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1
NetBackup Appliance
2.6.0.2 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 2.6.0.2 の新機能、拡張機能、および変更について

■

NetBackup Appliance 2.6.0.2 の新機能、拡張機能、および変更

NetBackup 52xx のハードウェアの機能
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
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■

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

■

それぞれが、マスターサーバーおよびメディアサーバー上のメディアサーバー重複排
除プール (MSDP) ストレージをサポートするMSDP は 52xx アプライアンスの利用可
能な最大ストレージ容量まで提供します。

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。
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。
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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。

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。
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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

24 TB

14 TB
4 TB
4 TB

14 TB

24 TB

14 TB

14 TB
4 TB

4 TB

28 TB

40 TB

4 TB
50 TB

52 TB

4 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。

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。

4 TB
76 TB

86 TB
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■

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、同様の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。この機
能は、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。

■

1 つの VGA ポート。

■

3 つの USB 2.0 ポート。
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■

■

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

PCI アセンブリへの追加 1 GB 可
イーサネットカード

不可
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両方のアプライアンスのハードウェアアーキテクチャについて詳しくは、『 NetBackup
Appliance と Symantec Storage Shelf の製品説明』を参照してください。

NetBackup Appliance 2.6.0.2 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。
このリリースでは、NetBackup 52xx アプライアンスソフトウェアに存在するいくつかの既
知の問題が修正されています。 これらの問題の多くは、Salesforce.com (SFDC) の形
式で文書化されているお客様固有の問題に関するものです。このリリースに組み込まれ
た修正の多くは、個別のエンジニアリングバイナリおよびエンジニアリングバンドル (EEB)
として利用できます。EEB は、NetBackup 52xx アプライアンスソフトウェアの以前のバー
ジョンにおけるお客様固有の問題に対処するために作成されました。このリリースに含ま
れているエンジニアリングバイナリおよびエンジニアリングバンドルのリストは、このドキュ
メントの付録「リリース内容」にあります。
NetBackup 7.6.0.2 は、NetBackup Appliance 2.6.0.2 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 7.6.0.2 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 7.6.0.2
リリースノートに記載しています。
http://www.symantec.com/docs/DOC6840

NetBackup Appliance 2.6.0.2 の新機能、拡張機能、お
よび変更
メモ: NetBackup Appliance 2.5.3 および 2.5.4 で導入された一部の機能は、NetBackup
Appliance 2.6.0.1 リリースにはありません。その機能は 2.6.0.2 用に復元されました。
NetBackup Appliance 2.6.0.1 を実行中の場合は、最新の機能および製品の修正を確
実に入手できるよう、NetBackup Appliance 2.6.0.2 にアップグレードすることをお勧め
します。さらに、2.5.3 および 2.5.4 から 2.6.0.2 へ直接アップグレードすることができま
す。
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次のリストに、NetBackup 52xx Appliance 2.6.0.2 リリースの新機能、拡張機能、および
変更を示します。
■

cp-nbu-config コマンドが拡張され、NetBackup 管理者は追加のディレクトリセッ

トで NetBackup タッチ構成ファイルの作成と編集ができるようになりました。NetBackup
管理者は /usr/openv/netbackup/db/config ディレクトリに加えて、次のディレク
トリでタッチファイルの作成と編集ができるようになりました。
■

/usr/openv/netbackup

■

/usr/openv/netbackup/bin

■

/usr/openv/netbackup/bin/snapcfg

■

/usr/openv/netbackup/db/event

■

/usr/openv/netbackup/db/images

■

/usr/openv/netbackup/db/media

■

/usr/openv/netbackup/ext/db_ext

■

/usr/openv/netbackup/ext/db_ext/db2

■

/usr/openv/lib/ost-plugins

■

/usr/openv/volmgr

■

/usr/openv/volmgr/database

■

/usr/openv/var

NetBackup のタッチファイルの作成について詳しくは、『NetBackup Appliance 管
理者ガイド』を参照してください。
■

NetBackup Appliance 2.6.0.2 リリースでは、NetBackup アプライアンスのシェルメ
ニューから VxMS ロギングを有効または無効にできるようになりました。
詳しくは、『NetBackup アプライアンス管理者ガイド』または『NetBackup アプライア
ンストラブルシューティングガイド』を参照してください。

■

ストレージパーティションのサイズ変更の処理を効率化するため、NetBackup プロセ
スはメディアサーバー重複排除プール (MSDP) パーティションのサイズを変更する
際に停止しなくなりました。MSDP パーティションのサイズ変更操作は、現在進行中
のバックアップジョブに影響しません。

■

NetBackup Appliance 2.6.0.x では、シマンテックヘルプセンター（SymHelp）に
Appliance 2.6.0.x のドキュメントと NetBackup 7.6 管理コンソールヘルプの内容が
含まれています。
NetBackup 2.6.0.2 を使用することで SymHelp の機能が強化され、アプライアンス
や NetBackup の内容を参照することができます。アプライアンスおよび NetBackup
の目次を表示するには、SymHelp コンソールの左側にある［参照 (Browse)］をクリッ
クします。
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この機能について詳しくは、『NetBackup Appliance 管理者ガイド』を参照してくださ
い。
■

アプライアンスハードウェアの監視が強化され、シマンテックストレージシェルフ用に
温度センサーが追加されました。NetBackup アプライアンス 2.6.0.2 では、アプライ
アンスは、ストレージシェルフにある 10 個の温度センサーを監視します。NetBackup
アプライアンスのシェルメニューの［監視 (Monitor)］ > ［Hardware ShowHealth
Enclosure Temperature］コマンドですべての温度センサーの詳細を確認できま
す。

■

RAID およびストレージシェルフなどのコンポーネントで、アプライアンスハードウェア
の監視が強化されました。これらの拡張によって、以下のことが可能になります。
■

［監視 (Monitor)］>［ハードウェア (Hardware)］ページの［RAID の詳細 (RAID
details)］の WWID を、［管理 (Manage)］>［ストレージ (Storage)］ページのディ
スク ID にマップします。

■

新しい温度センサーを追加して、ストレージシェルフの正確な温度を監視します。

■

ベースディスクのビーコンが点滅します。

■

BBU 再設定サイクル中のハードウェア監視を調整し、再設定サイクル開始時と再設
定サイクル終了時にのみアラートを送信するようになりました。この調整は、再設定サ
イクルの進行中、15 分ごとに「RAID 6 が WriteThrough モードになっています」ア
ラートが生成されていた、以前のリリースから変更されました。

■

バージョン 2.6.0.2 から、NetBackup 5230 は、接続された拡張ユニットとして出荷時
に組み合わされる Symantec Storage Shelf を必要としません。この変更により、
Symantec Storage Shelf ユニットには、特定のアプライアンスへの一致を識別する
黄色いラベルは付けられなくなりました。バージョン 2.6.0.2 向けの『NetBackup
Appliance ハードウェアの取り付けと初期構成ガイド』でこれらの変更が反映されてい
ます。ガイドには 5230 アプライアンス向けの黄色いラベルまたは一致ユニットの参照
情報は含まれていません。

■

NetBackup アプライアンスの Web コンソールの［管理 (Manage)］ > ［ソフトウェア更
新 (Software Updates)］ページが更新され、使いやすくなりました。進行中のオンラ
インソフトウェアの更新を Web コンソールから取り消したり、ダウンロードしたソフトウェ
ア更新プログラムを削除したりできるようになりました。また、現在の NetBackup アプ
ライアンスのバージョンも表示されるようになりました。
［管理 (Manage)］ > ［ソフトウェア更新 (Software Updates)］ページについて詳しく
は、『NetBackup アプライアンス管理者ガイド』を参照してください。

■

2.6.0.2 リリースの場合、ビーコンコマンドが NetBackup アプライアンスのシェルメニュー
の内で移動されました。ビーコンコマンドは現在、［メイン (Main)］ > ［サポート
(Support)］ > ［ビーコン (Beacon)］ではなく、［メイン (Main)］ > ［監視 (Monitor)］
> ［ビーコン (Beacon)］にあります。
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■

NetBackup アプライアンス 2.6.0.2 には、SAN トランスポートでの VMware バック
アップのための動的なマルチパスが採用されています。DMP はすべての利用可能
なパスにまたがって要求を配信することにより、入出力パフォーマンスを強化します。
また、アクティブパスとパッシブパスを区別して、アクティブパスを利用するようにもで
きます。
詳しくは、『NetBackup アプライアンス管理者ガイド』を参照してください。

■

NetBackup Appliance 2.6.0.2 では、Web サービスサポート用のサードパーティ証
明書を手動で追加し、実装できます。
この手順について詳しくは、『NetBackup アプライアンス管理者ガイド』を参照してく
ださい。

■

出荷時設定にリセットする操作に、ネットワーク構成を維持できるようにするオプション
が含められました。リセットを開始する前に、IP アドレスおよび DNS 構成など、ネット
ワーク構成を保持することができます。

■

セキュリティ対策を強化するため、ユーザーの追加手順内で新しいローカルユーザー
のパスワードの入力が求められるようになりました。この手順により、権限がないユー
ザーがデフォルトのパスワードを使ってアカウントにアクセスできないようにします。

■

お使いのラボ環境にこのような必要条件がある場合に備え、2014 年 1 月以降に出
荷される NetBackup 5230 アプライアンスにはアーススタッドが付属しています。ス
タッドはアプライアンスの背面パネルにあります。スタッドにアース線を接続するには、
標準のアース接続手順に従ってください。

■

パーティションのサイズ変更と移動操作を行うと、開始するまでに推定所要時間が表
示されるようになりました。ユーザーは操作を続行するかキャンセルするかを選択でき
ます。

■

セキュリティ上の推奨事項により、サードパーティソフトウェア Apache Tomcat から、
ポート 8009 が削除されました。さらに、構成パラメータ autoDeploy のデフォルトの
値が「true」から「false」に変更されました。NetBackup Appliance 2.6.0.x では
Apache Tomcat がバージョン 6.0.37 に更新されました。

■

SNMP（簡易ネットワーク管理プロトコル）が強化され、パーティション情報が含まれる
ようになりました。パーティションのいずれかが、指定されたディスク領域のしきい値を
超えた場合、SNMP トラップまたはアラートが送信されるようになりました。

■

NetBackup Appliance 2.6.0.2 を使うと、更新済みの SCSP（Symantec Critical
System Protection）エージェントの保護機能および監査機能が強化されます。この
リリースでは、NetBackup Appliance の侵入防止システム（IPS）および侵入検知シ
ステム（IDS）ポリシーも更新されています。
IPS ポリシーはアプライアンスのオペレーティングシステムおよびアプリケーションス
タックのセキュリティを強化します。また、権限がないユーザーおよびプログラムからの
バックアップデータ保護も行います。
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IDS ポリシーは各ユーザーおよびアプライアンスで実行中のプロセスをリアルタイム
で監視します。NetBackup に関連しているコアシステムファイルおよび構成ファイル
の構成変更も追跡します。
SCSP 保護はアンマネージモードとマネージモードで提供されます。
■

アンマネージモード（デフォルト）: アンマネージモードの場合、アプライアンスは
外部 SCSP サーバーを使わないで保護および監査されます。SCSP エージェン
トはアプライアンスの IPS ポリシーおよび IDS ポリシーを管理します。NetBackup
Appliance Web コンソールの［監視 (Monitor)］>［SCSP のイベント (SCSP
Events)］ページを使うと、アプライアンスのイベントを監視して異常な活動を検出
することができます。

マネージモード: マネージモードでは、外部 SCSP サーバーを使ってアプライア
ンスの SCSP エージェントと通信し、これを管理することができます。外部 SCSP
サーバーを使うと複数のアプライアンスを管理できます。NetBackup Appliance
Web コンソールから SCSP サーバー（データセンターのセキュリティサーバー）、
コンソール、およびポリシーをダウンロードできます。マネージモードはセキュリティ
管理者または SCSP に精通している SCSP の既存のお客様のみが使うことを推
奨します。
さらなるセキュリティ対策として、2.6.0.2 では SSH を介したルートアカウントへのアク
セスや Maintenance アカウントへのアクセスが遮断されました。アプライアンスのコア
コンポーネントへのアクセスも遮断されました。この変更によってアプライアンスのセ
キュリティが全面的に強化されています。ルートアカウントへのアクセスが許可される
ようにセキュリティポリシーを上書きできるのは、シマンテック社のサポートエンジニア
またはパートナーのみです。セキュリティポリシーの上書きは、サポートの問題の解決
などの理由から必要になることがあります。セキュリティポリシーを不正に上書きまたは
無効にすると、システムに重大なリスクが生じ、保証やシマンテック社のサポートが無
効になります。詳しくは、『Symantec NetBackup Appliance セキュリティガイド』を参
照してください。
■

NetBackup および NetBackup アプライアンスに対する OpenSSL
「Heartbleed」の脆弱性
NetBackup および NetBackup アプライアンスは CVE-2014-0160 の脆弱性（別名
「Heartbleed」セキュリティバグ）を含む OpenSSL 暗号ライブラリを使います。NetBackup
のこの脆弱性の効果は、遠隔測定および NetBackup Plug-in for VMware vCenter
（vCenter プラグイン）に限定されています。Symantec は NetBackup 7.6.0.2 および
NetBackup アプライアンス 2.6.0.2 リリースでこの脆弱性を修正しました。
vCenter プラグインを使う場合、Symantec では NetBackup 7.6.0.2 以降にアップグレー
ドした後に次の予防措置を行うことを推奨します。
■

vCenter プラグインの仮想アプライアンスで次の手順を実行します。
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■

1

仮想アプライアンスのローカルアカウントパスワードを変更します。

2

SSH デーモン（sshd）を明示的に有効にした場合は、新しいキーのペアを再生成して
ください。

仮想アプライアンスを再インストールして、NetBackup マスターサーバートークンを再
アップロードすることもできます。

この問題についての更新情報および NetBackup がこの問題の影響を受ける仕組みに
ついては、Symantec のサポート Web サイトでの次の TechNote を参照してください。
http://www.symantec.com/docs/TECH216555
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2
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 バージョン 2.6.0.2 へのアップグレードについて

■

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

■

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 バージョン 2.6.0.2 へのアップグ
レードについて
バージョン 2.6.0.2 へのアプライアンスのアップグレード手順は、他のアプライアンスの
アップグレードと同じです。ただし、このリリースのアップグレードに関する内容は変更さ
れています。
表 2-1 に 2.6.0.2 リリースのアップグレードに関する変更点を示します。
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表 2-1

NetBackup Appliance バージョン 2.6.0.2 での変更点

変更点

説明

サポートされたアップグレードパ 2.6.0.2 へのダイレクトアップグレードは、下記のバージョンでサ
ス
ポートされます。
■

現在バージョン 2.5 から 2.5.4 を使用する NetBackup アプ
ライアンス

メモ: アプライアンスがバージョン 2.5b を使用する場合、アッ
プグレードの開始時にメッセージが表示され、最初に最新の
バージョン 2.5.x にアップグレードするように指示されます。こ
のメッセージを無視して直接 2.6.0.2 にアップグレードできま
す。
■

NetBackup クライアントパッ
ケージ

現在バージョン 2.6.0.1 を使用する NetBackup アプライアン
ス

アプライアンスバージョン 2.6.0.2 以降、NetBackup クライアント
は NetBackup Appliance リリース更新に含まれなくなりました。
アプライアンスにクライアントを格納する場合は、別のクライアント
パッケージをダウンロードできます。クライアントパッケージはサー
バーリリース更新と同じ場所から利用でき、NetBackup 管理コン
ソールが含まれています。 アプライアンスで保存されるクライアン
トバージョンは、現在アプライアンスにインストールされている
NetBackup バージョンに一致している必要はありません。
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変更点

説明

アップグレード失敗時のロール バージョン 2.6.0.1 から 2.6.0.2 へのアップグレードは以前のレ
バック
ベルへロールバックできます。

メモ: ロールバックはバージョン 2.5.x からの 2.6.0.x へのアップ
グレードではサポートされません。
ロールバックは次のように機能します。
■

■

アップグレード失敗時の自動ロールバック
アップグレードが失敗すると、アプライアンスはアップグレード
前のチェックポイントに自動的にロールバックされます。チェッ
クポイントはアップグレード開始時に自動的に作成されます。
アプライアンス構成の設定は、アップグレードを試みる前とまっ
たく同じです。
アップグレード成功後の手動ロールバック
アプライアンスを正常にアップグレードしてから以前のバー
ジョンに戻す場合は、以前のバージョンに手動でロールバッ
クできます。すべてのバックアップデータが保存されますが、
アップグレード後に変更された構成の設定は保存されませ
ん。
失敗した 2.6.0.2 へのアップグレードからアプライアンスをロー
ルバックするには、［管理 (Manage)］ > ［アプライアンスのリ
ストア (Appliance Restore)］ページで［アプライアンスのロー
ルバック (Rollback Appliance)］をクリックし、［アップグレード
前のチェックポイント (Pre-upgrade checkpoint)］を選択しま
す。

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。
NetBackup Appliance 製品ではこれらのリリース形式と番号付与の仕組みを使います。
■

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。 この形式のリリースに
は、多くの新機能や拡張機能が含まれます。

■

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 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が含まれます。

■

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 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。

19

第 2 章 NetBackup Appliance の互換性
NetBackup Appliance リリースの互換性

■

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、2.6.0.2 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。 このリリース形式には、いくつかの新機能や拡張機能も含まれます。

メモ: このトピックでは、例として NetBackup Appliance バージョン 2.6.1 を使います。
NetBackup Appliance のこのバージョンは、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
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動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動中のバージョンが 2.6.0.1 (7.6.0.1) 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 2.6.0.2 (7.6.0.2) 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.19 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 2-2 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。
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メモ: 新しい NetBackup Appliance の配備では、バージョン 2.6.0.x 搭載のアプライア
ンスマスターサーバーに 2.5.1 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 2.6.0.x 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。
表 2-2

NetBackup Appliance 2.6.0.2 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
2.6.0.x (7.6.0.x)

2.6.0.x (7.6.0.x)

7.1、7.1.0.x、7.5、7.5.0.x、
7.6、7.6.0.x

2.6.0.x (7.6.0.x)

2.5.x (7.5.0.x)

7.1、7.1.0.x、7.5、7.5.0.x

2.6.0.x (7.6.0.x)

2.5 (7.5.0.2)

7.1、7.1.0.x、7.5、7.5.0.x

2.6.0.x (7.6.0.x)

2.0.x (7.1.0.x)

7.1、7.1.0.x

すべての NetBackup 52xx アプライアンスは NetBackup Appliance バージョン 2.6.0.2
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、NetBackup
Appliance 2.6.0.2 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 2.6 製品ライン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、NetBackup
Appliance 2.6.0.2 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 2.6 製品ラインにアップグレードする必要があります。
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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。

■

ソフトウェアの更新を始める前に、接続が切断されないようにするための対策を取るこ
とを推奨します。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。インストール中に接続が失われると、操作は失敗します。

■

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
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なっている完
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 からこのバージョン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。

■

2.5.x から 2.6 製品ラインへのアップグレードを完了するにはおよそ 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。
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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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3
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 2.6.0.2 の運用上の注意について

■

NetBackup Appliance 2.6.0.2 の操作上の注意

■

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

■

VMware 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

■

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 2.6.0.2 の運用上の注意につい
て
この章では、NetBackup Appliance 2.6.0.2 の運用上、付属マニュアルの他の箇所では
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 2.6.0.2 の GA リリー
ス後更新さ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/DOC7156
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NetBackup Appliance 2.6.0.2 では NetBackup 7.6.0.2 ソフトウェアがインストールされ
るため、NetBackup 7.6.0.2 に適用される運用上の注意は、NetBackup Appliance
2.6.0.2 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 7.6.0.2 リリースノート』を参照してくださ
い。
http://www.symantec.com/docs/DOC6840

NetBackup Appliance 2.6.0.2 の操作上の注意
メモ: 以前のリリースの操作上の注意に詳しい方は、このセクションのこのリリースに関す
る新しい内容のみを確認してください。このドキュメントの付録「リリース内容」で、このリリー
スで解決された問題を確認してください。

メモ: このセクションに記載されている注意事項および既知の問題は以前のリリースにも
該当することがあります。
次のリストに、このリリースで新たにドキュメントに追加された注意事項と既知の問題を示
します。
■

Mozilla Firefox を使用して NetBackup Appliance コンソールにアクセスできます。
Firefox 21.0 以降のバージョンのみサポートされます。 前のバージョンの Firefox を
使用して NetBackup Appliance にアクセスし、［設定 (Settings)］>［パスワード
(Password)］を使用してパスワードをリセットしようとすると、ページがハングアップす
ることがあります。

■

認可済みユーザーが NetBackup Appliance Web コンソールにログインした場合に
ログインページが空白になった場合は、ユーザーの権限を確認してください。権限を
確認するには、別の認可済みユーザーとして Web コンソールにログインし、［設定
(Settings)］>［認証 (Authentication)］>［ユーザー管理 (User Management)］から設
定を確認します。また、NetBackup Appliance のシェルメニューから Main >
Settings > Security > Authorization コマンドで確認することもできます。ユー
ザー権限の設定について詳しくは、『NetBackup アプライアンス管理者ガイド』また
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。

■

NetBackup Appliance のこのリリースでは、アプライアンスがバックアップホストまた
はリカバリホストとして使用された場合は、レプリケーションディレクタ (RD) リストアで
動的マルチパス (DMP) がサポートされません。

■

アプライアンスがプロビジョニングされていない場合は、Netbackup Appliance Web
コンソールランディングページに次の通知が表示されます。
「コールホームサービスが機能していません。システムがコールホームサーバーでプ
ロビジョニングされているかシマンテック社のサポートにご連絡ください。」
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ただし、この通知は表示されない場合もあります。アプライアンスの日付と時刻がネッ
トワークタイムプロトコル (NTP) ごとに設定されていない場合、ランディングページに
は日付と時刻を更新するための通知のみが表示されます。NTP ごとに日付と時刻を
設定すると、コールホーム通知が表示されます。
■

アプライアンスのバッテリバックアップ装置 (BBU) が再設定状態の場合、BBU の状
態を示す電子メール警告が送信されます。ただし、このリリースでは電子メール警告
は送信されません。

■

メディアサーバーの初回構成時に「ライセンスがありません」というメッセージを受信し
た場合、この電子メールを無視しても安全です。この電子メールはホスト名の構成時
に送信されます。新しいホスト名への変更時にライセンスキーファイルの名前が変更
され、警告機構で一時的にライセンスを特定できなくなります。構成が完了すると、ラ
イセンスは正しく設定されます。ライセンスキーは、NetBackup Appliance Web コン
ソールの［管理 (Manage)］>［ライセンス (License)］ページまたは NetBackup
Appliance のシェルメニューの Main > Manage > License > List コマンドで確
認できます。

■

RAID コントローラアダプタの学習サイクルでは、2 つの電子メール警告を受信しま
す。RAID ポリシーが 書き戻しモードから WriteThrough モードに変更された際の警
告と、RAID ポリシーが WriteThrough モードから書き戻しモードに戻った際の警告
です。ただし、このリリースでは、BBU が失敗ステータスの場合は、1 つ目の電子メー
ルのみが送信されます。2 つ目の警告は、サイクルが完了するとポリシーが書き戻し
モードに戻らないので送信されません。

■

Java 7 update 45 以降では、アプライアンスの IPMI ポートから KVM リモートコン
ソールを起動すると警告が表示されることがあります。 警告は、適切な権限がないの
で IPMI ポートからアプライアンスにアクセスできないことを示します。 この問題を解
決する方法について詳しくは、次の文書を参照してください。
http://www.symantec.com/docs/TECH212531

■

出荷時設定へのリセットを実行する前に、必ずすべての実行中のバックアップジョブ、
複製ジョブ、またはリストアジョブを停止してください。バックアップジョブ、複製ジョブ、
またはリストアジョブの実行中に出荷時設定へのリセットを実行すると、メディアサー
バーアプライアンスに属するマスターサーバー上の NetBackup ストレージオブジェ
クト、ストレージユニット、ディスクプール、およびストレージサーバーはクリーンアップ
されません。

■

このリリースでは、NetBackup Appliance シェルメニューの［メイン (Main)］>［監視
(Monitor)］>［失敗した NetBackup ジョブ (NetBackup Jobs Failed)］コマンドを
実行した場合、失敗した一部のジョブの情報が表示されません。［メイン (Main)］>［監
視 (Monitor)］>［すべての NetBackup ジョブ (NetBackup Jobs All)］コマンドを
使うと、各ジョブの状態列を参照して失敗したジョブを確認することができます。

■

NetBackup Appliance では、eth0 の管理者インターフェースと同じ範囲のネットワー
ク構成を実行できません。192.168.x.x の範囲のプライベートネットワークを設定する
場合は、eth0 に対して 192.168.x.x 範囲に含まれないデフォルト以外の IP アドレス
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を指定する必要があります。NetBackup Appliance シェルメニューの［ネットワーク
(Network)］>［IPv4 (IPv4)］コマンドを使います。
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。
■

NetBackup Appliance 2.6.0.1 から 2.6.0.2 にアップグレードする場合は、NetBackup
Appliance シェルメニューを通して IPMI ユーザーを管理できません。IPMI ユーザー
を管理するには、シマンテック社のリモート管理インターフェースを使います。
詳しくは、『NetBackup Appliance 管理者ガイド』を参照してください。

■

アプライアンスでファイルシステム検査（fsck）を実行して、テストに失敗した場合は、
より高度な fsck オプションを使ってファイルシステムを修復するよう求められます。問
題を修復する前にルートパスワードを入力するよう求められることがあります。ただし、
NetBackup Appliance 2.6.0.2 以降ではルートアカウントはロックされています。した
がって、この問題を解決するには次の対策を講じてみてください。

fsck テストの失敗の解決

1

アプライアンスを再起動します。

2

次の GRUB ブート画面が表示されたら、e キーを押してブートコマンドを編集しま
す。
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3

2 番目の行を選択し、e キーを再度押します。
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4

次の画面に表示されるコマンドの末尾に single という語を追加します。Enter キー
を押してから、b キーを押してシステムをシングルユーザーモードで起動します。

5

プロンプトが有効になったら、fsck –pv FileSystem コマンドを使って関連ファイ
ルシステム上で fsck を実行します。FileSystem はエラーが発生したファイルシス
テムです。
fsck –pv /dev/system/log のようになります。
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6

操作に失敗すると、次のエラーメッセージが表示されます。
UNEXPECTED INCONSISTENCY; RUN fsck MANUALLY

このメッセージが表示されたら、fsck –yv FileSystem コマンドを実行して、fsck
を手動で実行します。
fsck –yv /dev/system/log のようになります。

次のようなメッセージがいくつか表示されることがあります。

7

ファイルシステムが修復されたら、shutdown –r now コマンドを使ってアプライアン
スを再起動します。

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。
■

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
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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 2.5.x で利用できる RPM パッケージのいくつかは、オペレー
ティングシステムの更新により 2.6.0.1 以降利用できなくなります。影響を受けるパッ
ケージの詳細リストについては、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。
www.symantec.com/docs/TECH213501

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 2.6.0.2 でアップグレード状態にあり
ません (The appliance is 2.6.0.2 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。

■

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
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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。
■

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 RAID のステータスが［低
下 (Degraded)］と表示される場合は、RAID の状態は［警告 (Warning)］と表示され
ます。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［OK］に［低下 (再構築中) (Degraded (Rebuilding))］ス
テータスが表示されました。現在は、状態は［警告 (Warning)］、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、失敗ステータスを示すため、RAID 状態は［警告 (Warning)］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。

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 以降を搭載のアプライア
ンスマスターサーバーに 2.5.1 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 以降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。

■

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
■

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。
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。

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、NetBackup
Appliance 2.6.0.2 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 2.6 製品ラインにアップグレードする必要があります。

■

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 からこのバージョン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
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。
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■

未設定のアプライアンスを 2.5.x からこのバージョンの NetBackup Appliance 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 からこのバージョンの NetBackup Appliance 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。
■

NetBackup 5200 アプライアンスは出荷終了のため、2.6 以降の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 リリースラインに
アップグレードしてください。

■

このバージョンの NetBackup Appliance 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.34 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 2.6.0.2 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。
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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。

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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36

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

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。
■

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。
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■

NetBackup Appliance を使用して vCenter 用の NetBackup プラグインで使用する
NetBackup トークンを取得する機能は、現時点でシマンテック社テクニカルサポート
の支援なしではサポートされていません。NetBackup トークンを取得するには、サ
ポートに連絡し、担当者は TECH211315 を参照してください。

■

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
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。

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。
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
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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。

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。
■

「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: x.x
Collection Time: Tuesday, October 7, 2010 at 19:17:11 PM
NBU Release: NetBackup-SuSE2.6.16 7.0.1.5
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NBU Version:
NBU Major Version:
NBU Minor Version:
NBU Patch Type:
NBU GlobDB Host:
Is GlobDB HOST?
UNAME:
Hostname:
Host's Platform:
Perl Architecture:

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.
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!

39

第 3 章 操作上の注意
ログファイルの使用について

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。

その他の利用可能なサポートについて
NetBackup Appliance の追加のサポートが必要になった場合、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。現在有効なサポートについての同意事項をお持
ちのお客様は、次の URL でテクニカルサポートにアクセスできます。
www.symantec.com/business/support/
NetBackup Appliance 固有の情報は、次の場所にあります。
go.symantec.com/nba

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 3-1 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。

40

第 3 章 操作上の注意
ログファイルの使用について

表 3-1

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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第 3 章 操作上の注意
ログファイルの使用について

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 2.6.0.2 のリリース内容

■

NetBackup Appliance 2.6.0.2 EEB (Emergency Engineering Binary) リスト

■

NetBackup Appliance 2.6.0.2 のその他の既知の修正

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。
メモ: この章では、NetBackup Appliance 限定の修正のみを説明します。NetBackup
Appliance 2.6.0.2 リリースには NetBackup 7.6.0.2 に含まれるすべての修正も含まれ
ています。NetBackup 7.6.0.2 Etracks の詳細なリストについて詳しくは、シマンテック社
サポート Web サイトの『NetBackup 7.6.0.2 リリースノート』を参照してください。
http://www.symantec.com/docs/DOC6840
NetBackup Appliance 2.6.0.2 リリースは、NetBackup Appliance 2.6.0.1 リリースのアッ
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

付録 A リリース内容
リリース内容の規則について

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 7.6.0.2 は、NetBackup Appliance 2.6.0.2 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 7.6.0.2 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 7.6.0.2
リリースノートに記載しています。
http://www.symantec.com/docs/DOC7156
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
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NetBackup Appliance 2.6.0.2 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: 3418001 (Etrack Incident: 2812749)］
■

関連付けられたプライマリ Etrack: 3418000

■

関連付けられたサービス要求 Etrack: 3415664

■

説明:
bp.conf ファイル内に大文字と小文字を区別するサーバー名のエントリがあると、

2.5.x からのアップグレード中に問題が発生しました。
［Etrack インシデント: 3426670 (Etrack Incident: 2812749)］
■

関連付けられたプライマリ Etrack: 3424146

■

関連付けられたサービス要求 Etrack: 3422920

■

説明:
2.5.x から 2.6.0.1 へのアップグレードの最初の段階（システムが SLES 11 オペレー
ティングシステムによって再イメージ処理される前）に失敗した場合、/log/app_* ファ
イルのサイズが大きすぎると、正しくロールバックされませんでした。2.6.0.2 では関連
するログのみがロールバック中に保持されるため、/log/app_* ファイルのサイズが
抑えられます。

［Etrack インシデント: 3428776 (Etrack Incident: 2812749)］
■

関連付けられたプライマリ Etrack: 3426608

■

関連付けられたサービス要求 Etrack: 3425524

■

説明:
場合によっては、アプライアンスを 2.0.x から 2.5.x にアップグレードしたときに、カタ
ログパーティションのサイズが割り当てられている最大サポートサイズ（4 TB）を超える
ことがあります。このときにユーザーがパーティションのサイズを変更してアップグレー
ドに必要な未割り当て領域を作成すると、2.5.x から 2.6.0.1 にアップグレードできな
くなりました。2.6.0.2 ソフトウェアの更新では、サイズ制限に合わせてカタログパーティ
ションが少なくとも 4 TB に縮小されています。

［Etrack インシデント: 3444351 (Etrack Incident: 2812749)］
■

関連付けられたプライマリ Etrack: 3441877

■

関連付けられたサービス要求 Etrack: 3441795

■

説明:
ユーザー ID 0 を使ったユーザーアカウントをアプライアンスに作成した場合、2.5.x
から 2.6.0.1 へのアップグレードに失敗しました。アップグレードのログに［そのような
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ファイルまたはディレクトリは存在しません］と言うメッセージが表示されました。2.6.0.2 ソ

フトウェア更新ではユーザー ID が 0 のアカウントを検出しないため、アップグレード
を続行できます。

NetBackup Appliance 2.6.0.2 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 2.6.0.2 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 サイトの『NetBackup 7.6.0.2 リリースノート』を参照してください。
http://www.symantec.com/docs/DOC6840
表 A-1

NetBackup fixedin_app_2.6.0.2 EEB のリスト

Etrack 番号

EEB 説明

3308137

CPU に問題がない場合も、CPU アラートが生成されます。

3217065

簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）トラップの 2 番目のオブジェクトが正しくありません。

3318144

簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）トラップの 2 番目のオブジェクトが正しくありません。

3335571

バージョン 2.0.3 5220 アプライアンスから HP OpenView V10.0 に送られる SNMP トラップが正
しく受信されません。

3383189

温度が標準である場合も、温度センサー信号が警告を生成します。

3353968

ファンが正常に機能している場合も、アプライアンスがファン速度に関する警告メッセージを報告し
ます。

2959979

NetBackup Appliance のセキュリティの問題の一部が修正されました。
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Etrack 番号

EEB 説明

2927869

NetBackup Appliance のセキュリティの問題の一部が修正されました。

3451991

PureDisk（PDDO）ストレージプールに 3 つ以上のノードが含まれている場合、MSDP から PDDO
への複製に状態コード 191 で失敗します。

3398993

バージョン 2.5.4 が実行されているアプライアンスにファイバーチャネル（FC）カードが 1 つしか装
着されていない場合、NetBackup Appliance シェルメニューのコマンドを実行しても FC の情報は
表示されません。

3329236

HWMON プロセスが予期せずハングアップすると、このアプリケーションの複数の HWMON インス
タンスがハングアップし、リソースが保留状態になることがあります。CPU およびメモリリソースの可
用性が低くなるため、お客様のバックアップジョブが実行されない可能性があります。

NetBackup Appliance 2.6.0.2 のその他の既知の修正
次のリストには、これまでにこのドキュメントの「操作上の注意」の章に記載されていた問
題など、このリリースの NetBackup Appliance で修正されたその他の既知の問題が掲
載されてています。
■

ユーザーが NetBackup-Java 管理コンソールでポリシーを表示または変更できず、
ポリシーが状態コード 811 で失敗していました。nbpem 処理および nbevtmgr 処理
も停止しました。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てい
ました。

■

アプライアンスの起動中に次のメッセージが表示されました。
mount server reported tcp not available, falling back to udp

カーネルベースの nfs サーバー（nfsserver）が開始される前に、システムが nfs
サービスを開始しようとするとエラーメッセージが発生しました。このエラーメッセージ
に問題はありませんでした。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した。
■

NetBackup Appliance を使って NetBackup Appliance CIFS 共有を開いた場合、
ディレクトリへのログイン時にエラーが起きることがありました。

■

cp-bu-config コマンドを使用する前にホームディレクトリの NetBackup タッチファ

イルの権限が正しく設定されていないと、/usr/openv/netbackup/ db/config
ディレクトリのタッチファイルの内容を正しく表示できませんでした。
■

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ました。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した。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
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の状態 (Migration Job Status)］タブに表示される情報にも影響しました。コピーした
イメージとして表示される数が誤っていました。
■

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した。

■

NetBackup Appliance Web コンソールを Internet Explorer 9 で使用した場合、デ
フォルトでは互換モードで開かれるため、画面が歪んで表示されました。現在、コン
ソールはデフォルトで標準モードで開かれます。

■

いくつかのログファイルで SMTP パスワードが開示されました。

■

サービスロケーションプロトコル (SLP) に関するセキュリティの脆弱性が見つかり、解
決されました。SLP サービスは削除され、ポート 427 で待機しなくなりました。

■

多くの不要なユーザー ID がシステムに存在していました。2.6.0.2 リリースではこれ
らのユーザーが無効になりました。

NetBackup Appliance 2.6.0.1 では次のセキュリティ問題が解決されましたが、『2.6.0.1
リリースノート』で文書化されませんでした。これらの修正は 2.6.0.1 および 2.6.0.2 リリー
スに適用されます。ただし、NetBackup Appliance 2.6.0.1 を実行しているか、2.6 リリー
スラインへのアップグレードを計画している場合は、NetBackup Appliance 2.6.0.2 に
アップグレードすることを推奨します。
■

［Etrack インシデント: 2926519 (Etrack Incident: 2812749)］
説明: HttpOnly 属性が NetBackup Appliance Web コンソールのクッキーに追加
されました。

■

［Etrack インシデント: 2926522 (Etrack Incident: 2812749)］
説明: パスワードのような重要なフィールドでは、インターネットブラウザのオートコン
プリート属性が off に設定されました。

■

［Etrack インシデント: 2996242 (Etrack Incident: 2812749)］
説明: NetBackup Appliance シェルメニューのコマンドに関係するセキュリティ問題
の一部が検出され、解決されました。

■

［Etrack インシデント: 3001606 (Etrack Incident: 2812749)］
説明: 脆弱なハッシュアルゴリズムがセキュリティの高いアルゴリズムに置き換えられ
ました。

■

［Etrack インシデント: 3051636 (Etrack Incident: 2812749)］
説明: クロスサイトリクエストフォージェリ（CSRF）問題が解決されました。

■

［Etrack インシデント: 3068545 (Etrack Incident: 2812749)］
説明: 世界中で書き込み可能なファイルの問題が解決されました。

■

［Etrack インシデント: 3070118 (Etrack Incident: 2812749)］
説明: 世界中で読み取り可能なパーティションの問題が解決されました。

■

［Etrack インシデント: 3070433 (Etrack Incident: 2812749)］
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説明: クロスサイトスクリプトの脆弱性が修正されました。
■

［Etrack インシデント: 3084869 (Etrack Incident: 2812749)］
説明: 世界中で読み取り可能なファイルの問題が解決されました。

■

［Etrack インシデント: 3227135 (Etrack Incident: 2812749)］
説明: ログファイル内にパスワードが平文で保存されていました。ログファイルにパス
ワードが表示されなくなりました。

■

［Etrack インシデント: 3240696 (Etrack Incident: 2812749)］
説明: クロスフレームスクリプトの脆弱性が修正されました。
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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。
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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。

■

NetBackup 容量計画とパフォーマンスチューニングガイド
この文書には、NetBackup Appliance およびバックアップ環境を最適化する方法に
関する情報が記載されています。これにより、バックアップ要件を分析し、各自のニー
ズに最適なシステムを設計できます。

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。

■

Symantec NetBackup Appliance セキュリティガイド
このドキュメントには NetBackup Appliance のセキュリティ機能、およびこれらの機能
を使ってアプライアンス環境の安全性を確保するための方法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
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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
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。
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