます。表示された値は変更できます。

国別の環境に関する新機能について
NetBackup Appliance 2.6 では、国別の環境を拡張するための新しい機能が用意され
ています。

アプライアンスの新しいログオン言語の選択
新しくなった言語ドロップダウンリストが、Symantec NetBackup Appliance の Web コン
ソールのログインページで使用できます。 選択した言語に基づいて、NetBackup
Appliance Web コンソールのラベルがその言語で表示されます。このリリースでは、英
語、日本語および簡体字中国語の Web ユーザーインターフェースを利用可能です。
NetBackup Appliance の Web コンソールで選択する言語はシステムロケールと同じに
することをお勧めします。 NetBackup Appliance の Web コンソールのログインページ
について詳しくは、『Symantec NetBackup Appliance 管理者ガイド』を参照してくださ
い。
http://www.symantec.com/docs/DOC6736

新しいアプライアンス SystemLocale コマンド
Settings > SystemLocale コマンドを、NetBackup Appliance のシェルメニューで利

用できるようになりました。 このコマンドを使って、NetBackup Appliance のシステムロ
ケールを変更することで、非 7 ビット ASCII 文字を使用した名前のファイルやフォルダの
表示、バックアップ、リストアを正しく行えます。たとえば、中国語、日本語、韓国語、ドイツ
語のウムラウト、フランス語のアクセントなどです。次はコマンドの概要です。
■

SystemLocale List Language

このコマンドを使って特定の言語で利用可能なすべてのロケールを一覧表示します。
■

SystemLocale Set Locale

このコマンドを使ってアプライアンスの既存のシステムロケールを別のロケールに変更
します。
■

SystemLocale Show

20

第 1 章 NetBackup Appliance 2.6 の機能、拡張機能、および変更
NetBackup Appliance 2.5.2 以降に行われた変更について

このコマンドを使ってアプライアンスの現在のシステムロケールを表示します。
新しい SystemLocale コマンドについて詳しくは、『Symantec NetBackup Appliance
コマンドリファレンスガイド』を参照してください。
http://www.symantec.com/docs/DOC6738

NetBackup Appliance 2.5.2 以降に行われた変更につ
いて
NetBackup Appliance 2.5.2 から開始され、メディアサーバーアプライアンスを追加また
は使用停止にする方法に影響を及ぼす変更が行われました。
以降のセクションでは、NetBackup Appliance 2.5.2 ソフトウェアリリース更新以降に正
常にアップグレードした後に発生する変更を説明します。

メディアサーバーアプライアンスの追加
メディアサーバーアプライアンスを構成する前に、最初にそのサーバーの名前をマスター
サーバーに追加する必要があります。マスターサーバーに新しいメディアサーバーアプ
ライアンスの名前を追加するには、次の手順を実行します。
手順 1

マスターサーバーにログインします。

手順 2

追加のサーバーとしてメディアサーバーアプライアンスの名前を追加します。次の
いずれかの手順を実行します。
■

■

手順 3

NetBackup Appliance Web コンソールから、［管理 (Manage)］>［追加サー
バー (Additional Servers)］>［追加 (Add)］の順に選択します。
ネットワーク構成後の NetBackup Appliance のシェルメニューから、
Main_Menu > Settings > NetBackup AdditionalServers Add
media-server コマンドを使用します。

メディアサーバーとしてアプライアンスの初期構成を実行します。メディアサーバー
のアプライアンスにログインし、次の手順の 1 つを実行します。
■

■

初期構成プロセスの間に、［役割の構成 (Role Configuration)］ページからマ
スターサーバー名を指定します。
NetBackup Appliance のシェルメニューから、Main_Menu > Appliance
> Media master-serverコマンドを使用します。

新たに追加されたメディアサーバーアプライアンスを使用停止に
するには
新たに追加されたメディアサーバーアプライアンスをマスターサーバーから使用停止にし
ないことをお勧めします。新たに追加されたメディアサーバーアプライアンスを使用停止
にする必要がある場合は、次の手順を実行します。
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手順 1

メディアサーバーアプライアンスにログインします。

手順 2

NetBackup Appliance のシェルメニューを開き、次のコマンドを実行します。
Main_Menu > Support > FactoryReset

新たに追加されたメディアサーバーアプライアンスに対して、うっかりマスターサーバーか
ら Main_Menu > Appliance > Remove コマンドを実行してしまった場合は、メディア
サーバーアプライアンスにログインし、Main_Menu > Support > FactoryReset コマ
ンドを実行します。

重複排除ストレージサーバーのパスワードへの変更
新たに追加されたメディアサーバーアプライアンスの重複排除ストレージサーバーのパス
ワードは、マスターサーバーアプライアンスと共有されません。新たに追加された各メディ
アサーバーアプライアンスは、自身の重複排除パスワードを取得します。このパスワード
を取り込むには、メディアサーバーアプライアンスで Main_Menu > Appliance >
ShowDedupPassword コマンドを使用します。
事前設定済みのメディアサーバーアプライアンスは、重複排除パスワードをマスターサー
バーアプライアンスと共有し続けます。
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NetBackup Appliance の互
換性
この章では以下の項目について説明しています。
■

NetBackup Appliance 2.6 のバージョン番号の付与について

■

NetBackup Appliance 2.6 リリースラインへのアップグレードパスについて

■

ソフトウェアリリース形式について

■

NetBackup Appliance リリースの互換性について

■

NetBackup Appliance ソフトウェアのアップグレードについて

■

NetBackup Appliance のサードパーティの法的通知

NetBackup Appliance 2.6 のバージョン番号の付与に
ついて
リリースの品質を維持するために、シマンテック社は 2.6 リリースに 2.6.0.1 メンテナンス
リリースを組み込むことを選択しました。したがって、NetBackup Appliance 2.6 はバー
ジョン 2.6.0.1 というラベルが付けられたダウンロード可能パッケージとして配布されまし
た。このパッケージは、以前のバージョンの NetBackup Appliance (2.5.x) を実行してい
るお客様にワンステップのアップグレードプロセスを提供します。次のリストでは、NetBackup
Appliance 2.6.0.1 リリースの主なポイントを説明します。
■

NetBackup Appliance 2.6 リリースのバージョンは 2.6.0.1 になります。
メモ: NetBackup Appliance 2.6.0.1 リリースは、NetBackup 7.6.0.1 リリースに基づ
いています。NetBackup 7.6 リリースは一般公開されませんでした。
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■

NetBackup Appliance のソフトウェアおよびマニュアルにおけるバージョン 2.6 への
参照は 2.6.0.1 リリースに適用されます。

NetBackup Appliance 2.6 リリースラインへのアップグ
レードパスについて
メモ: NetBackup Appliance を 2014 年前半までにバージョン 2.6 にアップグレードしな
い場合は、このトピックを無視して問題ありません。さらに、NetBackup Appliance 2.5 ま
たは 2.5.x を実行し、2014 年前半までにバージョン 2.6 にアップグレードしない場合は、
最新の 2.5.x メンテナンスリリースにアップグレードして、最新のバグ修正と互換性機能
を活用することをお勧めします。
NetBackup Appliance 2.6 へのアップグレードは、2.5 リリースラインのすべてのリリース
からサポートされます。ただし、NetBackup Appliance 2.5.3 以降で導入された一部の
機能は、NetBackup Appliance 2.6 リリースにありません。動作の違いは、バグ修正およ
び一部の機能に限定されます。次のリストに、推奨されるするさまざまなアップグレードパ
スを示します。
■

NetBackup Appliance 2.5.2 以前を実行している場合は、アップグレードパスは
NetBackup Appliance 2.6 になります。

■

NetBackup Appliance 2.5.3 を実行し、米国標準以外の地域の Amazon S3 クラウ
ドストレージバケットを使用しない場合、アップグレードパスは NetBackup Appliance
2.6 になります。

■

NetBackup Appliance 2.5.3 を実行し、米国標準以外の地域の Amazon S3 クラウ
ドストレージバケットを使用する場合、アップグレードパスは 2014 年前半に利用可能
になる NetBackup Appliance 2.6 メンテナンスライン (三重ドット) になります。

■

NetBackup Appliance 2.5.3 以降の 2.5.x リリースを実行している場合、アップグレー
ドパスは 2014 年前半に利用可能になる NetBackup Appliance 2.6 メンテナンスラ
イン (三重ドット) になります。

これらの問題について詳しくは、7.6 リリースの NetBackup のリリースノートを参照してく
ださい。
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メモ: NetBackup Appliance 2.6.0.1 は完全なメディアキットリリースで、NetBackup
Appliance 2.6 メンテナンス (三重ドット) リリースラインの一部とは見なされていません。
NetBackup Appliance 2.6.0.1 は、このトピックで説明されている機能の違いに対処する
ための推奨アップグレードパスではありません。シマンテック社は、ソフトウェアの RTM
(released to manufacturing) 版がリリースされたときに、推奨アップグレードパスを提供
するメンテナンスリリースを公表します。更新情報については、定期的に次の技術メモを
確認してください。
http://www.symantec.com/docs/TECH210859
p.23 の 「NetBackup Appliance 2.6 のバージョン番号の付与について」 を参照してく
ださい。

NetBackup Appliance 2.5.3 からのアップグレード
NetBackup 環境が NetBackup Appliance 2.5.3 以降にある次のいずれかの機能に依
存している場合、アップグレードパスは NetBackup Appliance 2.6 メンテナンスライン
(三重ドット) のリリースになります。
■

米国標準以外の地域の Amazon S3 クラウドストレージバケット

ソフトウェアリリース形式について
さまざまなレベルでの NetBackup のリリースを利用できるようにすることで、シマンテック
社はお客様のニーズに対応するというポリシーを順守しています。次のリストで、さまざま
なリリース形式と、それに対応するバージョン番号付与の仕組みについて示します。ソフ
トウェアおよびアプライアンス製品の NetBackup ファミリーでは、これらのリリース形式と
番号付与の仕組みを使用しています。
■

メジャーリリースは、一連のリリースのうち最初のリリースです。 このリリース形式では、
新しい機能、新たにサポートされたプラットフォーム、最新製品マニュアルの完全な
セットが含まれています。

■

マイナーリリースは、メジャーリリース番号の後にドットを付けた番号のリリースです。た
とえば、2.6 や 7.6 のようになります。このリリース形式の要件は、メジャーリリースとほ
ぼ同じです。メジャーリリースよりも小規模な新機能や拡張機能、プラットフォームの
拡張が含まれ、更新したマニュアルの完全なセットが添付されています。

■

ソフトウェアリリース更新は、メジャーリリース番号の後にドットを 2 つ付けた番号のリ
リースです。たとえば、2.6.1 や 7.6.1 のようになります。このリリース形式では、いくつ
かの新機能や拡張機能、および多くの製品の修正が含まれています。新機能や拡張
機能に該当するマニュアルのみが更新され、再版されます。

■

メンテナンスリリース更新は、メジャーリリース番号の後にドットを 3 つ付けた番号のリ
リースです。たとえば、2.6.0.1 や 7.6.0.1 のようになります。このリリース形式は主に、
メジャー、マイナー、ソフトウェア更新リリースの問題に対処するために開発された修
正から構成されています。 このリリース形式は、少数の新機能、拡張機能、プラット
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フォームまたはアプリケーションの拡張が含まれている場合もあります。添付されるマ
ニュアルは、シマンテック社のサポート Web サイトから入手できるオンラインの Readme
とリリースノートのみです。
メモ: このトピックでは、例として NetBackup バージョン 2.6.1 と 7.6.1 を使います。
NetBackup のこれらのバージョンは、このドキュメントの発行時にはありません。

NetBackup Appliance リリースの互換性について
NetBackup Appliance を使用すると、既存の NetBackup 環境に、アプライアンスをメ
ディアサーバーまたはクライアントとしてすばやく追加することができます。
アプライアンスがリリースされると、NetBackup の最新バージョンが、アプライアンスコード
の構築の基盤として使用されます。これにより、NetBackup 内でリリースされたすべての
適用可能機能、拡張機能、修正が確実にアプライアンスの最新リリースに含まれます。
NetBackup の NetBackup Appliance との互換性については、シマンテック社のサポー
ト Web サイトの次の技術メモを参照してください。
http://www.symantec.com/docs/TECH136970
Symantec NetBackup は、環境内のマスターサーバーが、同じ環境内のメディアサー
バーおよびクライアントのバージョンレベルと同じかそれ以降になっているよう常に管理さ
れています。NetBackup 環境全体を最新のメンテナンスリリース (ドット 3 つ) を使用して
最新に保つことをお勧めします。ただし、NetBackup ではクライアントおよびメディアサー
バーがマスターサーバーと異なるメンテナンスリリースでも稼働する環境の柔軟性を提供
します。たとえば、マスターサーバーで稼働中のバージョンが 2.6 (7.6) である環境の、メ
ディアサーバーまたはクライアントのバージョンを 2.6.0.1 (7.6.0.1) にアップグレードする
ことが可能です。
NetBackup カタログがマスターサーバーに存在するため、マスターサーバーはカタログ
バックアップのためのクライアントであると見なされます。 NetBackup の構成にメディア
サーバーが含まれている場合、マスターサーバーと同じバージョンの NetBackup を使
用してカタログバックアップを実行する必要があります。 サポートしているバージョン混在
については、『NetBackup インストールガイド』を参照してください。
p.25 の 「ソフトウェアリリース形式について」 を参照してください。
表 2-1 に、現在の NetBackup Appliance 2.6 の製品ラインでサポートされるさまざまな
互換方式を示します。 カッコ内の数は、NetBackup Appliance ソフトウェアの特定のバー
ジョンに適用される基本の NetBackup のバージョンです。
メモ: 今後の 2.5.x (7.5.0.x) メンテナンスリリースは、2.6 (7.6) マスターサーバーのメディ
アサーバーやクライアントとも互換性があります。 すべての 2.5.x リリースはこのトピックで
概要を示す互換性ガイドラインに従います。
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表 2-1

NetBackup Appliance 2.6 リリースの互換性

NetBackup Appliance のマ NetBackup Appliance のメ NetBackup クライアントバー
スターサーバーバージョン ディアサーバーバージョン ジョン
2.6 (7.6)

2.5.3 (7.5.0.6)

7.1、7.1.0.x、7.5、7.5.0.x

2.6 (7.6)

2.6 (7.6)

7.1、7.1.0.x、7.5、7.5.0.x、7.6

すべての NetBackup 52xx アプライアンスは NetBackup Appliance バージョン 2.6 に
アップグレードできます。
メモ: アプライアンスサーバーの現在のバージョンが 2.5 より前の場合は、2.6 に直接アッ
プグレードできません。最初にバージョン 2.5 にアップグレードしてからバージョン 2.6 に
アップグレードする必要があります。

NetBackup Appliance ソフトウェアのアップグレードにつ
いて
ソフトウェアの更新リリースが利用可能なときは、インストールして最新の製品機能と修正
が確実に含まれるようにすることが推奨されます。
アプライアンスソフトウェアをアップグレードするとき、更新リリースはオペレーティングシス
テム、NetBackup、すべてのアプライアンスインターフェースの更新バージョンをインス
トールすることがあります。すべてのサービスはアップグレードが始まると自動的に終了
し、それからすべての更新が適用された後で自動的に再起動されます。
メモ: アプライアンスサーバーの現在のバージョンが 2.5 より前の場合は、2.6 に直接アッ
プグレードできません。最初にバージョン 2.5 にアップグレードしてからバージョン 2.6 に
アップグレードする必要があります。
システム停止時間を最小化するため、アプライアンスのアップグレードは前もって計画す
ることが推奨されます。
以下に、アプライアンスソフトウェアのアップグレードをどのように計画して実行する必要
があるのかについて説明します。
■

常にシステムの動作状態が最も低いときにアップグレードをスケジュール設定します。
アップグレードを開始する前にすべてのバックアップとリストア操作を中断することが
推奨されます。

■

アプライアンスのマスターサーバーは常に、一緒に使われるあらゆるアプライアンスメ
ディアサーバーと同じかそれ以降のバージョンである必要があります。このルールの
唯一の例外は、シマンテック社がメジャー、マイナー、ソフトウェア更新のあらゆるリリー
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スに対してメンテナンスリリースを提供している場合です。メンテナンスリリースのバー
ジョン番号は 4 つの数字 (2.x.x.x) で識別されます。
■

アプライアンスをアップグレードするときは、アプライアンスで利用可能なソフトウェア
の更新のみを使う必要があります。アプライアンスソフトウェアの更新は、アプライアン
ス、NetBackup、オペレーティングシステムのコンポーネントの更新から成っている完
全なパッケージです。シマンテック社は任意のコンポーネント個別のアプライアンスの
アップグレードはサポートしません。

■

アプライアンスマスターサーバーは、必ずアプライアンスメディアサーバーをアップグ
レードする前にアップグレードする必要があります。

■

NetBackup Appliance 2.5.x から 2.6 にアップグレードするときに、メディアサーバー
重複排除プール (MSDP) は変換の完了に 13 % の空き領域が必要です。 空き領
域が足りない場合は、アップグレードに失敗します。

■

アップグレードの完了にはおよそ 3 時間かかりますが、環境によってはそれ以上かか
ることがあります。 その間にアプライアンスが数回再起動することがあります。 これは
正常な動作です。

■

アップグレードを開始したら、完了するまで実行する必要があります。
メモ: アップグレードを中止しようとはしないことが推奨されます。中止した場合、予想
外のシステム動作を経験することがあります。たとえば、サービスの再起動中にアップ
グレードが中止されると、すぐにバックアップが失敗することがあります。この動作が予
想どおりですが、システムの他の部分が影響される可能性もあります。

NetBackup Appliance のサードパーティの法的通知
NetBackup Appliance の製品には、シマンテック社が帰属を明示する必要があるサード
パーティのソフトウェアが含まれている場合があります。一部のサードパーティプログラム
は、オープンソースまたはフリーソフトウェアライセンスに基づいて提供されています。ソフ
トウェアに含まれる使用許諾契約は、オープンソースまたはフリーソフトウェアライセンス
でお客様が有する権利または義務を変更しないものとします。
これらのサードパーティプログラムの所有権の表記およびライセンスについては、次の
Web サイトにある『Symantec NetBackup Appliance Third-party Legal Notices』ドキュ
メントに記載されています。
http://www.symantec.com/about/profile/policies/eulas/
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操作上の注意
この章では以下の項目について説明しています。
■

NetBackup Appliance 2.6 の運用上の注意について

■

NetBackup Appliance の一般的な注意

■

NetBackup Appliance ユーザーインターフェースの注意

■

インストールと構成の注意

■

アップグレードとロールバックの注意

■

再イメージと出荷時設定へのリセットの注意

■

ストレージの注意

■

移行ユーティリティの注意事項

■

VMware に関する注意事項

■

ログに関する注意事項

■

国際化とローカライゼーションの注意

■

マニュアルの注意事項

■

NetBackup サポートユーティリティについて

■

ログファイルの使用について

NetBackup Appliance 2.6 の運用上の注意について
この章では、NetBackup Appliance 2.6 の運用上、付属マニュアルのどれにも文書化さ
れない可能性のある重要な点について説明します。この文書はシマンテック社のサポー
ト Web サイトで公開されたもので、NetBackup Appliance 2.6 の GA リリース後更新さ
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れる場合があります。そのため、次のリンクを参照して、最新のリリース情報を確認するこ
とをお勧めします。
http://www.symantec.com/docs/DOC6139
NetBackup Appliance 2.6 では NetBackup 7.6 ソフトウェアがインストールされるため、
NetBackup 7.6 に適用される運用上の注意が、NetBackup Appliance 2.6 にも当ては
まります。NetBackup の運用上の注意については、シマンテック社のサポート Web サイ
トの『Symantec NetBackup 7.6 リリースノート』を参照してください。
http://www.symantec.com/docs/DOC6138

NetBackup Appliance の一般的な注意
次のリストに、NetBackup 52xx アプライアンスの一般的な使用に関する注意事項と既知
の問題を示します。
■

ポリシーが NetBackup-Java 管理コンソールで表示または変更できず、ポリシーが
状態コード 811 で失敗するという問題が発生する可能性があります。nbpem 処理お
よび nbevtmgr 処理も停止します。192.168.1.1 のデフォルトアドレスが eth0 に設
定され、ネットワークの別のシステムに同じ内部アドレスがあると、この問題がアプライ
アンスで発生します。
この問題が発生した場合、/etc/hosts ファイルに次のエントリを追加してください。
192.168.1.1 nb-appliance-internal-address nb-applianceinternal-address

■

アプライアンスの起動中に次のメッセージが表示されることがあります。
mount server reported tcp not available, falling back to udp

システムが nfs サービスを起動しようとしたときにエラーメッセージが発生することが
あります。このエラーは nfs サービスを開始し、/etc/fstab のすべてのファイルシ
ステムがマウントされたときに、そのうちの一部が nfs ディレクトリであるために発生し
ます。 SUSE オペレーティングシステムでは、nfs ディレクトリはカーネルベース nfs
サーバー (nfsserver サービス) が開始された後にのみマウントすることができます。
ただし、アプライアンスのインストール後に、スタートアップシーケンスでは nfsserver
サービスが nfs サービスの後になり、このメッセージが表示されます。 このエラーメッ
セージに問題はありません。起動が完了すると、nfs サービスおよび nfsserver サー
ビスは正常に動作します。
このエラーメッセージを表示しないようにするには、/etc/init.d/.depend.start
を開いて次のコマンドを使用し、nfs を nfsserver 依存にします。
Nfs: network portmap nfsserver
■

NetBackup 環境にアプライアンスが含まれている場合、これらのアプライアンスは
BMR ブートサーバーとして使用することはできません。どのマスターサーバー、メディ
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アサーバー、クライアントも BMR ブートサーバーとして使用できる NetBackup とは、
この点が異なります。
■

NetBackup クライアントで BMR ブートサーバーをアップグレードしてインストールし
たら、BMRBD サービスを再起動して BMR のリストアが中断されていないか確認する
必要があります。

■

まれに、VxFS ファイルシステムが破損している場合があります。この問題は、構成エ
ラー、バックアップエラー、状態と監視エラーに見える可能性があります。ほとんどの
場合、VxFS ファイルシステムの破損がエラーメッセージで直接示されることはありま
せん。ソフトウェアスタックにより実際のエラーがマスクされてしまい、別のエラーが示
されます。
詳しくは、『Symantec NetBackup Appliance 管理者ガイド』でファイルシステムの問
題のトラブルシューティングに関する項目を参照してください。

■

ハードウェアの監視中に、温度に関する警告が誤って送信されることがあります。 ハー
ドウェアの温度に関する警告が表示された場合、15 分後に再びこの警告が表示され
ることを確認してください。15 分後にも同じエラーが表示された場合は、シマンテック
社のサポートにお問い合わせください。

■

NetBackup Appliance 2.6 を使って NetBackup Appliance CIFS 共有を開いた場
合、ディレクトリにログインするときにエラーが起きることがあります。この問題が起きた
ら、サンバサービスを再起動して再び試してください。Support > RestartService
smb コマンドでサンバサービスを再起動できます。

NetBackup Appliance ユーザーインターフェースの注意
次のリストに、NetBackup Appliance Web コンソールと NetBackup Appliance のシェ
ルメニューに関する注意事項と既知の問題を示します。
■

アプライアンスインターフェースには、IPv6 アドレスからアクセスすることはできませ
ん。

■

ソフトウェアの更新が正常に完了しなかった場合のロールバック処理中に、NetBackup
Appliance Web コンソールに［アプライアンスは 2.6 でアップグレード状態にありませ
ん (The appliance is 2.6 and not in upgrade state)］という状態が一時的に表示さ
れることがあります。また、進行バーには 100% 完了と示されます。 この状況では、
アップグレードは正常に完了していません。
アプライアンスは直後に再起動しますが、Web コンソールには更新状態もプロンプト
も表示されません。 再起動を待って完了すると、アプライアンスに再接続できます。
アップグレード中に NetBackup Appliance のシェルメニューで UpgradeStatus コ
マンドを実行すると、詳細情報を取得できます。

■

NetBackup Appliance Web コンソールに、OpenLDAP および Active Directory の
ユーザー名が大文字と小文字を区別して表示されますが、NetBackup Appliance
のシェルメニューでは区別されません。
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■

NetBackup Appliance のシェルメニューの Main > Settings > Security >
Authentication > LDAP > Certificate set path name コマンドでは、証明
書のパス名がハイフンを含んでいる場合、受け入れられません。 ハイフンが含まれる
パス名は、NetBackup Appliance Web コンソールで受け入れられます。

■

NetBackup Appliance のシェルメニューの Main > Manage > Storage > Show
コマンドの［重複排除 (Deduplication)］の出力で、内部使用されている 4% のストレー
ジが考慮されません。 つまり、出力には実際に利用可能なストレージ容量よりも多く
表示されます。アプライアンスの電子メール警告の［重複排除 (Deduplication)］エン
トリでは、正しい重複排除ストレージ容量が表示されます。

■

NetBackup Appliance Web コンソールの［設定 (Settings)］>［通知 (Notification)］
>［登録 (Registration)］ページから担当者の電子メールアドレスを複数追加すること
ができません。ただし、NetBackup Appliance のシェルメニューからは、担当者の電
子メールアドレスを複数追加できます。 シェルメニューから複数の電子メールアドレス
を追加するには、Settings > Alerts > CallHome Registration Email コマ
ンドを実行し、複数の電子メールアドレスを、セミコロンで区切って入力します。

■

cp-bu-config コマンドを実行する前に、ホームディレクトリの NetBackup タッチファ

イルの権限が 644 に設定されることを確認してください。 コマンドの使用前に適切な
権限を設定しないと、/usr/openv/netbackup/db/config ディレクトリ内のタッチ
ファイルの内容が表示されないことがあります。
■

Internet Explorer 8.0 以降を使って NetBackup Appliance Web コンソールにアク
セスする場合は、ポップアップメニューにアクセスするとセキュリティ証明書の警告が
表示されることがあります。［このサイトの閲覧を続行する (推奨されません)］オプショ
ンを選択してアプライアンスにログインしてください。このオプションを選択すると、セ
キュリティ証明書の警告がポップアップメニューで表示されなくなり、Web コンソール
が正しく表示されて機能します。
特定のサーバークラスシステムでは、強化されたセキュリティ構成により、Internet
Explorer で一部のページが正しく表示されない場合があります。この問題が発生し
た場合は、アプライアンス Web コンソールを信頼済みサイトのリストに追加し、セキュ
リティ設定のレベルを下げます。この問題を解決するには、Internet Explorer を開き
［ツール］ > ［インターネットオプション］ > ［セキュリティ］の順に選択して信頼できるサ
イトのリストを設定し、セキュリティレベルを下げます。
詳しくは、NetBackup Appliance Web コンソールの「アプライアンス Web コンソー
ルのログインページについて」のトピックを参照してください。

■

NetBackup Appliance Web コンソールの［監視 (Monitor)］ > ［ハードウェア
(Hardware)］ページと NetBackup Appliance のシェルメニューの Monitor >
Hardware コマンドはアプライアンスハードウェアの健全性の詳細を表示します。 ハー
ドウェアの健全性の詳細に関する RAID 情報テーブルには RAID のステータスが［低
下 (Degraded)］と表示される場合がありますが、RAID の状態は［OK］と表示されま
す。
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古いバージョンから新しいバージョンにアプライアンスをアップグレードしているとき
に、このように表示されます。 以前は、RAID の状態列の［警告 (Warning)］に［低下
(Degraded)］ステータスが表示されました。現在は、状態は［OK］、ステータスは［低
下 (再構築中) (Degraded (Rebuilding))］と示すように修正されています。アップグ
レード処理時にいずれかのドライブが失敗状態になり、数分後に再構築を開始しま
す。 そのため、失敗ステータスでも状態は［OK］と表示されます。
さらに、アプライアンスハードウェアのディスク情報テーブルに再構築中のディスクの
割合も表示されます。
■

トポロジー機能は NetBackup Appliance Web コンソールおよび NetBackup
Appliance のシェルメニューからなくなりました。 そのため、Web コンソールおよび
シェルメニューには、構成したメディアサーバーアプライアンスや接続されたテープ情
報は表示されなくなりました。構成済みのメディアサーバーアプライアンスと接続済み
のテープ情報にアクセスするには、NetBackup 管理コンソールを使用します。

インストールと構成の注意
次のリストに、アプライアンスのインストールと構成に関する注意事項と既知の問題を示し
ます。
■

新しい NetBackup Appliance の配備では、バージョン 2.6 搭載のアプライアンスマ
スターサーバーに 2.5.1 またはそれ以前を搭載したアプライアンスメディアサーバー
を新しく追加することはできません。バージョン 2.6 のアプライアンスマスターサーバー
に追加する新しい NetBackup Appliance メディアサーバーは、バージョン 2.5.2 以
降を搭載している必要があります。

■

5220 アプライアンスへの NetBackup Appliance ソフトウェアの再インストールが失
敗する場合があります。 OS を再インストールする前にデータベースをバックアップす
ると、この問題が発生します。
この問題が発生した場合は、この問題の解決を支援できるようにシマンテック社のサ
ポート担当者に DOC6035 と伝えてください。

■

クライアント側の重複排除操作が、状態エラー 83 が表示され失敗することがありま
す。
アプライアンスを構成するときに DNS を使用している場合、すべてのアプライアンス
およびマスターサーバーのネットワーク名が DNS 解決可能 (完全修飾ホスト名
(FQHN) および短縮名) であることを確認してください。 DNS を使用しない場合、構
成するアプライアンスに対する適切なホストエントリを入力していることを確認してくだ
さい。
DNS を設定せずにアプライアンスを構成し、/etc/hosts ファイルに FQHN のマッ
プに対し解決する IP アドレスがない場合、状態エラー 83 が表示される可能性があ
ります。 アプライアンスメディアサーバーの required_interface 変数で設定された値
が短縮名で、完全修飾ホスト名でない場合、クライアントが正しく解決しない場合があ
ります
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この問題を回避するには、その DNS および /etc/hosts ファイルが存在し、両方の
ファイルが解決可能なホスト名であることを確認します。
このエラー条件についての詳細は、シマンテック社のサポート Web サイトの次の技
術メモを参照してください。
http://www.symantec.com/docs/TECH179320
■

次の自己診断エラーがこのリリースで識別されています。
■

NetBackup が構成され稼働している場合に、自己テストが次のエラーメッセージ
が表示されて失敗することがあります。
....cannot connect on socket - CORBA transient error(3000001)

この問題を解決するには、次を実行してください。
■

NetBackup サービスすべてを停止します。

■

Symantec Private Branch Exchange (PBX) を停止します。

■

Symantec Private Branch Exchange (PBX) を起動します。

■

NetBackup デーモンを起動します。

この問題について詳しくは、シマンテック社のサポート Web サイトの次の技術メ
モを参照してください。
http://www.symantec.com/docs/TECH87179
■

バックアップおよびリストア操作のテスト時に、セルフテストが失敗することがありま
す。次のエラーが表示されることがあります。
Error:
[10-21-2011 00:33:17] [10882]
Debug (/opt/NBUAppliance/scripts/self_test.pm 812):
"Trying restore attempt number <1>"
[10-21-2011 00:34:50] [10882] cmd:" /usr/openv/netbackup/bin/
bprestore -w
00:03:00 /tmp/test_backup.txt"( 10 )
stderr: EXIT STATUS 10: allocation failed

使用できるシステムメモリ容量が不十分なため、システムメモリの割り当てが失敗
します。システムで行われている処理が多すぎて負荷がかかり、物理メモリまたは
仮想メモリが不十分になっていることが考えられます。
メモリを消費している不要な処理を停止し、より多くのスワップ領域または物理メモ
リを追加することをお勧めします。
■

共有ディレクトリにソフトウェアの更新をコピーする場合、コピーが完了するまでは他
のコマンドを開始しないでください。 コピー処理中にコマンドを実行すると、ソフトウェ
アの更新がリストに登録され利用可能になったことが表示される場合があります。ただ
し、そのソフトウェアの更新をインストールすると失敗する場合があります。
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このような問題が起こらないよう、コピー処理が完了するまでは他のコマンドを実行し
ないでください。
■

シマンテック社は、アプライアンスの初回セットアップを実行したりパッチを適用すると
きに接続が切断されないように、何らかの予防措置を施すことをお勧めします。デバ
イスの構成に使用するコンピュータは、スリープ、シャットダウン、電源の遮断の動作
をしないように設定してください。そのようにしないと、ネットワーク接続が失われます。
初期構成中またはパッチのインストール中に接続を切断すると、操作は失敗します。

■

シマンテック社は、新しいアプライアンスの初期構成を完了した後でユーザー定義の
チェックポイントを作成することを推奨します。出荷時設定にリセットする必要がある場
合は、そのチェックポイントにリセットしてネットワーク構成設定を保守できます。 ユー
ザー定義のチェックポイントを作成していない場合に出荷時設定にリセットすると、ア
プライアンスは構成前の状態にリセットされるので、再び初期構成を一通り実行する
必要があります。
シマンテック社は、今後出荷時設定にリセットする必要がある場合に備えて、ネットワー
ク構成を変更したら常に新しいユーザー定義のチェックポイントを作成することも推奨
します。

アップグレードとロールバックの注意
次のリストに、アップグレードとロールバックに関する注意事項と既知の問題を示します。
■

アプライアンスサーバーの現在のバージョンが 2.5 より前の場合は、2.6 に直接アッ
プグレードできません。最初にバージョン 2.5 にアップグレードしてからバージョン 2.6
にアップグレードする必要があります。

■

NetBackup 2.6 アプライアンスの以前のバージョンへのロールバックはサポートして
いません。ただし、2.6 チェックポイントへのロールバックはこのリリースでサポートされ
ます。

■

アプライアンスの現在のバージョンが 2.5 で、このバージョンのアプライアンスソフト
ウェアにアップグレードする場合、NetBackup Appliance のシェルメニューを使用し
てソフトウェアの更新をインストールする必要があります。 NetBackup Appliance の
Web コンソールを使用して、ソフトウェアの更新をダウンロードできます。 ただし、Web
コンソールを使用してアップグレードをインストールすることはできません。 ソフトウェ
アの更新のインストールには、シェルメニューを使用してください。

■

NetBackup Appliance 2.5.x から 2.6 にアップグレードするときに、メディアサーバー
重複排除プール (MSDP) は変換の完了に 13 % の空き領域が必要です。 空き領
域が足りない場合は、アップグレードに失敗します。

■

このリリースの NetBackup Appliance では、マスターサーバーアプライアンスからメ
ディアサーバーアプライアンスへのリモートアップグレードはサポートされていません。
メディアサーバーアプライアンスのアプライアンスソフトウェアをこのバージョンにアッ

35

第 3 章 操作上の注意
再イメージと出荷時設定へのリセットの注意

プグレードするには、各メディアサーバーアプライアンスに「admin」でログインし、アッ
プグレード手順を実行します。
■

アプライアンスで利用可能な Windows パッチコンテナは、以前にアプライアンスから
インストールした Windows クライアントコンピュータのパッチにのみ使用してください。
Windows マスターまたはメディアサーバーのパッチに、このパッチコンテナファイル
を使用しないでください。また、通常の (アプライアンスでない) NetBackup リリースを
使用してインストールした Windows クライアントのパッチに、このコンテナファイルを
使用しないでください。

■

アップグレードが正常に完了または正常にロールバックされた後、システムドライブの
再構築が自動的に始まります。 この処理は通常、3 ～ 4 時間程度ですが、システム
の負荷によってはさらに時間がかかる場合があります。この処理中に、ドライブを取り
はずさないでください。
再構築処理がシステム負荷に基づいた予測よりも著しく時間がかかる場合は、不良
なドライブがある可能性があります。シマンテック社のテクニカルサポートに問い合わ
せてください。

■

未設定のアプライアンスを 2.5.x から 2.6 にアップグレードする場合は、アップグレー
ドではなくアプライアンスの再イメージングを実行します。未設定のアプライアンスの
再イメージング時にホスト名や IP アドレスなどのすべての設定が失われ、ストレージ
はリセットされます。

■

未設定のアプライアンスを 2.5.x から 2.6 にアップグレードすると、アプライアンスに
工場出荷時インストールのチェックポイントが設定されます。 設定済みアプライアンス
を 2.5.x から 2.6 にアップグレードした場合は、アップグレード後のチェックポイントが
設定されます。

再イメージと出荷時設定へのリセットの注意
次のリストに、再イメージ処理と出荷時設定へのリセットユーティリティに関する注意事項
と既知の問題を示します。
■

出荷時設定へのリセット操作を実行し、この処理中にストレージユニットシェルフを取
りはずすと、出荷時設定へのリセット操作が失敗することがあります。出荷時設定への
リセット中は、取り付けられているすべてのストレージユニットシェルフをそのままにし
ておくことをお勧めします。

■

ディザスタリカバリの目的では、アプライアンスの再イメージは自動的にストレージをリ
セットしません。 ストレージを消去する場合は、NetBackup Appliance のシェルメ
ニューで Support > Storage Reset コマンドを使います。 ディザスタリカバリと再
イメージングについて詳しくは、『Symantec NetBackup Appliance 管理者ガイド』を
参照してください。

■

NetBackup 5200 アプライアンスは出荷終了のため、2.6 ソフトウェアリリースでは
5200 の再イメージ処理機能はサポートしません。2.5 などの、サポートされているバー
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ジョンに 5200 アプライアンスを再イメージ処理してから、2.6 リリースにアップグレー
ドしてください。
■

NetBackup Appliance 2.6 ではストレージ構成領域が拡張され、Storage Foundation
6.0 の新しいディスクレイアウトバージョンをサポートします。そのため、シマンテック社
はバージョン 2.6 のインストール、構成後にそれより前のバージョンに 52xx アプライ
アンスを再イメージングする機能をサポートしません。

■

バージョン 2.6 にアプライアンスの再イメージングを実行すると、重複排除ディスクプー
ルの作成時に一部のインスタンスでアプライアンスメディアの役割設定に失敗します。
次のメッセージが表示されることがあります。

- [Error] Failed to enable optimized synthetic full backups. This appliance may
not be used for synthetic full backups.
- [Error] Failed to create the NetBackup disk pool 'dp_disk_nbapp145' and
storage unit 'stu_disk_nbapp145' for 'MSDP' storage.
- [Error] Failed to create storage partitions for appliance 'nbapp145'.
Restarting command interface...

エラーが起きた場合の回避策:
p.37 の 「重複排除ストレージのパスワードの更新」 を参照してください。

重複排除ストレージのパスワードの更新
次の手順では、ストレージのパーティション作成中に 2.6 への再イメージングが失敗した
場合に重複排除ストレージのパスワードを更新する方法について詳しく説明します。
重複排除ストレージのパスワードを更新する方法

1

アプライアンスに管理者としてログオンし、NetBackup Appliance のシェルメニュー
を開きます。

2

NetBackup ユーザーアカウントを作成します。

3

NetBackupCLI コマンドを使用して NetBackup ユーザーアカウントにログオンしま

す。
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4

次のコマンドを入力します。tpconfig -dsh -stype PureDisk -all_hosts
出力は次のようになります。

nbapp143:~ # tpconfig -dsh -stype PureDisk -all_hosts
=========================================================================
Media Server:
nbapp103
Storage Server:
nbapp103 <PureDisk>
User Id:
root <PureDisk>
=========================================================================
=========================================================================
Media Server:
nbapp103
Storage Server:
nbapp143 <PureDisk>
User Id:
root <PureDisk>
=========================================================================
=========================================================================
Media Server:
nbapp143
Storage Server:
nbapp143 <PureDisk>
User Id:
root <PureDisk>
=========================================================================
nbapp143:~ #

5

次のコマンドを入力します。tpconfig -delete -stype PureDisk
-storage_server <hostname> -media_server <hostname> -stu_user_id
root

アプライアンスと一致するストレージサーバーのエントリを含むすべてのメディアサー
バーを更新する必要があります。たとえば、この例から nbapp143 を設定する場合、
nbapp103 と nbapp143 に対してコマンドを実行します。

6

上の例を使用して、nbapp143 に対して次のコマンドを入力します。
#tpconfig -delete -stype PureDisk -storage_server nbapp143
-media_server nbapp103 -sts_user_id root
#tpconfig -delete -stype PureDisk -storage_server nbapp143
-media_server nbapp143 -sts_user_id root

7

アプライアンスに管理者としてログオンし、NetBackup Appliance のシェルメニュー
を開きます。次のコマンドを入力して、メディアサーバーの役割の構成を完了します。
Appliance > Media <master server>
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メディアサーバーが正しく構成されたら、アプライアンスと一致するストレージサー
バーのエントリを含むメディアサーバーのクレデンシャルを再度追加します。クレデ
ンシャルを再度追加しなない場合、再イメージングされたアプライアンスの重複排除
負荷分散サーバーとして他のメディアサーバーを使用できません。この手順を完了
するには、重複排除のパスワードを入手する必要があります。次のコマンドを入力し
てパスワードを記録します。

8

Appliance > ShowDedupPassword

次のコマンドを入力して、メディアサーバーのクレデンシャルを再度追加します。

9

tpconfig -update -stype PureDisk -storage_server <hostname>
-media_server <hostname> -stu_user_id root

10 上の例を使用して、nbapp143 に対して次のコマンドを入力します。パスワードの入
力を求められたら、手順 8 で入手した重複排除パスワードを入力します。
#tpconfig -update -stype PureDisk -storage_server nbapp143
-media_server nbapp103 -sts_user_id root
#tpconfig -update -stype PureDisk -storage_server nbapp143
-media_server nbapp143 -sts_user_id root

ストレージの注意
次のリストに、ストレージとストレージの拡張に関する注意事項と既知の問題を示します。
■

■

5220 アプライアンスの SAN クライアントファイバートランスポートの有効と無効を切り
替えるときに、テープデバイスを認識し、SAN クライアントデーモンを実行しているこ
とを確認するために次の操作が必要な場合があります。
■

5220 アプライアンスの SAN クライアントファイバートランスポートを有効または無
効にする場合、デバイスの永続パスを設定していない場合はテープデバイスを再
スキャンする必要があります。 これは、有効化や無効化の操作で、ファイバーチャ
ネル HBA ドライバの再読み込みが必要になるためです。永続パスを設定してい
ない場合、再読み込みするとアプライアンスのテープデバイスのパスの番号が付
け直されます。したがって、テープデバイスを使用する場合はアプライアンスで
テープデバイスのパスが再検出されるよう、再スキャンを実行してください。

■

5220 アプライアンスの SAN クライアントファイバートランスポートを無効にし、そ
の後再度有効にする場合、クライアントシステムで動作している SAN クライアント
デーモンを再起動する必要があります。 たとえば、起動時にターゲットの検出の
みを行うため、クライアントで SAN クライアントデーモンを起動する前に、5220 ア
プライアンスの SAN クライアントを有効にする必要があります。

シマンテック社は最適なパフォーマンスを実現するために、拡張ディスクにメディア
サーバー重複排除プール (MSDP) パーティションを配置することを推奨します。
MSDP パーティションのすべてまたは一部がアプライアンスのベースユニット (基本
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ディスク) に存在する場合は、MSDP パーティションを拡張ディスクに移動することを
お勧めします。
p.40 の 「最適なパフォーマンスのために、MSDP パーティションをベースディスクか
ら拡張ディスクに移動する」 を参照してください。
ストレージの問題に関するトラブルシューティングについて詳しくは、『Symantec
NetBackup Appliance トラブルシューティングガイド』を参照してください。

最適なパフォーマンスのために、MSDP パーティションをベースディスク
から拡張ディスクに移動する
MSDP (Media Server Deduplication Pool) パーティションの全体または一部がアプラ
イアンスのベースユニット (ベースディスク) にある場合は、MSDP パーティションを拡張
ディスクに移動することをお勧めします。この推奨事項は 5220 アプライアンスと 5230 ア
プライアンスに該当し、最適なパフォーマンスのために必要です。
次の手順では、MSDP パーティションをベースディスクから拡張ディスクに移動する方法
を説明します。ベースディスクは、アプライアンスのベースユニットにあります。拡張ディス
クは、アプライアンスに接続されているストレージシェルフにあります。5220 アプライアン
スまたは 5230 アプライアンスには、拡張ディスクを 2 台まで接続できます。
MSDP パーティションをベースディスクから拡張ディスクに移動する方法

1

NetBackup Appliance Web コンソールにログオンします。

2

［管理 (Manage)］、［ストレージ (Storage)］、［パーティション (Partitions)］の順に選
択します。

3

MSDP パーティションがベースディスクにあるかどうかを確認します。［パーティショ
ン (Partitions)］セクションで、円グラフの横の［MSDP］のリンクをクリックします。

4

［MSDP の配分 (Distributions for MSDP)］セクションを確認します。すべてのディ
スクの［種類 (Type)］が［ベース (Base)］の場合、MSDP パーティションの全体また
は一部がベースディスクにあります。
すべてのディスクの種類が［拡張 (Expansion)］の場合、MSDP パーティションは
ベースディスクにありません。この場合、MSDP パーティションを移動する必要はあ
りません。残りの手順は無視してください。

5

MSDP パーティションに移動し、その横にある［移動 (Move)］をクリックします。
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6

［移動 <MSDP>(Move <MSDP>)］ウィンドウに次のパラメータが表示されます。
ソースディスク (Source Disk)

選択したパーティションを現在保持しているディスク名を表
示します。移行元ディスクは MSDP パーティションがある
ベースディスクになっている必要があります。

パーティションサイズ (Partition ソースディスク上で選択されているパーティションのサイズ
Size)
を表示します。
ターゲットディスク (Target Disk) ドロップダウンリストをクリックし、パーティションを移動する
ターゲットディスクを選択します。移動先ディスクは展開ディ
スクになっている必要があります。

メモ: 移動先ディスクは移行元ディスクと異なる必要があり
ます。
未割り当てのサイズ
(Unallocated Size)

ターゲットデバイス上で未割り当てのサイズを表示します。

サイズ (Size)

サイズを指定する必要はありません。サイズを指定しない場
合、アプライアンスはパーティション全体を移動します。

メモ: 移動するサイズを未割り当てサイズより大きくすること
はできません。

7

［OK］をクリックし、パーティションを移動します。
メモ: パーティションサイズとシステムの作業負荷によって、パーティションの移動に
必要な時間が決まります。

8

［移動 (Move)］ダイアログには、進行の詳細と移動操作の状態が表示されます。操
作が完了すれば、［OK］をクリックします。［管理 (Manage)］ > ［ストレージ (Storage)］
> ［パーティション (Partitions)］ページは自動的に更新されます。

移行ユーティリティの注意事項
次のリストに、移行ユーティリティに関する注意事項および既知の問題を示します。
■

NetBackup Appliance Web コンソールの［管理 (Manage)］>［移行ユーティリティ
(Migration Utility)］タブから移行ジョブを開始する前に、移行を完了するための適切
なクレデンシャルがあることを確認する必要があります。適切なクレデンシャルがある
ことを確認するには、NetBackup 管理コンソールの［メディアおよびデバイスの管理
(Media and Device Management)］ > ［クレデンシャル (Credentials)］ > ［ストレー
ジサーバー (Storage Servers)］ > ［メディアサーバー (Media Servers)］ウィンドウに
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移動します。移行ジョブに使用するメディアサーバーの横のチェックボックスが選択さ
れていることを確認します。その後に移行ジョブを続行します。
■

移行ジョブを取り消した直後に移行ジョブを実行すると、取り消しのログ記録が次の成
功した移行ジョブの記録に適用されてしまう場合があります。この現象により、次のジョ
ブの情報として誤った情報が表示されてしまいます。 この問題は、NetBackup
Appliance Web コンソールの［管理 (Manage)］>［移行ユーティリティ (Migration
Utility)］>［移行ジョブの状態 (Migration Job Status)］タブに表示される情報にも影
響します。コピーしたイメージとして表示される数が誤っている場合があります。
この問題が起こらないよう、ジョブの取り消し直後に新しいジョブを開始しないことをお
勧めします。

■

場合によって、移行ユーティリティは複数ストリームのバックアップに関連付けられて
いるすべてのイメージを移行しないことがあります。

VMware に関する注意事項
次のリストに、VMware に関する注意事項および既知の問題を示します。
■

NetBackup 7.6 では、VMware vCenter プラグインのパッケージのリリースが遅れま
した。パッケージは、まもなく次のリンクからダウンロードできるようになります。
http://www.symantec.com/docs/HOWTO82515

■

同時に実行される VM のリストアは、アプライアンスを SAN のリストアホストとして使用
すると失敗する可能性があります。SAN のトランスポートモードを使用して複数の VM
を同時にリストアすると、ジョブステータスログに、次のようなメッセージが記録される場
合があります。
4/19/2012 1:16:14 PM - Error bptm(pid=30649) cannot write
data to socket, Connection reset by peer
4/19/2012 1:16:14 PM - Info bptm(pid=30648) EXITING with status 24

シマンテック社では、この問題について VMware のサポート要求: 12172237605 を
発行しました。

■

■

次を行ってみてください。
［仮想マシンオプション (Virtual Machine Options)］ダイアログボックスで、リスト
アした仮想ディスク形式で［シンプロビジョニング (Thin Provisioning)］を選択して
リストアを再試行します。

■

それでも失敗する場合には、［リカバリオプション (Recovery Options)］ダイアログ
でトランスポートモードに［NBD］を選択して、再度リストアを行ってみてください。

NetBackup Appliance のこのリリースでは、VM インスタントリカバリに Windows ベー
スの VMware リカバリホストが必要です。このホストは、インスタントリカバリを開始す
るために必要なオブジェクトを識別する必要があります。リカバリホストは、データ移動
には使用されません。vCenter へのネットワーク接続があれば、環境内に NetBackup
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クライアント (物理または仮想) がインストールされている任意の Windows ベースの
システムを使用できます。
VMware リカバリホスト (NetBackup クライアント) は Windows ベースにする必要が
ありますが、バックアップを作成した VMware バックアップホストは Windows、Linux、
または NetBackup Appliance ベースにできます。バックアップホストが Linux の場合
は、nbrestorevm コマンドの –vmproxy オプションを使用して Windows ベースの
VMware リカバリホストを指定する必要があります。詳しくは、『Symantec NetBackup
for VMware 管理者ガイド』を参照してください。

ログに関する注意事項
次のリストに、ログに関する注意事項および既知の問題を示します。
■

■

『Symantec NetBackup Appliance 管理者ガイド』および『Symantec NetBackup
52xx Appliance トラブルシューティングガイド』には、app_debug ログと
app_change_control ログへの参照がいくつか含まれます。ログ記録を効率化する
ために、製品サイクルの終盤に、これらのログのコンテンツを VxUL (統合) ログに転
送するように変更されました。したがって、app_debug ログと app_change_control
ログは削除されました。ログに含まれていた情報は、Commands モジュールの下で
他の統合ログと共に使用できます。この情報には、NetBackup Appliance Web コン
ソールまたは NetBackup Appliance のシェルメニューからアクセスできます。
■

NetBackup Appliance Web コンソールから統合ログにアクセスするには、アプラ
イアンス診断センターのログファイルを収集ウィザードを使用します。ログの種類と
して［アプライアンス (Appliance)］を選択します。

■

NetBackup Appliance のシェルメニューから統合ログにアクセスするには、「Main
> Support > Logs > VxLogView Module ModuleName」と入力します。利用
可能なモジュール名は次のとおりです。All、CallHome、Checkpoint、Common、
Config、Database、Hardware、HWMonitor、Network、RAID、Seeding、
SelfTest、Storage、SWUpdate、Commands、CrossHost、Trace。app_debug
ログと app_change_control ログにあった情報にアクセスするには、Commands
モジュールを使用します。
シェルメニューから統合ログをコピーすることもできます。Main > Support >
Share Open コマンドを実行し、デスクトップを使用してログのマップ、共有、コピー
を行います。

ログが使用する容量を制限するために、NetBackup Appliance の VxUL (統合) ロ
グ、NetBackup レガシーログ、VxUL ログが変更されました。
■

NetBackup Appliance VxUL ログは、cron ジョブまたはスケジュール済みタスク
によってアーカイブされなくなりました。さらに、ログの再利用が有効になり、デフォ
ルトのログファイル数が 50 に設定されました。

43

第 3 章 操作上の注意
国際化とローカライゼーションの注意

■

■

NetBackup レガシーログと VxUL ログも cron ジョブを使用してアーカイブされな
くなりました。レガシーログの再利用を可能にし、ログが使用できる最大ディスク容
量を制限するためにデバッグログ制限機能が追加されました。さらに、デフォルト
のログファイル数が 50 に設定されました。

このリリースでは、アプライアンスで問題が発生した場合に、Support > DataCollect
コマンドが、シマンテック社テクニカルサポートと共有できる追加の一連のログを収集
します。DataCollect コマンドは、オペレーティングシステム、IPMI、ストレージログ
の他に次のログも収集します。
■

Patch ログ

■

Veritas File System のログ

■

Test hardware のログ

■

CPU 情報

■

ディスクパフォーマンスのログ

■

メモリ情報

■

ハードウェア情報

国際化とローカライゼーションの注意
次のリストに、国際化とローカライゼーションに関する注意事項と既知の問題を示します。
■

NetBackup Appliance のシェルメニューのユーザーインターフェースはマルチバイト
文字を入力したり修正できないので、どの言語にもローカライズされていません。

■

アプライアンスの構成を完了した後に、英語以外の文字が NetBackup Appliance
のシェルメニューユーザーインターフェースで表示されません。
この問題は、NetBackup Appliance の初期構成中に、NetBackup Appliance Web
コンソールを使うと起きます。［登録 (Registration)］ページで、アプライアンスの登録
で英語以外の文字を入力すると、英語以外の文字がシェルメニューのインターフェー
スに表示されません。

■

英語版以外の Windows システムに NetBackup-Java 管理コンソールをインストー
ルして NetBackup アプライアンス内部の NetBackup サーバーを管理する場合に、
NetBackup サーバーにログインしようとするとコンソールがハングアップする可能性
があります。 この問題を避けるには、次の回避策を講じます。
■

NetBackup-Java 管理コンソールをインストールしている Windows システムの
install_path¥Java¥setconf.bat ファイルを修正して、適切なエンコードで
NBJAVA_FILE_ENCODING パラメータを設定します。SystemLocale コマンドを
使ってアプライアンスシステムで以前に設定したエンコードと同じエンコードを使
います。
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コード名を判断するには、次の Web サイトで Supported Encodings 文書の
Canonical Name for java.nio API and java.lang API 列を参照してください。
Oracle Supported Encodings 文書
たとえば、アプライアンスシステムで zh_CN.utf8 や ja_JP.utf8 のような UTF-8
ロケールを設定した場合は、java.nio API と java.lang API の正規名は UTF8
になります。
次のように install_path¥Java¥setconf.bat ファイルの SET
NBJAVA_FILE_ENCODING パラメータをコメント解除し、(この例では) UTF8 を指
定します。
REM SET NBJAVA_FILE_ENCODING=

次のように指定します。
SET NBJAVA_FILD_ENCODING=UTF8
SystemLocale コマンドについて詳しくは、『Symantec NetBackup Appliance

コマンドリファレンスガイド』または『Symantec NetBackup Appliance 管理者ガイ
ド』の「アプライアンス Web コンソールのログインページについて」の節を参照し
てください。

マニュアルの注意事項
次のリストに、NetBackup Appliance のマニュアルに関する注意事項および既知の問題
を示します。
■

このリリースでは、『Symantec NetBackup アプライアンスハードウェアスタートガイド』
と『Symantec NetBackup アプライアンスインストールガイド』を 1 冊にまとめて、
『Symantec NetBackup アプライアンスハードウェアの取り付けと初期構成ガイド』を
作成しました。

■

『Symantec NetBackup アプライアンスハードウェアのトラブルシューティングと部品
交換ガイド』は 2.6 リリースで廃止されました。ハードウェアの部品およびトラブルシュー
ティングについては、『Symantec NetBackup Appliance トラブルシューティングガイ
ド』を参照してください。

■

『Symantec NetBackup Appliance 管理者ガイド』の表 4-8 で、NetBackup Appliance
Web コンソールの［管理 (Manage)］>［ホスト (Host)］>［重複排除 (Deduplication)］
タブの［最大帯域幅 (Maximum bandwidth)］フィールドの定義に誤りがあります。こ
の管理者ガイドでは、［最大帯域幅 (Maximum bandwidth)］フィールドが「最適化複
製に許容される最大帯域幅」と記述されています。この定義は誤っています。
［管理 (Manage)］>［ホスト (Host)］>［重複排除 (Deduplication)］タブの［最大帯域
幅 (Maximum bandwidth)］フィールドによって、メディアサーバーと重複排除プール
間でデータをバックアップまたはリストアする際に許容される最大帯域幅が決まりま
す。最適化された重複排除の帯域幅は設定されません。
最適化された重複排除の帯域幅スロットルを構成するオプションは、NetBackup
Appliance Web コンソールにはありません。帯域幅スロットルを構成する場合は、
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NetBackup Appliance のシェルメニューを使用します。Main_Menu > Settings >
Deduplication > Tune ビューに移動し、OPTDUP_BANDWIDTH を構成します。詳し
くは、『Symantec NetBackup Appliance コマンドリファレンスガイド』の「Settings >
Deduplication」のトピックを参照してください。
■

『Symantec NetBackup アプライアンスと Symantec Storage Shelf 安全とメンテナ
ンスガイド』の「アプライアンスのイーサネット NIC ポートの LED」のトピックで、1 Gb
イーサネットポートの LED を示す図の LED の色が反転しています。この図では、ポー
トの左側に橙色の LED があり、右側に緑色の LED があります。正しくは、ポートの左
側が緑色の LED、右側が橙色の LED になります。
次の図に、正しい 1 Gb イーサネットポートの LED を示します。

さらに、この図の誤りにより、関連する表の「アプライアンスのイーサネット NIC ポート
の LED」のトピックにも誤りがあります。
表 3-1 に、正しい NIC ポートの LED 表示を示します。
表 3-1

1 Gb NIC ポートの LED 表示

LED の場所

状態

説明

1

オフ

LAN 接続なし

緑色に点灯

LAN に接続済み

緑色に点滅

送信/受信の動作が発生

オフ

10 Mbps 接続

橙色で点灯

100 Mbps 接続

緑色に点灯

1000 Mbps 接続

2

NetBackup サポートユーティリティについて
NetBackup 52xx は NetBackup の問題の診断に役立つ次のサポートユーティリティを
提供します。
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■

「NBDNA (NetBackup Domain Network Analyzer)」

■

「NetBackup サポートユーティリティ (nbsu)」

NBDNA (NetBackup Domain Network Analyzer)
NBDNA ユーティリティを NetBackup プライマリまたはセカンダリアプライアンスで実行し
て、次のタスクを実行することができます。
■

ネットワーク関連の問題を解決するための NetBackup ドメイン構成の識別

■

NetBackup パフォーマンス問題の識別

■

ホスト名参照に関する動作が機能するかどうかの確認

■

NetBackup ドメイン内でのロールに基づき、NetBackup ホストとアプライアンス間の
接続性が確立され、正しく機能するかの確認

■

シマンテック社のテクニカルサポートのためのレポートの生成

NBDNA ユーティリティは出力で次の形式の情報を提供します。
Running audit as Media Server.
Collection Version:
Collection Time:
NBU Release:
NBU Version:
NBU Major Version:
NBU Minor Version:
NBU Patch Type:
NBU GlobDB Host:
Is GlobDB HOST?
UNAME:
Hostname:
Host's Platform:
Perl Architecture:

x.x
Tuesday, October 7, 2010 at 19:17:11 PM
NetBackup-SuSE2.6.16 7.0.1.5
7.0.1.5
7.0
1
GA
"host name"
No
sample.name.symantec.com
Linux
Linux

Initialization completed in 14.040101 seconds.

Brief Description of What It Does (for type 1):
---------------------------------------------------1) Perform basic self checks.
2) Check connectivity to Master (and EMM) server.
3) If SSO configured, get list of media servers sharing devices.
4) Get list of all clients which could send data here for backup.
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5) Test NBU ports for basic connectivity between media servers
sharing devices.
6) Test NBU ports for basic connectivity between media server and
clients it backs up.
7) Perform service level tests for phase 2
8) Capture data for reports; save reports.
9) Save data to report files.
---------------------------------------------------Discovering and mapping the NetBackup domain network for analysis
by extracting data from current system's configuration.
(To see more details, consider using '-verbose' switch.)
Probing Completed in 4.695464 seconds.
Initiating tests...
COMPLETED.

Thank you for your patience.

/log/dna/sample.name.symantec.com.NBDNA.20100907.191711.zip
Archive created successfully!
Return /log/dna/sample.name.symantec.com.NBDNA.20100907.191711.zip
to Symantec Support upon request.

NetBackup サポートユーティリティ (nbsu)
nbsu ユーティリティを使うと、NetBackup とオペレーティングシステムについて適切な診

断情報を収集できます。『Symantec NetBackup トラブルシューティングガイド』では、こ
のユーティリティを使う状況およびその実行方法について説明しています。

ログファイルの使用について
問題を定義してトラブルシューティングするときは、潜在的に有益な情報の取得を常に試
みてください。NetBackup Appliance では、ハードウェア、ソフトウェア、システム、パフォー
マンス関連データを取得できます。こうしたログファイルは、アプライアンスの実行状態、
未構成ボリュームまたはアレイなどの問題の有無、温度に関する問題、バッテリが見つか
らないなどの情報を取得します。こうしたログファイルは、特定のディレクトリに保存され、
次の方法を使用してアクセスできます。
表 3-2 に、アプライアンスの各種ログにアクセスするために使用できる方法を示します。

48

第 3 章 操作上の注意
ログファイルの使用について

表 3-2

ログファイルの表示

取得元

方法

収集されるログ

NetBackup Appliance Web NetBackup Appliance Web
■
Console
Console の［ログファイルを収集
(Collect Log files)］ウィザードを使
用して、アプライアンスからログファ ■
イルを収集できます。
■

■

■

■

■

NetBackup のコピーログ
ツールが作成するログ
(nbcplogs)
高可用性、ハードウェア、
イベントログが記録されるア
プライアンスのログ
オペレーティングシステム
のログ
メディアサーバー重複排除
プール (MSDP) 関連のす
べてのログ
NetBackup Appliance の
Web コンソール関連のす
べてのログ
NetBackup およびオペ
レーティングシステムにつ
いての診断情報
ハードウェアおよびストレー
ジデバイスのログ

NetBackup Appliance Web NetBackup Appliance Web
NetBackup Appliance の監査
Console
Console の［モニター (Monitor)］> ログ
［SCSP 監査ビュー (SCSP Audit
View)］画面を使用して、アプライア
ンスの監査ログを取得できます。
NetBackup Appliance の
シェルメニュー

Main > Support > Logs > ■
Browse コマンドを使用して、
LOGROOT/> プロンプトを開きます。 ■
ls や cd のようなコマンドを使用し
て、アプライアンスのログディレクトリ
の操作や各種ログの取得を行えま
す。
■

■

■

NetBackup Appliance の
構成ログ
NetBackup ログ、Volume
Manager ログ、openv
ディレクトリに含まれている
NetBackup ログ
NetBackup Appliance の
オペレーティングシステム
(OS) インストールログ
NetBackup 管理 Web
ユーザーインターフェース
ログと NetBackup Web
サーバーログ
NetBackup 52xx アプライ
アンスのデバイスログ
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取得元

方法

収集されるログ

NetBackup Appliance の
シェルメニュー

Main > Support > Logs >
VxLogView Module
ModuleName コマンドを実行して、
NetBackup Appliance VxUL (統
合) ログにアクセスすることができま
す。Main > Support > Share
Open コマンドを実行し、デスクトッ
プを使用して、VxUL ログのマップ、
共有、コピーを行うこともできます。

NetBackup Appliance 統合ロ
グ

NetBackup Appliance の
シェルメニュー

■

All

■

CallHome

■

Checkpoint

■

Commands

■

Common

■

Config

■

CrossHost

■

Database

■

Hardware

■

HWMonitor

■

Network

■

RAID

■

Seeding

■

SelfTest

■

Storage

■

SWUpdate

■

Trace

Main > Support >
NetBackup 5xxx ストレージデ
DataCollect コマンドを使用し バイスログ
て、ストレージデバイスログを収集で
きます。

NetBackup Java アプリケー NetBackup Java アプリケーション NetBackup Java アプリケー
ション
に関する問題が発生した場合、この ションに関するログ
セクションのスクリプトを使って、サ
ポートに連絡するために必要な情
報を集めることができます。
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A
リリース内容
この付録では以下の項目について説明しています。
■

現在のリリースの内容について

■

リリース内容の規則について

■

NetBackup Appliance 2.6 のリリース内容

■

NetBackup Appliance 2.6 EEB (Emergency Engineering Binary) リスト

現在のリリースの内容について
このリリースでは、NetBackup Appliance ソフトウェアに存在するいくつかの既知の問題
を修正しています。 このセクションには、NetBackup Appliance のこのリリースで解決さ
れた既知の問題を示す Etrack のリストがあります。
この NetBackup Appliance 2.6 リリースは、NetBackup Appliance 2.5 リリースおよび関
連するメンテナンスリリースへのアップグレードです。 以前のリリースの修正や拡張すべ
てを参照するには、シマンテック社のサポート Web サイトの以下のリリースノート文書を
参照してください。
http://www.symantec.com/docs/DOC2792
アプライアンスがリリースされると、NetBackup の最新バージョンが、アプライアンスコード
の構築の基盤として使用されます。これにより、NetBackup 内でリリースされたすべての
適用可能機能、拡張機能、修正が確実にアプライアンスの最新リリースに含まれます。
NetBackup 7.6 は、NetBackup Appliance 2.6 リリースによりインストールされた
NetBackup ソフトウェアのバージョンです。 NetBackup 7.6 の新しい機能、拡張および
修正については、シマンテック社のサポート Web サイトの文書NetBackup 7.6 リリース
ノートに記載しています。
http://www.symantec.com/docs/DOC6138
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また、NetBackup Appliance の互換性に関する最新情報については、シマンテック社の
サポート Web サイトの NetBackup サーバー 7.x ハードウェア互換性リストを参照してく
ださい。
http://www.symantec.com/docs/TECH59978

リリース内容の規則について
次のリストに、このセクションに続くサブセクションで使われる規則を説明します。リリース
内容のサブセクションで一覧表示されている各項目は、このリリースに含まれている機能、
拡張機能、または解決済みの問題を説明します。
■

Etrack インシデント
このリリースを対象にする Etrack 番号を書き留めます。

■

関連付けられたプライマリ Etrack
インシデント階層に存在する追加の Etrack 番号。

■

関連付けられたサービス要求 Etrack
テクニカルサポートサービス要求と関連付けられている Etrack。

■

説明
このリリースで解決された特定の問題、および追加の注意事項や回避策を説明しま
す。回避策はパッチを適用する代わりに使うことができます。ただし、最新の利用可能
なパッチレベルの「ベストプラクティス」を推奨します。

■

**説明または**Etrack 番号
このリリースで解決された、重要な問題またはデータ損失につながる可能性のある問
題について説明します。これらの問題の説明を慎重に読んでください。場合によって
は、Tech Alert リンクが提供されます。

現在のリリース内容の Etrack について
このセクションに一覧表示されている Etrack、またはその他のサービス要求 Etrack につ
いて詳しくは、Symantec Operations Readiness Tools (SORT) を使用することをお勧
めします。SORT にアクセスするには、次の Web サイトに移動します。
http://sort.symantec.com/netbackup

NetBackup Appliance 2.6 のリリース内容
次のリストには、解決された既知の問題およびこのリリースの NetBackup Appliance に
含まれている既知の問題が掲載されています。
［Etrack インシデント: 2812749 (Etrack Incident: 2812749)］
■

関連付けられたプライマリ Etrack: 適用なし
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■

関連付けられたサービス要求 Etrack: 適用なし

■

説明:
すべてのアプライアンスの再起動のレコードがログに追加され、ユーザーが開始する
再起動を追跡することが簡単になりました。

［Etrack インシデント: 3024964 (Etrack Incident: 2812749)］
■

関連付けられたプライマリ Etrack: 適用なし

■

関連付けられたサービス要求 Etrack: 適用なし

■

説明:
メディアサーバーが Enterprise Media Manager (EMM) の管理用一時停止でタグ
付けされた場合、52xx メディアサーバーアプライアンスのセルフテストは失敗してい
ました。現在では、管理用一時停止でタグ付けされている場合、セルフテストでこのシ
ナリオの有無がチェックされ、メディアサーバーの状態を変更するようメッセージが表
示されます。メディアサーバーの状態が変わると、セルフテストは正しく動作します。

［Etrack インシデント: 3052324 (Etrack Incident: 2812749)］
■

関連付けられたプライマリ Etrack: 3289934

■

関連付けられたサービス要求 Etrack: 3052324

■

説明:
初期構成ウィザードの［登録 (Registration)］ページが、Windows 2003 サーバーの
Internet Explorer 8 で正しく表示されないことがありました。

［Etrack インシデント: 3052378 (Etrack Incident: 2812749)］
■

関連付けられたプライマリ Etrack: 適用なし

■

関連付けられたサービス要求 Etrack: 適用なし

■

説明:
大文字と小文字の区別のないホスト名が区別ありとして処理されていたため、初期構
成時に「Hostname set」操作で問題が発生しました。

［Etrack インシデント: 3094697 (Etrack Incident: 2812749)］
■

関連付けられたプライマリ Etrack: 適用なし

■

関連付けられたサービス要求 Etrack: 適用なし

■

説明:
ファイバートランスポートが有効になり、無効になり、次に再び有効になった場合に、
ファイバーチャネルポートは認識されず、不明として表示されました。

［Etrack インシデント: 3249834 (Etrack Incident: 2812749)］
■

関連付けられたプライマリ Etrack: 適用なし

■

関連付けられたサービス要求 Etrack: 適用なし
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■

説明:
デフォルトのメディアサーバー重複排除プール (MSDP) ストレージユニットのフラグメ
ントサイズが、新しいインストールと構成に対応するように 25 GB から 50 GB に変わ
りました。

NetBackup Appliance 2.6 EEB (Emergency Engineering
Binary) リスト
次の表には、特定済み、解決済み、およびお客様が利用可能な既知の問題が EEB の
形式で含まれています。NetBackup Appliance 2.6 によって、これらの EEB のそれぞ
れで対応された問題が解決されます。このドキュメントが送信された後で、追加の EEB
がリリースされている可能性があります。このセクションに一覧表示されている Etrack、ま
たはその他のサービス要求 Etrack について詳しくは、Symantec Operations Readiness
Tools (SORT) を使用することをお勧めします。SORT にアクセスするには、次の Web
サイトに移動します。
https://sort.symantec.com/netbackup
また、この文書で参照することが期待されている EEB を参照できない場合や、この表内
の問題について追加情報が必要な場合は、シマンテック社のサポートまでお問い合わせ
ください。
メモ: 次の表には、NetBackup Appliance に関連付けられた EEB のみが掲載されてい
ます。このリリースで解決された NetBackup EEB の完全なリストについては、シマンテッ
ク社のサポート Web サイトで次の文書を参照してください。
http://www.symantec.com/docs/DOC6085
表 A-1

NetBackup Appliance 2.6 EEB リスト

Etrack 番号

EEB 説明

2893954

NetBackup 5220 アプライアンスでは、電源の状態とファンの状態が「重要でない」状態としてレポー
トされます。

3015994

NetBackup 5220 アプライアンスでは、電源の状態とファンの状態が「重要でない」状態としてレポー
トされます。

3116615

NetBackup Appliance は高いディスクパフォーマンスアラートを送信します。

3220291

複数のスクリプトが chinfo.txt に同時に書き込まれると、ファイルの不整合状態の原因となります。

3143927

複数のスクリプトが chinfo.txt に同時に書き込まれると、ファイルの不整合状態の原因となります。
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Etrack 番号

EEB 説明

3061449

バージョン 1.40.325-1650 への NetBackup Appliance RAID コントローラのファームウェアアップ
グレード。

3072210

バージョン 1.40.325-1650 への NetBackup Appliance RAID コントローラのファームウェアアップ
グレード。

3200495

バッテリバックアップ装置 (BBU) 監視のロジックが拡張され、お客様および AutoSupport はプロア
クティブな BBU 失敗アラートを取得できます。

3206566

バッテリバックアップ装置 (BBU) 監視のロジックが拡張され、お客様および AutoSupport はプロア
クティブな BBU 失敗アラートを取得できます。

3228789

ハードウェア監視コールに次のエラーが表示されます。
「/opt/NBUAppliance/scripts/hwmon/components/enclosure/enclosure.pm の行 735 で数値
eq (==) に初期化されていない値が使用されています (Use of uninitialized value in numeric eq
(==) at /opt/NBUAppliance/scripts/hwmon/components/enclosure/enclosure.pm line 735)」

2996534

ユーザーは、Base NetBackup ビットが有効でないライセンスキーをインストールすることはできま
せん。

3063241

ユーザーは、Base NetBackup ビットが有効でないライセンスキーをインストールすることはできま
せん。

3079545

NetBackup Appliance のファイバーチャネル QLogic カードドライバをアップグレードし、オペレー
ティングシステムのメッセージログに表示される NVSRAM 関連のエラーに対処します。

3164157

NetBackup Appliance のファイバーチャネル QLogic カードドライバをアップグレードし、オペレー
ティングシステムのメッセージログに表示される NVSRAM 関連のエラーに対処します。

3181952

NetBackup Appliance のファイバーチャネル QLogic カードドライバをアップグレードし、オペレー
ティングシステムのメッセージログに表示される NVSRAM 関連のエラーに対処します。

3215241

NetBackup Appliance のファイバーチャネル QLogic カードドライバをアップグレードし、オペレー
ティングシステムのメッセージログに表示される NVSRAM 関連のエラーに対処します。

3144171

プロキシサーバーが NT LAN 管理 (NTLM) 認証を必要とする場合は、コールホームを有効にする
サポートを追加します。

3226741

新しいファームウェア 11.1.0-0057/1.41.372.2527 は、良好なバッテリバックアップ装置 (BBU) が
不良であるとマーク付けされる問題に対処します (FCC (Full Capacity Charge) 値が 0% に設定
される)。

3227119

新しいファームウェア 11.1.0-0057/1.41.372.2527 は、良好なバッテリバックアップ装置 (BBU) が
不良であるとマーク付けされる問題に対処します (FCC (Full Capacity Charge) 値が 0% に設定
される)。
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NetBackup Appliance 2.6 EEB (Emergency Engineering Binary) リスト

Etrack 番号

EEB 説明

3227113

新しいファームウェア 11.1.0-0057/1.41.372.2527 は、良好なバッテリバックアップ装置 (BBU) が
不良であるとマーク付けされる問題に対処します (FCC (Full Capacity Charge) 値が 0% に設定
される)。

3227114

新しいファームウェア 11.1.0-0057/1.41.372.2527 は、良好なバッテリバックアップ装置 (BBU) が
不良であるとマーク付けされる問題に対処します (FCC (Full Capacity Charge) 値が 0% に設定
される)。

2967999

SORT へのアップロード時に生成されるハードウェアログデータが NetBackup 5220 アプライアン
スのルートパーティションに入力されます。

2904199

SORT へのアップロード時に生成されるハードウェアログデータが NetBackup 5220 アプライアン
スのルートパーティションに入力されます。

3329088

NetBackupCLI ユーザー機能を再設計して制限と問題に対処しました。

2782144

NetBackup Appliance Web コンソール内からディレクトリまたはファイルシステムへのアクセスを回
避します。

2988155

1.40.352-2004 への RAID コントローラのアップグレードにより、バッテリバックアップ装置 (BBU)
の充電に関する致命的なエラーおよび正しくないレポートに対処します。

3037088

1.40.352-2004 への RAID コントローラのアップグレードにより、バッテリバックアップ装置 (BBU)
の充電に関する致命的なエラーおよび正しくないレポートに対処します。

3037089

1.40.352-2004 への RAID コントローラのアップグレードにより、バッテリバックアップ装置 (BBU)
の充電に関する致命的なエラーおよび正しくないレポートに対処します。

2879388、バージョン 1

NetBackup Appliance バージョン 2.0.3 の Fibre Transport (FT) コンポーネントの修正です。この
修正を行わない場合、AIX cfgmgr はアプライアンスが提示する FT ARCHIVE Python のターゲッ
トデバイスを検出できないことがあります。

2970466、バージョン 9、 Media Server Deduplication Pool (MSDP) を使用する際に、宛先サーバーにおける自動イメー
8、7、6、5、4、3、2、1
ジレプリケーションのインポートのパフォーマンスを向上します。
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B
関連ドキュメント
この付録では以下の項目について説明しています。
■

NetBackup Appliance の関連マニュアルについて

■

スタートガイドについて

■

管理者ガイドについて

■

トラブルシューティングガイドについて

■

リリースノートについて

■

その他のドキュメントについて

NetBackup Appliance の関連マニュアルについて
このリリースの NetBackup Appliance の技術マニュアルは、次の Web サイトからダウン
ロードできます。
http://www.symantec.com/docs/DOC2792
NetBackup に関連する技術マニュアルについては、次の Web サイトを参照してくださ
い。
http://www.symantec.com/docs/DOC5332
マニュアルの PDF 版を表示するには、Adobe Acrobat Reader が必要です。 次の URL
の Adobe Web サイトから、この製品をダウンロードできます。
http://www.adobe.com
シマンテック社は、Acrobat Reader の正しいインストールまたは使用に対する責任を負
いません。

付録 B 関連ドキュメント
スタートガイドについて

スタートガイドについて
このバージョンの NetBackup Appliance では、次のスタートガイドがリリースされました。
■

Symantec NetBackup Appliance ハードウェアの取り付けと初期構成ガイド
この文書には、NetBackup Appliance のインストールおよび構成方法に関する情報
が記載されています。

管理者ガイドについて
このバージョンの NetBackup Appliance で、次の管理者ガイドがリリースされました。
■

『Symantec NetBackup Appliance 管理者ガイド』
この文書には、NetBackup Appliance の監視および管理方法に関する情報が記載
されています。

トラブルシューティングガイドについて
このバージョンの NetBackup Appliance で、次のトラブルシューティングガイドがリリース
されました。
■

Symantec NetBackup Appliance トラブルシューティングガイド
この文書には、NetBackup Appliance に関するトラブルシューティング情報が記載さ
れています。ログファイルを収集して作業に使用する方法、およびさまざまな問題に
関するトラブルシューティングの手順を説明します。また、ハードウェアコンポーネント
の削除および交換方法についても説明します。

リリースノートについて
このバージョンの NetBackup Appliance で、次のリリースノート文書がリリースされまし
た。
■

Symantec NetBackup Appliance リリースノート
この文書には、NetBackup の互換性、新機能、拡張機能、変更など、NetBackup
Appliance の最新リリースに関する情報が記載されています。この中には、NetBackup
Appliance のマニュアルまたはオンラインヘルプに記載されない操作上の注意点も
含まれています。

その他のドキュメントについて
このバージョンの NetBackup Appliance では、次のガイドもリリースされました。
■

Symantec NetBackup Appliance コマンドリファレンスガイド
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付録 B 関連ドキュメント
その他のドキュメントについて

この文書には、NetBackup Appliance のシェルメニューで使うことができるコマンドの
情報が記載されています。
■

Symantec NetBackup Appliance と Symantec Storage Shelf 製品説明: NetBackup
5220
この文書には、NetBackup 5220 アプライアンスと Symantec Storage Shelf の概要
として、レイアウト、ケーブル、技術仕様などが記載されています。

■

Symantec NetBackup Appliance と Symantec Storage Shelf 製品説明: NetBackup
5230
この文書には、NetBackup 5230 アプライアンスと Symantec Storage Shelf の概要
として、レイアウト、ケーブル、技術仕様などが記載されています。

■

Symantec NetBackup Appliance と Symantec Storage Shelf 安全とメンテナンス
ガイド: NetBackup 5220
この文書には、NetBackup 5220 アプライアンスと Symantec Storage Shelf に関す
る情報が記載されています。この中には、安全とメンテナンスに関する情報の他、LED
状態インジケータに関する情報も含まれています。

■

Symantec NetBackup Appliance と Symantec Storage Shelf 安全とメンテナンス
ガイド: NetBackup 5230
この文書には、NetBackup 5230 アプライアンスと Symantec Storage Shelf に関す
る情報が記載されています。この中には、安全とメンテナンスに関する情報の他、LED
状態インジケータに関する情報も含まれています。

■

Symantec NetBackup Appliance Third-party Legal Notices
この文書には、このリリースの NetBackup Appliance で使用されるサードパーティソ
フトウェアの情報が記載されています。

■

Symantec NetBackup ネットワークポートリファレンスガイド
この文書には、NetBackup 52xx アプライアンスのポートを含む、NetBackup のネッ
トワークポートの情報が記載されています。
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