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1
概要
この章では以下の項目について説明しています。
■

NetBackup Appliance について

■

マスターサーバーの役割について

■

メディアサーバーの役割について

■

NetBackup アプライアンス Web コンソールへのアクセスについて

■

Appliance コンソールのコンポーネントについて

■

NetBackup 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

■

NetBackup Appliance のホームページ

■

アプライアンスの共通のタスク

■

NetBackup Appliance のマニュアルについて

NetBackup Appliance について
NetBackup Appliance は、NetBackup 構成とバックアップ環境の日常管理に対して簡
単なソリューションを提供します。目標はバックアップ環境を管理するために専用の人員
を用意する必要がないソリューションを提供することです。
アプライアンスは Linux オペレーティングシステムで動作するラックマウントサーバーで
す。NetBackup Enterprise Server ソフトウェアはインストール済みで、オペレーティング
システム、ディスクストレージユニット、ロボットテープデバイスと連携して動作するように構
成されています。
アプライアンスが実行するように構成する役割は決定できます。52xx アプライアンスは次
のように構成できます。
■

マスターサーバーアプライアンスとして

第 1 章 概要
NetBackup Appliance について

■

既存のマスターサーバーアプライアンスとともに使うメディアサーバーとして

■

既存の NetBackup 環境で使うメディアサーバーとして

これらの 52xx の構成のそれぞれで、内部ディスクストレージの追加の利点が得られま
す。
このアプライアンスは NetBackup 7.6.0.4 以上がインストールされている既存の
NetBackup 環境を簡単に拡張できます。また、アプライアンスには独自のブラウザベー
スインターフェースも含まれます。このインターフェースはネットワーク、内部ディスクスト
レージ、テープライブラリなどのローカル管理のために使われます。
NetBackup Appliance は次の機能をサポートします。
■

アプライアンスの構成と管理のための 2 つのインターフェース。
■

NetBackup アプライアンス Web コンソールは Web ベースの GUI です。このイ
ンターフェースは Internet Explorer バージョン 9.0 以降と Mozilla Firefox バー
ジョン 21.0 以降と互換性があります。

■

NetBackup Appliance シェルメニューは、コマンドラインを使用するインターフェー
スです。すべてのアプライアンスコマンドの詳細は、次を参照してください。
Symantec NetBackup Appliance コマンドリファレンスガイド

■

MSDP はすべての 52xx マスターアプライアンスとメディアアプライアンスでサポート
されます。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。

■

VMware 仮想マシンのバックアップ。NetBackup Appliance バージョン 2.6.0.4
(NetBackup バージョン 7.6.0.4) は VMware 仮想マシンの直接バックアップをサポー
トします。アプライアンスは、バックアップホストとして別の Windows システムを使わず
に仮想マシンをバックアップできます。

■

SCSP (Symantec Critical System Protection) の統合。SCSP のエージェントのイ
ンストールと構成は、アプライアンスの初期構成時に行われます。このエージェントに
より、使用しているアプライアンスの監査ログが確実に SCSP サーバーに送信され、
そこで認証と検証が行われます。

■

BMR の統合。アプライアンスがマスターサーバーとして構成されているとき、
NetBackup アプライアンス Web コンソールから BMR (Bare Metal Restore) を有
効にできます。

■

IPv4-IPv6 ネットワークサポート。NetBackup Appliance はデュアルスタック IPv4-IPv6
ネットワークでサポートされます。NetBackup Appliance は IPv6 クライアントと通信
でき、バックアップとリストアを行うことができます。IPv6 アドレスをアプライアンスに割
り当て、DNS を構成し、IPv6 ベースシステムを含めるようにルーティングを構成でき
ます。NetBackup アプライアンス Web コンソールを使うと、IPv4 と IPv6 の両方のア
ドレスについて情報を入力できます。
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■

ACSLS のサポート。この機能は NetBackup アプライアンスで NetBackup ACS ロ
ボットの構成を簡易化します。アプライアンス管理者は、ローカルアプライアンスの
vm.conf ファイルで ACSLS エントリを変更できます。

■

NetBackup SAN クライアントとファイバートランスポート。SAN クライアントは
NetBackup クライアントの高速バックアップとリストアを可能にする NetBackup オプ
ション機能です。ファイバートランスポートは SAN クライアント機能の一部である
NetBackup 高速データトランスポート方式の名前です。バックアップとリストアのトラ
フィックは SAN を介して起き、NetBackup サーバーとクライアントの管理トラフィック
は LAN を介して起きます。

■

プリインストールされている NetBackup。既存の NetBackup 環境への配置と統合を
簡略化します。

■

テープ出力オプション。アプライアンスはギガビット、デュアルポートのファイバーチャ
ネルのホストバスアダプタ (HBA) を含んでいます。
FC ポートをテープ出力用に使う場合は、複数の FC ポートをテープ出力に使うこと
ができます。 詳しくは、『Symantec NetBackup Appliance ネットワークポートリファレ
ンスガイド』を参照してください。

■

ハードウェアコンポーネントの監視。アプライアンスは CPU、ディスク、メモリ、電源モ
ジュール、ファンなどの主なハードウェアコンポーネントを監視できます。さらに、アプ
ライアンスはこれらの NetBackup コンポーネントのプロアクティブな監視とメッセージ
処理を可能にするオプションのコールホーム機能を提供します。

■

NetBackup Appliance はコア NetBackup ソフトウェアエージェントをサポートします。
NetBackup エージェントは重要なデータベースとアプリケーションのパフォーマンス
を最適化します。
各ソフトウェアエージェントでサポートされるポリシー形式について詳しくは『Symantec
NetBackup 管理者ガイド Vol. 1』を参照してください。また、最新の NetBackup
Appliance の互換性情報については、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。
www.netbackup.com/compatibility

■

柔軟なハードウェア構成。アプライアンスは必要なイーサネットポートを提供するため
にさまざまな構成で発注できます。マザーボードの組み込みのイーサネットポートとと
もに拡張カードを指定すると追加の 1 GB または 10 GB のイーサネットポートを提供
できます。デュアルポートとクアッドポートの拡張カードがサポートされます。

ハードウェア構成について詳しくは、『Symantec NetBackup ハードウェアのインストー
ルおよび初期構成ガイド』と『Symantec NetBackup と アプライアンスと Symantec
Storage Shelf 製品説明』を参照してください。
次に、現在の NetBackup 環境にこのアプライアンスを組み込む方法を説明します。
サポート外のメディアサーバー NetBackup 7.6.0.4 でサポートされないプラットフォームで動作
を置換する
する既存のメディアサーバーを置換します。
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重複排除機能を追加する

■

■

■

ストレージ機能をさらに追加す
る

アプライアンスを既存の NetBackup 環境に追加するか、ま
たは重複排除をサポートしない既存のメディアサーバーを置
換します。
非重複排除バックアップのために NetBackup AdvancedDisk
サポートを追加します。AdvancedDisk を使うとリストア操作
は高速になりますが、MSDP のように領域は最適化されませ
ん。これは、テープ出力の綿密なスケジュールを設定するバッ
クアップに適したソリューションです。MSDP にインポートした
らバックアップを終了できます。AdvancedDisk の領域は、翌
日のバックアップに使うことができます。
重複排除機能のためにアプライアンスで MSDP パーティショ
ンを構成します。

既存の NetBackup 7.6.0.4 以上の環境にストレージ機能を追加
します。
■

■

52xx アプライアンスの組み込みアプライアンスディスクスト
レージ
52xx アプライアンスでは内部ディスクを追加のバックアップス
トレージのために使うことができます。
追加の外部ストレージ
Symantec Storage Shelf は追加のディスクストレージ領域
を提供する外部ユニットです。NetBackup 5220 または 5230
アプライアンスにはこれらのユニットを最大 4 台追加できま
す。
NetBackup 5220 アプライアンスの場合は、工場で組み合わ
された Symantec Storage Shelf はアプライアンスに接続す
る必要があります。 NetBackup 5230 アプライアンスには、
Symantec Storage Shelf を組み合わせる必要はありませ
ん。
5220 アプライアンスと Symantec Storage Shelf を一緒に
購入するとき、最適なパフォーマンスのためユニットは工場で
組み合わされます。たとえば、5220 アプライアンスと 2 つの
Symantec Storage Shelf ユニットを購入する場合、工場で
組み合わされたユニットはアプライアンスに物理的に接続す
る必要があります。 (組み合わされていない) 2 つ目のユニッ
トは、5220 アプライアンスではなく 1 つ目のユニットに接続
する必要があります。
既存または稼働中の NetBackup Appliance に Symantec
Storage Shelf を追加する (必要がある) 場合、アプライアン
スでは最初にハードウェアやメモリのアップグレードが必要に
なることがあります。詳しくは、拡張の必要性について
NetBackup Appliance の担当者に問い合わせてください。
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テープバックアップ

アプライアンスはアーカイブサポートのため TLD テープストレー
ジデバイス用のファイバーチャネルのホストバスアダプタカードを
含んでいます。

マスターサーバーの役割について
NetBackup 52xx シリーズアプライアンスは独自の内部ディスクストレージを持つマスター
サーバーとして構成できます。このアプライアンスは通常の NetBackup マスターサー
バーを使うのと同じように構成して使います。バックアップをスケジュール設定したり、手
動でバックアップを開始したりできます。適切な権限を持つユーザーはリストアを実行で
きます。
このアプライアンスの役割はローカルネットワーク、ディスク、ストレージユニット管理のた
めに単純化された管理インターフェースを提供することです。ただし、バックアップ管理の
ような NetBackup 管理の大部分は従来の NetBackup 管理コンソールを通して実行す
る必要があります。
NetBackup 管理情報について詳しくは『NetBackup 管理者ガイド UNIX および Linux
用 Vol. 1」』と Vol. 2 を参照してください。

メディアサーバーの役割について
この役割で、NetBackup 52xx シリーズアプライアンスは独自の内部ディスクストレージを
持つメディアサーバーとして動作します。
マスターサーバーは、アプライアンスソフトウェアバージョン 2.6.0.4 以降を使う 52xx、ま
たは NetBackup バージョン 7.6.0.4 以降を使う従来の NetBackup マスターサーバー
である場合もあります。
メディアサーバーアプライアンスはローカルネットワークとディスクストレージ管理のために
単純化された管理インターフェースを使います。ただし、バックアップ管理のような
NetBackup 管理の大部分はマスターサーバーで実行されます。
アプライアンスの初期構成を実行するときに、関連付けられたマスターサーバーを指定し
ます。
■

従来の NetBackup マスターサーバーで使用する場合
このアプライアンスの役割は標準の NetBackup マスターサーバーのみで使う必要が
あります。NetBackup マスターサーバーには NetBackup バージョン 7.6.0.4 以降が
インストールされている必要があります。NetBackup マスターサーバーの最新版をイ
ンストールすることを推奨します。

■

マスターサーバーの指定
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指定したマスターサーバーは、アプライアンスのソフトウェアバージョン 2.6.0.4 以降
を使う NetBackup 52xx、またはバージョン 7.6.0.4 以降を使う従来の NetBackup
マスターサーバーである必要があります。
表 1-1 は各アプライアンスメディアサーバーのサポート対象の重複排除構成について説
明します。
表 1-1

NetBackup Appliance のサポート対象の重複排除構成

アプライアンスモデル

メディアサーバーの重複排除サポート

52xx

メディアサーバー重複排除プール (MSDP) のみ

NetBackup アプライアンス Web コンソールへのアクセ
スについて
アプライアンスへのネットワーク接続があるシステムで、Web ブラウザを起動します。
Web ブラウザのアドレスバーに https://host.domain と入力します。
host.domain はAppliance の完全修飾ドメイン名であり、IP アドレスになる場合もありま

す。
メモ: NetBackup アプライアンス Web コンソールは、デフォルトポート 443 の HTTPS
にだけ利用可能です。ポート 80 は無効になっています。
Applianceのログインページでログインクレデンシャルを入力する必要があります。管理
者が最初にログインするときのユーザー名は admin で、パスワードは P@ssw0rd または
初期構成のときに選択したカスタムパスワードです。

アプライアンスによってサポートされる Web ブラウザ
Web ブラウザを使って NetBackup アプライアンス Web コンソールまたは IPMI コンソー
ルにアクセスできます。Web ブラウザについては、次の要件と推奨事項を考慮する必要
があります。
■

NetBackup アプライアンス Web コンソールと IPMI コンソールでは、ポップアップメ
ニューが使われます。Web ブラウザでポップアップブロックを使っている場合は、これ
らのメニューの一部が適切に表示されないことがあります。ポップアップブロックを無
効にするか、またはアプライアンスの Web アドレスをブラウザの受け入れ可能なサイ
トのリストに追加する必要があります。

■

Web ブラウザでは、アクティブスクリプト (ActiveX と JavaScript) が有効になってい
る必要があります。
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■

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、アプライアンスの 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済み
サイトのリストを構成し、セキュリティレベルを下げます。

■

Internet Explorer 9.0 以上を使ってアプライアンスの 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
れます。［このサイトの閲覧を続行する (推奨されません)］を選択し、アプライアンスに
ログインします。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
プメニューに表示されません。

■

NetBackup アプライアンス Web コンソールは、1280 * 1024 以上の画面解像度で
最適に表示されます。

表 1-2 に、アプライアンスがサポートする Web ブラウザを示します。
表 1-2

アプライアンスによってサポートされる Web ブラウザ

Web ブラウザ

サポートされるバージョン

注意

Microsoft Internet
Explorer

9.0 以降

IE 9.0 以降のバージョンでは、
NetBackup アプライアンス Web コ
ンソールにアクセスするとセキュリティ
証明書の警告のページが表示され
る場合があります。［このサイトの閲
覧を続行する (推奨されません)］を
選択し、コンソールにアクセスしま
す。

メモ: IE 8.x はサポートされません。

Internet Explorer 9 以降の互換性
モードでは、アプライアンスの Web
コンソールは表示されません。ブラウ
ザのツール > 互換表示設定メニュー
を使って、［すべての Web サイトを
互換表示で表示する］チェックボック
スのチェックマークをはずし、アプラ
イアンスの Web コンソールを表示し
ます。
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Web ブラウザ

サポートされるバージョン

注意

Mozilla Firefox

21.0 以上

Mozilla Firefox では、NetBackup

メモ: 前のバージョンの Firefox を使 アプライアンス Web コンソールにア
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。

クセスすると［Untrusted
Connection］ページが表示される場
合があります。
p.17 の 「Mozilla Firefox の
［Untrusted Connection］ページの
無効化」 を参照してください。

Mozilla Firefox の［Untrusted Connection］ページの無効化
Mozilla Firefox で NetBackup アプライアンス Web コンソールにアクセスすると、次の
［Untrusted Connection］ページが表示される場合があります。

この場合は、［Get me out of here］をクリックして Mozilla Firefox のスタートページに移
動するか、［Add Exception］をクリックして (［I Understand the Risks］セクションを展開
した場合)、このページを永続的に無効にします。
メモ: これらのオプションが表示されない場合、安全な Web サイトを表示する方法につい
てのブラウザのヘルプを参照してください。
Mozilla Firefox の［Untrusted Connection］ページを無効にする方法

1

［Untrusted Connection］ページで、［I Understand the Risks］セクションを展開し、
［Add Exception］をクリックします。

2

［Add Security Exception］ダイアログボックスで、［Get Certificate］をクリックします。
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3

この例外を永続的にするには、［Permanently store this exception］オプションに
チェックマークを付けます。デフォルトでは、このオプションにチェックマークが付い
ています。

4

［Confirm Security Exception］をクリックします。

5

ブラウザを再起動して変更を有効にします。

Appliance コンソールのコンポーネントについて
このセクションでは、Appliance コンソールで利用可能なペインとナビゲーションの機能
について説明します。 コンソールは、Web ブラウザを使用して表示できます。

タイトルバーのリンクの使用について
NetBackup アプライアンス Web コンソールのタイトルバーの［接続先 (Connect To)］の
値には、アプライアンス名、5200、5220、5230 のようなプラットフォーム、構成された役
割が表示されます。アプライアンスがメディアサーバーとして構成されている場合、接続
されているマスターサーバーも表示されます。
例: ［接続先 (Connect To)］: Master 5220: nb-appliance
この場合、アプライアンスのホスト名は nb-appliance であり、これはマスターサーバーと
して構成された 5220 アプライアンスです。
例: ［接続先 (Connect To)］: Media 5230: nb-appliance | Master: app-master
この場合、アプライアンスのホスト名は nb-appliance であり、これはメディアサーバーとし
て構成された 5230 アプライアンスです。app-master という名前のマスターサーバーに
接続されています。
タイトルバーの右側に、［ようこそ [admin] (Welcome [admin])]などのテキストが表示され
ることがあります。ここで admin は、NetBackup アプライアンス Web コンソールにログオ
ンしているユーザー名です。
以下のタスクでは、コンソール上部のタイトルバーにあるリンクを使うことができます。
■

オンラインヘルプにアクセスするには、? をクリックします。アプライアンスには、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 を利用すると、よ
り大きなアプライアンスコンテンツセットを検索することができます。さらに、同じ
SymHelp ウィンドウから、NetBackup のマニュアルを検索できます。
オンラインヘルプの詳細が入手できます。
p.19 の 「ヘルプへのアクセスと使用」 を参照してください。

■

NetBackup アプライアンス Web コンソールから接続解除してセッションを終了する
には、[ログアウト (Logout)]をクリックします。
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■

Applianceの製品バージョンと著作権情報を表示するには、［バージョン情報 (About)］
をクリックします。

ヘルプへのアクセスと使用
NetBackup Appliance 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、より大きなアプライアンスコンテンツセットを検索することがで
きます。SymHelp には、『NetBackup Appliance 管理者ガイド』、『トラブルシューティ
ングガイド』、『コマンドガイド』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』、『トラブルシューティングガイド』、
『コマンドガイド』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 管理コンソールのヘル
プ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。
メモ: NetBackup Appliance 2.6.0.x では、SymHelp に Appliance 2.6.0.x のドキュ
メントおよび NetBackup 7.6 管理コンソールのヘルプの内容が含まれています。

図 1-1 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 1-1

SymHelp のサンプルビュー

図 1-2

Symhelp の機能を参照

製品フィルタでア
プライアンスと
NetBackup を
選択します。
検索ボックス
にテキストを
入力します。
アプライアンスと
NetBackup の内容の
検索結果が表示され
ます。

［参照］をクリッ
クします

アプライアンスと
NetBackup の目次が
表示されます。

SymHelp にアクセスして使う方法

1

NetBackup アプライアンス Web コンソールの右上にある［?］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

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。
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3

オンラインで送信される更新されたマニュアルの内容を表示するには、インターネッ
トに接続し、［オンラインサポート情報の検索を含める (Include online search)］に
チェックマークを付ける必要があります。

4

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 管理コ
ンソールのヘルプ (NetBackup Administration Console Help)］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。
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また左側の［参照 (Browse)］をクリックしてアプライアンスおよび NetBackup の目次
を表示することもできます。

Web ブラウザのブックマークの使用について
Web ブラウザを使用して、Appliance コンソールの任意のビューのブックマークを追加
し、必要に応じてそのビューに戻ることができます。
コンソールに再度ログオンする時にブックマークを使用して同じビューに戻ることができま
す。

クロスサイトリクエストフォージェリ（CSRF）の防止
Symantec NetBackup Appliance には、アプライアンスのセキュリティを改善するための
さまざまな機能が導入されています。バージョン 2.6.0.2 から実装されるようになったその
ような機能の 1 つは、同期トークンパターンの使用による NetBackup アプライアンス Web
コンソールでの CSRF（クロスサイトリクエストフォージェリ）の防止です。NetBackup アプ
ライアンス Web コンソールの Web ページを表示するために実行される各要求は、一意
の CSRF セキュリティトークンによって保護されます。
つまり、NetBackup アプライアンス Web コンソールにログオンするたびに新しいセッショ
ンが作成され、それに応じて新しいセキュリティトークンがそのセッションに関連付けられ
ます。セキュリティトークンとの矛盾があれば、次の CSRF エラーページが表示されます。
For security reasons, access to the appliance page destination
is denied.
Access is not allowed from an external link or from a bookmarked URL.
To access the appliance page, you must first log out of the appliance and
then log in again.
Click ? for more information.
■

現在 NetBackup アプライアンス Web コンソールにログオンしており、新しいタブか
ら新しいセッションを開始しようとすると、その新しいセッションのみが有効でアクティ
ブと見なされます。以前のセッションで何らかのタスクを実行すると、CSRF エラーペー
ジが表示される可能性があります。
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■

誤ったセキュリティトークン、ブックマークされた古いトークン、同じセッションのサー
バーサイドトークンに一致しない変更されたトークンを持つページにアクセスしようと
すると、CSRF エラーページが表示されます。

p.22 の 「NetBackup 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」 を参
照してください。

NetBackup 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
ログインページには、ログインクレデンシャルを入力するフィールドが用意され、次のリン
クおよび情報が表示されます。
セクション

説明

製品情報 (Product Information) このセクションでは、NetBackup アプライアンスの情報およびド
キュメントにアクセスできる次のリンクを提供します。
■

バージョン 2.6.x の新機能 (What is new in Version 2.6.x?)

■

リリースノート (Release Notes)

■

Administrator's Guide (管理者ガイド)

■

ハードウェアのインストールと初期構成ガイド (Hardware
Installation and Initial Configuration Guide)
互換性リストの表示 (View Compatibility Lists)

■
■

SORT (Symantec Operational Readiness Tools) の表示
(View Symantec Operational Readines Tools (SORT))
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セクション

説明

パッケージのダウンロード
(Download Packages)

このセクションでは、アプライアンスに格納されている NetBackup
クライアントパッケージの中に、クライアントにインストールできる
ものがあるかどうかを示します。クライアントパッケージには
NetBackup 管理コンソールも含まれます。一覧表示されたすべ
てのクライアントパッケージをインストールするように選択するか、
またはインストールする特定のパッケージを選択することができ
ます。
クライアントパッケージのダウンロードに関する以下の重要なポ
イントに注意してください。
■

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 アプライアンス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、アプライアンスの更新リリースが公開され
ているのと同じシマンテック社のサポートサイトで公開されま
す。アプライアンスに格納されているクライアントのバージョン
は、アプライアンスに現在インストールされている NetBackup
バージョンと一致していなくてもかまいません。
クライアントパッケージがアプライアンス上にない場合に、ダ
ウンロードするように選択すると、次のメッセージが表示され
ます。
No packages found.

■

■

クライアントパッケージをダウンロードしてアプライアンスに格
納する場合は、『Symantec NetBackup Appliance 管理者
ガイド』を参照してください。 トピック「NetBackup のアプライ
アンスへのクライアントのダウンロード」を参照してください。
NetBackup 管理コンソールクライアントをインストールするに
は、最初に Windows クライアントのパッケージをダウンロー
ドする必要があります。 このクライアントは、NetBackup 管理
コンソールにアクセスするために必要となります。
vCentre プラグインをインストールして、仮想マシンのバック
アップの監視と、バックアップからの仮想マシンのリカバリに
vSphere クライアントを使うことができます。
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セクション

説明

推奨ブラウザ (Browser
Recommendation)

このセクションは、Symantec NetBackup アプライアンス Web
コンソールがブラウザをサポートするかどうかについて検証して
確認を表示します。
Symantec NetBackup アプライアンス Web コンソールは
Internet Explorer バージョン 9.0 以降、および Mozilla Firefox
バージョン 21.0 以降をサポートします。

メモ: Symantec NetBackup アプライアンス Web コンソールは
Microsoft Internet Explorer 9 以降の互換モードでは表示でき
ません。ブラウザの［ツール］>［互換表示設定］メニューを使っ
て、［すべての Web サイトを互換表示で表示する］チェックボッ
クスのチェックマークをはずし、NetBackup アプライアンス Web
コンソールを表示します。

Symantec NetBackup アプライアンス Web コンソールにログオンするには

1

次の URL を Web ブラウザに入力します。
https://ip|hostname/appliance
アプライアンスの IP またはホスト名をこの URL で使います。ホスト名は、アプライア
ンスに割り当てられた、ネットワーク内でデバイスを識別するためのラベルです。
メモ: Internet Explorer 9.0 以上を使って NetBackup アプライアンス 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
の警告が表示されます。［このサイトの閲覧を続行する (推奨されません) (Continue
to this website (not recommended))］を選択し、アプライアンスにログインします。
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に表
示されません。
ブラウザは、Symantec NetBackup アプライアンス Web コンソールのログインペー
ジを表示します。
メモ: アプライアンスの初期構成が進行中の場合は、NetBackup アプライアンス Web
コンソールの新しいインスタンスの実行を試行しないでください。アプライアンスにロ
グオンできず、ログインに失敗します。

2

［ユーザー名 (Username)］フィールドにユーザー名を入力します。デフォルトのユー
ザー名は admin です。
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3

［パスワード (Password)］フィールドにパスワードを入力します。デフォルトのユー
ザーパスワードは P@ssw0rd (0 は数字のゼロ) です。
メモ: 新しいアプライアンスが構成されると、ユーザーとして登録され、登録済みの電
子メール ID にユーザー名とパスワードが送信されます。

4

［言語 (Language)］ドロップダウンリストから優先する言語を選択します。選択した言
語に基づいて、NetBackup アプライアンス 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 アプライアンス 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推奨します。NetBackup アプライアンス Web
コンソールで選択する言語がシステムロケールと同じでない場合は、まず以下の方
法でロケールを変更します。
システムロケールを変更す 詳細
るには
1. システムのロケールを参照
する

シェルメニューにログオンし、Settings> SystemLocale
List language_code を実行します。
例: 日本語で利用可能なロケールを参照するには、
Settings> SystemLocale List ja を実行します。
以下のロケールを表示できます。
■

ja_JP.UTF-8

■

ja_JP.eucJP

■

ja_JP.eucjp

■

ja_JP.shiftjisx0213

■

ja_JP.sjis

■

ja_JP.utf8

2. 優先ロケールとその形式の Settings > SystemLocale Set language_code
設定
コマンドを実行します。
例: アプライアンスに ja_JP.UTF-8 ロケールを設定するに
は、Settings> SystemLocale Set ja_JP.UTF-8
を実行します。
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メモ: システムロケールの言語と異なる言語を NetBackup アプライアンス Web コン
ソールで選択すると、NetBackup アプライアンス Web コンソールで 2 つの言語が
混ざって使われる可能性があります。

5

［ログイン (Login)］をクリックします。
アプライアンスは次のどちらかを表示します。
■

初期構成のセットアップ - アプライアンスに初めてログインする場合は、初期構
成の実行とアプライアンスのセットアップが要求されます。 詳しくは、『Symantec
NetBackup Initial Configuration Guide』を参照してください。
メモ: ISO のインストール後にアプライアンスの NetBackup のライセンスキーが
期限切れになった場合、初期構成を続けます。30 日間有効な一時ライセンス
キーが生成されます。一時ライセンスキーが期限切れになる前に恒久ライセンス
キーを追加することを推奨します。

■

Symantec NetBackup Appliance のホームページ - アプライアンスが正しく構
成されると、［ホーム (Home)］ページが表示されます。［ホーム (Home)］ページ
に関する詳しい情報を参照できます。
p.27 の 「NetBackup Appliance のホームページ」 を参照してください。

メモ: 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、NetBackup アプライアンス Web コンソールの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済みサイトの
リストを構成し、セキュリティレベルを下げます。
表 1-3 は、ログインエラーが起きる理由の一覧表です。
ログイン失敗のトラブルシューティング

表 1-3
エラーメッセージ

原因

User authentication
■
failed. Please enter valid
user name and password.
If problem persists
■
contact your System
Administrator.

トラブルシューティング

提供されたユーザー名と ■
パスワードが正しくありま
せん。
■
認証サーバーが応答しま
せん。

正しいユーザー名とパスワードを入力したことを確
認します。
エラーが再度発生したらシステム管理者に連絡して
ください。
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エラーメッセージ

原因

Login was
unsuccessful,
click ? for details.

■

■

トラブルシューティング

アプライアンスで初期構 ■
成が進行中のときに、
NetBackup アプライアン
ス Web コンソールの新し ■
いインスタンスへのログオ
ンを試行しました。
予想外のエラーが発生し
ました。

NetBackup アプライアンス Web コンソールの複数
のインスタンスを使って単一のアプライアンスにログ
オンしないようにします。
UI のログを表示して、例外スタックを表示し、プログ
ラム上のすべてのステートメントを追跡します。次の
場所で UI のログを見つけることができます。
/opt/SYMCnbappws/webserver/logs

The connection
has timed out

Web サーバーが応答しない 詳しくはシステム管理者に問い合わせてください。
場合、ログインページは表示
されません。

Unable to connect

Web サーバーがシャットダウ 詳しくはシステム管理者に問い合わせてください。
ンしました。

NetBackup Appliance のホームページ
アプライアンスにログインすると、［Symantec NetBackup アプライアンス Web コンソー
ルへようこそ (Welcome to Symantec NetBackup アプライアンス Web コンソール)］ホー
ムページが表示されます。このページは、アプライアンスの役割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。すべての重要なコンポーネントの
状態が図で表示され、アプライアンスが正常に機能しているかどうかを確認できます。
各要素をクリックすると追加情報が表示され、さらに状態を監視することができます。次の
表で、このホームページの各要素について詳しく説明します。
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表 1-4

ホームページの説明

要素

表示される内容

ストレージ
(Storage)

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。

実行できる内容

ページへのリンク

利用可能なストレージ領域を確認できま 管理 (Manage) > ス
す。ストレージ領域が最大限に使われて トレージ (Storage)
いる場合は、必要な手順を実行できま
p.70 の 「管理
す。
(Manage) > ストレー
ストレージシステム内の使用済み領域と使用
ジ (Storage) > パー
可能領域が表示され、次のように計算されま
ティション
す。
(Partitions)」 を参照
してください。
■ 使用可能 = 構成済みパーティションす
べての利用可能な領域の合計。
■ 使用済み = 構成済みパーティションす
べての使用済み領域の合計。
アプライアンスにログインすると、ホームペー
ジに［使用済み (Used)］と［利用可能
(Available)］のストレージ領域の状態が表示
されます。

通知
アプライアンスの最新の通知を表示します。 次を確認します。
(Notifications) これらの通知には以下のものが含まれます。
■ シマンテック社のサポートサイトから
■ アプライアンスで利用できる最新のソフト
利用可能な最新のソフトウェアアッ
ウェアの更新。 サポートサイトから入手で
プグレード
きる新しいソフトウェアの更新が表示され ■ コールホームが機能するかどうか
ます。
■ コールホームサーバーの接続の状態
ハードウェア
(Hardware)

管理 (Manage) > ソ
フトウェアの更新
(Software Updates)
詳しくは、

監視されているすべてのハードウェアデバイ ハードウェアが実行中かどうかと、エラー 監視 (Monitor) >
スのパフォーマンスが表示されます。
が検出されたかどうかを確認できます。 ハードウェア
(Hardware)
ハードウェアコンポーネントが誤動作し
ている場合、エラーメッセージが表示さ 詳しくは、p.40 の
れます。
「［監視 (Monitor)］>
［ハードウェア
(Hardware)］>［健全
性の詳細 (Health
details)］」 を参照して
ください。
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要素

表示される内容

実行できる内容

ページへのリンク

重複排除の概 すべてのメディアサーバーでこれまでに作成 重複排除を使ってバックアップされた
略
されたすべてのバックアップに関する現在の データの品質を確認できます。重複排
(Deduplication 重複排除率が表示されます。
除率が低いほど、重複排除を使って格
Summary)
納されているデータの量が少ないことを
意味します。

この要素は特定の
ページにリンクされま
せん。重複排除パラ
メータの設定方法に
ついては、p.111 の
「重複排除ソリュー
重複排除率 = バックアップされた合計
ションの構成につい
バイト数 (重複排除なし) / 変更されて
て」 を参照してくださ
バックアップされたバイト数 (重複排除あ
い。
り)

Symantec NetBackup アプライアンス 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 を指すリンクを含む展開可能なフッ
ターが表示されます。 このフッターは、NetBackup アプライアンス Web コンソールのす
べてのページで表示されます。フッターに表示されている下向きの矢印をクリックするだ
けでフッターの内容が表示されます。

アプライアンスの共通のタスク
次の表は、アプライアンスで共通のタスクを実行する方法へのクイックリンクを示していま
す。
表 1-5

アプライアンスの共通のタスクへのクイックリンク

アプライアンス タスク
の機能
監視

参照するトピック

ハードウェア、サービス、SCSP p.34 の 「［監視 (Monitor)］ > ［ハードウェア
(Symantec Critical System (Hardware)］オプション」 を参照してください。
Protection) エージェントの監
p.34 の 「ハードウェアの監視およびアラートに
視
ついて」 を参照してください。
p.46 の 「Symantec Critical System
Protection について」 を参照してください。
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アプライアンス タスク
の機能

参照するトピック

アプライアンスの アプライアンスのデータバッファ p.111 の 「重複排除ソリューションの構成につ
管理
と重複排除設定の構成
いて」 を参照してください。
ライセンスキーの追加または削 p.106 の 「データバッファのパラメータの構成」
除
を参照してください。
移行ユーティリティの実行
ソフトウェアの更新の管理
ストレージ管理

p.147 の 「移行ユーティリティについて」 を参照
してください。

パーティションのサイズ変更ま p.67 の 「ストレージの構成概要」 を参照してく
たは移動
ださい。
ディスクの状態の表示とディス p.70 の 「管理 (Manage) > ストレージ
クの追加または削除
(Storage) > パーティション (Partitions)」 を参
照してください。
ディスクのパーティション配分
の表示
p.87 の 「管理 (Manage) > ストレージ
(Storage) > ディスク (Disks)」 を参照してくだ
さい。

アプライアンスの チェックポイントの作成
p.116 の 「 管理 (Manage) > アプライアンスの
リストア
リストア (Appliance Restore)」 を参照してくだ
チェックポイントへのロールバッ
さい。
ク
出荷時設定へのリセットの実行
アプライアンス設 警告とコールホーム
定の構成
ネットワーク

p.189 の 「アプライアンス設定の変更について」
を参照してください。

日付と時刻
LDAP サーバーの構成
パスワード管理
トラブルシュー
ティング

アプライアンス問題のトラブル p.255 の 「アプライアンス診断センターでのア
シューティング
プライアンスのトラブルシューティングとチュー
ニング」 を参照してください。

NetBackup Appliance のマニュアルについて
次に挙げるマニュアルを参照すると、アプライアンスの正常なインストール、設定、使用に
役立ちます。 これらすべてのマニュアルは、次の URL でアクセスできるシマンテック社
のサポート Web サイトで入手できます。
http://www.symantec.com/docs/DOC2792
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表 1-6

NetBackup Appliance のマニュアル

ガイド

説明

Symantec NetBackup™ Appliance このガイドは次の情報を提供します。
ハードウェアの取り付けと初期構成
■ アプライアンスハードウェアの物理的なレイアウトの紹介。
ガイド
■ 開梱の手順、環境条件、安全上の注意事項などの設置
準備手順。
■ ハードウェア構成手順
このセクションは、ラックにアプライアンスを設置し、アプ
ライアンスケーブルを接続するために必要な手順につい
て説明します。
■ ソフトウェア構成手順
このセクションは、NetBackup アプライアンス Web コン
ソールから、または NetBackup Appliance シェルメニュー
からの構成プロセスについて説明します。
Symantec NetBackup™ Appliance 『Symantec NetBackup™ Appliance 管理者ガイド』には次
管理者ガイド
の種類の情報が記載されています。
■

配備情報

■

アプライアンスの管理

■

監視情報

Symantec NetBackup™ Appliance 『Symantec NetBackup™ Appliance コマンドリファレンス
コマンドリファレンスガイド
ガイド』には、NetBackup Appliance シェルメニューから使う
ことができるコマンド一覧が掲載されています。
Symantec NetBackup Appliance
リリースノート

このマニュアルでは、NetBackup Appliance のバージョン
2.6.0.4 について説明しています。リリース中の新機能に関
する簡単な説明、リリース更新に適用される操作の注意、既
知の問題が含まれます。

Symantec NetBackup Appliance
トラブルシューティングガイド

このマニュアルには NetBackup Appliance に関する最新
のトラブルシューティング情報が記載されています。

Symantec NetBackup 容量計画と この文書には、NetBackup Appliance およびバックアップ
パフォーマンスチューニングガイド 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。
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。
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ガイド

説明

Symantec NetBackup Appliance
Third-party Legal Notices

『Symantec NetBackup Appliance Third-party Legal
Notices』のマニュアルはこの製品に含まれているサードパー
ティソフトウェアをリストし、サードパーティソフトウェアの属性
を記載しています。
このマニュアルは次の Web サイトから利用可能です。
http://www.symantec.com/about/profile/policies/eulas/

アプライアンスハードウェアについて詳しくは、次のマニュアルを参照してください。
■

Symantec NetBackup 5220 アプライアンスと Symantec Storage Shelf 製品説明

■

Symantec NetBackup 5230 アプライアンスと Symantec Storage Shelf 製品説明

■

Symantec NetBackup 5220 アプライアンスと Symantec Storage Shelf 安全とメン
テナンスガイド

■

Symantec NetBackup 5230 アプライアンスと Symantec Storage Shelf 安全とメン
テナンスガイド
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2
NetBackup Appliance の監
視
この章では以下の項目について説明しています。
■

NetBackup Appliance の監視について

■

ハードウェアの監視およびアラートについて

■

Symantec Critical System Protection について

NetBackup Appliance の監視について
アプライアンスの構成が正常に完了した後は、2 つのユーザーインターフェース (Symantec
NetBackup アプライアンス Web コンソールとアプライアンスのシェルメニュー) のどちら
を使っても NetBackup Appliance を監視することができます。NetBackup アプライアン
ス Web コンソールの［監視 (Monitor)］メニューを使用して、アプライアンス内の次のコン
ポーネントの表示と監視を行うことができます。
表 2-1 では、監視メニューで監視できるコンポーネントについて説明します。
表 2-1

［監視 (Monitor)］タブ

監視

できること

トピック

ハードウェア

ハードウェア、ストレージデバイス、それらとと関 p.34 の 「ハードウェアの監視お
連付けられているすべてのコンポーネントを監 よびアラートについて」 を参照し
視します。
てください。
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監視

できること

トピック

SCSP 監査の SCSP (Symantec Critical System Protection) p.46 の 「Symantec Critical
表示
のエージェントを監視します。SCSP のエージェ System Protection について」
ントのインストールと構成は、アプライアンスの初 を参照してください。
期構成時に行われます。このエージェントによ
り、使用しているアプライアンスの監査ログが確
実に SCSP サーバーに送信され、そこで認証
と検証が行われます。

ハードウェアの監視およびアラートについて
アプライアンスにはハードウェアの問題について自身を監視する機能があります。注意を
必要とする問題を検出した場合、次の通知のしくみを使うことができます。
■

NetBackup アプライアンス Web コンソールからのハードウェアの監視とアラート。
p.34 の 「［監視 (Monitor)］ > ［ハードウェア (Hardware)］オプション」 を参照してく
ださい。

■

ローカル管理者への電子メール送信。
p.45 の 「NetBackup Appliance からの電子メール通知について」 を参照してくださ
い。

■

SNMP マネージャへのアラート送信。
p.196 の 「SNMP について」 を参照してください。

■

コールホームを使用したシマンテック社への通知送信。
p.197 の 「コールホームについて」 を参照してください。

シマンテック社はハードウェアのアラートメッセージを毎日確認することを推奨します。
また、NetBackup Appliance シェルメニューを使用して Monitor > Hardware
ShowHealth コマンドを実行し、アプライアンスのハードウェア健全性の詳細を調べること
ができます。

［監視 (Monitor)］ > ［ハードウェア (Hardware)］オプション
アプライアンスが正しく動作するためには、アプライアンスのハードウェアコンポーネント
を監視することが重要です。
NetBackup アプライアンス Web コンソールの［監視 (Monitor)］ > ［ハードウェア
(Hardware)］ページでハードウェア、ストレージデバイス、それらに関連付けられているす
べてのコンポーネントを監視できます。ハードウェア監視を使って、次の表に一覧表示さ
れているアプライアンスハードウェアとストレージコンポーネントを監視できます。
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表 2-2

52xx アプライアンスで監視するハードウェアコンポーネント

アプライアンス

ディスク、RAID、ファン、電源、CPU、温度、ファイバーチャネル HBA、
PCI、ネットワークカード、アダプタ

ストレージシェルフ

ディスク、ファン、電源、温度

図 2-1

52xx シリーズのアプライアンスで監視するハードウェアコンポーネン
ト

NetBackup アプライアンス Web コンソールの［監視 (Monitor)］、［ハードウェア
(Hardware)］ページで次の方法でアプライアンスハードウェアを監視できます。
■

全体的なハードウェアエラーの概略の表示
［監視 (Monitor)］、［ハードウェア (Hardware)］ページの左ペインには、アプライアン
スとストレージコンポーネントが表示されます。 右ペインには、アプライアンスとストレー
ジの［ハードウェア健全性エラーの概略 (Hardware Health Error Summary)］が表
示されます。 表示される情報は、最後のコールホームハートビートから生成されます。
［監視データを更新 (Update Monitoring Data)］をクリックすると、全体的なハードウェ
アエラーの概略に関する最新の情報が表示されます。

■

エラーまたは警告の解釈
アプライアンスのハードウェアコンポーネントのいずれかでエラーや警告がレポートさ
れると、コンポーネントアイコンがハイライトされ、数値が示されます。ハードウェアアイ
コンが赤でハイライトされた場合はエラー状態であることを示し、黄色でハイライトされ
た場合は警告を示します。数値はハードウェアコンポーネントで起きたエラーまたは
警告の数を示します。
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ハードウェアの健全性状態について詳しい情報を表示するには、ハードウェアコン
ポーネントのアイコンをクリックします。ハードウェアコンポーネントをクリックするとポッ
プアップウィンドウが開き、ハードウェアコンポーネントの健全性状態についての情報
が表示されます。
■

エラーまたは警告の確認
ハードウェアコンポーネントにハードウェアの状態のエラーまたは警告メッセージが表
示されると、アプライアンスはエラー通知を一定の間隔で送信します。 これらのエラー
通知はエラーまたは警告を確認すると、問題が解決するまで抑止できます。問題が
解決された後、エラーまたは警告は自動的に消去されます。

次の表に、アプライアンスとストレージシェルフのハードウェアコンポーネントとその属性を
示します。
表 2-3

監視するアプライアンスのハードウェア

監視するハードウェア

収集するデータのサンプル

CPU

■

状態 (Status) - OK

■

電圧 (Voltage) - 0.78 V

■

低水準点 (Low watermark) - 0.55 V

■

高水準点 (High watermark) - 1.51 V

■

［ビーコン (Beacon)］ -点灯 (緑)

■

スロット番号 (Slot number) - 0

■

状態 (Status) -オンライン、スピンアップ

■

外部の状態 (Foreign State) - なし

■

ファームウェアバージョン (Firmware version) - 0002

■

シリアル番号 (Serial number) - Z1N2BM45

■

容量 (Capacity) - 930.390 GB

■

形式 (Type) - SAS

■

エンクロージャ ID (Enclosure ID) - 252

■

名前 (Name) -システムファン 3

■

状態 (Status) - OK

■

速度 (Speed) - 9653.00 rpm

■

低水準点 (Low watermark) - 1715.00 rpm

■

状態 (Status) - AC 電源がオフ

■

ワット数 (Wattage) - 0.00 W

■

高水準点 (High watermark) - 920.00 W

ディスク

ファン

電源
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監視するハードウェア

収集するデータのサンプル

RAID

■

室温

■

WWID - 600605B00493CC201A1D11F6CB7B99A2
RAID テーブルの WWID はディスクの一意のデバイス ID
です。RAID テーブルの WWID をクリックすると、
NetBackup アプライアンス Web コンソールの［管理
(Manage)］、［ストレージ (Storage)］ページの［ディスク
(Disk)］タブに移動します。 コンソールでは、クリックした
WWID に対応するディスクがハイライトされます。 ［管理
(Manage)］、［ストレージ (Storage)］ページでハイライトさ
れたディスク ID (または WWID) をクリックすると、［RAID
ステータスの詳細 (RAID status details)］ウィンドウが開き
ます。 RAID 詳細ウィンドウには RAID とハイライトされてい
るストレージディスクに関する状態情報が表示されます。
名前 (Name) - VD-0

■

状態 (Status) - 最適

■

容量 (Capacity) - 35.469 TB

■

形式 (Type) - RAID-6

■

■

ディスク (Disks) - 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、
13、14、16
書き込みポリシー (Write policy) - 書き戻し

■

エンクロージャ ID (Enclosure ID) - 24

■

すべての利用可能なホットスペア (All hot spares available)
- はい

■

形式 (Type) - 排気口の温度
温度の形式は吸気口の温度、排気口の温度、P1 温度差、
P2 温度差にできます。 これらはアプライアンスの温度を監
視する温度センサーです。

メモ: P1 温度差と P2 温度差を読み込むと負の値で表示
されます。 負の値は CPU が最大耐熱温度 (℃) にあと何
度で達するかを示します。 これらのセンサーの低水準点と
高水準点はそれぞれ -15℃ 、-128℃ です。
■

値 (Value) - 44.00℃

■

低水準点 (Low watermark) - 0.00℃

■

高水準点 (High watermark) - 85.00℃
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監視するハードウェア

収集するデータのサンプル

アダプタ

■

PCI

ファイバーチャネル HBA

■

アダプタモデル (Adapter model) - Intel® Integrated RAID
Module RMS25CB080
アダプタの状態 (Adapter Status) - OK

■

BBU の状態 (BBU Status) - OK

■

■

BBU 学習サイクルがアクティブ (BBU Learn Cycle active)
- N/A
チャージ (Charge) - 65 %

■

チャージの状態 (Charging status) - なし

■

電圧 (Voltage) - OK

■

温度 (Temperature) - OK

■

製造日 (Manufacturing date) - 2013 年 5 月 27 日

■

スロット (Slot) - 1

■

詳細 (Details) - RAID バスコントローラ

■

状態 (Status) - オンライン

■

モード (Mode) - イニシエータ

メモ: SAN クライアントファイバートランスポートのメディア
サーバーがアクティブな場合は、イニシエータ* モードとい
うマークが付いたファイバーチャネル HBA ポートをターゲッ
トモードに設定することを示します。 ただし、これらのポート
が現在イニシエータモードで実行されているのは、SAN ク
ライアントが無効または非アクティブであることを意味しま
す。

ネットワークカード (Network
Card)

■

PCI スロット (PCI Slot) - Slot2

■

■

ワールドワイドポート名 (World wide port name) 21:00:00:24:FF:44:11:8E
速度 (Speed) - 8 Gbit/秒

■

リモートポート (Remote Port) - 0x21000024ff3b0618

■

ポート名 (Port name) - eth2

■

カードモデル (Card model) - ベースボード

■

シリアル番号 (Serial number) - 8e-22-59-ff-ff-67-1e-00

■

速度 (Speed) - 1 Gb/秒

■

MAC アドレス (MAC address) - 00:1E:67:59:22:90

■

リンクの状態 (Link state) - 接続済み
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監視するハードウェア

収集するデータのサンプル

パーティション情報 (Partition
Information)*

■

パーティション (Partition) - AdvancedDisk

■

合計 (Total) - 1 TB

■

使用済み (Used) - 1 %

メモ: MSDP パーティションでは、［使用済み (Used)］領域
に表示される値は MSDP パーティションで使用できる、ま
たは使われるバックアップ領域と異なる場合があります。
MSDP パーティションのバックアップ領域の統計は、
NetBackup 管理コンソールから MSDP ディスクプールサ
イズを調べて取得することができます。

MSDP*

■

状態 (Status) - 最適

■

キューのサイズ (Queue Size) - 6785

■

最も古い TLog 作成日 (Oldest TLog Creation Date) 2013 年 8 月 22 日木曜日午前 1 時 3 分 38 秒

* このオプションは、NetBackup Appliance のシェルメニュー（［メイン (Main)］、［監視
(Monitor)］、［ハードウェア (Hardware)］コマンド）だけで使えます。 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。
表 2-4

監視する 52xx ストレージシェルフのハードウェア

監視するハードウェア

収集するデータのサンプル

ディスク

■

ビーコン (Beacon) - 緑色

■

スロット番号 (Slot No) - 1

■

状態 (Status) - 未設定 (良好)、スピンダウン

■

容量 (Capacity) - 2.727 TB

■

ファームウェアバージョン (Firmware version) - A222

■

シリアル番号 (Serial number) - YVHAGBAD

■

外部の状態 (Foreign state) - なし

■

形式 (Type) - SAS

■

ストレージシェルフ ID (Storage shelf ID) - 24

■

状態 (Status) - デバイスが存在する

■

速度 (Speed) - 3360 rpm

■

低水準点 (Low watermark) - 2000 rpm

■

状態 (Status) - 存在を検出

ファン

電源
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監視するハードウェア

収集するデータのサンプル

室温

■

形式 (Type) - バックプレーンの温度 2
温度監視には、ストレージシェルフにある次の温度センサー
が含まれます。
■ I/O モジュール (1)
■

I/O モジュール (2)

■

I/O モジュール 2 (1)

■

I/O モジュール 2 (2)

■

バックプレーン 1

■

バックプレーン 2

■

PSU1(1)

■

PSU1 (2)

■

PSU2(1)

■

PSU2 (2)

■

値 (Value) - 27℃

■

高水準点 (High watermark) - 51 ℃

［監視 (Monitor)］>［ハードウェア (Hardware)］>［健全性の詳細 (Health
details)］
NetBackup アプライアンス Web コンソールの［監視 (Monitor)］ > ［ハードウェア
(Hardware)］の［健全性の詳細 (Health details)］ページからアプライアンスハードウェア
の詳しい健全性状態を取得できます。
［監視 (Monitor)］ > ［ハードウェア (Hardware)］ページの左ペインには、アプライアンス
とストレージが一覧表示されます。右ペインには、ハードウェアコンポーネントの全体的な
エラー概略が表示されます。
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図 2-2

52xx アプライアンスのハードウェア健全性の詳細

左ペインの［アプライアンス (Appliance)］に一覧表示されたアプライアンスをクリックする
と、［ハードウェアの健全性の詳細 (Hardware health details)］ページが図 2-2に示すよ
うに表示されます。［ハードウェアの健全性の詳細 (Hardware health details)］ページ
に、アプライアンスとアプライアンスに接続されたストレージシェルフの健全性の詳細が表
示されます。コンポーネントのハードウェア健全性の詳しい情報を取得するには、［アプラ
イアンス (Appliance)］アイコンまたは［ストレージシェルフ (Storage Shelf)］アイコンをク
リックします。 アイコンをクリックすると、選択したデバイスの詳しい情報を表示するポップ
アップウィンドウが開きます。
［ストレージシェルフの詳細 (Storage Shelf details)］ポップアップにディスク、ファン、電
源、温度の情報が一覧表示されます。
ストレージシェルフの基本ディスクおよび拡張ディスクには、点灯するビーコンが付いて
います。ビーコンはストレージシェルフ内のディスクを見つけるのに便利です。ビーコンを
使うと、置換が必要なディスクを識別できます。
■

ディスクドライブの［ビーコン (Beacon)］アイコンをクリックすると、次のメッセージがディ
スク情報テーブルの最上部に表示されます。
Enter the duration (from 1 to 300) for which the disk drive
light should flash: (in minutes)

41

第 2 章 NetBackup Appliance の監視
ハードウェアの監視およびアラートについて

■

ディスクのビーコンライトを点灯する時間を指定する必要があります。 時間 (分) を入
力した後、［ビーコンの開始 (Start Beacon)］をクリックします。

■

この処理を行うと、ストレージシェルフにある選択済みディスクのビーコンが点灯しま
す。 NetBackup アプライアンス Web コンソールの［ビーコン (Beacon)］アイコンが
緑色に点灯している場合は、処理が完了したことを示します。 ビーコンが赤色に点灯
している場合は、処理が完了できなかったことを示します。

■

ビーコンのアイコンをマウスで指すと状態が表示されます。
メモ: ディスクドライブの数が 6 を超えている場合は、複数のディスクドライブでビーコ
ンを即座に開始することができません。
複数のディスクデビーコンを開始すると、最初の 6 つのディスクドライブのみ即座に
点灯し、残りはキューに残ります。たとえば、ドライブ 0 から 9 でビーコンを開始する
と、ドライブ 0 から 5 が即座に点灯します。ただし、ドライブ 6 から 8 は待ち行列に残
り、ドライブ 0 から 5 が点灯を停止するまで待機します。

［アプライアンスの詳細 (Appliance details)］ポップアップを使うと、各種ハードウェアコン
ポーネントの詳細とともにアプライアンスのシリアル番号がわかります。シマンテック社の
サポートに問題を報告すると、テクニカルサポートのエンジニアがアプライアンスのシリア
ル番号を尋ねます。
図 2-3 で、アプライアンスのシリアル番号の検索方法を説明します。
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図 2-3

アプライアンスのシリアル番号

［監視 (Monitor)］>
［ハードウェア
(Hardware)］ページ
の左ペインで、アプライア
ンスをクリックします。
この操作でハードウェアの
健全性の詳細ページが
開きます。

［ハードウェアの
健全性の詳細
(Hardware health
details)］ページ
で、［アプライア
ンス
(Appliance)］アイ
コンをクリックす
ると［アプライア
ンスの詳細
(Appliance
Details)］
ポップアップボッ
クスが開きます。

［アプライアンスの詳細 (Appliance Details)］
ポップアップボックスにアプライアンスのシリアル番号が表示
されます。
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ハードウェアエラーの確認
ハードウェア監視の確認機能を使ってアプライアンスのハードウェアに関連するエラーや
警告を確認できます。エラーの確認機能は、問題が解決するまで (ハードウェアの故障
がある場合にアプライアンスが送信する) エラー通知を抑止します。NetBackup アプライ
アンス Web コンソールと NetBackup Appliance のシェルメニューでエラーを確認でき
ます。
NetBackup アプライアンス Web コンソールでエラーを確認するには

1

NetBackup アプライアンス Web コンソールにログオンします。［ホーム (Home)］
ページが開きます。

2

［ホーム (Home)］ページで［監視 (Monitor)］ > ［ハードウェア (Hardware)］の順に
選択します。

3

［監視 (Monitor)］>［ハードウェア (Hardware)］ メニューで、エラー状態を示してい
るハイライトされたハードウェアアイコンをクリックします。ポップアップウィンドウが開
き、表形式でエラー情報が表示されます。

4

エラーまたは警告を確認するには、確認するエラー状態の［確認 (Acknowledge)］
チェックボックスにチェックマークを付けます。

5

［確認の更新 (Update acknowledgment)］をクリックし、ポップアップウィンドウを閉
じます。

6

確認したエラー状態のエラー通知を受信するには、そのエラーの［確認
(Acknowledge)］チェックボックスのチェックマークをはずします。

7

［確認の更新 (Update acknowledgment)］をクリックし、ポップアップウィンドウを閉
じます。

NetBackup Appliance シェルメニューでエラーを確認するには

1

NetBackup Appliance のシェルメニューにログオンします。

2

ハードウェアコンポーネントのエラーや警告を確認するには、Main > Settings >
Alerts > AcknowledgeErrors コマンドを実行します。エラー ID とエラー状態を
示すテーブルが表示されます。

3

確認するエラーの ID を入力します。すべてのエラーや警告を確認するには、all
と入力します。エラー ID を入力すると、次のメッセージが表示されます。
Successfully acknowledged alerts.
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4

確認したエラー状態のエラー通知を受信するには、Main > Settings > Alerts
> ClearAcknowledgeErrors コマンドを実行します。

5

通知を受信するエラーの ID を入力します。確認したすべてのエラーや警告を消去
するには、all と入力します。エラー ID を入力すると、次のメッセージが表示されま
す。
[Info] Successfully removed acknowledged alerts.

NetBackup Appliance からの電子メール通知について
NetBackup Appliance には、ハードウェア障害が検出されたときにローカル管理者に電
子メールを送信する機能があります。NetBackup Appliance シェルメニューから コマン
ドを使うと、ハードウェア障害の通知を受信するために使う電子メールアドレスを設定でき
ます。電子メールの内容から、起きたハードウェア障害の種類と故障の状態を特定しま
す。
NetBackup Appliance シェルメニューを使って電子メールアドレスを設定する方法につ
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。
何らかのハードウェア障害時に送信される電子メールの通知例を以下に示します。
Compute Node abc123
Time Monitoring Ran: Thu Sep 5 2013 23:24:04 UTC

Disk Information
+----------------------------------------------------------------------------------+
|ID| Slot | Status |Foreign|Firmware| Serial |Capacity |Type|Enclosure|State|Acknow|
| |Number|
| State |Version | Number |
|
|
ID
|
|-ledge|
|--+------+--------+-------+--------+--------+---------+----+---------+-----+------|
|1 |0
|Online, |None
|0002
|Z1N1PWYR|930.390GB|SAS |99
|OK
|N/A
|
| |
|Spun Up |
|
|
|
|
|
|
|
|
|--+------+--------+-------+--------+--------+---------+----+---------+-----+------|
|2 |1
|Rebuild |None
|0002
|Z1N1Q05F|930.390GB|SAS |99
|OK
|N/A
|
| |
|(15%)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+----------------------------------------------------------------------------------+
Power Supply Information
+-----------------------------------------------------------------------------+
|ID|
Status
| Wattage | HighWaterMark | State | Acknowledge |
|--+-----------------------+-----------+---------------+--------+-------------|
|1 |Power Supply AC lost
|0.00 Watts |920.00 Watts
|Warning |No
|
+-----------------------------------------------------------------------------+
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Temperature Information
+-----------------------------------------------------------------------------+
|ID|
Type
|Temperature| LowWaterMark |HighWaterMark| State |Acknowledge|
|--+-------------+-----------+--------------+-------------+-------+-----------|
|3 |P1 Therm
|-12 degree |-128.00
|-15.00
|Warning|No
|
| |Margin
|C
|degrees C
|degrees C
|
|
|
+-----------------------------------------------------------------------------+
Partition Information
+-----------------------------------------------------------------------------+
|ID |
Partition
| Total | Used | Status | State
| Acknowledge
|
|---+-----------------+---------+------+----------+----------+----------------|
|4 |AdvancedDisk
|744 GB
|98 % |Optimal
|Warning
|No
|
+-----------------------------------------------------------------------------+

メモ: 電子メール通知を電子メールクライアントで判読できない場合は、電子メールのフォ
ントを固定幅のフォントに変更します。フォント設定は電子メールクライアントによって異な
ることがあります。次の手順を使うと、Microsoft Outlook 2010 で既存の電子メールのフォ
ントを固定幅のフォントに変更できます。
Microsoft Outlook 2010 で電子メール通知の可読性を改善するには、下記の手順に
従ってフォントを変更します。

1

ファイルメニューに移動し、［オプション］を選択します。［Outlook のオプション］ウィ
ンドウが開きます。

2

［Outlook のオプション］ウィンドウの左ペインから、［メール］を選択します。

3

［メッセージの作成］セクションで、［ひな形およびフォント］をクリックします。［署名と
ひな形］ウィンドウが開きます。

4

［ひな形］タブの［テキスト形式のメッセージの作成と読み込み］で、［フォント］をクリッ
クします。［フォント］ウィンドウが開きます。

5

［フォント］の一覧から、［Courier New］を選択します。

Symantec Critical System Protection について
SCSP (Symantec Critical System Protection) は、データセンターでサーバーを保護
するためにシマンテック社のデータセンターのセキュリティチームが提供するソリューショ
ンです。 ポリシーベースの保護を提供し、ホストベースの侵入防止と検出技術を使って
サーバーを保全します。 最小の権限付与による封じ込めで、セキュリティ管理者がデー
タセンターの複数のアプライアンスを集中的に管理できるようにします。 NetBackup
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Appliance の侵入防止 (IPS) と侵入検知 (IDS) のポリシーを設定した SCSP セキュリ
ティエージェントは NetBackup Appliance と統合され、次の機能を提供します。
■

Linux OS コンポーネントの強化 (Harden Linux OS components) - OS の脆弱性
によりマルウェアが基本ホストシステムの整合性を阻害しないようにするか、またはマ
ルウェアを含めます。

■

データの保護 (Protect the Data) - システム権限に関係なく、アプライアンスデータ
のアクセスをアクセスが必要なプログラムやアクティビティのみに厳密に制限します。

■

アプリケーションスタックの強化 (Harden the Application stack) - アプライアンスの
アプリケーションバイナリと設定をロックダウンすると、変更がアプリケーションや信頼
できるプログラム/スクリプトに厳しく制御されます。

■

検出機能と監査機能の拡張 (Expand detection and audit capabilities) - 補正制御
として法規制 (PCI など) に対処する有効で完全な監査証跡を確認するために、重要
なユーザーやシステムの処理の表示を拡張します。

■

集中管理モードの操作のサポート (Support centralized Managed mode operations)
- ユーザーは、CSP が管理する複数のアプライアンスや他の企業システム全体のセ
キュリティを統合的に表示するために集約型 CSP マネージャを使うことができます。

NetBackup Appliance では、管理外のモードでも管理対象モードでも SCSP を実装で
きます。 図 2-4 に管理外のモードでの SCSP 実装、図 2-5 に管理対象モードでの
SCSP 実装を示します。
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図 2-4

管理外のモードでの SCSP 実装

NetBackup アプライアンスに対する SCSP の実装 - アンマネージモード
SCSP サーバーに接続していない NetBackup アプライアンスはアンマネージモードになります。

Symantec NetBackup
アプライアンス

アプライアンス Web
コンソールや
シェルメニューから
表示したイベント

アンマネージモードでは、SCSP のイベントをアプライアンスの Web コンソールから監視できます。
-［監視］、［SCSP のイベント］ページの順に選択し、 ログに記録されたイベントを監視します。
- NetBackup アプライアンスの IPS と IDS ポリシーを使用してイベントが監視されます。これらのポリシーは、初期構成時に
自動的に適用されます。
-［ログのフィルタ］ ボタンを使うと特定のイベントをフィルタしたり表示できます。
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図 2-5

管理対象モードでの SCSP 実装

NetBackup アプライアンスに対する SCSP の実装 - マネージモード
SCSP サーバーに接続しているとき、NetBackup アプライアンスはマネージモードになり、イベントは SCSP
管理コンソールを使用して監視されます。このモードでは、複数のアプライアンスを
単一の SCSP サーバーで監視できます。

SCSP
エージェント

SCSP
エージェント

SCSP
エージェント

SCSP エージェントは、SCSP サーバーへのイベント送信に使用される各 NetBackup
アプライアンスに設定されます。

すべてのアプライアンスからのイベントは、
SCSP 管理コンソールで監視されます。

マネージモードでは次のことが可能です。
SCSP サーバーと管理コンソールのインストール
［監視］、［SCSP のイベント］ページの順に選択し、
次を実行します。
- SCSP サーバーとコンソールをダウンロードします。
- サーバーとコンソールをインストールします。
- NetBackup アプライアンスの IPS と IDS ポリシーを
ダウンロードします。
- SCSP 管理コンソールを使用してこれらのポリシーを
適用します。
- NetBackup アプライアンスをサーバーに接続します。
- このサーバーに接続されたすべての Backup アプライアン
スに対してイベントを監視します。

SCSP サーバーに接続
［監視］、［SCSP のイベント］、［SCSP サーバーに
接続］ の順に選択し、次を実行します。
- SCSP サーバーの詳細を追加します。
- 認証証明書をダウンロードします。
- SCSP サーバーに接続します。

SCSP の実装について詳しくは、『Symantec NetBackup™ Appliance セキュリティガイ
ド』を参照してください。

［監視 (Monitor)］ > ［SCSP のイベント (SCSP Events)］
［監視 (Monitor)］ > ［SCSP のイベント (SCSP Events)］メニューで、SCSP (Symantec
Critical System Protection) エージェントを監視できます。
SCSP のエージェントのインストールと構成は、アプライアンスの初期構成時に行われま
す。このエージェントにより、使用しているアプライアンスの監査ログが確実に SCSP サー
バーに送信され、そこで認証と検証が行われます。
SCSP について詳しくは、次のセクションを参照してください。
p.46 の 「Symantec Critical System Protection について」 を参照してください。
［SCSP のイベント (SCSP Events)］ページに次のように表示されます。
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■

ログのフィルタ (Filter logs) - ［SCSP のイベント (SCSP Events)］ページに表示され
る SCSP 監査ログをフィルタ処理できます。
p.53 の 「SCSP 監査ログのフィルタ」 を参照してください。

■

ログ保持を設定 (Set Log Retention) - ［SCSP のイベント (SCSP Events)］ページ
で、監査ログを維持する期間やファイル数を設定できます。
p.55 の 「監査ログ保持指定の設定」 を参照してください。

■

SCSP サーバーに接続 (Connect to SCSP server) - ［SCSP のイベント (SCSP
Events)］ページで、SCSP サーバーに接続できます。
p.56 の 「SCSP サーバーへの接続」 を参照してください。

■

Symantec Critical System Protection のダウンロード (Symantec Critical System
Protection Downloads) - NetBackup SCSP サーバーとコンソールをダウンロード
できます。 SCSP 侵入検知ポリシーと侵入防止ポリシーもダウンロードできます。
p.58 の 「Symantec Critical System Protection のダウンロード」 を参照してくださ
い。

［SCSP のイベント (SCSP Events)］ページには、イベントログ情報を表示する次の列が
示されます。
表 2-5

イベントログの表示に使われる列

列

説明

イベント ID (Event ID)

各イベントログに対して生成される ID を表示します。このイベント ID を
使ってイベントログを検索できます。

日付と時刻 (Date and
Time)

各イベントログの日時を表示します。

イベントタイプ (Event
Type)

各イベントログのイベントタイプを表示します。このイベントタイプは、イ
ベントログを使って記録されたイベントタイプを示します。たとえば、イベ
ントタイプが［サーバーエラー (Sever Error)］の場合は、サーバーエラー
が起きたことを示し、そのことがイベントログに記録されます。
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列

説明

重大度 (Severity)

ログの各イベントの重大度を表示します。たとえば、［サーバーエラー
(Sever Error)］のようなイベントの重大度は、［重要 (Critical)］になりま
す。
次の［重大度 (Severity)］タイプが表示されます。
■

■

■

■

■

情報 (Info) - 重大度が［情報 (Info)］のイベントには、通常のシステ
ム操作についての情報が含まれます。
［通知 (Notice)］ - 重大度が［通知 (Notice)］のイベントには、通常
のシステム操作についての情報が含まれます。
［警告 (Warning)］ - 重大度が［警告 (Warning)］のイベントは、
Symantec Critical System Protection によってすでに処理された
予想外のアクティビティまたは問題を示します。これらの警告メッセー
ジは、ターゲットコンピュータのサービスまたはアプリケーションが適
用済みのポリシーに対して不適切に機能していることを示している
可能性があります。ポリシー違反を調査した後、必要に応じて、ポリ
シーを構成し、サービスまたはアプリケーションが特定のリソースに
アクセスできるようにします。
［主要 (Major)］ - 重大度が［主要 (Major)］のイベントは、［警告
(Warning)］のイベントよりも影響を与えますが、［重要 (Critical)］の
イベントよりも影響を与えません。
［重要 (Critical)］ - 重大度が［重要 (Critical)］のイベントは、管理者
による修正が必要になる場合があるアクティビティまたは問題を示し
ます。

メッセージ (Message)

ログ記録されたイベントを説明するメッセージを表示します。

詳細 (Details)

ログ記録された各イベントの詳細を表示できます。たとえば、イベントタ
イプが［サーバーエラー (Server Error)］となっているイベントの詳細を
表示する場合は、ドロップダウン矢印をクリックします。これにより、ログ
記録されたイベントの詳細が示された［ログの詳細 (Log Details)］ポッ
プアップウィンドウが表示されます。
p.51 の 「SCSP 監査ログの詳細の表示」 を参照してください。

SCSP 監査ログの詳細の表示
［SCSP 監査ビュー (SCSP Audit View)］ページを使って、各ログイベントの詳しい情報
を表示できます。ログの詳細を表示するには、［詳細 (Details)］列のドロップダウン矢印
をクリックします。［ログの詳細 (Log Details)］ポップアップウィンドウに次の情報が表示さ
れます。
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表 2-6

SCSP 監査ログの詳細

詳細

説明

イベントの重大度
(Event Severity)

ログイベントの重大度を表示します。
次の［重大度 (Severity)］タイプが表示されます。
■

■

■

■

■

［情報 (Info)］ - 重大度が［情報 (Info)］のイベントには、通常のシス
テム操作についての情報が含まれます。
［通知 (Notice)］ - 重大度が［通知 (Notice)］のイベントには、通常の
システム操作についての情報が含まれます。
［警告 (Warning)］ - 重大度が［警告 (Warning)］のイベントは、
Symantec Critical System Protection によってすでに処理された
予想外のアクティビティまたは問題を示します。これらの警告メッセー
ジは、ターゲットコンピュータのサービスまたはアプリケーションが適
用済みのポリシーに対して不適切に機能していることを示している可
能性があります。ポリシー違反を調査した後、必要に応じて、ポリシー
を構成し、サービスまたはアプリケーションが特定のリソースにアクセ
スできるようにします。
［主要 (Major)］ - 重大度が［主要 (Major)］のイベントは、［警告
(Warning)］のイベントよりも影響を与えますが、［重要 (Critical)］のイ
ベントよりも影響を与えません。
［重要 (Critical)］ - 重大度が［重要 (Critical)］のイベントは、管理者
による修正が必要になる場合があるアクティビティまたは問題を示し
ます。

プロセス ID (Process
ID)

プロセスに割り当てられた ID を表示します。

規則名 (Rule Name)

イベントを生成したポリシー規則の名前を表示します。

プロセス (Process)

このイベントをトリガしたエージェントに適用されるポリシーの名前を表示
します。

イベント日付 (Event
Date)

イベントが起きた日時 (YYYY-MM-DD HH:MM:SS) を表示します。

イベントタイプ (Event
Type)

ログイベントのイベントタイプを表示します。すべてのイベントタイプと説
明の詳細リストについては、SCSP のマニュアルを参照してください。

シーケンス番号
(Sequence number)

ログイベントのシーケンス番号を表示します。

イベント優先度 (Event イベントに割り当てられた優先度 (0 から 100) を表示します。
Priority)
ファシリティ (Facility)

アプライアンスが設置されている設備を表示します。

説明 (Description)

イベントの詳細な説明を表示します。
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詳細

説明

ユーザー名 (User
name)

イベントが発生したときにログインしていたユーザーの名前を表示します。

p.46 の 「Symantec Critical System Protection について」 を参照してください。
p.49 の 「［監視 (Monitor)］ > ［SCSP のイベント (SCSP Events)］」 を参照してくださ
い。
p.53 の 「SCSP 監査ログのフィルタ」 を参照してください。

SCSP 監査ログのフィルタ
画面に表示される SCSP 監査ログをフィルタ処理する方法を次の手順に示します。
SCSP 監査ログをフィルタする方法

1

NetBackup アプライアンス Web コンソールにログインします。

2

［監視 (Monitor)］ > ［SCSP のイベント (SCSP Events)］ の順に選択します。
アプライアンスには、［SCSP のイベント (SCSP Events)］ページが表示されます。
ここには、過去 6 時間の監査ログが表示されます。

3

でボタンをクリックし、SCSP 監査ログをフィルタ処理して表示します。
アプライアンスが［フィルタ (Filters)］ダイアログボックスを表示します。
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4

次のフィールドを使ってフィルタ条件を入力します。
フィールド

説明

例

検索文字列 (Search 検索文字列を入力し、文字列に アウトバウンド接続
String)
示されているパラメータを使って
監査ログをフィルタします。
イベント ID (Event Id) 監査ログのイベント ID を使って 1375524
監査ログをフィルタ処理するため
にイベント ID を入力します。
開始日 (From Date) 開始 (From) と 終了 (To) の日 03/10/2011、14.19.01 ～
開始時刻 (From
時を選択します。アプライアンス 04/10/2011、14.19.01
Time)
が選択された期間の SCSP 監査
ログを表示します。
終了日 (To Date)終
了時刻 (To Time)
イベント (Events)

ドロップダウンリストからイベントタ IDS 監査 (IDS Audit)
イプを選択します。リストには、監
査ログの保守に使うイベントの種
類が表示されます。

重大度 (Severities)

フィルタと表示を行うログの重大
度の種類を選択します。

重要 (Critical)
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5

［適用 (Apply)］ボタンをクリックして、フィルタを適用します。
アプライアンスはフィルタを適用し、関連ログを［SCSP のイベント (SCSP Events)］
ページに表示します。次の監査ログの詳細を表示することができます。

フィールド

説明

例

イベント ID
(Event ID)

ログに記録されたイベントの ID を 1375524
表示します。

日付と時刻 (Date イベントがログに記録された日時を 03/10/2011, 14.19.01
and Time)
表示します。
イベントタイプ
(Event Type)

イベントをログに記録したときに割 IDS 監査 (IDS Audit)
り当てられたイベントタイプを表示
します。

重大度
(Severity)

イベントの重大度を表示します。

メッセージ
(Message)

イベントを説明するメッセージを表 プロセスの割り当て (
示します。
/opt/NBUAppliance/scripts/storage_management.pl
から

重要 (Critical)

int_rootpriv_ps. Arguments are
/opt/NBUAppliance/bin/perl へ)
詳細 (Details)

ログの詳細を表示します。

監査ログ保持指定の設定
SCSP サーバーにアプライアンスが接続されていないときに、アプライアンスのログを保
持することができます。［SCSP のイベント (SCSP Events)］ページで監査ログ保持を設
定する方法を次の手順に示します。
［SCSP のイベント (SCSP Events)］ページに［現在のログ保持 (Current log retention)］
状態が表示されます。アプライアンスが管理対象モードで設定されている場合、監査ログ
は SCSP サーバーを使って監視されるため、状態は［適用されません (Not Applicable)］
に設定されています。
メモ: ［ログ保持を設定 (Set Log Retention)］ボタンは、SCSP サーバーへの接続が非
アクティブの場合のみアクティブになります。
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監査ログ保持を設定する方法

1

NetBackup アプライアンス Web コンソールにログインします。

2

［監視 (Monitor)］ > ［SCSP のイベント (SCSP Events)］ の順に選択します。

3

アプライアンスに ［監視 (Monitor)］> ［SCSP のイベント (SCSP Events)］ページが
表示されます。ここには、過去 6 時間の監査ログが表示されます。
メモ: アプライアンスが管理対象モードで動作している場合、SCSP イベントページ
に監査ログは表示されません。

4

［ログ保持を設定 (Set Log Retention)］ボタンをクリックして、保持期間またはログ
ファイル数を設定します。
アプライアンスが［保持の設定 (Retention Settings)］ダイアログボックスを表示しま
す。

5

次のフィールドを使って保持を設定できます。
フィールド

説明

期間 (Period)

このラジオボタンを選択してログ保持の日数を設定します。
保持期間の設定には、ログファイルの作成日でなく、ログファイル
の変更日が考慮されます。たとえば、保持期間が 2 日間に設定さ
れているとします。直前の 2 日間に変更されたファイルは、作成日
が 2 日前より古い場合であっても、削除されません。

6

日間 (Days)

日数を入力します。アプライアンスが指定された日数分の SCSP
監査ログを保存します。このフィールドは、［期間 (Period)］ラジオ
ボタンを選択すると有効になります。

ログの数 (Number of
Logs)

このラジオボタンを選択して保持するログファイルの数を入力しま
す。

ファイル数
(FileNumber)

監査ファイルの数を設定します。 各ファイルのサイズは 10 MBで
す。

［OK］をクリックして、保持指定を設定します。
アプライアンスは保持指定を適用し、それに応じてログを保存します。

SCSP サーバーへの接続
［SCSP のイベント (SCSP Events)］ページから SCSP サーバーに接続する方法を次
の手順に示します。
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［SCSP のイベント (SCSP Events)］ページに、SCSP サーバーとの接続に使用する
［SCSP サーバーに接続 (Connect to SCSP server)］セクションが表示されます。
SCSP サーバーに接続する方法

1

NetBackup アプライアンス Web コンソールにログインします。

2

［監視 (Monitor)］ > ［SCSP 監査ログ (SCSP Audit logs)］をクリックします。
アプライアンスには、［SCSP のイベント (SCSP Events)］ページが表示されます。
ここには、過去 6 時間の監査ログが表示されます。

3

［接続 (Connect)］ボタンをクリックして SCSP サーバーに接続します。
アプライアンスが［SCSP サーバーに接続 (Connect to SCSP Server)］ダイアログ
ボックスを表示します。

4

［ホスト名または IP アドレス (Host Name / IP)］フィールドに、SCSP サーバーの完
全で有効なホスト名または IP アドレスを入力します。

5

［ポート (Port)］フィールドに、SCSP サーバーのポート番号を入力します。
メモ: 認証の証明書を提供せずに SCSP サーバーを追加することはできません。サ
イトから証明書をダウンロードするか、以前ダウンロードした証明書をローカルフォル
ダから参照することができます。

6

［サイトから認証の証明書をダウンロードします。(Download authentication certificate
from the site.)］ラジオボタンを選択し、SCSP サーバーサイトから認証の証明書を
ダウンロードします。
アプライアンスが証明書の詳細を表示します。

7

［証明書を受け入れる (Accept Certificate)］ボタンをクリックして、証明書を受け入
れます。
アプライアンスが［証明書を発行済み (Certificate issued)］メッセージを表示します。
または

8

［存在する証明書の場所を提供してください。(Provide location of an existing
certificated.)］ラジオボタンを選択し、ローカルフォルダから証明書の場所を入力し
ます。

9

［接続 (Connect)］ボタンをクリックして SCSP サーバーに接続します。
アプライアンスが SCSP サーバーに接続し、次のメッセージを表示します。
SCSP サーバーに正常に接続しました。(Connected successfully to SCSP server.)

p.60 の 「NetBackup Appliance IPS ポリシーおよび IDS ポリシーのダウンロード」 を参
照してください。
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p.59 の 「インストール可能な SCSP サーバーとコンソールのダウンロード」 を参照してく
ださい。

アンマネージモードへの NetBackup Appliance のリセット
次の手順を使って、マネージモードからアンマネージモードにアプライアンスに移動しま
す。
マネージモードからアンマネージモードに NetBackup Appliance をリセットするには

1

NetBackup アプライアンス Web コンソールにログインします。

2

［監視 (Monitor)］ > ［SCSP のイベント (SCSP Events)］をクリックします。
アプライアンスに［SCSP のイベント (SCSP Events)］ページが表示されます。 ここ
には、過去 6 時間の監査ログが表示されます。

3

［接続 (Connect)］ボタンをクリックして SCSP サーバーに接続します。
アプライアンスが［SCSP サーバーに接続 (Connect to SCSP Server)］ダイアログ
ボックスを表示します。

4

［ホスト名または IP アドレス (Host Name / IP)］フィールドに 127.0.0.1 または
localhost を入力します。

5

［ポート (Port)］フィールドに、アプライアンスのポート番号を入力します。

6

［接続 (Connect)］ボタンをクリックしてアプライアンスに接続します。
アプライアンスがアンマネージモードにリセットされます。

p.46 の 「Symantec Critical System Protection について」 を参照してください。
p.49 の 「［監視 (Monitor)］ > ［SCSP のイベント (SCSP Events)］」 を参照してくださ
い。
p.53 の 「SCSP 監査ログのフィルタ」 を参照してください。

Symantec Critical System Protection のダウンロード
改善されたセキュリティシステムに加え、マネージおよびアンマネージモードでのシステ
ム保護により、SCSP ログの監査に対する次のオプションを提供します。
■

アンマネージモード - このモードは NetBackup アプライアンス Web コンソールを
使って NetBackup Appliance のセキュリティを監視するのに役立ちます。 アンマネー
ジモードでも、IDS と IPS の両方のポリシーが適用されます。

■

マネージモード - このモードは特にバックアップ管理者とセキュリティ管理者のタスク
を分離するために実装されています。 大規模なエンタープライズのすべての
NetBackup Appliance のセキュリティオプションを監視し、管理できる機能をセキュリ
ティ管理者に提供します。
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アプライアンスでは単一のエージェントで次の検知技術と防止技術が提供されます。
■

侵入検知システム (IDS) ポリシー - このポリシーは、重要な重大イベントを監視し、省
略可能なオプションとして対象のイベントに修復操作を実行する「事後検出型」の IDS
です。

■

侵入防止システム (IPS) ポリシー - このポリシーは、不要なリソースアクセスの動作が
オペレーティングシステムで実行される前に事前に遮断する「インライン」の IPS で
す。

このセクションでは、次の手順について説明します。
■

SCSP サーバーとコンソールをダウンロードしてインストールする - p.59 の 「インス
トール可能な SCSP サーバーとコンソールのダウンロード」 を参照してください。

■

NetBackup Appliance IPS ポリシーと IDS ポリシーをダウンロードしてインストール
する - p.60 の 「NetBackup Appliance IPS ポリシーおよび IDS ポリシーのダウン
ロード」 を参照してください。

警告: NetBackup Appliance を接続したら、ダウンロードした IPS と IDS ポリシーをすぐ
に適用する必要があります。 ポリシーを適用しないと、SCSP エージェントがシステムで
エンフォースする侵入防止ポリシーと侵入検知ポリシーがエンフォースされません。

インストール可能な SCSP サーバーとコンソールのダウンロード
次の手順は、［SCSP のイベント (SCSP Event)］ページから SCSP サーバーとコンソー
ルをダウンロードする方法について説明します。
SCSP サーバーとコンソールをダウンロードする方法

1

NetBackup アプライアンス Web コンソールにログインします。

2

［監視 (Monitor)］ > ［SCSP のイベント (SCSP Event)］をクリックします。

3

アプライアンスに［SCSP のイベント (SCSP Event)］ページが表示されます。ここに
は、過去 6 時間の監査ログが表示されます。

4

［Symantec Critical System Protection のダウンロード (Symantec Critical System
Protection Downloads)］セクションから、［SCSP サーバーとコンソール (SCSP
Server and Console)］リンクを使用して、SCSP サーバーとコンソールのインストー
ルパッケージをダウンロードします。
scsp_server_5.2.9_MP3_EN.zip ファイルがローカルフォルダにダウンロードされ

ます。

5

scsp_server_5.2.9_MP3_EN.zip ファイルの内容を解凍します。

［scsp_server_5.2.9_MP3_EN］ > ［SCSPInstall］フォルダには、以下が含まれ

ています。
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■

server.exe - ローカルコンピュータで Symantec Critical System Protection

Management Server 5.2.9 をインストールするのに使用されます。
ローカルコンピュータでの Symantec Critical System Protection Management
Server 5.2.9 のインストールを支援するためのインストールウィザードが表示さ
れます。SCSP 管理サーバーのインストールについて詳しくは、『Symantec
Critical System Protection 5.2.9 インストールガイド』を参照してください。最新
のインストールガイドをダウンロードするには、DOC5944を参照してください。
■

console.exe - Symantec Critical System Protection の管理コンソールをイ

ンストールするのに使用されます。
管理コンソールのインストールを支援するためのインストールウィザードが表示さ
れます。SCSP の管理コンソールのインストールについて詳しくは、『Symantec
Critical System Protection 5.2.9 インストールガイド』を参照してください。最新
のインストールガイドをダウンロードするには、DOC5944を参照してください。
p.58 の 「Symantec Critical System Protection のダウンロード」 を参照してください。
p.60 の 「NetBackup Appliance IPS ポリシーおよび IDS ポリシーのダウンロード」 を参
照してください。

NetBackup Appliance IPS ポリシーおよび IDS ポリシーのダウン
ロード
次の手順は、［SCSP のイベント (SCSP Event)］ページから NetBackup Appliance IPS
ポリシーと IDS ポリシーをダウンロードする方法を説明します。
NetBackup Appliance IPS ポリシーおよび IDS ポリシーをダウンロードする方法

1

NetBackup アプライアンス Web コンソールにログインします。

2

［監視 (Monitor)］ > ［SCSP のイベント (SCSP Event)］をクリックします。
アプライアンスに［SCSP のイベント (SCSP Event)］ページが表示されます。ここに
は、過去 6 時間の監査ログが表示されます。

3

［Symantec Critical System Protection のダウンロード (Symantec Critical System
Protection Downloads)］セクションから、［NetBackup Appliance IPS と IDS ポリ
シー (NetBackup Appliance IPS and IDS Policies)］リンクを使用して、SCSP サー
バーに適用するポリシーをダウンロードします。
SCSPPolicies.zip ファイルがローカルフォルダにダウンロードされます。

4

SCSPPolicies.zip ファイルの内容を解凍します。

SCSPPolicies.zip ファイルには次のポリシーの圧縮ファイルが含まれています。
■

NetBackup Appliance Detection Policy.zip - IDS ポリシーを含んでい

ます。 このポリシーは、重要な重大イベントを監視し、省略可能なオプションとし
て対象のイベントに修復処理を行う「事後検出型」の IDS です。
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■

NetBackup Appliance Prevention Policy.zip - IPS ポリシーを含んでい

ます。 このポリシーは、不要なリソースアクセスの動作がオペレーティングシステ
ムで実行される前に事前に遮断できる「インライン」の IPS です。
メモ: これらのポリシーは、非管理モードで［監視 (Monitor)］ > ［SCSP のイベント
(SCSP Event)］ページを使うか、SCSP Management Server 5.2.9 を使って管理
可能な、アプライアンスで発生したイベントを検証するのに役立ちます。

5

［SCSP サーバーに接続 (Connect to SCSP Server)］セクションの［SCSP イベン
ト (SCSP Event)］ページで［接続 (Connect)］をクリックします。 この操作により、
NetBackup Appliance を SCSP サーバーに接続して IDS と IPS ポリシーを適用
できます。p.56 の 「SCSP サーバーへの接続」 を参照してください。

6

管理コンソールを使って Symantec Critical System Protection Management
Server 5.2.9 にログオンします。 NetBackup Appliance に接続し、IDS ポリシーと
IPS ポリシーを適用します。 環境で SCSP サーバーをインストールし、設定する手
順については、『Symantec Critical System Protection 管理者およびインストール
ガイド』を参照してください。
警告: ご使用の NetBackup Appliance をインストールした SCSP サーバーに接続
する前に、ダウンロードした IPS および IDS ポリシーを適用する必要があります。ポ
リシーが適用されていない状態でアプライアンスが SCSP サーバーに接続される
と、アプライアンスが保護されていない状態のままになります。

p.58 の 「Symantec Critical System Protection のダウンロード」 を参照してください。
p.59 の 「インストール可能な SCSP サーバーとコンソールのダウンロード」 を参照してく
ださい。

サードパーティの SSL 証明書の実装
Web サービスサポートのためのサードパーティ証明書を手動で追加および実装すること
ができます。 アプライアンスはセキュリティ証明書のリポジトリとして Java KeyStore を使
用します。 Java KeyStore (JKS) はセキュリティ証明書のリポジトリで、たとえば、SSL 暗
号化のインスタンスに使用される認可証明書または公開鍵証明書のようなものです。サー
ドパーティの証明書を実装するには、次の手順を実行します。
サードパーティの SSL 証明書を実装するには:

1

Web サービスのための KeyStore ファイルを準備してください。 手順は使用する
PKCS (公開鍵の暗号化標準) の種類によって異なります。以下の表に、PKCS# 7
および PKCS# 12 標準形式を使用する場合の手順を示します。
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PKCS の形式

KeyStore ファイルの準備

PKCS#7 または
X.509 形式

次のリンクを使用できます:
https://knowledge.verisign.com/support/ssl-certificates-support/index.html

PKCS#12 形式

1

以下のコマンドを使用して、PEM 形式の x509 証明書と鍵を
PKCS# 12 に変換します。
openssl pkcs12 export -in server.crt -inkey
server.key -out server.p12 -name some-alias
-CAfile ca.crt -caname root
openssl の使用方法について詳しくは、http://www.openssl.org/
を参照してください。

メモ: PKCS #12 ファイルにパスワードを設定します。ファイルに
パスワードを割り当てないと、ファイルをインポートするときに NULL
参照例外を受け取ることがあります。

2

以下のコマンドを使用して、pkcs12 ファイルを Java KeyStore に
変換します。
keytool -importkeystore -deststorepass
changeit -destkeypass changeit -destkeystore
server.keystore -srckeystore server.p12
-srcstoretype PKCS12 -srcstorepass somepassword -alias some-alias
keytool の使用方法の詳細については、
http://docs.oracle.com/javase/6/docs/technotes/tools/solaris/keytool.html
を参照してください。

2

以下のコマンドを使用して、Web サービスを停止します。
/etc/init.d/nbappws stop

3

既存の KeyStore ファイルを新しい KeyStore ファイルで置換します。デフォルトの
ファイル名は /opt/SYMCnbappws/Security/keystore です。

4

設定ファイルで以下の情報を修正します。
■

/opt/SYMCnbappws/config/server.xml で keystoreFile および
keystorePass 設定を変更します。

■

/opt/SYMCnbappws/webserver/conf/server.xml で keystoreFile およ

び keystorePass 設定を変更します。
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■

/opt/SYMCnbappws/bin/startgui.sh で javax.net.ssl.trustStore お

よび javax.net.ssl.trustStorePassword 設定を変更します。

5

以下のコマンドを使用して、Web サービスを開始します。
/etc/init.d/nbappws start

p.49 の 「［監視 (Monitor)］ > ［SCSP のイベント (SCSP Events)］」 を参照してくださ
い。
p.46 の 「Symantec Critical System Protection について」 を参照してください。
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3
NetBackup アプライアンス
Web コンソールから行う
NetBackup Appliance の管
理
この章では以下の項目について説明しています。
■

［管理 (Manage)］ビューについて

■

ストレージの構成概要

■

アプライアンスのサポート対象テープデバイスについて

■

アプライアンスに対するホストパラメータの構成について

■

管理 (Manage) > アプライアンスのリストア (Appliance Restore)

■

［管理 (Manage)］ > ［ライセンス (License)］

■

移行ユーティリティについて

■

管理 (Manage) > 追加サーバー (Additional Servers)

■

［管理 (Manage)］ > ［vCenter クレデンシャル (vCenter Credentials)］

［管理 (Manage)］ビューについて
NetBackup Appliance では、NetBackup 管理コンソールを使って、クライアントの管理、
ポリシーの作成、バックアップの実行、その他の管理機能を実行できます。NetBackup
管理コンソールからこれらの機能を実行する方法については、NetBackup のコアマニュ
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［管理 (Manage)］ビューについて

アルセットを参照する必要があります。このマニュアルセットの最新版は、シマンテック社
のサポート Web サイトからダウンロードできます。NetBackup 管理コンソールの使用方
法については、シマンテック社のサポート Web サイトの『Symantec NetBackup 管理者
ガイド Vol. 1』を参照してください。
NetBackup Appliance ユーザーインターフェースの［管理 (Manage)］タブを使って、以
下の設定を構成できます。
表 3-1 では、［管理 (Manage)］>［ホスト (Host)］ メニューに含まれているタブについて
説明します。
表 3-1

［管理 (Manage)］>［ホスト (Host)］

管理

できること

トピック

データバッファ (Data
Buffer)

NetBackup アプライアンス Web コンソー
ルの［データバッファ (Data Buffer)］タブを
使って、データバッファパラメータを構成し
ます。

p.105 の 「［管理
(Manage)］ > ［ホスト
(Host)］ > ［データバッファ
(Data Buffer)］オプション」
を参照してください。

ライフサイクル
(Lifecycle)

アプライアンスをマスターサーバーとして構 p.107 の 「［管理
成した場合、このタブを使ってライフサイク (Manage)］ > ［ホスト
ルパラメータを表示し、変更します。
(Host)］ > ［ライフサイクル
(Lifecycle)］オプション」 を
参照してください。

重複排除
(Deduplication)

このタブを使って、重複排除パラメータを
表示し、変更します。

詳細 (Advanced)

アプライアンスをマスターサーバーとして構 p.114 の 「BMR の統合につ
成した場合、このタブから BMR (Bare
いて」 を参照してください。
Metal Restore) を有効にします。

IPMI

IPMI をリセットします。リセット操作を行う
と、IPMI が再起動されます。

p.111 の 「重複排除ソリュー
ションの構成について」 を
参照してください。

p.115 の 「［管理
(Manage)］ > ［ホスト
(Host)］ > ［IPMI］オプショ
ン」 を参照してください。

表 3-2 では、［管理 (Manage)］>［ストレージ (Storage)］ メニューに含まれているタブに
ついて説明します。
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表 3-2
管理

［管理 (Manage)］>［ストレージ (Storage)］
できること

トピック

パーティショ アプライアンス内のストレージパーティションが図 p.70 の 「管理 (Manage) > ス
ン (Partition) と表形式で示されます。このタブを使ってストレー トレージ (Storage) > パーティ
ジパーティションを管理できます。
ション (Partitions)」 を参照して
ください。
ディスク
(Disks)

アプライアンスを構成するストレージディスクと、ア p.87 の 「管理 (Manage) > ス
プライアンスに接続されているストレージシェルフ トレージ (Storage) > ディスク
が表形式で示されます。このタブを使って、スト (Disks)」 を参照してください。
レージディスクを管理できます。

表 3-3 では、［管理 (Manage)］>［移行ユーティリティ (Migration Utility)］ メニューに含
まれているタブについて説明します。
表 3-3
管理

［管理 (Manage)］>［移行ユーティリティ (Migration Utility)］
できること

トピック

ポリシー変換 開始時刻、移行処理の時間帯、現在のバックアッ p.157 の 「ポリシー変換 (Policy
(Policy
プイメージが存在するソースのディスクプール、イ Conversion)」 を参照してくださ
Conversion) メージを移行する宛先 (ターゲット) ディスクプー い。
ルを選択します。
選択基準
(Selection
Criteria)

宛先ディスクプールの対象になるバックアップに
使うポリシーを変更します。

p.149 の 「選択基準 (Selection
Criteria)」 を参照してください。

移行ジョブの スケジュール設定されたすべての移行ジョブの状 p.154 の 「移行ジョブの状態
状態
態と結果を表示します。
(Migration Job Status)」 を参
(Migration
照してください。
Job Status)

表 3-4 では、管理 (Manage) メニューの下の個々のサブメニューについて説明します。
表 3-4

［管理 (Manage)］>［アプライアンスのリストア (Appliance Restore)］、
［ライセンス (License)］、［ソフトウェアの更新 (Software Updates)］、
［追加サーバー (Additional Servers)］

管理

できること

トピック

アプライアン
スのリストア
(Appliance
Restore)

アプライアンスを特定の状態にリセットします。そ
の状態は、出荷時の初期状態の場合もあれば、
チェックポイントの使用によって決定される状態の
場合もあります。

p.116 の 「 管理 (Manage) > ア
プライアンスのリストア
(Appliance Restore)」 を参照
してください。
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管理

できること

トピック

NetBackup 管理 Web UI を通してライセンスキーの確認、追 p.143 の 「［管理 (Manage)］ >
のライセンス 加、削除を行います。
［ライセンス (License)］」 を参照
(NetBackup
してください。
License)
ソフトウェア
の更新
(Software
Updates)

アプライアンスのソフトウェア更新を表示、インス
トール、または削除します。 この画面には、アプラ
イアンス用にダウンロードできるソフトウェア更新が
示されたテーブルとインストールまたは削除できる
ソフトウェア更新が示されたテーブルがあります。
この画面には、現在アプライアンスにインストール
されている NetBackup Appliance ソフトウェアバー
ジョンも表示されます。

追加サー
バー
(Additional
Servers)

追加サーバーを追加または削除します。このタブ p.161 の 「管理 (Manage) > 追
では、NetBackup の bp.conf ファイルにエントリ 加サーバー (Additional
を追加できます。bp.conf ファイルによってアプラ Servers)」 を参照してください。
イアンスと Windows NetBackup 管理コンソール
間の通信が可能になるため、このコンソールを介
してアプライアンスを管理できます。

メモ: このタブは特に、マスターサーバーとして構
成されたアプライアンス用に表示されます。

ストレージの構成概要
NetBackup アプライアンス Web コンソールを使うと、ストレージの構成を管理できます。
［管理 (Manage)］ > ［ストレージ (Storage)］ > ［パーティション (Partitions)］と［管理
(Manage)］ > ［ストレージ (Storage)］ > ［ディスク (Disks)］ペインを使って、ストレージ領
域を管理できます。
Symantec NetBackup 5220 と 5230 アプライアンスは、最大 4 台のシマンテックストレー
ジシェルフで利用できます。ストレージシェルフは追加のディスクストレージ領域を提供し
ます。ストレージシェルフに物理的に接続した後、NetBackup アプライアンス Web コン
ソールを使ってストレージ領域を管理します。
図 3-1 は、52xx アプライアンス内でストレージ領域がどのように構成されるかについての
概要を示しています。
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NetBackup 52xx アプライアンスのストレージ領域

図 3-1

Symantec NetBackup 52xx アプライアンスストレージ
ディスク
5200 アプライアンスでは、ストレージは
アプライアンスのベースユニットでのみ使用でき、
ストレージシェルフを使用して拡張できません。
5220 と 5230 アプライアンスでは、ストレージは
ストレージシェルフを使用して拡張できます。

ストレージパーティション

Advanced Disk

MSDP

Symantec NetBackup アプライアンス
オペレーティン
グシステム
5220 と 5230
プラットフォーム用に
2 台までストレー
ジシェルフを
接続できます。

ベースディスク
拡張ディ
スク1

拡張ディ
スク2

拡張ディ
スク3

拡張ディ
スク4

ストレー
ジスペース

カタログ
（マスターアプライ
アンスのみ）

構成

未割り当て

図 3-2 は、アプライアンスのストレージ領域で実行できるタスクのリストを示しています。
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図 3-2
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ストレージ操作
ストレージ操作
ストレージパーティションで実行されるタスク

ストレージディスクで実行されるタスク
下にリストしたタスクを実行するには:
- Appliance コンソールで［管理 (Manage)］> ［ストレージ
(Storage)］> ［ディスク (Disks)］ に移動します。
- ［管理 (Manage)］> ［ストレージ (Storage)］
シェルメニューを使います。
追加

下にリストしたタスクを実行するには:
- Appliance コンソールで［管理 (Manage)］>
［ストレージ (Storage)］> ［パーティション (Partitions)］
に移動します。
- ［管理 (Manage)］> ［ストレージ (Storage)］
シェルメニューを使います。

ディスクを［新しく使用可能 (New Available)］
状態に追加します。
ディスク容量を未割り当てのストレージに追加します。
コマンド- Add<Disk ID>

移動
ディスク間でパーティションを移動します。
コマンド - Move<Partition> <SourceDisk> <TargetDisk>
[Size] [Unit}

削除

リサイズ

未割り当ての領域からディスクを削除します。

パーティションを作成、サイズ変更、
または削除します。Appliance が出荷時の状態の場合には
(マスターサーバーやメディアサーバーとして

コマンド - Remove<Disk ID>

設定されていない) パーティションを
スキャン
ストレージディスクとデバイスの情報を更新します。

削除できます。
コマンド- Resize<Partition> <Size> <Unit>

コマンド - Scan

パーティションの表示

ディスクの表示
ディスクのストレージ容量の合計、未割り当てのストレージ容量、
状態を表示します。

パーティションの合計、利用可能なストレージ容量、
使われているストレージ容量を表示します。
コマンド - Show Partition
ディスクとパーティションに共通のタスク

コマンド- Show Disk

監視
ストレージ管理タスクである
追加、削除などの進捗状況を表示します。
コマンド - Monitor
分布の表示
ディスクのパーティション分布を表示します。
コマンド - Show Distribution

NetBackup アプライアンス Web コンソールで実行できるすべてのタスクは、Manage >
Storage シェルメニューを使って実行することもできます。
Main > Manage > Storage コマンドについて詳しくは、『NetBackup™ Appliance コ

マンドリファレンスガイド』を参照してください。
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管理 (Manage) > ストレージ (Storage) > パーティション (Partitions)
［管理 (Manage)］>［ストレージ (Storage)］メニューではストレージ構成を管理できます。
すばやくストレージ構成を表示するには、［パーティション (Partition)］セクションと［分布
対象 <partition> (Distribution for <partition>)］セクションを使います。このストレージ領
域を管理するには、［パーティション (Partition)］セクションと［ディスク (Disks)］タブを使う
ことができます。
図 3-3 は、52xx アプライアンスの［パーティション (Partition)］タブのサンプルビューを示
しています。
図 3-3

52xx アプライアンスの［パーティション (Partitions)］ビュー

パーティション
セクション
パーティションセ
クションの配布
円グラフ
凡例

パーティションタブ

［パーティション (Partitions)］セクションには、アプライアンス内のストレージパーティショ
ンが図で示されます。円グラフには、構成されているストレージパーティションが示されま
す。また、各パーティションのサイズも示されます。円グラフに隣接する凡例には、各パー
ティションの色とサイズが表示されます。構成されたパーティションだけを凡例のリンクとし
て表示し、クリックすることができます。
凡例からパーティションをクリックすると、特定のパーティションが［パーティション
(Partitions)］タブでハイライトされます。また、［<partition> 用の配分 (Distributions for
partition)］セクションには、特定のパーティションが存在するディスクが表示されます。次
の図はこの動作を示しています。
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［パーティションの分布 (Distributions for partition)］セクションには、特定のパーティショ
ンの位置が表示されます。 ディスク形式とサイズも表示されます。
アプライアンスのプラットフォームに応じて、アプライアンスのストレージは次のストレージ
パーティションを使って分割されます。
AdvancedDisk AdvancedDisk を使うと、データのバックアップとリストアを高速化できます。この
パーティションには、重複排除は関係ありません。
カタログ
(Catalog)

このパーティションには、バックアップ、ストレージデバイス、構成に関する情報を
含む NetBackup のメタデータが格納されます。カタログパーティションは、アプラ
イアンスのマスターサーバーでのみサポートされます。

構成
構成情報を格納するストレージパーティション。
(Configuration)
MSDP

アプライアンスのメディアサーバー重複排除用に割り当てられた領域 (MSDP)。
5220 または 5230 アプライアンスでは、最適なパフォーマンスを得るため、MSDP
パーティションは拡張ディスクに存在する必要があります。
p.79 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。
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未割り当て
他のパーティションに割り当てられていないストレージ領域 (未割り当てを除く表示
(Unallocated) されているすべてのパーティションを含む)。MSDP や AdvancedDisk などのパー
ティションのストレージ領域を拡張すると、未割り当ての領域から使われます。
ディスクを追加すると、未割り当て領域のサイズが増加します。MSDP、
AdvancedDisk、他のパーティションのサイズは変わりません。

パーティションについて詳しくは、NetBackup のマニュアルを参照してください。
表 3-5 に、各パーティションでサポートされるサイズとプラットフォームを示しています。
アプライアンスのストレージパーティション

表 3-5

パーティション サポートされる最小 サポートされる最大サ サポートされるプラット
名
サイズ
イズ
フォーム
最大許容量

AdvancedDisk

1 GB

5200、5220、5230

カタログ
(Catalog)

250 GB (マスターサー 4 TB (マスターサーバー) 5200、5220、5230
バー)
(マスターサーバーのみ)

構成

25 GB

500 GB

5200、5220、5230

MSDP

5 GB

最大許容量

5200、5220、5230

［パーティション(Partitions)］タブには、アプライアンスに構成されているすべてのパーティ
ションの詳細が表示されます。［パーティション (Partitions)］テーブルに次の列が表示さ
れます。
列名

説明

パーティション (Partition) パーティションの名前が表示されます。
例: AdvancedDisk
状態 (Status)

パーティションの状態が表示されます。
例: 最適 (Optimal)
パーティションの状態については、表 3-6 で説明しています。

使用済み (Used)

パーティション内で使われている領域が表示されます。
例: 13.70 GB

利用可能 (Available)

パーティション内の空き領域が表示されます。
例: 1.62 TB

合計 (Total)

パーティション内の合計領域が表示されます。
例: 1.63 TB
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列名

説明

使用済みの割合 (Used
Percentage)

パーティション内で使われている領域の割合が表示されます。

操作 (Operation)

パーティションで実行できる適用可能な操作が表示されます。パーティ
ションのサイズを変更するか、パーティションを移動できます。

例: 2%

表 3-7 に、サイズの変更と移動の操作の詳細を示しています。

メモ: ［管理 (Manage)］ > ［ストレージ (Storage)］ > ［パーティション (Partitions)］ページ
で MSDP パーティションに表示されるか、または NetBackup Appliance のシェルメニュー
で Manage > Storage > Show コマンドを使って表示されるサイズは、利用可能なすべ
ての領域または MSDP パーティションが使うすべての領域ではない場合があります。 こ
れは領域がファイルシステムと MSDP によって予約されているためです。ファイルシステ
ムは、そのファイルシステムが使用する領域を予約します。また、MSDP は重複排除デー
タベースおよびトランザクションログのためにストレージ領域の 4% を予約します。詳しく
は、『NetBackup 重複排除ガイド』を参照してください。
NetBackup 管理コンソールに表示される MSDP ディスクのプールサイズを確認し、MSDP
の統計を把握してください。
表 3-6 で、パーティション名の横に表示される各パーティションの状態について説明しま
す。
表 3-6

パーティションの状態

状態

説明

最適 (Optimal)

ストレージパーティションにアクセスすることができ、容量全体をバック
アップに使うことができます。

低下 (Degraded)

この状態では、パーティションのストレージ容量全体を使うことはでき
ません。限られたストレージ容量のみ使えます。

アクセス不可 (Not
Accessible)

パーティションのストレージ容量全体を使うことができないため、タスク
は実行できません。

未構成 (Not Configured)

ストレージパーティションに対してストレージが構成されていないか、
インポートされていません。

表 3-7 に、NetBackup Appliance シェルメニューおよび NetBackup アプライアンス Web
コンソールを使用してパーティションで実行できる操作を示します。
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表 3-7

アプライアンスのストレージパーティションを管理する操作

操作

説明

Resize

選択したパーティションを作成、サイズ変更、 ■
削除します。次の注意事項があります。
■
■

■

■

パーティション

アプライアンスがマスターまたはメディア ■
サーバーとして構成されている場合のみ、 ■
Resize を使ってパーティションを作成で
きます。
パーティションの種類に応じて、パーティ
ションのサイズを大きくしたり小さくしたりす
ることができます。サイズは、未割り当ての
領域を使って拡張されます。
［サイズの変更 (Resize)］を使ってパー
ティションを削除できるのは、アプライアン
スが出荷時の状態である (マスターサー
バーまたはメディアサーバーとして構成さ
れていない) 場合だけです。

AdvancedDisk
カタログ (Catalog)
構成 (Configuration)
MSDP

p.74 の 「パーティションのサイズ変更」 を参
照してください。
p.75 の 「［サイズの変更 (Resize)］ダイアロ
グ」 を参照してください。
Move

選択したパーティションをソースディスクから
宛先ディスクに移動します。

■

AdvancedDisk

■

構成 (Configuration)

p.77 の 「パーティションの移動」 を参照して
ください。

■

MSDP

メモ: カタログパーティション
は移動できません。

パーティションのサイズ変更
パーティションのサイズは大きい値または小さい値に変更できます。また、パーティション
のサイズを変更してパーティションを作成または削除することもできます。
アプライアンスがマスターサーバーまたはメディアサーバーとして構成されている場合の
み、［サイズの変更 (Resize)］を使って AdvancedDisk や MSDP のようなデータパー
ティションを作成できます。
［サイズの変更 (Resize)］を使ってパーティションを削除できるのは、アプライアンスが出
荷時の状態である (マスターサーバーまたはメディアサーバーとして構成されていない)
場合だけです。
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メモ: アプライアンスが出荷時の状態でも構成やカタログのパーティションは削除できませ
ん。
ストレージパーティションのサイズを変更する前に、次の点を確認してください。
■

AdvancedDisk、構成、MSDP、カタログのパーティションのサイズは、大きい値また
は小さい値に変更できます。サイズを変更するには、1 GB 単位で値を入力します。

■

各パーティションには、サポートされる最小サイズと最大サイズがあります。パーティ
ションのサイズ変更はこれらの値内で行ってください。
p.72 の 表 3-5 を参照してください。

次の手順は、パーティションのサイズを変更する方法を説明しています。
ストレージパーティションのサイズを変更する方法

1

NetBackup アプライアンス 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

サイズを変更するパーティションに移動し、その隣にある［サイズの変更 (Resize)］
をクリックします。

4

［<パーティション> のサイズの変更 (Resize <partition>)］ダイアログボックスにパラ
メータの適切な値を入力します。パーティションのサイズを変更するには、［OK］をク
リックします。
p.75 の 「［サイズの変更 (Resize)］ダイアログ」 を参照してください。

5

パーティションのサイズを変更するときに、詳しい進捗状況が表示されます。
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。

［サイズの変更 (Resize)］ダイアログ
ストレージパーティションのサイズを変更する前に、次の点を確認してください。
■

AdvancedDisk、構成、カタログ、MSDP のパーティションのサイズは、大きい値また
は小さい値に変更できます。サイズを変更するには、1 GB 単位で値を入力します。

■

各パーティションには、サポートされる最小サイズと最大サイズがあります。パーティ
ションのサイズ変更はこれらの値内で行ってください。
p.72 の 表 3-5 を参照してください。

［サイズの変更 (Resize)］ダイアログには、次のパラメータが表示されます。
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パラメータ

説明

使用サイズ
(Used Size)

AdvancedDisk、構成、MSDP、カタログの各パーティションのサイズを変更した
場合、使用サイズが表示されます。これらのパーティションに対して、パーティショ
ンの使用サイズよりも小さい値を入力できません。

未割り当てのサ アプライアンスの利用可能な領域を表示します。
イズ
(Unallocated
Size)
現在のサイズ パーティションの合計サイズを表示します。
(Current Size)
ストレージユ
ニット名
(Storage Unit
Name)

(現在のサイズは 0 で) AdvancedDisk または MSDP のパーティションを作成し
た場合のみ、ストレージユニット名が表示されます。デフォルト以外の、別のスト
レージユニット名を割り当てることができます。
ストレージユニット名には、英字、数字、特殊文字を使うことができます。名前に
は最大 256 文字を含めることができます。

メモ: 名前はマイナス (-) 文字から始めることはできません。また名前にスペース
を使うこともできません。
ディスクプール (現在のサイズは 0 で) AdvancedDisk または MSDP のパーティションを作成し
名 (Disk Pool た場合のみ、ディスクプール名が表示されます。デフォルト以外の、別のディスク
Name)
プール名を割り当てることができます。
ディスクプール名には、英字、数字、特殊文字を使うことができます。名前には最
大 256 文字を含めることができます。

メモ: 名前はマイナス (-) 文字から始めることはできません。また名前にスペース
を使うこともできません。
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パラメータ

説明

新しいサイズ
(New Size)

テキストボックスに値を入力し、適切な単位を選択します。スライダーをドラッグし
て新しいサイズにすることもできます。(GB、TB、PB のいずれかの単位)。バーを
クリックして新しいサイズにすることもできます。
単位が GB の場合は、絶対値のみがサポートされます。単位が TB または PB
の場合は、絶対値と 10 進値がサポートされます。
スライダーの最大値は、拡大することができるパーティションサイズを示します。
AdvancedDisk と MSDP のパーティションでは、最大値は現在のサイズと未割
り当てのサイズの合計になります。
構成やカタログなどの他のパーティションの場合、スライダーの最大値は次の値
と比べて小さくなります。
■

現在のサイズと未割り当てのサイズの合計

■

パーティションの最大サポートサイズ
p.72 の 表 3-5 を参照してください。

たとえば、カタログパーティションの現在のサイズが 300 GB で、未割り当てのサ
イズが 6 GB だとします。カタログパーティションの最大サポートサイズは 4 TB
です。カタログ (4 TB) の最大サポートサイズは 306 GB (現在のサイズ (300 GB)
+ 未割り当てのサイズ (6 GB)) のため、最大サイズは 306 GB として表示されま
す。

サイズ変更に関連する問題のトラブルシューティング
パーティションをサイズ変更すると、次の例のようなエラーメッセージが表示されることが
あります。
[エラー] フラグメント化されているか、またはビジー状態であるため、「MSDP」パーティショ
ンをサイズ変更できませんでした。 時間をおいて再試行すると、問題が解決される場合
があります。 問題が解決しない場合は、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。
このメッセージは、該当のパーティションが使用中であるか、フラグメント化されている場
合に表示されます。 たとえば、バックアップやリストア操作によりパーティションのデータ
読み取りまたは書き込みが実行中である場合、サイズ変更の操作が失敗します。 このシ
ナリオでは、時間をおいてパーティションのサイズ変更を再試行できます。
このメッセージは、パーティションがフラグメント化されている場合にも表示されます。 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。

パーティションの移動
この手順は、パーティションを 1 つのストレージディスクから別のストレージディスクに移
動する処理を示しています。
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メモ: カタログパーティションは移動できません。カタログのパーティションはベースユニッ
トに常に配置する必要があります。
パーティションを移動する方法

1

NetBackup アプライアンス 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

移動するパーティションに移動し、その隣にある［移動 (Move)］をクリックします。

4

［移動 (Move)］ダイアログに詳細を入力します。
p.78 の 「［<partition> の移動 (Move <partition>)］ダイアログ」 を参照してくださ
い。

5

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

6

［移動 (Move)］ダイアログは、進行の詳細と移動操作の状態を表示します。
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。

［<partition> の移動 (Move <partition>)］ダイアログ
［<Partition Name> の移動 (Move <Partition Name>)］ウィンドウには、次のパラメータ
が表示されます。
パラメータ

説明

ソースディスク (Source
Disk)

選択したパーティションを現在保 76YTGD2BA7CBACB4F416D631CE
持しているディスク名を表示しま (ベース)
す。

パーティションサイズ
(Partition Size)

ソースディスク上で選択されてい 300 GB
るパーティションのサイズを表示
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、 9DB0FD2BA7CBACB4F416D631CE
パーティションを移動するターゲッ (Expansion)
トディスクを選択します。

メモ: ターゲットディスクはソース
ディスクと異なる必要があります。

例
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パラメータ

説明

例

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。

100 GB

サイズ (Size)

現在のディスクから新しいディス 35 GB
クに移動するストレージサイズを
GB、TB、PB のいずれかで入力
します。

メモ: これは省略可能なフィール
ドです。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: ターゲットディスクの未割り
当てのサイズより大きい移動サイ
ズは指定できません。

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。
たとえば、次のシナリオがあるとします。
■

シナリオ 1 - MSDP パーティションおよび AdvancedDisk パーティションがベースディ
スクにある拡張ユニットはアプライアンスに物理的に接続されているが、まだ追加され
ていない。

■

シナリオ2 - MSDP パーティションがベースディスクにある。 拡張ユニットが構成され、
パーティションが存在する。

該当するシナリオを選択し、以下の適切な手順を実行します。
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シナリオ 1 - 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

1

NetBackup アプライアンス Web コンソールにログオンします。

2

［管理 (Manage)］、［ストレージ (Storage)］、［ディスク (Disks)］の順に選択します。
ベースディスクに存在するパーティションを確認します。 以下に示すように、ベース
ディスクに MSDP、AdvancedDisk、カタログおよび構成パーティションがあるとしま
す。
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3

ベースディスクが非 MSDP パーティション (AdvancedDisk など) のサイズ調整に
よって十分に割り当てられていることを確認します。 ベースディスクに空きがないこと
を確認するには、AdvancedDisk のパーティションのサイズを、スライダーに表示さ
れる最大値をわずかに下回る値に調整します。
［パーティション (Partitions)］タブをクリックし、AdvancedDisk パーティションの隣の
［サイズ調整 (Resize)］をクリックします。 ［新しいサイズ (New Size)］フィールドに
サイズを入力します。この値は、スライダーに表示される最大値をわずかに下回る値
にします。この例では、AdvancedDisk パーティションは 39.48 TB にサイズ調整さ
れています。 サイズ調整の上限値は 39.49 TB になります。

［OK］をクリックしてサイズ調整します。
サイズ調整の操作が完了したら、もう一度［OK］をクリックします。ページは自動的に
更新され、更新されたサイズを反映します。
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4

［ディスク (Disks)］タブをクリックします。 拡張ユニットの隣の［追加 (Add)］リンクをク
リックします。 追加を確定するには［はい (Yes)］をクリックし、［OK］をクリックして終
了します。 2 つ目の拡張ユニットにも同じ手順を繰り返します。

未割り当ての領域が増えていることを確認してください。

5

MSDP パーティションによって占有されている領域を確認します。［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。
［MSDP の配分 (Distributions for MSDP)］セクションを確認します。この例では、
MSDP パーティションがベースディスクに存在し、260 GB を占有しています。

後で拡張ディスクに MSDP パーティションを移動する場合、拡張ディスクには少な
くとも 260 GB の未割り当ての領域が必要であることに注意してください。
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6

［パーティション (Partitions)］タブをクリックします。 MSDP パーティションに移動し、
その横にある［サイズ調整 (Resize)］をクリックします。未割り当てのサイズをわずか
に下回る値を入力します。この例では、未割り当てのサイズは 47.29 TB で、MSDP
は 47 TB にサイズ調整されています。 未割り当てのサイズが、ベースディスクの
MSDP サイズよりも大きいことを確認してください (260GB 以上) 。

［OK］をクリックしてサイズ調整します。
サイズ調整の操作が完了したら、もう一度［OK］をクリックします。ページは自動的に
更新され、更新されたサイズを反映します。
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7

MSDP パーティションがディスク上でどのように配分されるかを確認してください。
［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。
［MSDP の配分 (Distributions for MSDP)］セクションを確認します。この例では、
MSDP パーティションの一部はベースディスクに存在します。

8

［パーティション (Partitions)］タブをクリックします。 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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9

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します。［移動
<MSDP>(Move <MSDP>)］ウィンドウで、移動先ディスクとして十分な未割り当てサ
イズを持つ拡張ディスクを選択します。

10 ［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。

11 ［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。

12 MSDP リンクをクリックします。 MSDP パーティションは拡張ディスクに存在します。

次の手順では、ベースディスクから拡張ディスクへ MSDP パーティションを移動する方
法（拡張ディスクにパーティションが構成されている場合）を説明します。
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シナリオ 2 - 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

1

NetBackup アプライアンス 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。この例では、MSDP パーティションはベースディ
スクや拡張ディスク上にあります。

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>)］ウィンドウで、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。

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。

管理 (Manage) > ストレージ (Storage) > ディスク (Disks)
［ディスク (Disks)］タブには、アプライアンスとそのアプライアンスに接続されているスト
レージシェルフで構成されるストレージディスクがテーブルで表示されます。
図 3-4 は、52xx アプライアンスの［ディスク (Disks)］タブのサンプルビューを示していま
す。
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図 3-4

52xx アプライアンスの［ディスク (Disks)］ビュー

パーティション
セクション
パーティション
セクションの配布
円グラフ
凡例

ディスクタブ

［パーティション (Partitions)］セクションには、アプライアンス内のストレージパーティショ
ンが図で示されます。円グラフには、構成されているストレージパーティションが示されま
す。また、各パーティションのサイズも示されます。円グラフに隣接する凡例には、各パー
ティションの色とサイズが表示されます。構成されたパーティションだけを凡例のリンクとし
て表示し、クリックすることができます。
凡例からパーティションをクリックすると、特定のパーティションが存在するディスクが
［<partition> 用の配分 (Distributions for partition)］セクションに表示されます。
［<partition> 用の配分 (Distributions for partition)］セクション内のディスクにマウスを移
動すると、対応するディスクが［ディスク (Disks)］タブ内でハイライトされます。次の図はこ
の動作を示しています。
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新しいストレージを接続するときに新しいディスクをスキャンする必要があります。ストレー
ジをアプライアンスから切断し、再接続するときにストレージの情報を更新する場合にもス
キャンする必要があります。
［スキャン (Scan)］をクリックして新しいディスクをスキャンし、［OK］をクリックしてメッセー
ジを確認します。
ストレージを展開して、ストレージシェルフまたは拡張システムをアプライアンスに接続す
る場合は、適切なプラットフォーム用の『Symantec NetBackup アプライアンスハードウェ
アの取り付けガイド』を参照してください。 これらのストレージシェルフまたは拡張システム
がアプライアンスに正しく接続されている場合は、［ディスク (Disks)］タブから、新しく利用
可能なディスクをスキャンする必要があります。新しいディスクは、［新しく利用可能 (New
Available)］状態になっています。新しく利用可能なディスクが表示された場合、これらの
ディスクを追加して追加の領域を使うことができます。
p.93 の 「新しく利用可能なディスクからのストレージ領域の追加」 を参照してください。
テーブルに次の列が表示されます。
列名

説明

ディスク (Disk)

ディスクに関連付けられている ID が表示されます。
例: 50001FAFA000000F5B0519CB4
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列名

説明

形式 (Type)

ディスクの形式が表示されます。
例: ベース
表 3-8 で各ディスク形式について説明します。

状態 (Status)

ディスクの状態が表示されます。
例: 使用中 (In Use)
表 3-9 で各状態について説明します。

割り当て (Allocations)

各ディスクに存在するパーティションを示します。各パーティション
のサイズも示します。
例: AdvancedDisk: 18 TB

未割り当て (Unallocated)

割り当てられていないディスク内の利用可能な領域が表示されま
す。
例: 1.9172 GB

合計 (Total)

ディスク内の合計ストレージ領域が表示されます。
例: 4.5429 TB

表 3-8 に、各ディスク形式とそれらが表示されるアプライアンスのプラットフォームを示し
ます。
ディスクの種類

表 3-8
形式

説明

サポートされるプラット
フォーム

オペレー
このカテゴリは、アプライアンスのオペレーティングシス 5200、5220、5230
ティングシス テムによって占有されているストレージを示します。
テム
ベース

このカテゴリは、アプライアンスの基本単位で使うことが 5200、5220、5230
できるストレージを示します。

拡張

5220 または 5230 アプライアンスに接続されているス 5220、5230
トレージシェルフ。

不明

このカテゴリは、ディスクにアクセスできないときなど、 適用なし
アプライアンスがディスクの種類を判断できないときに
表示されます。

表 3-9 で、［状態 (Status)］フィールドに表示されるさまざまな状態を説明します。
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ディスクの状態

表 3-9
状態

説明

外部
(Foreign)

ディスクにストレージ構成情報があり、データが含まれている可能性があることを示
します。
［削除 (Remove)］リンクが、すべての［外部 (Foreign)］ディスクの隣に表示されま
す。［外部 (Foreign)］ディスクから既存のデータを削除できます。［外部 (Foreign)］
ディスクを削除すると、ディスクの状態は［新しく利用可能 (New Available)］になり
ます。
ディスクの状態は、次の場合に［外部 (Foreign)］として表示されます。
■

■

■

［使用中 (In Use)］だったディスクが物理的に切断され、後で再接続された場
合。この場合、アプライアンスを再起動すると、ディスクの状態は以前の状態に
戻ります。
［使用中 (In Use)］だったディスクが物理的に切断された場合。アプライアンス
が再イメージングおよび再構成され、ディスクが再接続される場合。
または
別のシステムに接続されていたディスクに、古いシステムの構成情報が含まれ
ている場合。

使用中 (In
Use)

ディスクが現在使用中であることを示します。

n/a

この状態のディスクではコマンドまたは操作を実行できないことを示します。

［削除 (Remove)］リンクは、ディスクにパーティションがない場合に表示されます。

［適用なし (n/a)］状態のディスクの例としては、オペレーティングシステムがありま
す。
新しく利用可 ディスクをストレージ領域に追加できることを示します。ストレージ領域にストレージ
能 (New
ディスクを追加するための［追加 (Add)］リンクが表示されます。
Available)
アクセス不可 ［使用中 (In Use)］だったストレージディスクにはアクセスできません。
(Not
Accessible)
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メモ: Main > Support シェルメニューから Datacollect コマンドを使ってストレージ
ディスクのログを収集できます。これらのディスクログをシマンテック社のサポートチームと
共有することで、ディスク関連の問題を解決できます。Main > Support > Datacollect
メニューの詳細を参照できます。

NetBackup アプライアンス Web コンソールからストレージデバイスのス
キャン
次の手順は［管理 (Manage)］ > ［ストレージ (Storage)］ > ［ディスク (Disks)］ から接続
済みのストレージデバイスをスキャンする方法を示します。ストレージデバイスが接続され
ている場合は常に、［スキャン (Scan)］を使ってストレージデバイスを検出するか、状態を
更新します。 Scan コマンドを実行しても更新されたストレージデバイスの情報が表示さ
れない場合、アプライアンスを再起動してストレージデバイスの情報を更新します。
メモ: ストレージを展開して、ストレージシェルフまたは拡張システムをアプライアンスに接
続する場合は、適切なプラットフォーム用の『Symantec NetBackup アプライアンスハー
ドウェアの取り付けガイド』を参照してください。 これらのストレージシェルフまたは拡張シ
ステムがアプライアンスに正しく接続されたら、［ディスク (Disks)］タブからデバイスをス
キャンする必要があります。新しく利用可能なディスクが表示された場合、これらのディス
クを追加して追加の領域を使うことができます。新しいディスクは、［新しく利用可能 (New
Available)］状態になっています。
NetBackup アプライアンス Web コンソールからストレージデバイスをスキャンするには

1

NetBackup アプライアンス Web コンソールにログオンします。

2

［管理 (Manage)］、［ストレージ (Storage)］、［ディスク (Disks)］の順に選択します。

3

［スキャン (Scan)］をクリックします。

4

確認メッセージが表示されます。［はい (Yes)］をクリックして確認します。スキャンが
開始します。

5

スキャンが完了したら、［OK］をクリックします。［ディスク (Disks)］タブが自動更新さ
れます。52xx アプライアンスで新しいストレージシェルフが検出されると、［ディスク
(Disks)］タブに新しいディスク ID が表示されます。
52xx アプライアンスの場合、新しいエントリは次の属性を持ちます。
■

［形式 (Type)］=［拡張 (Expansion)］

■

［状態 (Status)］=［新しく利用可能 (New Available)］

このディスクを今すぐ未割り当ての領域に追加できます。
p.93 の 「新しく利用可能なディスクからのストレージ領域の追加」 を参照してくださ
い。
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新しく利用可能なディスクからのストレージ領域の追加
次の手順は、新しく利用可能なディスクから未割り当て領域に領域を追加する方法を示
しています。
アプライアンスにストレージシェルフまたは拡張システムを接続する場合、適切なプラット
フォーム用の『Symantec NetBackup アプライアンスハードウェアの取り付けガイド』を参
照してください。 これらのストレージシェルフがアプライアンスに正しく接続されている場
合、［ディスク (Disks)］タブから新しく利用可能なディスクをスキャンする必要があります。
新しいディスクは、［新しく利用可能 (New Available)］状態になっています。新しく利用
可能なディスクが表示された場合、これらのディスクを追加して追加の領域を使うことがで
きます。
新しく利用可能なディスクからストレージ領域を追加するには

1

NetBackup アプライアンス Web コンソールにログオンします。

2

［管理 (Manage)］、［ストレージ (Storage)］、［ディスク (Disks)］の順に選択します。

3

［ディスク (Disks)］テーブルにすべてのディスクが表示されます。［状態 (Status)］が
［新しく利用可能 (New Available)］になっているディスクのみを追加できます。その
ようなディスクの隣に［追加 (Add)］リンクが表示されます。
メモ: ディスクの状態が［外部 (Foreign)］の場合は、［削除 (Remove)］をクリックし、
データが削除されてディスクの状態が［新しく利用可能 (New Available)］になるよう
にします。 このデータをリカバリする必要がある場合は、シマンテック社のサポートに
連絡してください。

4

ディスクを追加するには、［追加 (Add)］をクリックします。
ダイアログボックスは次のメッセージを表示します。
この操作を行うと、未割り当てのストレージにディスクが追加されます。続行しますか。
(This operation will add the disk to the Unallocated storage. Do you want to
continue?)
［はい (Yes)］をクリックします。

5

システムは次のメッセージを表示します。
Adding disk <disk ID>
Succeeded.

［OK］をクリックして終了します。［管理 (Manage)］>［ストレージ (Storage)］>［ディス
ク (Disks)］ページは自動的に更新されます。
ディスクを追加すると、アプライアンスはその［状態 (Status)］を［使用中 (In Use)］に更新
します。この変更は［パーティション (Partitions)］セクションにも反映されます。［未割り当
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て (Unallocated)］領域が増加し、［パーティション (Partitions)］グラフとテーブルに追加
のストレージ領域が表示されます。

既存のストレージディスクの削除
次の手順は、既存のストレージディスクを削除する方法を示しています。
メモ: 状態が［使用中 (In Use)］のディスクを削除する前に、すべてのパーティションをディ
スクから他のディスクに確実に移動してください。［管理 (Manage)］>［ストレージ (Storage)］
>［ディスク (Disks)］の［割り当て (Allocations)］列から、各ディスクのパーティションを表
示できます。

メモ: 拡張ディスクを接続解除しているときに、ビーコン機能を使ってこの拡張ディスクを
特定できます。ビーコン機能を使ってベースディスクを識別することもできます。
既存のディスクを削除するには

1

NetBackup アプライアンス Web コンソールにログオンします。

2

［管理 (Manage)］ > ［ストレージ (Storage)］ > ［ディスク (Disks)］に移動します。

3

［ディスク (Disks)］テーブルの［状態 (Status)］列に［削除 (Remove)］リンクが表示
されます。 これは、状態が［使用中 (In Use)］で、パーティションを含まないディスク
に対して表示されます。また、状態が［外部 (Foreign)］のディスクに対しても表示さ
れます。
メモ: 状態が［使用中 (In Use)］のディスクにパーティションがあり、このパーティショ
ンを削除する場合は、まずパーティションを別のディスクに移動する必要があります。
［管理 (Manage)］>［ストレージ (Storage)］>［ディスク (Disks)］の［割り当て
(Allocations)］列から、各ディスクのパーティションを表示できます。
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4

［削除 (Remove)］リンクをクリックし、ディスクを削除します。
ダイアログボックスは次のメッセージを表示します。
この操作を行うとディスク <disk ID> が除去されます。続行しますか。(This operation
will remove the disk <disk ID>. Do you want to continue?)
［はい (Yes)］をクリックして続行します。
データを持つ状態が［外部 (Foreign)］のディスクを削除する場合は、次のメッセー
ジが表示されます。
この操作を行うとディスク <disk ID> が除去されます。<disk ID> 内に存在するすべ
てのバックアップデータが削除されます。続行しますか。(This operation will remove
the disk <disk ID>. Any backup data present in the <disk ID> disk will be
deleted. Do you want to continue?)
［はい (Yes)］をクリックして続行します。
メモ: 状態が［外部 (Foreign)］のディスクにデータがある場合があります。このような
ディスクを削除すると、ディスクに存在するすべてのデータも削除されます。

5

システムは次のメッセージを表示します。
Removing disk <disk ID>
Succeeded.

［OK］をクリックして終了します。［管理 (Manage)］>［ストレージ (Storage)］>［ディス
ク (Disks)］ページは自動的に更新されます。
ディスクを削除すると、アプライアンスはそのディスクの［状態 (Status)］を［新しく使
用可能 (New Available)］に更新します。この変更は［パーティション (Partitions)］
セクションにも反映されます。［未割り当て (Unallocated)］領域が減少し、それに応
じて［パーティション (Partitions)］グラフとテーブルに減少した領域が表示されます。
メモ: ストレージシェルフを 5220 アプライアンスに物理的に取り付けたり、5220 アプライ
アンスから物理的に取り外すときは、ブート順序を更新し、ストレージシェルフを再ブート
して、最後にアプライアンスを再ブートする必要があります。また、2 つの接続済みストレー
ジシェルフのうちの 1 つを取り外す場合も、アプライアンスを再ブートする必要がありま
す。

警告: ストレージシェルフを物理的に取り外した後に 5220 アプライアンスを再ブートする
と、ハングアップしてシマンテック社のブートスプラッシュ画面が表示される場合がありま
す。ESC キーを押して続行してください。RAID コントローラファームウェアにより、アプラ
イアンスのブートを支援するステップバイステップの手順が提供されます。
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ストレージ操作タスクの進行状況の監視
次の手順は、NetBackup Appliance シェルメニューで Monitor コマンドを使う方法を示
しています。
ストレージタスクを監視する方法

1

NetBackup Appliance シェルメニューにログオンします。

2

次のコマンドを使って、Manage > Storage メニューに移動します。
Main > Manage > Storage

3

実行中のストレージ管理タスクの現在の進捗状況を表示するには、Monitor コマン
ドを入力します。
アプライアンスは次の例のようにタスクの進捗を表示します。
Storage > Monitor

>>>>> Press 'CTRL + C' to quit. <<<<<
Resizing the AdvancedDisk storage partition...
The estimated time to resize the partition is 2 to 5 minutes.
Stopping NetBackup processes... (2 mins approx)

NetBackup Appliance シェルメニューを使ったストレージデバイスのス
キャン
次の手順は、NetBackup Appliance シェルメニューを通して、アプライアンスに接続され
たストレージデバイスをスキャンする方法を示しています。［管理 (Manage)］ > ［ストレー
ジ (Storage)］ > ［ディスク (Disks)］からストレージデバイスをスキャンすることもできます。
メモ: ストレージデバイスを接続した、またはストレージデバイスとの接続を解除した場合
は、必ずこのコマンドを使ってストレージデバイスの検出または状態の更新を行います。
Scan コマンドを実行しても更新されたストレージデバイスの情報が表示されない場合、ア
プライアンスを再起動してストレージデバイスの情報を更新します。
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アプライアンスに接続済みのストレージデバイスをスキャンする方法

1

NetBackup Appliance シェルメニューにログオンします。

2

次のコマンドを使って、Manage > Storage メニューに移動します。
Main > Manage > Storage

アプライアンスは、ストレージメニューのすべてのサブタスクを表示します。

3

ストレージデバイスをスキャンするには、Scan コマンドを入力します。
52xx アプライアンスでは、接続済みのデバイスがスキャンされ、次の出力が表示さ
れます。
Storage> Scan
- [Info] Refreshing the storage devices...
- [Info] Succeeded.

NOTE: If you run the 'Manage->Storage->Show Disk' command and the device i
run the 'Manage->Storage->Scan' command to import and refresh the device i
appear, restart the appliance to refresh the device information.

Show コマンドを使ったストレージ領域情報の表示について
このセクションでは、次の Show [Type] コマンドと、NetBackup Appliance シェルメニュー
でこのコマンドを使う方法について説明します。これらのコマンドは Main_Menu > Manage
> Storage からアクセスすることができます。
Show [Type] コマンドの説明を以下に示します。
■

Show [ALL]: Disk、Partition、Distribution の情報を一緒に表示します。

p.98 の 「すべてのストレージ情報の表示」 を参照してください。
■

Show [Disk]: ディスクの容量の合計、未割り当てのストレージ容量、現在の状態を

表示します。
p.100 の 「ディスク情報の表示」 を参照してください。
■

Show [Partition]: パーティションの合計ストレージ容量、使用可能なストレージ容

量、使用済みのストレージ容量を表示します。
p.101 の 「パーティション情報の表示」 を参照してください。
■

Show [Distribution]: ディスクのパーティションの分布を表示します。

p.101 の 「ディスクのパーティションの分布の表示」 を参照してください。
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メモ: ［管理 (Manage)］ > ［ストレージ (Storage)］ > ［パーティション (Partitions)］ページ
で MSDP パーティションに表示されるか、または NetBackup Appliance のシェルメニュー
で［管理 (Manage)］ > ［ストレージ (Storage)］ > ［表示 (Show)］コマンドを使用して表
示される［使用可能 (Available)］および［使用済みサイズ (Used Size)］の値は、使用可
能なすべての領域または MSDP パーティションによって使用されているすべての領域で
はない場合があります。 これは領域がファイルシステムと MSDP によって予約されてい
るためです。ファイルシステムは、そのファイルシステムが使用する領域を予約します。ま
た、MSDP は重複排除データベースおよびトランザクションログのためにストレージ領域
の 4% を予約します。
NetBackup 管理コンソールに表示される MSDP ディスクのプールサイズを確認し、MSDP
の統計を把握してください。

すべてのストレージ情報の表示
次の手順は、NetBackup Appliance シェルメニューで Show All コマンドを使う方法を
示しています。
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すべてのストレージ情報を表示する方法

1

NetBackup Appliance シェルメニューにログオンします。

2

ストレージ (Storage) メニューを開きます。ストレージメニューを開くには、次のコマ

ンドを使います。
Main > Manage > Storage

アプライアンスは、ストレージメニューのすべてのサブタスクを表示します。

3

デバイス情報を表示するには、Show All コマンドを入力します。
5230 プラットフォームでは、アプライアンスは次の例のようにストレージ情報を表示
します。
Storage> Show All
- [Info] Performing sanity check on disks and partitions..
(5 mins approx)
------------------------------------------------------------------Disk ID
| Type
| Total|Unallocated| Status
------------------------------------------------------------------SE000000000000000000se|Operating System|150 GB|
| n/a
S0001FB3BC00A0000009se|Base
|550 GB| 33.968 GB | In Use
S0001FB3BC00A0000009se (Base)
-----------------------------------------AdvancedDisk
: 20 GB
Catalog
: 350 GB
Configuration

: 50 GB

-------------------------------------------------------------------Partition
| Total |Available| Used
|%Used| Status
-------------------------------------------------------------------AdvancedDisk
| 20 GB
|19.778 GB|227.31 MB| 2 |Optimal
Catalog
| 350 GB |49.196 GB|822.58 GB| 2 |Optimal
Configuration
| 50 GB
| 25 GB | 25 GB
| 50 |Optimal
MSDP
| 0 GB
| 0 GB
| 0 GB
| 0 |Not Configured
Unallocated
| 130 GB |
- |
- | - | -

You cannot issue commands for disks with the status 'n/a'.
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ディスク情報の表示
次の手順は、NetBackup Appliance シェルメニューで Show Disk コマンドを使う方法を
示しています。
ディスク情報を表示する方法

1

NetBackup Appliance シェルメニューにログオンします。

2

ストレージ (Storage) メニューを開きます。ストレージメニューを開くには、次のコマ

ンドを使います。
Main > Manage > Storage

アプライアンスは、ストレージメニューのすべてのサブタスクを表示します。

3

ディスク情報を表示するには、Show Disk コマンドを入力します。
アプライアンスは次の例のようにディスク情報を表示します。
Storage> Show Disk
- [Info] Performing sanity check on disks and partitions..(5 mins approx)
-------------------------------------------------------------------Disk ID
| Type
| Total |Unallocated|Status
-------------------------------------------------------------------50001FD36800000796537BB10F|Operating|930.39 TB| | n/a
System
50001FD36800000790537BB0FA|Base
| 2.24 TB| 300 GB
| In Use
50001FEE6C00000A36537BB0CB|Expansion|4.5421 TB| 840.92 GB| In Use
You cannot issue commands for devices with the status 'n/a'.

表 3-10 に、各ディスク形式とそれらが表示されるアプライアンスのプラットフォームを示し
ます。
表 3-10

ディスク形式

形式

説明

サポートされるプラットフォーム

オペレーティ
ングシステム

このカテゴリでは、アプライアンスのオペレー 5200、5220、5230
ティングシステム、ログなどによって占有され
ているストレージを示します。

ベース

このカテゴリは、アプライアンスの基本単位 5200、5220、5230
で使うことができるストレージを示します。

拡張

5220 または 5230 アプライアンスに接続さ 5220、5230
れているストレージシェルフは単一の拡張
ディスクとして表示されます。
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形式

説明

不明

このカテゴリは、ディスクにアクセスできない 適用なし
ときなど、アプライアンスがディスクの種類を
判断できないときに表示されます。
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サポートされるプラットフォーム

パーティション情報の表示
次の手順は、NetBackup Appliance シェルメニューで Show Partition コマンドを使う
方法を示しています。
パーティション情報を表示する方法

1

NetBackup Appliance シェルメニューにログオンします。

2

ストレージ (Storage) メニューを開きます。ストレージメニューを開くには、次のコマ

ンドを使います。
Main > Manage > Storage

アプライアンスは、ストレージメニューのすべてのサブタスクを表示します。

3

パーティション情報を表示するには、Show Parition コマンドを入力します。
52xx プラットフォームでは、アプライアンスは次の例のようにパーティション情報を表
示します。
Storage> Show Partition
------------------------------------------------------------------------Partition
| Total
| Available | Used
| %Used| Status
------------------------------------------------------------------------AdvancedDisk | 1 TB
| 1001.1 GB | 22.876 GB | 3
| Optimal
MSDP
| 3.6343 TB| 3.4868 TB | 151.04 GB | 4
| Optimal
Configuration| 150 GB
| 25 GB
| 125 GB
| 83.3%| Optimal
Unallocated | 53.683 TB|
|
| | -

表示されるパーティション情報がハードウェアプラットフォームによって異なること注
意してください。
アプライアンスがメディアサーバーの役割で構成されている場合は、カタログパー
ティションはサポートされません。

ディスクのパーティションの分布の表示
次の手順は、NetBackup Appliance シェルメニューで Show Distribution コマンドを
使う方法を示しています。
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ディスクのパーティションの分布を表示する方法

1

NetBackup Appliance シェルメニューにログオンします。

2

ストレージ (Storage) メニューを開きます。ストレージメニューを開くには、次のコマ

ンドを使います。
Main > Manage > Storage

アプライアンスは、ストレージメニューのすべてのサブタスクを表示します。

3

ディスクのパーティションの分布を表示するには、Show Distribution コマンドを
入力します。
アプライアンスは、次の例のようにディスクのパーティションの分布を表示します。
Storage> Show Distribution
S0001FB3BC00000A62501ABDA0000009se (Base)
-----------------------------------------AdvancedDisk :
744 GB
MSDP
: 930.38 GB

ストレージの電子メールでのアラートについて
ソフトウェア管理者は、［設定 (Settings)］>［アラート (Alerts)］>［電子メールソフトウェア
の追加[電子メールアドレス] (Email Software Add [Email Addresses])］コマンドを実行
して、電子メールアカウントを追加してソフトウェアのアラートを受信できます。特定のアプ
ライアンスでソフトウェアアラートを受信するよう電子メールアドレスを設定した場合、スト
レージのアラートやハードウェア監視アラートなどのアプライアンスアラートを受信します。
ストレージのアラートは次のような場合に生成されます。
■

アプライアンスでサイズ調整または移動操作が実行された時。 サイズ調整または移
動操作が完了すると、操作と結果を示すアラートが電子メールアドレスに送信されま
す。アラートはサイズ調整または移動操作が成功または失敗した場合に送信されま
す。

■

アプライアンスでストレージの健全性検査が失敗したとき。 ストレージの健全性検査
は毎日実行されます。また、ストレージの操作の一部として動作します。 ストレージの
健全性検査により、ストレージの一部の問題を修復または報告することができます。

アラートの内容例を示します。 このアラートは、ホストの nb アプライアンスの AdvancedDisk
のパーティションが 1 TB にサイズ調整されたときに生成されます。
Alerts from NetBackup Appliance
Host name:

nb-appliance
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Operation:
Status:
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Resize AdvancedDisk 1 TB
Succeeded

- NetBackup Appliance Alerts

次のアラートのサンプルは、ストレージの健全性検査が失敗したときに生成されます。
Alerts from NetBackup Appliance
Host name: nb-appliance
Operation: Storage sanity check
Status:
Failed
Reason:
Failed to mount the 'AdvancedDisk' partition '0'. A full file
system check (fsck) needs to be performed on this partition.
- NetBackup Appliance Alerts

アプライアンスのサポート対象テープデバイスについて
次に、NetBackup Appliance のテープデバイスサポートについて説明します。
テープライブラリ

NetBackup Appliance は NetBackup の形式 TLD (テープライブラリ DLT)
のテープライブラリへのバックアップをサポートします。DLT は Digital Linear
Tape の略です。
NetBackup がサポートする TLD 形式については、次の URL で NetBackup
ハードウェア互換性リストを参照してください。
www.netbackup.com/compatibility

テープドライブ

NetBackup Appliance は、SCSI T10 暗号化対応のテープデバイスへの
書き込みをサポートし、テープメディアをオフサイトに移動する場合の安全
性を確保します。テープ暗号化では NetBackup の KMS (Key Management
Service) 機能を構成する必要があります。 KMS のサポートと KMS でサ
ポートされるテープドライブのリストについて詳しくは、次の URL にある
NetBackup ハードウェア互換性リストを参照してください。
www.netbackup.com/compatibility

テープの使用

CLN のバーコードの接頭辞があるテープはクリーニングテープとして扱わ
れます。
他のバーコードの接頭辞があるテープはすべて通常のテープとして扱われ
ます。
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NetBackup ACS ラ アプライアンスバージョン 2.5 から、NetBackup Appliance は NetBackup
イブラリ
の形式 ACS ライブラリと NetBackup アプライアンスでの NetBackup ACS
ロボットの構成をサポートします。アプライアンス管理者はローカルアプライ
アンスの vm.conf ファイルで ACS エントリを変更できます。
vm.conf ファイルの変更に使用できる ACS 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。

p.319 の 「アプライアンス HBA WWPN を特定する方法」 を参照してください。
p.104 の 「NetBackup Appliance への外部ロボットの追加」 を参照してください。

NetBackup Appliance への外部ロボットの追加
ファイバーチャネル HBA カードがインストールされた後、アプライアンスに外部ロボットを
追加できます。
次の手順を使ってアプライアンスにロボットを追加します。
アプライアンスに外部ロボットを追加する方法

1

ベンダーからの指示に記述されているように物理アドレススイッチを適切な設定に設
定します。

2

ベンダーからの指示に記述されているようにロボットを HBA カードに接続します。

3

ベンダーからの指示に記述されているように、ロボットがオペレーティングシステムと
連携して動作するようにロボットソフトウェアをインストールして構成します。オペレー
ティングシステムがアプライアンスと連携して動作するように構成するには、ロボット
を認識できる必要があります (これはオプションの手順です)。

4

バックアップのために追加されたロボットを次のように構成します。
NetBackup 52xx メディアサー NetBackup 管理コンソールを使います。
バーアプライアンスの場合
『Symantec NetBackup 管理者ガイド Vol. 1』の「ロボット
およびドライブの構成」を参照してください。

p.103 の 「アプライアンスのサポート対象テープデバイスについて」 を参照してください。

アプライアンスに対するホストパラメータの構成について
設定 (Settings) > ホスト (Host) メニューでは、アプライアンスに関する NetBackup の以
下の設定を表示し、編集できます。
■

データバッファのパラメータの指定
p.106 の 「データバッファのパラメータの構成」 を参照してください。
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■

ライフサイクルパラメータの指定
p.110 の 「ライフサイクルパラメータの構成」 を参照してください。

■

重複排除パラメータの指定
p.113 の 「重複排除パラメータの構成」 を参照してください。

■

サーバーリカバリオプションとしての BMR の有効と無効の切り替え
p.114 の 「BMR の統合について」 を参照してください。

［管理 (Manage)］ > ［ホスト (Host)］ > ［データバッファ (Data Buffer)］
オプション
アプライアンスの NetBackup アプライアンス Web コンソールの［管理 (Manage)］>［ホ
スト (Host)］>［データバッファ (Data Buffer)］タブを使って、NetBackup と共有するデー
タバッファのパラメータを設定できます。［データバッファのパラメータ (Data Buffer
Parameters)］タブを使って、次のデータバッファのストレージの件数とサイズを入力でき
ます。
■

データバッファテープ

■

ディスクのデータバッファ

■

ファイバートランスポートを使ったデータバッファ

■

データバッファのリストア

■

NDMP (ネットワークデータ管理プロトコル) でのデータバッファ

■

複数コピーでのデータバッファ

次のデータバッファのパラメータは、アプライアンス NetBackup アプライアンス Web コン
ソールを使って更新できます。
表 3-11
フィールド

データバッファのパラメータ
カウントフィールドについての説明

データバッファ (テープ) - NetBackup が使う共有データバッファテープの合計数を入力します。
カウント (Data buffer
デフォルト値は 30 です。
tapes - Count)
データバッファ (テープ) - 各共有データバッファテープのサイズ (バイト) を入力します。デフォル
サイズ (Data buffer
ト値は 262144 バイトです。
tapes - Size)
データバッファ (ディスク) NetBackup が使う共有データバッファディスクの数を入力します。デ
- カウント (Data buffer on フォルト値は 30 です。
disks - Count)
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フィールド

カウントフィールドについての説明

データバッファ (ディスク) 各共有データバッファディスクのサイズ (バイト) を入力します。デフォ
- サイズ (Data buffer on ルト値は 262144 バイトです。
disks - Size)
データバッファ (FT) - カ
ウント (Data buffer FT Count)

NetBackup が使う共有データバッファの FT ストレージの数を入力し
ます。デフォルト値は 16 です。

データバッファ (FT) - サ
イズ (Data buffer FT Size)

各共有データバッファ (FT) ストレージのサイズ (バイト) を入力します。
デフォルト値は 262144 バイトです。

データバッファ (リストア)
- カウント (Data buffer
restore - Count)

NetBackup が使う共有データバッファのリストア用ストレージの数を入
力します。デフォルト値は 30 です。

データバッファ (NDMP)
- サイズ (Data buffer
NDMP - size)

各共有データバッファの NDMP (Network Data Management
Protocol) ストレージのサイズ (バイト) を入力します。デフォルト値は
262144 バイトです。

データバッファ (複数コ
ピー) - サイズ (Data
buffer multiple copies Size)

リストアされた各共有データバッファのストレージのサイズ (バイト) をキ
ロバイトで入力します。デフォルト値は 262144 バイトです。

このタブを使って、データバッファパラメータを表示し、変更できます。

データバッファのパラメータの構成
NetBackup アプライアンス Web コンソールの［管理 (Manage)］>［ホスト (Host)］メニュー
を使って、データバッファのパラメータを設定できます。ホスト (Host) メニューに［データ
バッファ (Data Buffer)］タブが表示されます。このタブを使って、データバッファパラメー
タを表示し、変更できます。次の手順では、NetBackup アプライアンス Web コンソール
を使ってデータバッファのパラメータを表示、更新する方法を説明します。
アプライアンスのシェルメニューを使ってこれらのパラメータを更新することもできます。詳
しくは、『Symantec NetBackup 52xx シリーズコマンドリファレンスガイド』を参照してくだ
さい。
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データバッファのパラメータを構成する方法

1

NetBackup アプライアンス Web コンソールにログオンします。

2

［管理 (Manage)］、［ホスト (Host)］、［データバッファ (Data Buffer)］の順に選択し
ます。
デフォルトの NetBackup データバッファパラメータを示す［データバッファ (Data
Buffer)］タブが表示されます。

3

表示されたフィールドにデータバッファのパラメータを入力します。データバッファの
パラメータの説明を入手できます。
p.105 の 「［管理 (Manage)］ > ［ホスト (Host)］ > ［データバッファ (Data Buffer)］オ
プション」 を参照してください。

4

［保存 (Save)］をクリックして更新済みのパラメータを保存します。

［管理 (Manage)］ > ［ホスト (Host)］ > ［ライフサイクル (Lifecycle)］オプ
ション
NetBackup アプライアンス Web コンソールの［管理 (Manage)］>［ホスト (Host)］メニュー
を使って、ライフサイクルパラメータを設定できます。［ホスト (Host)］ページに［ライフサイ
クル (Lifecycle)］タブが表示されます。このタブを使って、ライフサイクルパラメータを表
示、変更できます。
表 3-12 では、表示されるライフサイクルパラメータについて説明します。
表 3-12

ライフサイクルパラメータ

フィールド

説明

クリーンアップセッション 削除したライフサイクルポリシーをクリーンアップするまでの時間間隔を
の間隔 (Cleanup
入力します。デフォルト値は 24 時間です。
session interval)
ドロップダウンリストから時間を測定するための単位を選択します。以下
のオプションから選択できます。

複製グループの基準
(Duplication group
criteria)

■

時間 (Hour(s))

■

秒間 (Second(s))

■

分間 (Minute(s))

■

日 (Day(s))

■

週間 (Week(s))

■

月間 (Month(s))

■

年間 (Year(s))

バッチの作成方法の定義に使う複製グループの基準を入力します。デ
フォルト値は 1 です。
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フィールド

説明

イメージの拡張再試行 イメージのコピーを次の複製ジョブに追加するまで NetBackup が待つ
期間 (Image extended 間隔を入力します。デフォルト値は 2 時間です。
retry period)
ドロップダウンリストから時間を測定するための単位を選択します。以下
のオプションから選択できます。
■

時間 (Hour(s))

■

秒間 (Second(s))

■

分間 (Minute(s))

■

日 (Day(s))

■

週間 (Week(s))

■

月間 (Month(s))

■

年間 (Year(s))

ジョブの発行間隔 (Job すべての操作のジョブ発行頻度を設定します。デフォルト値は 5 分で
submission interval)
す。
デフォルトでは、さらにジョブが発行される前にすべてのジョブが処理さ
れます。NetBackup ですべてのジョブが処理される前にさらにジョブを
発行するには、この間隔を大きくします。
ドロップダウンリストから時間を測定するための単位を選択します。以下
のオプションから選択できます。
■

時間 (Hour(s))

■

秒間 (Second(s))

■

分間 (Minute(s))

■

日 (Day(s))

■

週間 (Week(s))

■

月間 (Month(s))

■

年間 (Year(s))

複製ジョブあたりの最大 イメージのバッチの増加を許容する最大サイズを入力します。デフォル
サイズ (Max size per
ト値は 100 GB です。
duplication job)
ドロップダウンリストからサイズを測定するための単位を選択します。以
下のオプションから選択できます。
■

バイト (Byte(s))

■

KB

■

MB

■

GB

■

TB

■

PB
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フィールド

説明

小さなジョブの間隔を強 バッチが複製ジョブとして送信されるまで、グループ内のイメージの保持
制 (Force interval for 期間を決定する時間を入力します。デフォルト値は 30 分です。
small jobs)
ドロップダウンリストから時間を測定するための単位を選択します。以下
のオプションから選択できます。
■

時間 (Hour(s))

■

秒間 (Second(s))

■

分間 (Minute(s))

■

日 (Day(s))

■

週間 (Week(s))

■

月間 (Month(s))

■

年間 (Year(s))

複製ジョブあたりの最小 バッチ全体に対して複製ジョブを実行する前に、イメージのバッチが達
サイズ (Min size per
する必要がある最小サイズを入力します。デフォルト値は 8 GB です。
duplication job)
ドロップダウンリストからサイズを測定するための単位を選択します。以
下のオプションから選択できます。

レプリカのメタデータク
リーンアップ用タイマー
(Replica metadata
cleanup timer)

■

バイト (Byte(s))

■

KB

■

MB

■

GB

■

TB

■

PB

インポートマネージャがイメージのインポートを停止した後の日数を入力
します。デフォルト値は 0 時間です。
ドロップダウンリストから時間を測定するための単位を選択します。以下
のオプションから選択できます。
■

時間 (Hour(s))

■

秒間 (Second(s))

■

分間 (Minute(s))

■

日 (Day(s))

■

週間 (Week(s))

■

月間 (Month(s))

■

年間 (Year(s))

テープリソースのマルチ 単一のストレージユニットにアクセス可能な、同時にアクティブな複製ジョ
プライア (Tape
ブ数のマルチプライアを入力します。デフォルト値は 2 です。
resource multiplier)
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フィールド

説明

バージョンのクリーンアッ 非アクティブなバージョンがアクティブなバージョンだったときから経過す
プの遅延 (Version
る必要がある時間数を入力します。デフォルト値は 14 日です。
cleanup delay)
ドロップダウンリストから時間を測定するための単位を選択します。以下
のオプションから選択できます。
■

時間 (Hour(s))

■

秒間 (Second(s))

■

分間 (Minute(s))

■

日 (Day(s))

■

週間 (Week(s))

■

月間 (Month(s))

■

年間 (Year(s))

メモ: ［インポートの拡張再試行セッションのタイマー (Import Extended Retry Session
Timer)］、［インポートセッションのタイマー (Import Session Timer)］、［複製セッションの
間隔 (Duplication Session Interval)］パラメータは Appliance 2.6 では削除されました。
［ジョブの発行間隔 (Job Submission Interval)］という新しいパラメータが導入されてい
ます。

ライフサイクルパラメータの構成
NetBackup アプライアンス Web コンソールの［管理 (Manage)］>［ホスト (Host)］メニュー
を使って、ライフサイクルパラメータを設定できます。ホスト (Host) メニューに［ライフサイ
クル (Lifecycle)］タブが表示されます。このタブを使って、ライフサイクルパラメータを表
示、変更できます。次の手順では、NetBackup アプライアンス Web コンソールを使って
ライフサイクルパラメータを表示、更新する方法を説明します。
アプライアンスのシェルメニューを使ってこれらのパラメータを更新することもできます。詳
しくは、『Symantec NetBackup 52xx シリーズコマンドリファレンスガイド』を参照してくだ
さい。

110

第 3 章 NetBackup アプライアンス Web コンソールから行う NetBackup Appliance の管理
アプライアンスに対するホストパラメータの構成について

ライフサイクルパラメータを構成する方法

1

NetBackup アプライアンス Web コンソールにログオンします。

2

［管理 (Manage)］、［ホスト (Host)］、［ライフサイクル (Lifecycle)］の順に選択しま
す。
デフォルトのライフサイクルパラメータを示す［ライフサイクル (Lifecycle)］タブが表示
されます。ライフサイクルパラメータの説明を使用できます。
p.107 の 「［管理 (Manage)］ > ［ホスト (Host)］ > ［ライフサイクル (Lifecycle)］オプ
ション」 を参照してください。

3

［保存 (Save)］をクリックして更新済みのパラメータを保存します。

重複排除ソリューションの構成について
Symantec NetBackup Appliance は、2 種類のストレージソリューションで利用可能で
す。Symantec NetBackup ハードウェアアプライアンスの種類に基づいて、次の 2 種類
の重複排除ソリューションから選択できます。
表 3-13

重複排除ソリューションとアプライアンスに関する表

Symantec NetBackup
Appliance シリーズ

適用可能な重複排除ソ
リューション
マスターサーバー

メディアサーバー

Symantec NetBackup Appliance
5220 シリーズ

MSDP (Media Server
Deduplication) オプション

MSDP (Media Server
Deduplication) オプション

Symantec NetBackup Appliance
5230 シリーズ

MSDP (Media Server
Deduplication) オプション

MSDP (Media Server
Deduplication) オプション

5230 メディアアプライアンスへの重複排除ソリューションの追加
次の 2 つのページを使って、Symantec NetBackup Appliance 5230 シリーズのメディ
アアプライアンスに、重複排除ソリューションを構成できます。
■

［初期構成 (Initial Configuration)］: アプライアンスの初期構成時に重複排除ソリュー
ションを選択できます。

■

［管理 (Manage)］ > ［ストレージ (Storage)］ > ［サイズの変更 (Resize)］: 初期設定
時に重複排除ソリューションを構成しなかった場合、管理 (Manage) > ストレージ
(Storage) メニューの［サイズの変更 (Resize)］オプションを使って構成することがで
きます。詳しくは、p.74 の 「パーティションのサイズ変更」 を参照してください。

111

第 3 章 NetBackup アプライアンス Web コンソールから行う NetBackup Appliance の管理
アプライアンスに対するホストパラメータの構成について

［管理 (Manage)］>［ホスト (Host)］>［重複排除 (Deduplication)］
NetBackup アプライアンス Web コンソールの［管理 (Manage)］>［ホスト (Host)］>［重
複排除 (Deduplication)］メニューを使って、メディアサーバーの重複排除パラメータを設
定できます。［ホスト (Host)］ページに［重複排除 (Deduplication)］タブが表示されます。
このタブを使って、重複排除パラメータを表示、変更できます。
「［管理 (Manage)］>［ホスト (Host)］>［重複排除 (Deduplication)］」 では、［重複排除の
設定 (Deduplication Settings)］タブに表示される重複排除パラメータについて説明しま
す。
表 3-14

重複排除パラメータ

フィールド

説明

ログの冗長レベル (Log
verbosity level)

ログファイルに書き込まれる情報量を選択します。0 から 10 の値
を選択できます。10 がログに記録可能な最大情報量です。

メモ: シマンテック社の担当者から指示された場合だけ、この値を
変更してください。
デバッグログファイルの最大
サイズ (Debug log file
maximum size)

ログファイルの最大サイズ (MB) を入力します。

バックアップとリストア用の
NIC (NICs for backup and
restore)

バックアップとリストアを保守するために、ローカルの NIC (Network
Interface Card) の IP アドレスまたはアドレス範囲を入力します。

最大帯域幅 (Maximum
bandwidth)

メディアサーバーと重複排除プール間のデータをバックアップまた
はリストアするときに許可される最大帯域幅を入力します。
NetBackup アプライアンス Web コンソールを使って帯域幅調整
を設定することはできません。NetBackup Appliance シェルメニュー
で Main_Menu > Settings > Deduplication > Tune ビューオプ
ションを使って、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。

圧縮 (Compression)

最適化された複製データを圧縮する場合に選択します。デフォル
トでは、ファイルは圧縮されません。

暗号化 (Encryption)

データを暗号化する場合に、このチェックボックスにチェックマーク
を付けます。デフォルトでは、ファイルは暗号化されません。この
チェックボックスにチェックマークを付けると、データは転送中にス
トレージ上で暗号化されます。
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フィールド

説明

イメージの最大断片サイズ
バックアップイメージの最大断片サイズ (MB) を入力します。
(Maximum image fragment
メモ: シマンテック社の担当者から指示された場合だけ、この値を
size)
変更してください。
Web サービス再試行回数
(Web services retry count)

Web サービスが失敗するか、またはタイムアウトになった場合、試
行可能な再試行の回数を入力します。

メモ: このパラメータは PureDisk 重複排除オプションにのみ適用
されます。NetBackup の重複排除には影響しません。
Web サービス呼び出しのタイ NetBackup メディアサーバーから PureDisk ストレージユニットに
ムアウト (Web service call
対して実行される Web サービス呼び出しのタイムアウト値を増加
timeout)
また減少させるパラメータを入力します。

メモ: このパラメータは PureDisk 重複排除オプションにのみ適用
されます。NetBackup の重複排除には影響しません。
ローカルの pd.conf 設定を使 サーバー設定を無視し、ローカルの pd.conf の設定を使う場合に、
用 (Use local pd.conf
このチェックボックスにチェックマークを付けます。デフォルトではこ
settings)
のチェックボックスにチェックマークは付いていません。
ファイルセグメントの例外 (File ログファイルの接尾辞を入力します。これらの接尾辞のファイルは
segment exceptions)
セグメント化されません。

重複排除パラメータの構成
NetBackup アプライアンス Web コンソールの［管理 (Manage)］>［ホスト (Host)］メニュー
を使って、重複排除パラメータを設定できます。ホスト (Host) メニューに［重複排除
(Deduplication)］タブが表示されます。このタブを使って、MSDP パラメータを表示、変
更できます。次の手順では、NetBackup アプライアンス Web コンソールを使って重複排
除パラメータを表示、更新する方法を説明します。
アプライアンスのシェルメニューを使ってこれらのパラメータを更新することもできます。詳
しくは、『Symantec NetBackup 52xx シリーズコマンドリファレンスガイド』を参照してくだ
さい。
重複排除パラメータを構成する方法

1

NetBackup アプライアンス Web コンソールにログオンします。

2

［管理 (Manage)］、［ホスト (Host)］、［重複排除 (Deduplication)］の順に選択しま
す。
デフォルトの重複排除パラメータを示す［重複排除 (Deduplication)］タブが表示さ
れます。
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3

MSDP パラメータを入力します。これらのパラメータについて詳しくは、
p.112 の 「［管理 (Manage)］>［ホスト (Host)］>［重複排除 (Deduplication)］」 を参
照してください。

4

［保存 (Save)］をクリックして更新済みのパラメータを保存します。

BMR の統合について
BMR (Bare Metal Restore) は、NetBackup のサーバーリカバリオプションです。BMR
では、サーバーリカバリプロセスの自動化と合理化が行われるため、オペレーティングシ
ステムの再インストール、またはハードウェアの構成を手動で実行する必要がなくなりま
す。広範囲のトレーニングや退屈な管理を必要とせず、簡単なコマンドを使って、わずか
な時間で完全なサーバーのリストアを実現できます。
BMR により、以下のリカバリが可能になります。
■

完全に異なるハードウェアに接続されている Windows システム (DSR (Dissimilar
System Recovery))

■

ジオメトリが異なるディスクに接続された UNIX/Linux システム (DDR (Dissimilar Disk
Recovery))

詳しくは、『BMR 管理者ガイド』を参照してください。
メモ: NetBackup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。ブートサーバーは、リカバリする
ホストと同じオペレーティングシステムを使用する、どの非アプライアンス NetBackup プ
ラットフォームでもかまいません。
p.115 の 「NetBackup アプライアンス Web コンソールからの BMR の有効化」 を参照し
てください。

［管理 (Manage)］ > ［ホスト (Host)］ > ［詳細 (Advanced)］オプショ
ン
アプライアンスがマスターサーバー用に構成されているとき、NetBackup アプライアンス
Web コンソールの［管理 (Manage)］>［ホスト (Host)］>［詳細 (Advanced)］から BMR
(Bare Metal Restore) を有効にできます。アプライアンスの BMR を無効にする場合は、
適切な NetBackup コマンドを実行する必要があります。BMR がデフォルトでは無効で
あることに注意してください。
次のオプションは、［管理 (Manage)］ > ［ホスト (Host)］ > ［詳細 (Advanced)］上に表示
されます。
この Appliance に対し BMR を有効化 (Enable BMR on this Appliance)
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このオプションを使うと、BMR を有効にできます。
p.115 の 「NetBackup アプライアンス Web コンソールからの BMR の有効化」 を参照し
てください。
アプライアンスのシェルメニューから BMR の有効と無効を切り替えることはできません。
アプライアンスがメディアサーバーとして構成されているときは、BMR の構成は不要で
す。アプライアンスがメディアサーバーの役割で構成されているときは、［管理 (Manage)］
> ［ホスト (Host)］ > ［詳細 (Advanced)］タブは表示されません。

NetBackup アプライアンス Web コンソールからの BMR の有効化
アプライアンスがマスターサーバー用に構成されているとき、NetBackup アプライアンス
Web コンソールの［管理 (Manage)］>［ホスト (Host)］>［詳細 (Advanced)］から BMR
(Bare Metal Restore) を有効にできます。
アプライアンスの BMR を無効にする場合は、適切な NetBackup コマンドを実行する必
要があります。BMR がデフォルトでは無効であることに注意してください。
NetBackup アプライアンス Web コンソールから BMR を有効にする方法

1

NetBackup アプライアンス Web コンソールにログオンします。アプライアンスがマ
スターサーバーとして構成されている必要があることに注意してください。

2

［管理 (Manage)］>［ホスト (Host)］>［詳細 (Advanced)］タブを選択します。

3

［この Appliance に対し BMR を有効化 (Enable BMR on this appliance)］にチェッ
クマークを付けて、アプライアンスの BMR を有効にします。

4

［保存 (Save)］をクリックします。

［管理 (Manage)］ > ［ホスト (Host)］ > ［IPMI］オプション
NetBackup アプライアンス Web コンソールの［管理 (Manage)］ > ［ホスト (Host)］ >
［IPMI］タブから IPMI をリセットできます。 IPMI インターフェースがハングアップしたり応
答を停止した場合にのみ IPMI をリセットしてください。 IPMI リセット操作を行うと、IPMI
が再起動されます。
IPMI のリセット方法の手順については、次のリンクを参照してください。
p.116 の 「IPMI のリセット」 を参照してください。
メモ: NetBackup Appliance シェルメニューからは、Support > IPMI Reset コマンドを
使って IPMI をリセットできます。 詳しくは、『NetBackup Appliance コマンドガイド』を参
照してください。
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IPMI のリセット
IPMI をリセットするには、次の手順を使います。 IPMI は、IPMI コンソールのハングまた
は応答停止が発生した場合のみリセットする必要があります。
IPMI をリセットするには

1

NetBackup アプライアンス Web コンソールにログオンします。

2

［管理 (Manage)］ > ［ホスト (Host)］ > ［IPMI］に移動します。

3

［IPMI のリセット (Reset IPMI)］をクリックします。

4

次の警告が表示されます。
IPMI をリセットすると、現在の IPMI ユーザーがすべて切断されます。 IPMI をリセッ
トしてよろしいですか?
［はい (Yes)］をクリックして続行します。

5

IPMI がリセットされます。 2 分間待機してから IP コンソールへの再接続を試行する
ことをお勧めします。

6

IPMI コンソールにアクセスできない場合、アプライアンスをシャットダウンしてから再
起動する必要があります。 次の手順を実行します。
■

アプライアンスのシャットダウンに都合よい時間を設定し、すべてのユーザーに
アラートをだします。

■

アプライアンスをシャットダウンします。

■

アプライアンスのすべての電源ケーブルの接続を切断します。

■

15 秒待機して、ケーブルを再接続します。

■

アプライアンスの電源をオンにする。

管理 (Manage) > アプライアンスのリストア (Appliance
Restore)
［アプライアンスのリストア (Appliance Restore)］は、アプライアンスを特定の状態にリスト
アすることを意味します。その状態は、出荷時の初期状態の場合もあれば、チェックポイ
ントの使用によって決定される状態の場合もあります。v2.6 から、チェックポイントを作成
したり、選択したチェックポイントにアプライアンスをロールバックしたり、工場出荷時設定
へのリセットを起動できるようになりました。
このページで、以下のボタンのいずれかをクリックして、必要なプロセスを開始できます。
■

アプライアンスのチェックポイントを作成 (Create Appliance Checkpoint)
アプライアンスでユーザー定義のチェックポイントを作成するには、このアイコンをク
リックします。
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■

アプライアンスのロールバック (Appliance Rollback)
選択したチェックポイントにアプライアンスをロールバックするには、このアイコンをク
リックします。

■

アプライアンスの出荷時設定へのリセットを起動 (Launch Appliance Factory Reset)
アプライアンスを元のデフォルト状態にリセットするには、このアイコンをクリックします。

次のリストで、4 種類のチェックポイントについて説明します。
■

工場出荷時にリセットチェックポイント。このチェックポイントは、新しい各アプリケーショ
ンをインストールするときに作成されます。

■

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
はアプライアンスのシェルメニューを使って任意の時点に作成するチェックポイントで
す。既存のユーザー定義チェックポイントがすでに存在する場合は、作成する新しい
チェックポイントに置換されます。

p.117 の 「アプライアンスのチェックポイントの作成について」 を参照してください。
p.121 の 「アプライアンスのチェックポイントの作成」 を参照してください。
p.125 の 「アプライアンスのロールバックについて 」 を参照してください。
p.131 の 「NetBackup アプライアンスの出荷時設定へのリセットについて」 を参照してく
ださい。

アプライアンスのチェックポイントの作成について
チェックポイントを使ってアプライアンスの現在の状態のスナップショットを保存し、そのス
ナップショットを使って今後エラーが発生した場合にそのポイントからアプライアンスをリス
トアできます。
表 3-15 に、チェックポイントの作成に使うフィールドと機能を示します。
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表 3-15
フィールド

［アプライアンスのチェックポイントを作成 (Create Appliance
Checkpoint)］ページ
説明

既存のアプライアンスのリス このフィールドには、存在する現在のチェックポイントがすべて表示さ
トアチェックポイント
れます。チェックポイントが存在しない場合には次のメッセージがフィー
(Existing appliance
ルドに表示されます。
Restore checkpoints)
現在アプライアンスのリストアチェックポイントは存在しません。(No
appliance restore checkpoint currently exists.)アプライアンスの現
在の状態を元に戻すために、アプライアンスのチェックポイントを作
成します。 (Create an appliance checkpoint to revert to the current
state of the appliance.)
各チェックポイントの種類について以下で説明します。
■

■

■

■

アップグレード前のチェックポイント
このチェックポイントは、ソフトウェアのアップグレードが実行され
る前に作成されます。
アップグレード後のチェックポイント
このチェックポイントは、アプライアンスを新しいソフトウェアバー
ジョンにアップグレードした後に作成されます。アプライアンスを
ロールバックしてエラーを修正する必要がある場合に、このチェッ
クポイントを使うことがあります。
ユーザー定義のチェックポイント
ユーザーがこのチェックポイントを作成します。チェックポイントは
いつでも作成できます。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。ユーザー定義のチェックポイン
トがすでに存在する場合に、新しいチェックポイントを作成すると、
新しいチェックポイントによって既存のチェックポイントが上書きさ
れます。ただし、新しいチェックポイントを作成する前に［既存の
アプライアンスのリストアチェックポイント (Existing appliance
restore checkpoints)］フィールドにメッセージが表示され、新し
いユーザー定義のチェックポイントを作成すると、新しいチェック
ポイントが既存のチェックポイントを上書きすることが示されます。
このフィールドからチェックポイント作成プロセスの状態を監視す
ることもできます。
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フィールド

説明

次に示すアプライアンスの
コンポーネントがチェックポ
イントに含まれます。(The
following components of
the appliance will be
included in the
checkpoint:)

このフィールドには、チェックポイントに含まれるコンポーネントがすべ
て一覧表示されます。これらのコンポーネントについて以下で説明し
ます。
■

アプライアンスのオペレーティングシステム

■

アプライアンスのソフトウェア

■

NetBackup ソフトウェア

■

ネットワークの構成

■

前回適用したソフトウェア更新すべて

■

チェックポイントに含まれていない次の項目
■ バックアップデータは含まれません。

アプライアンスのチェックポ このフィールドは省略可能です。チェックポイントにラベルまたは説明
イントを作成 (Create
を付けることができます。このフィールドに入力した内容で、新しい
Appliance Checkpoint)
チェックポイントを識別できます。
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フィールド

説明

このページの処理ボタン

検証 (Validate)
■

■

［検証 (Validate)］ボタンをクリックすると、サーバーが動作中で、
新しいチェックポイントを作成できる状態であるか確認する検証プ
ロセスが開始されます。
検証の実行後、検証が成功したかどうかを通知するメッセージが
表示されます。
■ 検証プロセスに成功すると次のことが起きます。
■ ［作成 (Create)］ボタンがアクティブになります。
次のメッセージが表示されます。
チェックポイントの検証が完了しました。(Checkpoint
validation is complete.)作成をクリックして新しいチェック
ポイントを作成します。(Click Create to create the new
checkpoint.)
検証プロセスに失敗すると次のことが起きます。
■ 次のメッセージが表示されます。
チェックポイントの検証が失敗しました。(Checkpoint validation
was unsuccessful.)チェックポイントが作成できません。(The
checkpoint cannot be created.) 詳しくは、ここをクリックして
ください。(Click here for more information.)
■ エラーの詳細について詳しい情報を表示するにはメッセージ
内のリンクをクリックします。
■

■

作成 (Create)
■

■

［作成 (Create)］ボタンは、チェックポイントの検証が正常に完了
した後にアクティブになります。［作成 (Create)］をクリックして、
チェックポイント作成処理を開始します。
このチェックポイントを作成すると、現在のユーザー定義チェック
ポイントがある場合はそのチェックポイントが置き換えられます。

キャンセル (Cancel)
このボタンでは、アプライアンスのチェックポイントの作成処理がキャ
ンセルされます。

p.121 の 「アプライアンスのチェックポイントの作成」 を参照してください。
p.123 の 「チェックポイントの作成の状態」 を参照してください。
p.123 の 「アプライアンスのシェルメニューからのアプライアンスチェックポイントの作成」
を参照してください。
p.116 の 「 管理 (Manage) > アプライアンスのリストア (Appliance Restore)」 を参照して
ください。
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アプライアンスのチェックポイントの作成
NetBackup アプライアンス Web コンソールの［アプライアンスのチェックポイントを作成
(Create Appliance Checkpoint)］ページでユーザー定義のチェックポイント作成プロセ
スを開始します。このページの最初の 2 つのフィールドに入力する必要はありません。最
初のフィールドは、［既存のアプライアンス復元チェックポイント (Existing appliance
restore checkpoints)］フィールドです。このフィールドには、現在存在するチェックポイン
トが表示されます。2 つ目のフィールドには、チェックポイントに含まれているアプライアン
ス内のコンポーネントが表示されます。
メモ: ユーザー定義のチェックポイントがすでに存在する場合、作成しようとしているチェッ
クポイントによって既存のチェックポイントが置き換わります。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。
NetBackup アプライアンス Web コンソールで新しいチェックポイントを作成する方法

1

［管理 (Manage)］、［アプライアンスのリストア (Appliance Restore)］の順に選択し
ます。

2

［アプライアンスのチェックポイントを作成 (Create Appliance Checkpoint)］をクリッ
クします。
チェックポイントがすでに存在する場合は、そのチェックポイントがページに表示され
ます。 さらに、ユーザー定義のチェックポイントがすでに存在する場合は、古いチェッ
クポイントを新しいチェックポイントに置き換えます。

3

ページの一番下にある［アプライアンスのチェックポイントを作成 (Create Appliance
Checkpoint)］説明フィールドに説明を入力します。この説明で、新しいチェックポイ
ントを識別できます。

4

［検証 (Validate)］をクリックします。
ウィンドウが表示され、検証チェックが進行中であることが示されます。検証プロセス
によって、すべてのメディアサーバーが作動して実行中であることが確認されます。
チェックポイント検証が完了し、成功したかどうかを示す状態メッセージがページに
表示されます。検証が成功して続行する場合は、［作成 (Create)］をクリックします。

チェックポイント検証が失敗した場合、チェックポイントを作成できないことを知らせ
る状態メッセージがページに表示されます。メッセージ内のリンクを選択して、作動
していないメディアサーバーについて詳しい情報を表示できます。その問題を修正
し、［検証 (Validate)］をもう一度クリックしてください。検証が成功したら、［作成
(Create)］をクリックします。
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5

［アプライアンスのチェックポイントを作成 (Create Appliance Checkpoint)］ポップ
アップが表示されます。チェックポイントが現在存在せず、続行する場合は、［はい
(Yes)］をクリックします。ユーザー定義のチェックポイントがすでに存在し、そのチェッ
クポイントを上書きする場合は、［はい (Yes)］をクリックします。それ以外の場合は、
［いいえ (No)］をクリックします。
メモ: チェックポイント作成プロセスを開始したら、操作が完了するまで NetBackup
アプライアンス Web コンソールで他のどの機能も実行できません。

［アプライアンスのチェックポイントを作成 (Create Appliance Checkpoint)］ページ
が更新されて、各メディアサーバーまたはサーバーのチェックポイント処理の状態が
表示されます。チェックポイント作成の進行状況の状態について詳しい情報を表示
するには、［詳細 (Details)］リンクをクリックします。

p.123 の 「チェックポイントの作成の状態」 を参照してください。

6

チェックポイントの作成が完了すると、［アプライアンスのチェックポイントを作成
(Create appliance checkpoint)］ページに次の情報を示す状態の概略が表示され
ます。
■

ホスト名はチェックポイントを受信するアプライアンスの IP アドレスです。

■

インストール済みの現在の NetBackup とアプライアンスのソフトウェアバージョ
ン

■

チェックポイント作成の進行状況

■

チェックポイントの状態

■

チェックポイントの詳細

手順を完了し、［アプライアンスのリストア (Appliance Restore)］ページに戻るには
［完了 (Finish)］をクリックします。
p.117 の 「アプライアンスのチェックポイントの作成について」 を参照してください。
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p.116 の 「 管理 (Manage) > アプライアンスのリストア (Appliance Restore)」 を参照して
ください。

チェックポイントの作成の状態
ユーザー定義のチェックポイントプロセスを開始するときに、アプライアンスのチェックポイ
ントが作成されます。各システムが、［チェックポイントの作成の状態 (Checkpoint creation
status)］テーブルに一覧表示されます。このテーブルには、各システムの次の情報が示
されます。
表 3-16

チェックポイントの作成の状態

フィールド

説明

ホスト名 (Host name)

新しいチェックポイントを受信するアプライアンスの IP ア
ドレス。

現在のバージョン (Current versions)

アプライアンスに現在インストールされている NetBackup
ソフトウェアとアプライアンスソフトウェアのバージョン。

進捗状況 (Progress)

各アプライアンスの完了割合が表示されます。

状態 (Status)

チェックポイント操作が正常に完了したかどうかが表示さ
れます。このフィールドに表示される状態は、［成功
(SUCCESS)］、［失敗 (FAILED)］、［タイムアウト
(Timed-out)］です。

詳細 (Details)

このフィールドには、［詳細 (Details)］というラベルの付い
たリンクが含まれています。チェックポイントの作成処理の
状態についてより詳しい情報を表示するには、このリンク
をクリックします。

p.121 の 「アプライアンスのチェックポイントの作成」 を参照してください。
p.117 の 「アプライアンスのチェックポイントの作成について」 を参照してください。
p.116 の 「 管理 (Manage) > アプライアンスのリストア (Appliance Restore)」 を参照して
ください。

アプライアンスのシェルメニューからのアプライアンスチェックポイ
ントの作成
アプライアンスのシェルメニューからユーザー定義のチェックポイントを作成するには、次
の手順を使います。
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メモ: ユーザー定義のチェックポイントがすでに存在する場合、作成しようとしているチェッ
クポイントによって既存のチェックポイントが置き換わります。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。
アプライアンスのシェルメニューから新しいチェックポイントを作成するには

1

管理者としてアプライアンスにログオンし、アプライアンスのシェルメニューを開きま
す。

2

次のコマンドを入力します。
Main_Menu > Support > Checkpoint Create

以下の対話式のプロセスが始まります。新しいチェックポイントを作成する前に、シェ
ルメニューからすべての既存のチェックポイントが通知されます。次の例では、既存
のチェックポイントはありません。

3

Yes を入力して新しいチェックポイントの作成に進みます。

4

チェックポイントの説明を入力します。このフィールドは省略可能です。

5

Yes を入力してチェックポイントの作成プロセスを開始します。

メモ: チェックポイント作成処理が始まっても、NetBackup アプライアンス Web コンソー
ルを使うことができます。
p.123 の 「チェックポイントの作成の状態」 を参照してください。
p.117 の 「アプライアンスのチェックポイントの作成について」 を参照してください。
p.116 の 「 管理 (Manage) > アプライアンスのリストア (Appliance Restore)」 を参照して
ください。

チェックポイントへのロールバックについて
ソフトウェアの更新プログラムまたは EEB をインストールした後、以前にインストールした
バージョンに戻す必要があると判断することがあります。この処理はロールバック操作と呼
ばれ、シマンテック社の更新処理によってアプライアンスにインストールされます。アプラ
イアンスのチェックポイントへのロールバックにより、システムは PIT イメージにリストアされ
ます。そのバージョンはソフトウェアの以前の GA (General Availability) バージョンであ
る可能性があります。
アプライアンスをロールバックするときに、次の 3 種類のチェックポイントの中から選択で
きます。
■

アップグレード前のチェックポイント
このチェックポイントは、ソフトウェアのアップグレードが実行される前に作成されます。

■

アップグレード後のチェックポイント
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このチェックポイントは、アプライアンスを新しいバージョンにアップグレードした後に
作成されます。アプライアンスをロールバックしてエラーを修正する必要がある場合
に、このチェックポイントを使うことがあります。
■

ユーザー定義のチェックポイント
ユーザーが作成したチェックポイント

次に、チェックポイントに戻すときに検討する一般的なガイドラインについて説明します。
■

有効なチェックポイントのみが表示され、選択できます。

■

ロールバック操作中は、バックアップ、リストア、構成、メンテナンス操作などユーザー
が開始する操作を実行できません。

■

NetBackup アプライアンス Web コンソールからロールバック操作を開始するときは、
ロールバック処理が完了するまでコンソールで他のどの機能も実行できません。これ
は、NetBackup アプライアンス Web コンソールから操作を実行する場合にのみ該
当し、アプライアンスのシェルメニューから実行する場合は該当しません。

p.125 の 「アプライアンスのロールバックについて 」 を参照してください。
p.126 の 「アプライアンスのロールバックの検証について」 を参照してください。
p.129 の 「チェックポイントのロールバック状態について」 を参照してください。

アプライアンスのロールバックについて
NetBackup アプライアンス Web コンソールまたは NetBackup Appliance のシェルメ
ニューを使って既存のリストアチェックポイントにアプライアンスをロールバックできます。
この機能を使って、構成の誤りや発生する可能性のあるシステムエラーの問題に対処で
きます。
NetBackup アプライアンス Web コンソールを使って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)］ページを開
き、［アプライアンスのロールバック (Rollback Appliance)］を選択します。チェックポイン
トが存在しない場合は、チェックポイントが存在しないことを示すメッセージがページに表
示されます。 ［管理 (Manage)］ > ［アプライアンスのリストア (Appliance Restore)］ペー
ジに戻り、［アプライアンスのチェックポイントを作成 (Create Appliance Checkpoint)］を
選択してユーザー定義のチェックポイントを作成できます。
チェックポイントがすでに存在する場合は、［アプライアンスのロールバック (Rollback
Appliance)］ページに表示されます。
表 3-17 に、次のフィールドと機能を示します。
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表 3-17

［アプライアンスをロールバック (Rollback Appliance)］ページ

フィールド

説明

アプライアンスのチェックポイン
トを選択して特定のチェックポ
イントにアプライアンスをロール
バックできます (Select an
appliance checkpoint, to
rollback the appliance to a
specific checkpoint)

このフィールドには、アプライアンスを元に戻すために使うことが
できるチェックポイントが示されます。利用可能なチェックポイント
は次のとおりです。
■

■

■

アップグレード前のチェックポイント
ソフトウェアアップグレードを実行する前に作成されるチェック
ポイント
アップグレード後のチェックポイント
新しいソフトウェアバージョンにアプライアンスをアップグレー
ドした後に作成されるチェックポイント
ユーザー定義のチェックポイント
ユーザーが作成したチェックポイント

アプライアンスロールバック処
理中に実行する追加の操作を
選択します (Select the
additional actions to be
performed during the
appliance rollback process)
バージョン情報 (Version
information)

チェックポイントが存在する場合は、テーブルが表示されます。
チェックポイントがない場合、このテーブルは表示されません。
テーブルには、次の情報が示されます。
■

ホスト名 (Host Name)

■

現在のバージョン (Current versions)
ロールバック操作開始前の現在のインストール済み
NetBackup とアプライアンスのソフトウェアバージョン。
ロールバック後のバージョン (Versions after rollback)
ロールバック操作が成功した後にインストールされている
NetBackup とアプライアンスのソフトウェアバージョン。

■

処理のアイコン

［プレビュー (Preview)］アイコンをクリックすると、ロールバック操
作がキャンセルされます。

p.126 の 「アプライアンスのロールバックの検証について」 を参照してください。
p.129 の 「チェックポイントのロールバック状態について」 を参照してください。

アプライアンスのロールバックの検証について
このページには、ロールバックされたアプライアンス構成コンポーネントの一覧が表示さ
れます。
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メモ: ロールバックの処理中、すべてのアプライアンス機能は中断されます。
アプライアンスのチェックポイントにロールバックすると、次のコンポーネントが元に戻りま
す。
■

アプライアンスのオペレーティングシステム

■

アプライアンスのソフトウェア

■

NetBackup ソフトウェア

■

ネットワークの構成

■

前回適用したソフトウェア更新すべて

■

チェックポイントに含まれていない次の項目
■

バックアップデータは含まれません。

処理のリストを確認した後、［検証 (Validate)］をクリックしてロールバック操作を続行しま
す。
［アプライアンスをロールバック (Rollback Appliance)］ポップアップウィンドウが表示され
ます。このポップアップは、ロールバック処理が開始された場合、その処理は取り消せな
いことを通知します。［はい (Yes)］をクリックすると、ロールバック処理が開始されます。
［いいえ (No)］をクリックすると、ロールバック処理が停止します。
p.125 の 「アプライアンスのロールバックについて 」 を参照してください。
p.129 の 「チェックポイントのロールバック状態について」 を参照してください。
p.125 の 「アプライアンスのロールバックについて 」 を参照してください。

NetBackup アプライアンス Web コンソールからアプライアンスの
チェックポイントへのロールバック
NetBackup アプライアンス Web コンソールまたはアプライアンスのシェルメニューから選
択したチェックポイントに、アプライアンスをロールバックすることができます。次の手順で
は、これらの手順について説明します。
NetBackup アプライアンス Web コンソールから既存のチェックポイントにロールバック
する方法

1

［管理 (Manage)］、［アプライアンスのリストア (Appliance Restore)］の順に選択し
ます。

2

［アプライアンスのロールバック (Appliance Rollback)］をクリックします。
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3

［アプライアンスのチェックポイントを選択して特定のチェックポイントにアプライアン
スをロールバックできます (Select an appliance checkpoint, to rollback the
appliance to a specific checkpoint)］リストから、利用可能なチェックポイントを選択
します。
このリストは、存在するチェックポイントのみを含んでいます。最大で 3 つのチェック
ポイントが存在する可能性があります。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です。

4

ロールバック操作が完了した後、アプライアンスを自動的に再起動するかどうかを決
定します。自動的に再起動する場合は、［ロールバック後にアプライアンスを自動的
に再起動する (Restart appliance automatically after rollback)］チェックボックス
にチェックマークを付けます。

5

［プレビュー (Preview)］をクリックします。
［アプライアンスのロールバック (Rollback Appliance)］ページは、操作中にロール
バックされるコンポーネントを更新して表示します。さらに、ロールバックされる予定
のアプライアンスもページに表示されます。

6

［検証 (Validate)］をクリックします。
検証チェックによって、すべてのメディアサーバーが作動して実行中であることが確
認されます。すべてのメディアサーバーが実行中の場合、［開始 (Start)］をクリックし
て、選択したチェックポイントにロールバックを開始します。

チェックポイント検証が正常に完了しない場合、ロールバック操作を開始できませ
ん。問題の原因の詳しい情報を表示できるリンクが提供されます。その問題を修正
し、［検証 (Validate)］をクリックします。検証が成功した場合、［開始 (Start)］ をクリッ
クします。

7

［アプライアンスをロールバック (Rollback Appliance)］ポップアップが表示されます。
このポップアップは、ロールバック処理が開始された場合、その処理は取り消せない
ことを通知します。［はい (Yes)］をクリックすると、ロールバック処理が開始されます。
［いいえ (No)］をクリックすると、ロールバック処理が停止します。

メモ: ロールバック操作を開始すると、処理が終了するまで NetBackup アプライアン
ス Web コンソールで他の機能を実行できません。
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8

アプライアンスに対するロールバック操作の正常終了を監視できるように、［アプライ
アンスをロールバック (Rollback Appliance)］状態ページが表示されます。

9

ロールバック操作完了後、アプライアンスを再起動する必要があります。
■

ロールバックが完了した後に自動的にアプライアンスを再起動することを選択し
ていた場合、［再起動しています... (Restart in progress...)］ポップアップが表
示されます。このポップアップウィンドウは、リストア処理中にネットワークがリセッ
トされ、接続が解除されたことを通知します。リモート管理ポートを使ってネット
ワーク設定を再構成し、NetBackup アプライアンス Web コンソールに再接続す
る必要があります。

■

ロールバック完了後にアプライアンスを自動的に再起動することを選択しなかっ
た場合、［今すぐ再起動 (Restart Now!)］ウィンドウが表示されます。このウィンド
ウでは、ロールバックすることを選択した各サーバーを再起動するように要求さ
れます。アプライアンスを再起動してロールバック操作を完了するには、［OK］を
クリックします。

p.130 の 「アプライアンスのシェルメニューからのアプライアンスチェックポイントへのロー
ルバック」 を参照してください。
p.116 の 「 管理 (Manage) > アプライアンスのリストア (Appliance Restore)」 を参照して
ください。

チェックポイントのロールバック状態について
表 3-18

チェックポイントのロールバックの状態

フィールド

説明

ホスト名 (Host name)

ロールバックするアプライアンスの IP アドレス。

現在のバージョン (Current versions) アプライアンスに現在インストールされている NetBackup
ソフトウェアのバージョン。
ロールバック後のバージョン (Verison ロールバック完了後のアプライアンスにインストールされて
after rollback)
いるアプライアンスのソフトウェアのバージョン。
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フィールド

説明

進捗状況 (Progress)

各アプライアンスの完了割合が表示されます。

状態 (State)

チェックポイント操作が正常に完了したかどうかが表示され
ます。このフィールドに表示される状態は、［成功
(Success)］、［失敗 (Failed)］、［完了 (Completed)］、［タ
イムアウト (Timed-out)］です。

詳細 (Details)

このフィールドには、［詳細 (Details)］というラベルの付いた
リンクが含まれています。アプライアンスのロールバック処
理の状態についてより詳しい情報を表示するには、このリン
クをクリックします。

p.126 の 「アプライアンスのロールバックの検証について」 を参照してください。
p.125 の 「アプライアンスのロールバックについて 」 を参照してください。

アプライアンスのシェルメニューからのアプライアンスチェックポイ
ントへのロールバック
次の手順は、アプライアンスのシェルメニューから、アプライアンスをチェックポイントにロー
ルバックする方法を示しています。
アプライアンスのシェルメニューから既存のチェックポイントにロールバックするには

1

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

2

次のコマンドを入力します。
Main_Menu > Support > Checkpoint Rollback

以下の対話式のプロセスが始まります。シェルメニューから、このプロセス中に戻さ
れるコンポーネントが通知されます。既存のチェックポイントもすべて一覧表示され
ます。

3

ロールバック操作に使うチェックポイントの数を入力します。

4

ロールバックの完了後にすべてのアプライアンスを自動的に再起動する場合、Yes
を入力します。
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5

Yes を 2 回入力して、ロールバック操作の完了後にアプライアンスが自動的に再起
動することを確認します。

6

Yes を入力してチェックポイントへのロールバック操作を開始します。
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ロールバック操作が開始されると次の状態になります。
Rollback
- [Info]
- [Info]
- [Info]
- [Info]

to checkpoint? (yes/no) yes
Stopping NetBackup Services...please wait.
PERFORMING REVERT TO USER CHECKPOINT
This takes approx. 15 to 20 mins. Please wait...
Rollback to Appliance Checkpoint (User directed
checkpoint) successful.

A reboot of the appliance is required to complete the
checkpoint rollback. Reboot now? (Type REBOOT to continue) REBOOT
Rebooting the appliance now...
- [Info] Rebooting app2.symantec.com
Please reconnect to the appliance shell menu to continue
using this appliance.
The system is going down for reboot NOW!

p.123 の 「チェックポイントの作成の状態」 を参照してください。
p.117 の 「アプライアンスのチェックポイントの作成について」 を参照してください。
p.116 の 「 管理 (Manage) > アプライアンスのリストア (Appliance Restore)」 を参照して
ください。

NetBackup アプライアンスの出荷時設定へのリセットについて
アプライアンスを出荷時設定にリセットする目的は、アプライアンスをクリーンで構成され
ていない出荷時の状態に戻すことです。デフォルトでは、出荷時設定へのリセットによっ
てすべてのストレージ構成とバックアップデータがリセットされます。ただし、出荷時設定
へのリセットを開始する前にストレージ構成、ネットワーク構成、およびバックアップデータ
(現在、存在する場合) を保存できます。 さらに、リセットの完了後にアプライアンスを再起
動できます。
リセット処理を開始するには、NetBackup アプライアンス Web コンソールの［管理
(Manage)］ > ［アプライアンスのリストア (Appliance Restore)］ページで［出荷時設定へ
のリセットを起動 (Launch Factory Reset)］を選択します。 出荷時設定へのリセットを開
始する前にネットワーク構成の情報を記録することを推奨します。 リセット操作が完了し
たアプライアンスは、自動または手動で再起動されます。アプライアンスにログインするた
めの構成情報が必要な場合があります。
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［出荷時設定へのリセット処理中に実行する追加の操作を選択します (Select the
additional actions to be performed during the factory reset process)］フィールドには
次の選択肢があります。
■

ストレージの構成とバックアップデータを保持する (Retain storage configuration and
backup data)
ストレージパーティションと接続されている拡張ユニットに格納されているストレージの
構成とすべてのバックアップデータを保存する場合は、このオプションを選択します。
このオプションを選択しない場合、以下のことが起こります。
■

AdvancedDisk と重複排除ストレージプールのすべてのイメージが削除されます。

■

ストレージパーティションおよび接続された拡張ユニットのすべてのバックアップ
データがリセットされます。

■

ネットワークの構成を保持する
アプライアンスのネットワーク構成を保持する場合はこのオプションを選択します。 こ
のオプションを選択しない場合、すべてのネットワーク構成はリセットされます。

■

リセット後にホストを自動的に再起動する (Restart host(s) automatically after reset)
出荷時設定へのリセットが完了した後にアプライアンスを自動的に再起動する場合
は、このオプションを選択します。

表 3-19 で、［アプライアンスの出荷時設定にリセット (Appliance Factory Reset)］ペー
ジに含まれているその他のフィールドについて説明します。
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表 3-19

アプライアンスの出荷時設定へのリセットの機能

フィールド

説明

出荷時設定へのリセット操作はシ ［アプライアンスの出荷時設定にリセット (Appliance Factory
ステム全体をリセットします。これ Reset)］のこの部分には、出荷時設定へのリセット操作を開始
には次の処理も含まれます。
するとリセットされるアプライアンスのすべての領域が表示され
ます。
出荷時設定へのリセット操作によって、次のリセットも含め、シス
テム全体がリセットされます。

処理ボタン

バージョン情報 (Versions
information)

■

アプライアンスのオペレーティングシステム

■

アプライアンスのソフトウェア

■

NetBackup ソフトウェア

■

マスターサーバーのテープメディアの構成

■

ネットワーク構成(オプションで保持可能)

■

ストレージの構成とバックアップデータ (オプションで保持可
能)

このページの下部に次の処理ボタンが表示されます。
■

［開始 (Start)］ - 出荷時設定へのリセット操作を開始します。

■

［キャンセル (Cancel)］ - 現在のページをリセットします。

このフィールドは［検証 (Validate)］をクリックすると表示されま
す。 フィールドには、次の情報が示されます。
■

■

現在のバージョン (Current Versions) - このフィールドに
は、各アプライアンスに現在インストールされている
NetBackup とアプライアンスのソフトウェアバージョンが表
示されます。
リセット後のバージョン (Versions after reset) - このフィー
ルドには出荷時設定へのリセット操作が正常に完了した後
にインストールされている NetBackup とアプライアンスのソ
フトウェアバージョンが表示されます。

p.135 の 「NetBackup アプライアンス Web コンソールからの出荷時設定へのリセットの
開始」 を参照してください。
p.138 の 「出荷時設定へのリセットの状態について」 を参照してください。
p.116 の 「 管理 (Manage) > アプライアンスのリストア (Appliance Restore)」 を参照して
ください。

出荷時設定へのリセット操作に関するベストプラクティスについて
このトピックには、出荷時設定へのリセット操作に関するベストプラクティス情報が含まれ
ています。
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■

52xx マスターサーバーまたはメディアサーバーがバージョン 2.6.0.1 にアップグレー
ドされている場合は、出荷時設定へのリセット操作はサポートされません。出荷時設
定へのリセットがサポートされるのは、52xx アプライアンスにバージョン 2.6.01 以降
がクリーンインストールされた場合、または 52xx アプライアンスがバージョン 2.6.0.1
以降に再イメージングされた場合のみです。

■

初期構成が完了した後にアプライアンスの Nirvanix を手動で構成する場合は、まず
Nirvanix の構成を手動で構成解除して削除してください。出荷時設定へのリセット処
理だけでは Nirvanix の構成内容は変わりません。

■

出荷時設定である以前のソフトウェアバージョンへのリセットを行う場合は、ストレージ
もリセットすることを推奨します。アプライアンス上で出荷時設定である以前のバージョ
ンへのリセットを行うと、ストレージにアクセスできなくなります。
ストレージをリセットしないで出荷時設定へのリセットを行う場合は、出荷時設定を実
行する前のバージョンにアプライアンスを更新するパッチを適用する必要があります。
パッチは、アプライアンスに他の操作を実行する前に適用する必要があります。

■

出荷時設定へのリセット時に Storage Reset オプションを選択すると、データまたは
ストレージは削除されないことがあります。これは、1 つまたは複数のパーティションが
使用中であるか、または一部のプロセスがパーティションにアクセス中の場合に発生
します。このシナリオでストレージを削除するには、出荷時設定へのリセットを実行し
た後に Support > Storage Reset コマンドを実行します。
次に、ストレージがリセットされないときに表示されるエラーメッセージの例を示します。
- [Error] Failed to unmount the 'Configuration' partition '0'
because the partition is currently in use. Restarting the appliance
and retrying the operation may help to resolve the issue. Contact
Symantec Technical Support if the issue persists.

メモ: Storage Reset コマンドはアプライアンスが出荷時の状態のときのみ利用可能
です。

■

出荷時設定へのリセットを実行する前に、接続されているストレージのディスクを削除
する場合は、RAID コントローラの保存済みのキャッシュを消去する必要があります。
詳しくは、『NetBackup Appliance トラブルシューティングガイド』の「出荷時設定へ
のリセット実行後 RAID が保持しているキャッシュを廃棄する」を参照してください。

■

出荷時設定へのリセット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。

■

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
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バーアプライアンスに属するマスターサーバー上の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。

NetBackup アプライアンス Web コンソールからの出荷時設定へ
のリセットの開始
次の手順は、NetBackup アプライアンス Web コンソールから出荷時設定へのリセット操
作を開始する方法を示しています。
メモ: 52xx マスターサーバーまたはメディアサーバーがバージョン 2.6 にアップグレード
されている場合は、出荷時設定へのリセット操作はサポートされません。出荷時設定への
リセットがサポートされるのは、52xx アプライアンスにバージョン 2.6 がクリーンインストー
ルされた場合、または 52xx アプライアンスがバージョン 2.6 に再イメージングされた場
合のみです。

メモ: 出荷時設定にリセットすると、パスワードが元のデフォルト値に戻ります。
NetBackup アプライアンス Web コンソールから出荷時設定へのリセットを開始する方
法

1

［管理 (Manage)］ > ［アプライアンスのリストア (Appliance Restore)］ページを開き
ます。

2

［アプライアンスの出荷時設定へのリセットを起動 (Launch Appliance Factory
Reset)］をクリックします。

3

ストレージの構成およびバックアップデータを保持するかどうかを決定します。構成
を保持する場合は、［ストレージの構成とバックアップデータを保持する (Retain
storage configuration and backup data)］チェックボックスにチェックマークを付け
ます。
ネットワーク構成を保持するかどうかを決定します。構成を保持する場合は、［ネット
ワークの構成を保持する (Retain network configuration)］チェックボックスにチェッ
クマークを付けます。
リセット完了後、ホストを自動的に再起動するかどうかを決定します。自動的に再起
動する場合は、［リセット後にホストを自動的に再起動する (Restart Host(s)
automatically after reset)］チェックボックスにチェックマークを付けます。

4

［検証 (Validate)］をクリックします。
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［検証 (Validate)］をクリックすると、検証が処理中であることを通知するポップアップ
が表示されます。

検証操作により、次の結果が発生します。
■

検証プロセスが正常に完了すれば、検証完了のメッセージが表示され、手順 6
に進むことができます。

5

［開始 (Start)］をクリックします。

6

［アプライアンスの出荷時設定にリセット (Appliance Factory Reset)］ポップアップ
ウィンドウが開きます。このウィンドウは、出荷時設定へのリセット操作の開始後はそ
の操作を取り消せないことを通知します。

■

出荷時設定へのリセットを開始するには、［はい (Yes)］をクリックします。
メモ: 出荷時設定へのリセットを開始すると、処理が終了するまで NetBackup ア
プライアンス Web コンソールで他の機能を実行できません。

136

第 3 章 NetBackup アプライアンス Web コンソールから行う NetBackup Appliance の管理
管理 (Manage) > アプライアンスのリストア (Appliance Restore)

■

出荷時設定へのリセットを停止し、前のページに戻るには、［いいえ (No)］をク
リックします。

［はい (Yes)］をクリックすると、［アプライアンスの出荷時設定にリセット (Appliance
Factory Reset)］が更新され、状態の概要情報が表示されます。このページには、
アプライアンスに対する出荷時設定へのリセット操作の進行状況が表示されます。
このページでは、次の情報が示されます。
■

リセットされるアプライアンスの名前。

■

リセットが始まる前に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現在
のバージョン。

■

リセットが完了した後にインストールされるソフトウェアのバージョン。

■

進捗度を表示する進行バー。

［状態の概略 (Status Summary)］ページの［詳細 (Details)］リンクから、選択したリ
ンクに対応するホストに対する出荷時設定へのリセットの詳細を表示できます。

p.138 の 「出荷時設定へのリセットの状態について」 を参照してください。

7

この手順の開始時にストレージ構成とバックアップデータを保持するよう選択しなかっ
た場合は、リセット操作が完了すると、ストレージのリセット操作が開始します。
ストレージのリセットメッセージが表示されます。

ストレージリセット操作の詳細を表示するには、ここという単語をクリックします。
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8

9

ストレージのリセット操作の完了後、アプライアンスを再起動する必要があります。
■

リセットが完了した後に自動的にアプライアンスを再起動することを選択していた
場合、［再起動しています... (Restart in progress...)］ポップアップが表示されま
す。このポップアップの内容は、リセットプロセス中にネットワークがリセットされ、
接続が解除されたことを通知します。リモート管理ポートを使ってネットワーク設
定を再構成し、NetBackup アプライアンス Web コンソールに再接続する必要
があります。

■

リセット完了後にアプライアンスを自動的に再起動することを選択しなかった場
合、［今すぐ再起動 (Restart Now!)］ウィンドウが表示されます。このウィンドウで
はアプライアンスを再起動するように要求されます。アプライアンスを再起動して
出荷時設定へのリセット操作を完了するには、［OK］をクリックします。

リモート管理ポートを使ってネットワーク設定を再構成し、NetBackup アプライアン
ス Web コンソールに再接続する必要があります。次の手順を実行します。
■

アプライアンスが再起動し、画面上部にキーボードプロンプトが表示されたら、
キーボードの F2 ファンクションキーを押します。

■

Server Management メニューに移動するには、キーボードの左矢印と右矢印
を使います。

■

［ベースボード LAN (Baseboard LAN)］構成セクションに移動するには、キー
ボードの上矢印と下矢印を使います。

■

［RMM4 LAN 構成 (RMM4 LAN Configuration)］セクションを選択します。

■

IP ソース [静的]、IP、サブネットマスク、ゲートウェイ IP アドレスなどのネットワー
ク構成情報を入力します。

■

NetBackup アプライアンス Web コンソールに接続できます。

p.131 の 「NetBackup アプライアンスの出荷時設定へのリセットについて」 を参照してく
ださい。
p.139 の 「アプライアンスのシェルメニューからの出荷時設定へのリセットの開始」 を参照
してください。
p.138 の 「出荷時設定へのリセットの状態について」 を参照してください。

出荷時設定へのリセットの状態について
このページでは、出荷時設定へのリセット操作の状態を示します。このページのテーブル
では、次の情報を提供します。
表 3-20
フィールド名

説明

ホスト名 (Host name)

リセットされるアプライアンスの名前。
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フィールド名

説明

現在のバージョン (Current version) アプライアンスに現在インストールされている NetBackup ソ
フトウェアのバージョン。
リセット後のバージョン (Version
after reset)

リセット完了後のアプライアンスにインストールされているア
プライアンスのソフトウェアのバージョン。

進捗状況 (Progress)

各アプライアンスの完了割合が表示されます。

状態 (Status)

チェックポイント操作が正常に完了したかどうかが表示されま
す。このフィールドに表示される状態は、［有効 (Active)］、
［失敗 (Failed)］、［成功 (Success)］、［タイムアウト
(Timed-out)］です。

詳細 (Details)

このフィールドには、［詳細 (Details)］というラベルの付いた
リンクが含まれています。チェックポイントの作成処理の状態
についてより詳しい情報を表示するには、このリンクをクリック
します。

p.131 の 「NetBackup アプライアンスの出荷時設定へのリセットについて」 を参照してく
ださい。
p.116 の 「 管理 (Manage) > アプライアンスのリストア (Appliance Restore)」 を参照して
ください。

アプライアンスのシェルメニューからの出荷時設定へのリセットの
開始
次の手順は、アプライアンスのシェルメニューから出荷時設定へのリセット操作を開始す
る方法を示しています。
メモ: 52xx マスターサーバーまたはメディアサーバーがバージョン 2.6 にアップグレード
されている場合は、出荷時設定へのリセット操作はサポートされません。出荷時設定への
リセットがサポートされるのは、52xx アプライアンスにバージョン 2.6 がクリーンインストー
ルされた場合、または 52xx アプライアンスがバージョン 2.6 に再イメージングされた場
合のみです。

メモ: 出荷時設定にリセットすると、パスワードが元のデフォルト値に戻ります。
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アプライアンスのシェルメニューから出荷時設定へのリセットを開始するには

1

管理者としてアプライアンスにログオンし、アプライアンスのシェルメニューを開きま
す。

2

Main_Menu > Support > FactoryReset と入力します。このコマンドを使うと次

のメッセージが表示され、出荷時設定へのリセットを開始する前に以下の質問に答
えるよう要求されます。
Appliance factory reset will reset the entire system
to the factory installed image. The appliance will have the following components
reset to the factory restored settings/image:
1) Appliance Operating System
2) Appliance Software
3) NetBackup Software
4) Tape media configuration on the master server
5) Networking configuration (optionally retain)
6) Storage configuration and backup data (optionally retain)
- [Info] Running factory reset validation...please wait (approx 2 mins)
- [Info] Factory reset validation successful.
RESET NETWORK CONFIGURATION [Optional]
-- Resets the IP and routing configuration.
-- Resets the DNS configuration.
>> Do you want to reset the network configuration? [yes/no] (yes) no
RESET STORAGE CONFIGURATION and BACKUP DATA [Optional]
-- Removes all the images on the AdvancedDisk and MSDP storage pools.
-- Resets the storage partitions.
-- Resets storage expansion units, if any.
>> Do you want to delete images and reset backup data? [yes/no] (yes)
>> Resetting the storage configuration will remove all backup
data on the storage partitions and any connected expansion
units. This is not reversible. Are you sure you want to
reset storage configuration? [yes/no] (yes)
>> A reboot of the appliance is required to complete the factory reset.
Reboot automatically after reset? [yes/no] (no) yes
>> Automatically rebooting after the reset will not provide you with an
opportunity to review the progress/final status of the reset. Are you sure
you would like to automatically reboot? [yes/no] (no) yes
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3

これらの質問に答えると、［出荷時設定リセットの概略 (Factory Reset Summary)］
が表示されます。 この概略の例を次に示します。

FACTORY RESET SUMMARY
--------------------Reset Appliance OS, software configuration
:
Reset Appliance network configuration
:
Reset Appliance storage configuration (REMOVE DATA) :
Auto reboot after reset?
:

[YES]
[NO]
[YES]
[YES]

Appliance will make the following version changes:
+------------------------------------------------------------------------------+
| Appliance |
Current Version
|
Reverted Version
|
|------------+--------------------------------+--------------------------------|
|v49
|NetBackup 7.6.0.2 Appliance
|NetBackup 7.6.0.2 Appliance
|
|
|2.6.0.2
|2.6.0.2
|
+------------------------------------------------------------------------------+
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4

次の警告が表示されます。出荷時設定へのリセット操作を開始する場合は、Yes と
入力します。
WARNING: An Appliance Factory reset cannot be reversed!
Continue with factory reset?? (yes/no) yes

出荷時設定へのリセットが進むにつれて以下の概略メッセージが表示されます。
-

[Info] PERFORMING APPLIANCE RESET TO FACTORY STATE ON : app2.symantec.com
[Info] Delete checkpoints (type: NON_FACT) succeeded
[Info] Reset of the appliance to FACTORY STATE successful.
[Info] Stopping NetBackup processes... (6 mins approx)
[Info] Moving NetBackup Appliance Directory to ce-win21-urmi1...
[Info] Acquired lock on the storage.
[Info] Resetting the storage configuration...
[Info] Checking whether the 'MSDP' storage partition exists...
[Info] Initiating deletion of 'MSDP' storage partition...
[Info] Unmounting the 'MSDP' partition '0'...
[Info] Deleting the 'MSDP' partition '0'...
[Info] Checking whether the 'Catalog' storage partition exists...
[Info] Initiating deletion of 'Catalog' storage partition...
[Info] Unmounting the 'Catalog' partition '0'...
[Info] Deleting the 'Catalog' partition '0'...
[Info] Checking whether the 'Configuration' storage partition exists...
[Info] Initiating deletion of 'Configuration' storage partition...
[Info] Unmounting the 'Configuration' partition '0'...
[Info] Deleting the 'Configuration' partition '0'...
[Info] Checking whether the 'AdvancedDisk' storage partition exists...
[Info] Initiating deletion of 'AdvancedDisk' storage partition...
[Info] Unmounting the 'AdvancedDisk' partition '0'...
[Info] Deleting the 'AdvancedDisk' partition '0'...
[Info] Removing the storage configuration...
[Warning] Failed to query SCSI device '/dev/system/root'.

- [Warning] Failed to query SCSI device '/dev/system/root'.
>> A reboot of the appliance is required to complete the factory reset.
Reboot now?[yes/no] (no)yes
Rebooting the appliance now...
- [Info] Rebooting app2.symantec.com...
Broadcast message from root (Mon Nov 25 11:56:39 2013):
The system is going down for reboot NOW!
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- [Info] Rebooting appliance to complete the reset.
Please reconnect to the Appliance shell menu to continue using this appliance

5

リモート管理ポートを使ってネットワーク設定を再構成し、NetBackup アプライアン
ス Web コンソールに再接続する必要があります。次の手順を実行します。
■

アプライアンスが再起動し、画面上部にキーボードプロンプトが表示されたら、
キーボードの F2 ファンクションキーを押します。

■

Server Management メニューに移動するには、キーボードの左矢印と右矢印
を使います。

■

［ベースボード LAN (Baseboard LAN)］構成セクションに移動するには、キー
ボードの上矢印と下矢印を使います。

■

［RMM4 LAN 構成 (RMM4 LAN Configuration)］セクションを選択します。

■

IP ソース [静的]、IP、サブネットマスク、ゲートウェイ IP アドレスなどのネットワー
ク構成情報を入力します。

■

NetBackup アプライアンス Web コンソールに接続できます。

p.131 の 「NetBackup アプライアンスの出荷時設定へのリセットについて」 を参照してく
ださい。
p.135 の 「NetBackup アプライアンス Web コンソールからの出荷時設定へのリセットの
開始」 を参照してください。
p.138 の 「出荷時設定へのリセットの状態について」 を参照してください。

［管理 (Manage)］ > ［ライセンス (License)］
［管理 (Manage)］ > ［ライセンス (License)］ページで NetBackup アプライアンス Web
コンソールを使ってアプライアンスのライセンスキーを確認、追加、削除できます。
次に、［管理 (Manage)］ > ［ライセンス (License)］ページに表示されるライセンスキー情
報について説明します。
［ライセンスキー (License
Key)］の表

■

■

■

キー (Key)
インストール済みのライセンスキーをすべて表示します。
形式 (Type)
ライセンス形式を記述します。
有効期限 (Expiry Date)
ライセンスが期限切れになるときを示します。

143

第 3 章 NetBackup アプライアンス Web コンソールから行う NetBackup Appliance の管理
［管理 (Manage)］ > ［ライセンス (License)］

［機能の詳細 (Feature
Details)］の表

■

■
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機能 ID (Feature ID)
選択されたライセンスキーと関連付けられている機能番号を
識別します。
機能名 (Feature Name)
選択されたライセンスキーと関連付けられている機能名を識
別します。

p.144 の 「NetBackup Appliance でのライセンスキーの管理」 を参照してください。
p.146 の 「評価ライセンスキーが期限切れになった場合の恒久ライセンスキーの追加」 を
参照してください。

NetBackup Appliance でのライセンスキーの管理
次の手順では、アプライアンスの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通して、NetBackup オプションのライセンスキーを表示、追加、削除
する方法を説明します。
NetBackup アプライアンス Web コンソールを通してライセンスキーを追加する方法

1

NetBackup アプライアンス Web コンソールにログインします。

2

［管理 (Manage)］、［ライセンス (License)］の順にクリックします。
インストールされているすべてのライセンスキー、関連付けられている機能 ID、関連
付けられている機能名が表示されます。

3

新しいライセンスキーを追加するには、次の操作を実行します。
■

［追加 (Add)］をクリックします。次の警告メッセージが表示されます。
This operation restarts NetBackup processes after the
licenses have been added successfully. The NetBackup domain does not
run any job during this time. Are you sure you want to proceed?

［はい (Yes)］をクリックします。
■

［ライセンスキーを追加 (Add License Kewy)］ダイアログボックスで、選択した
サーバーに対し［キー (Key)］フィールドにライセンスキーを入力します。

■

［OK］をクリックします。

NetBackup アプライアンス Web コンソールを通してライセンスキーを削除する方法

1

NetBackup アプライアンス Web コンソールにログオンします。

2

［管理 (Manage)］>［ライセンス (License)］の順にクリックします。
インストールされているすべてのライセンスキー、関連付けられている機能 ID、関連
付けられている機能名が表示されます。
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［管理 (Manage)］ > ［ライセンス (License)］

3

［キー (Key)］列で、ライセンスキー番号の横のチェックボックスにチェックマークを付
けて、削除するライセンスキーを選択します。

4

［削除 (Delete)］をクリックします。
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次のメッセージが表示されます。
Deleting the selected license(s) will disable related
features in NetBackup. This operation restarts NetBackup processes
after the licenses have been deleted successfully. The NetBackup domain
does not run any job during this time. Are you sure you want to proceed?

5

［はい (Yes)］をクリックして削除を確認します。

NetBackup Appliance のシェルメニューを通してライセンスキーを表示、追加、削除す
る方法

1

インストールされているすべてのライセンスキーのリストを表示するか、各キーの詳細
を表示するには、次のいずれかのコマンドを入力します。
■

Main_Menu > Manage > License > List

インストールされているライセンスキーの完全なリストが表示されます。
■

Main_Menu > Manage > License > ListInfo

関連付けられている機能 ID と機能名が表示されます。

2

3

ライセンスキーを追加するには、次の操作を実行します。
■

Main_Menu > Manage > License > Add と入力します。

■

インストールするオプションのライセンスキーを入力します。次に Enter を押しま
す。

■

別のライセンスキーを追加するには、y を押します。

■

前の手順を繰り返すか、n を押して終了します。

ライセンスキーを削除するには、次の操作を実行します。
■

Main_Menu > Manage > License > Remove と入力します。

■

削除するオプションのライセンスキーを入力します。次に Enter を押します。

■

別のライセンスキーを削除するには、y を押します。

■

前の手順を繰り返すか、n を押して終了します。
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［管理 (Manage)］ > ［ライセンス (License)］

評価ライセンスキーが期限切れになった場合の恒久ライセンスキーの追
加
評価ライセンスキーが期限切れになった場合にアプライアンスのインストールまたは構成
を行うと、問題が発生することがあります。評価キーが期限切れになる前に恒久ライセン
スキーを追加すると、将来の問題を避けることができます。
次のリストは、評価キーが期限切れになった場合と恒久キーを追加しなかった場合に発
生する可能性がある症状を示しています。
■

完全に構成された NetBackup Appliance が動作を停止する。

■

NetBackup の構成時、USBドライブを使用しているこのリリースの新しいインストール
がハングアップしているように見える。

■

出荷時設定へのリセットが失敗する。

■

プリインストールされた NetBackup Appliance の初期構成が完了できない。

■

アプライアンスを前のバージョンからこのバージョンにアップグレードできない。

■

プリインストールされた NetBackup Appliance に恒久キーがインストールされていな
い場合、次の問題が発生することもあります。

■

■

システムのセルフテストが失敗する。

■

バックアップおよびリストアジョブが失敗する。

■

ユーザーインターフェースがロードされない。

NetBackup 構成時、出荷時設定への強制的リセットがハングアップするように見え
る。

評価キーの有効期間が切れているプリインストールされた NetBackup Appliance に恒
久ライセンスキーをインストールする方法

1

NetBackup Appliance シェルメニューにログオンします。ユーザー名として admin、
パスワードとして P@ssw0rd を使います。

2

Main_Menu > Manage > License > Add と入力します。

3

継続するように求められた場合、「yes」と入力します。

4

NetBackup ライセンスキーの入力を求められた場合、有効な評価用または本番用
の NetBackup ライセンスキーを入力します。

5

追加のライセンスキーを追加するように求められた場合、n と入力します。

6

NetBackup の処理を停止します。
Main_Menu > Support > Processes > NetBackup Stop

7

NetBackup 処理を開始します。
Main_Menu > Support > Processes > NetBackup Start
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p.143 の 「［管理 (Manage)］ > ［ライセンス (License)］」 を参照してください。
p.144 の 「NetBackup Appliance でのライセンスキーの管理」 を参照してください。

移行ユーティリティについて
移行ユーティリティを使って、バックアップイメージのコピーをソースのディスクプールから
宛先ディスクプールに移動できます。次の操作を実行できます。
■

イメージをソースストレージから宛先ストレージに移行 (コピー) し、宛先ストレージクラ
イアントのバックアップ履歴をシードする

■

ポリシーを変換し、新しいバックアップを新しい宛先ストレージに移動させる

■

既存のバックアップスケジュールに影響を与えずにこの操作を完了する

■

最終的にソースストレージを使用停止にするか、別の目的に再利用する

v2.6.x の場合、移行ユーティリティ機能は次の条件で適用可能です。
■

移行のために使用可能なイメージが、特定のポリシーとクライアントのペアの「最新か
つ完全なバックアップ画像」のとき。つまり、これは特定のポリシーとクライアントの最
新の完全バックアップであることを意味します。
完全バックアップの規則に従わないポリシー形式の場合、他のイメージが移行に含ま
れます。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含めようとします。

■

最新の完全なバックアップ画像に、完全なイメージと「完全なストレージライフサイク
ル」のイメージだけが含まれるとき。

■

次のデータ転送が v2.6.x ではサポートされないので、ファイバーチャネルを使って
移行することはできません。
■

ファイバーチャネルケーブルを使った NetBackup PureDisk からメディアサー
バー重複排除プール (MSDP) への転送

■

ファイバーチャネルケーブルを使った MSDP から別の MSDP への転送

メモ: 移行ジョブをスケジュールして完了するための適切なクレデンシャルがあることを確
認してください。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)］ウィンドウに移動します。移行ジョブに使う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。このように選択した場合のみ、移
行ジョブを実行できます。
次の図は、移行ユーティリティ機能の概要を示しています。
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移行ユーティリティのしくみ
1. ［選択基準 (Selection Criteria)］ 画面で 、次の内容を特定し、［検索の適用 (Apply Search)］
をクリックします。

0
ソースのディス
クプール

宛先ディスクプール

分

20

期間

2. 手順 1 の選択肢を使って、移行ユーティリティがポリシーまたはクライアントのバッ
クアップ画像候補を特定します。これにより、移行時に検索対象の NetBackup カタログ
データの量を制限できます。

ソースのディス
クプール
宛先ディスクプール

期間
移行ポリシー

3. ［選択基準 (Selection Criteria)］画面で移行ポリシーを選択し、移行をスケジュール設定します。
移行ポリシー

4. バックアップ画像 (と重複排除履歴) は、選択したポリシーを使って転送されます。

ソースのディス
クプール

最新の完全なバッ
クアップ画像

宛先ディスクプール

5. ［ 移行ジョブの状態 (Migration Job Status)］ 画面で、移行ポリシーとオプションポリシーの
変換結果を監視します。ユーティリティは、転送時間の監視、見積もり、表示を行います。指定し
た移行処理の時間帯に移行可能なデータ量を特定することで、見積もりの精度を高めることができ
ます。
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このユーティリティは、移行の実行をスケジュール設定することによって移行ジョブを自動
化する機能を提供します。また、このユーティリティは移行されたイメージを追跡します。
複数の移行が通常のバックアップと複製に干渉しないように複数の移行をスケジュール
設定することができます。
［管理 (Manage)］、［移行ユーティリティ (Migration Utility)］の順にクリックすると、次のタ
ブが表示されます。
■

選択基準 (Selection Criteria)
このタブを使って、開始時刻、移行処理の時間帯、現在のバックアップイメージが存
在するソースのディスクプール、イメージを移行する宛先 (ターゲット) ディスクプール
を選択します。
［検索基準を適用 (Apply Search Criteria)］をクリックすると、ソースのディスクプール
にある検索基準に一致するすべてのファイルのリストによってタブが更新されます。

■

ポリシー変換 (Policy Conversion)
このタブを使って、宛先ディスクプールの対象になるバックアップに使うポリシーを変
更します。
イメージが宛先ディスクプールに移行された後、このタブでポリシー名およびポリシー
形式を選択して、そのイメージのバックアップと複製が宛先ディスクプールの対象に
なるようにします。

■

移行ジョブの状態 (Migration Job Status)
このタブを使って、スケジュール設定されたすべての移行ジョブの状態と結果を表示
します。ごく最近のジョブはリストの先頭に表示されます。

p.149 の 「選択基準 (Selection Criteria)」 を参照してください。
p.153 の 「検索基準の選択と移行ジョブのスケジュール設定」 を参照してください。
p.157 の 「ポリシー変換 (Policy Conversion)」 を参照してください。
p.158 の 「ポリシー変換マップの設定」 を参照してください。
p.154 の 「移行ジョブの状態 (Migration Job Status)」 を参照してください。
p.156 の 「移行ジョブの状態と詳細の表示」 を参照してください。
p.160 の 「移行ジョブを実行するためのベストプラクティス」 を参照してください。

選択基準 (Selection Criteria)
［管理 (Manage)］ > ［移行 (Migration)］ページに移動すると、アプライアンスに［選択基
準 (Selection Criteria)］タブが表示されます。このタブを使って次のタスクを実行できま
す。
■

適切な移行元ディスクプール、移行先ディスクプール、ポリシー形式を選択して検索
条件を適用する

■

移行ジョブを実行する推定転送時間を表示する
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■

移行ジョブをスケジュール設定する

［選択基準 (Selection Criteria)］ページは次の 2 つのセクションに分かれています。
■

第 1 のセクションでは検索条件を適用できます。

■

第 2 のセクションには選択したパラメータに基づいて移行ジョブを実行するための推
定値が表示されます。推定値に基づいて移行ジョブを実行するポリシーを選択でき
ます。

表 3-21では、選択基準に指定する情報を説明します。 デフォルト設定は、大部分のポ
リシー形式、すべてのポリシー名、60 分の移行時間帯です。
表 3-21

移行のための選択基準

検索条件

説明

ソースのディスクプール (Source
disk pool)

元のバックアップイメージが存在する適切なディスクプールを
ドロップダウンリストから選択します。 認識されている接続済
みディスクプールを移行元にできます。

メモ: ［ポリシー変換 (Policy Conversion)］タブを使って新し
いソースのディスクプールを追加できます。
宛先ディスクプール (Destination
disk pool)

移行した (コピーした) バックアップイメージを保存する適切
なディスクプールをドロップダウンリストから選択します。 シマ
ンテック社提供の認識済みディスクプールを移行先にできま
す。

メモ: ［ポリシー変換 (Policy Conversion)］タブを使って新し
いソースのディスクプールを追加できます。
ポリシー形式 (Policy type)

チェックボックスにチェックマークを付けて、表示されたポリ
シーのリストからポリシー形式を選択します。移行するポリシー
はこの選択に基づいて検索されます。たとえば、ポリシー形
式に［標準 (Standard)］を選択した場合は、この形式のすべ
てのポリシーが表示されます。
［すべてを選択 (Select All)］や［選択を解除 (Clear All)］の
リンクを使って、すべてのポリシーの選択肢を一度に選択ま
たは削除できます。

ポリシー名 (Policy name)

移行するポリシーの名前がわかっている場合はそのポリシー
の名前を入力します。 高度な検索を実行するには、次のよう
に * と ?の文字を使います。
■

■

「policy」という言葉が最後に付くポリシー名を検索するに
は、*policy と入力します。
「policy」という言葉で始まり、次に 3 文字が含まれるポリ
シー名を検索するには policy??? と入力します。
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検索条件

説明

移行期間 (Duration of migration
window)

移行時に検索する必要がある NetBackup カタログデータの
量を制限できる移行ジョブを実行する時間を入力します。 こ
の期間は NetBackup に対する影響を最小化し、不要な情
報を返すことを避けるのに役立ちます。移行するイメージを
検索すると処理に時間がかかります。そのため、検索処理は
［移行処理の時間帯 (Migration Window Duration)］で制限
します。

検索基準を適用 (Apply search
criteria)

選択基準と一致するポリシーを検索する場合にクリックしま
す。

移行ユーティリティは基準と一致するイメージの検索を開始します。 画像のサイズ、移行
先の転送速度、転送時間に基づいてポリシーのイメージを［可能な選択肢 (Possible
Selections)］セクションに追加します。取り込まれたこの情報を使って移行ジョブを実行
できます。 表 3-22では［可能な選択肢 (Possible Selections)］セクションについて説明
します。
メモ: 完全な SLP (ストレージライフサイクルポリシー) ではないイメージはコピーされない
ので、これらのイメージは［可能な選択肢 (Possible Selections)］セクションに含まれて
いません。
可能な選択肢

表 3-22
列ヘッ
ダー

説明

移行ジョブ 選択したポリシー名に基づいてこの棒グラフを更新し、移行処理時間帯の推定利用
の実行にか 率を表示します。 棒グラフには、パーセントと分単位で移行処理時間帯の推定利用
かる推定時 率が示されます。
間 (分間)
(Estimated
time to run
the
migration
job
(minutes))
ポリシー
(Policy)

検索規準に基づいて取り込んだポリシーの名前とチェックボックスを表示します。移
行するポリシーの隣にあるチェックボックスにチェックマークを付けます。 棒グラフは
選択したポリシーに従って更新されます。
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列ヘッ
ダー

説明

推定転送時 移行ジョブを実行するときにデータを転送する推定所要時間を表示します。
間
(Estimated
transfer
time)
サイズ
(Size)

移行ジョブを実行するときに転送されるデータの推定サイズを表示します。

ポリシー形
式 (Policy
Type)

検索規準に基づいて取り込んだポリシーのポリシー形式を表示します。

クライアント 最初の行にクライアントの数を表示し、残りの行にクライアント名を表示します。
数/クライア
ント名
(Number of
clients/Client
names)
イメージの
日付
(Image
Date)

対応するクライアント名のデータのバックアップを最後に作成した日付を表示します。

移行スケ
ジュール
(Schedule
Migration)

可能な選択肢を評価した後で、次のラジオボタンを使って移行ジョブをスケジュール
設定します。
■

現在の時刻に移行ジョブを実行する［今すぐ開始 (Start Immediately)］

■

指定された時刻に基づいて移行ジョブを実行する［スケジュールの移行 (Schedule
Migration)］

次のタブに移動できます。
■

スケジュールの移行 (Schedule migration)
移行ジョブはスケジュール設定され、［移行ジョブの状態 (Migration Job Status)］タ
ブをクリックすると移行ジョブの状態を表示できます。
p.154 の 「移行ジョブの状態 (Migration Job Status)」 を参照してください。

■

［ポリシー変換 (Policy Conversion)］タブ
宛先ディスクプールの対象になるバックアップに使うポリシーを変更するには、このタ
ブをクリックします。
p.157 の 「ポリシー変換 (Policy Conversion)」 を参照してください。

p.153 の 「検索基準の選択と移行ジョブのスケジュール設定」 を参照してください。
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p.147 の 「移行ユーティリティについて」 を参照してください。
p.160 の 「移行ジョブを実行するためのベストプラクティス」 を参照してください。

検索基準の選択と移行ジョブのスケジュール設定
ここでは、［管理 (Manage)］ > ［移行ユーティティ (Migration Utility)］ > ［選択基準
(Selection Criteria)］タブを使って検索基準を選択する手順を説明します。
検索基準を選択し、移行ジョブをスケジュールする方法

1

NetBackup アプライアンス Web コンソールにログオンします。

2

［管理 (Manage)］、［移行ユーティティ (Migration Utility)］、［選択基準 (Selection
Criteria)］の順にクリックします。
［選択基準 (Selection Criteria)］タブが表示されます。

3

選択基準の設定を提供されたフィールドに入力します。選択基準の説明は、次を参
照してください。「選択基準 (Selection Criteria)」

4

［検索基準を適用 (Apply Search Criteria)］をクリックし、移行ジョブをスケジュール
設定するための検索基準を設定します。
検索条件に基づいて、アプライアンスは、利用可能な移行ポリシーとこれらのポリ
シーを使用してバックアップデータを移行する際の推定所要時間を表示します。指
定可能な選択の説明は、次を参照してください。「選択基準 (Selection Criteria)」

5

一覧表示されているクライアントのイメージをソースストレージから宛先ストレージへ
コピーする必要がある、1 つ以上のポリシーを選択します。
選択したポリシー名に基づいて［移行ジョブの実行にかかる推定時間 (分) (Estimated
time to run the migration job (minutes))］ バーグラフが更新され、移行処理の推
定利用率が表示されます。

6

移行ジョブを実行するには、次の 2 つのアプローチのいずれかを選択できます。
現在の時刻で移行ジョブを実行するには、［今すぐ開始 (Start Immediately)］をク
リックします。
または
開始時刻を入力し、［スケジュールの移行 (Schedule Migration)］をクリックします。

7

［移行 (Migrate)］をクリックして、移行ジョブを実行します。

移行ジョブが実行されます。［移行ジョブの状態 (Migration Job Status)］タブを使って移
行ジョブの詳細を表示できます。
p.149 の 「選択基準 (Selection Criteria)」 を参照してください。
p.147 の 「移行ユーティリティについて」 を参照してください。
p.160 の 「移行ジョブを実行するためのベストプラクティス」 を参照してください。
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移行ジョブの状態 (Migration Job Status)
［移行ジョブの状態 (Migration Job Status)］ページで簡単に、移行ジョブの調整、ジョブ
の取り消し、役割アップした移行結果の確認を行い、状態を報告できます。 このタブで、
スケジュール設定されたすべての移行ジョブの状態と結果を表示することができます。ご
く最近のジョブはリストの先頭に表示されます。いつでも単一ジョブのみをキューに投入
または実行できます。
表 3-23 は、レポートされる状態と結果条件を示しています。
表 3-23

移行ジョブのレポート

レポート

説明

移行ジョブ ID (Migration Job
Id)

実行された移行ジョブの ID を表示します。

状態 (Status)

移行ジョブの現在の状態を表示します。
■

■

■

■

■

■

待ち行列へ投入済み (QUEUED)
移行ジョブはジョブキューにスケジュール設定され、開始を
待機しています。
一度に 1 つのジョブのみキューに投入できます。この状態の
移行ジョブをキャンセルすることもできます。
実行中 (RUNNING)
移行ジョブは現在進行中です。
一度に 1 つのジョブのみ実行できます。この状態の移行ジョ
ブをキャンセルすることもできます。
完了 (COMPLETE)
移行ジョブは完了し、新しい移行を開始できます。
キャンセル (CANCELED)
［待ち行列へ投入済み (QUEUED)］または［実行中
(RUNNING)］の状態の移行ジョブがキャンセルされました。
CANCEL_IN_PROGRESS
中止の調整に使う非常に短期間の状態。
POST_PROCESSING
データ転送は完了し、ユーティリティは結果をまとめていま
す。

開始時刻 (Start Time)

移行ジョブが実行された時刻を表示します。

予定期間 (分) (Planned
Duration (min))

移行ジョブの実行にかかると推定される予定期間を分単位で表
示します。

実際の期間 (分) (Actual
Duration (min))

移行ジョブの実行にかかった実際の期間を分単位で表示しま
す。
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レポート

説明

コピーされたイメージ (Images
Copied)

移行の間にコピーされたバックアップイメージの合計数を表示し
ます。

結果 (Outcome)

移行ジョブがどのように実行されたかについて最終的な結果を
表示します。
■

■

■

■

成功 (SUCCESS)
移行ジョブはエラーなしで完了しました。正常にコピーされた
N 個のイメージの N です。
ジョブの詳細のリストを表示するには、そのジョブの関連リン
クをクリックします。
成功 (SUCCESS)*
移行ジョブはエラーなしで完了しました。正常にコピーされた
N 個のイメージの N です。
結果の隣にある * はジョブの詳細を確認する必要があること
を示します。
ジョブの詳細のリストを表示するには、そのジョブの関連リン
クをクリックします。
部分的 (PARTIAL)
移行ジョブが進行中か、またはジョブのファイルすべてを移
行できませんでした。正常にコピーされた N 個のイメージの
サブセットです。
ジョブの詳細のリストを表示するには、そのジョブの関連リン
クをクリックします。
失敗 (FAILED)
移行ジョブでジョブのファイルを移行できませんでした。正常
にコピーされた 0 個のイメージです。
ジョブの詳細のリストを表示するには、そのジョブの関連リン
クをクリックします。

ジョブの詳細 (Job Details)

［詳細 (Details)］リンクを表示します。クリックすると、実行された
移行ジョブのログが表示されます。NetBackup イメージの複製
の詳細と移行の転送速度の情報を表示します。

ジョブのキャンセル (Cancel
Job)

このボタンを使って、現在実行している移行ジョブを取り消すこと
ができます。

p.156 の 「移行ジョブの状態と詳細の表示」 を参照してください。
p.149 の 「選択基準 (Selection Criteria)」 を参照してください。
p.157 の 「ポリシー変換 (Policy Conversion)」 を参照してください。
p.147 の 「移行ユーティリティについて」 を参照してください。
p.160 の 「移行ジョブを実行するためのベストプラクティス」 を参照してください。
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移行ジョブの状態と詳細の表示
ここでは、［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)］タブを使って移行ジョブの詳細を表示する手順と、移行
ジョブをキャンセルする手順を説明します。
移行ジョブの詳細を表示する方法

1

NetBackup アプライアンス Web コンソールにログオンします。

2

［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)］の順にクリックします。
［移行ジョブの状態 (Migration Job Status)］タブが表示されます。このタブには、
［選択基準 (Selection Criteria)］タブを使って実行されるすべての移行ジョブが一
覧表示されます。

3

［詳細 (Details)］リンクをクリックすると、移行ジョブがどのように実行されたかの詳細
が表示されます。
移行ジョブの詳細が表示されます。

次の手順は、移行ジョブをキャンセルする方法を示しています。
移行ジョブをキャンセルする方法

1

NetBackup アプライアンス Web コンソールにログオンします。

2

［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)］の順にクリックします。
［移行ジョブの状態 (Migration Job Status)］タブが表示されます。このタブには、
［選択基準 (Selection Criteria)］タブを使って実行されるすべての移行ジョブが一
覧表示されます。

3

キャンセルする移行ジョブの横のチェックボックスにチェックマークを付けます。
メモ: 状態が［スケジュール (Scheduled)］または［処理中 (In progress)］のジョブだ
けがキャンセルできます。

4

［キャンセル (Cancel)］をクリックします。
キャンセル操作は、移行ジョブのジョブ詳細に記録されます。

p.154 の 「移行ジョブの状態 (Migration Job Status)」 を参照してください。
p.147 の 「移行ユーティリティについて」 を参照してください。
p.160 の 「移行ジョブを実行するためのベストプラクティス」 を参照してください。
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ポリシー変換 (Policy Conversion)
［ポリシー変換 (Policy Conversion)］ページには重要な操作がありますが、省略可能な
操作です。それは、移行ユーティリティのデフォルトのランディングページが［選択基準
(Selection Criteria)］ページだからです。［ポリシー変換 (Policy Conversion)］ページで
は次のタスクを実行できます。
■

新しい移行元ディスクプールと移行先ディスクプールを既存の移行元ディスクプール
と移行先ディスクプールにマップして追加します。

■

移行後のバックアップ用の新しい移行先ストレージを使って NetBackup ポリシーを
更新します。

■

ポリシー変換はポリシー変換マップで設定します。移行元ストレージそれぞれに重複
のない独自のマップがあります。

［ポリシー変換 (Policy Conversion)］ページは次の 2 つのセクションから成ります。
■

ポリシー変換マップを選択 (Select Policy Conversion map)

■

ポリシー変換マップの詳細 (Policy Conversion map details)

表 3-24では、［ポリシー変換マップを選択 (Select Policy Conversion map)］セクション
に入力する必要がある情報について説明します。
表 3-24

［ポリシー変換マップを選択 (Select Policy Conversion map)］のフィー
ルドとボタン

フィールドとボ 説明
タン
ソースのストレー ドロップダウンリストからポリシー変換マップを選択します。 NetBackup ドメイン
ジ/マップ名
には選択可能な移行元ストレージすべてのポリシー変換マップがあります。
(Source
Storage / Map
name)
マップのロードと 選択した移行元ストレージの現在のマップをロードする場合にクリックします。
アクティブ化
(Load and
Activate map)

［ポリシー変換マップの詳細 (Policy Conversion map details)］は、［ストレージライフサ
イクルポリシー (Storage Lifecycle Policies)］と［ストレージユニット (Storage Units)］の
2 つの列に分割されています。初めて［ポリシー変換 (Policy Conversion)］ページを開
くとマップは存在しません。そのため、ユーティリティは指定した移行元ディスクプールを
参照するストレージライフサイクルポリシー (SLP) とストレージユニット (STU) すべてを検
索し、それぞれの列に表示します。 表 3-25 は、移行元ディスクプールと移行先ディスク
プールを変更するために入力する必要がある情報を示しています。
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表 3-25

［ポリシー変換マップの詳細 (Policy Conversion map details)］のデー
タ入力フィールドとオプション

フィールド

説明

ストレージライフサイクルポリシー (SLP) - 現
在 (Storage Lifecycle Policies (SLP) Current)

指定した移行元ディスクプールを参照するマップ
対象の現在の SLP を選択します。

ストレージライフサイクルポリシー (SLP) - 新 現在の SLP にマップする新しい SLP の名前を入
規 (Storage Lifecycle Policies (SLP) - New) 力します。
ストレージユニット (STU) - 現在 (Storage
Units (STU) - Current)

指定した移行元ディスクプールを参照するマップ
対象の現在の STU を選択します。

ストレージユニット (STU) - 新規 (Storage
Units (STU) - New)

現在の STU にマップする新しい STU の名前を入
力します。

新しいマップをコミット (Comit new map)

マップを保存してアクティブにする場合にクリックし
ます。 NetBackup で SLP または STU を追加、
削除、修正すると、現在の列は最新のシステム状
態と一致するように自動的に修正されます。
NetBackup で SLP または STU を追加、削除、修
正すると、［ストレージライフサイクルポリシー (SLP)
- 現在 (Storage Lifecycle Policies (SLP) Current)］と［ストレージライフサイクルポリシー
(SLP) - 新規 (Storage Lifecycle Policies (SLP)
- New)］の列は最新のシステム状態と一致するよう
に自動的に修正されます。

p.158 の 「ポリシー変換マップの設定」 を参照してください。
p.149 の 「選択基準 (Selection Criteria)」 を参照してください。
p.154 の 「移行ジョブの状態 (Migration Job Status)」 を参照してください。
p.147 の 「移行ユーティリティについて」 を参照してください。
p.160 の 「移行ジョブを実行するためのベストプラクティス」 を参照してください。

ポリシー変換マップの設定
ここでは、ポリシー変換マップを設定する手順を説明します。移行ポリシーでは、新しい
ソースのディスクプールと宛先ディスクプールを既存のソースのディスクプールと宛先ディ
スクプールにマッピングすることにより、これらのディスクプールを追加します。移行ユー
ティリティは、新しいバックアップが古いソースストレージの代わりに新しい宛先ストレージ
を使うように、ポリシーを更新します。
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ポリシー変換マップを設定する方法

1

NetBackup アプライアンス Web コンソールにログオンします。

2

［管理 (Manage)］、［移行ユーティリティ (Migration Utility)］、［ポリシー変換 (Policy
Conversion)］の順にクリックします。
［ポリシー変換 (Policy Conversion)］タブが表示されます。

3

［ソースのストレージ/マップ名 (Source Storage / Map name)］ドロップダウンリスト
からポリシー変換マップを選択します。

4

［マップのロードとアクティブ化 (Load and Activate map)］をクリックします。
最初に［ポリシー変換 (Policy Conversion)］タブを使うときにはマップが存在しない
ため、ユーティリティは指定されたソースディスクプールを参照するすべてのストレー
ジライフサイクルポリシー (SLP) とストレージユニット (STU) を探し、それぞれの列
に表示します。

5

［ポリシー変換マップの詳細 (Policy Conversion map details)］セクションから、マッ
プする、［ストレージライフサイクルポリシー (SLP) - 現在 (Storage Lifecycle Policies
(SLP) - Current)］フィールドに指定されたソースディスクプールを参照する現在の
SLP を選択します。

6

［ストレージライフサイクルポリシー (SLP) - 新規(Storage Lifecycle Policies (SLP)
- New)］フィールドに現在の SLP にマップする新しい SLP の名前を入力します。

7

［ポリシー変換マップの詳細 (Policy Conversion map details)］セクションから、マッ
プする、［ストレージユニット (STU) - 現在 (Storage Unit (STU) - Current)］フィー
ルドに指定されたソースディスクプールを参照する現在の STU を選択します。

8

［ストレージユニット (STU) - 新規 (Storage Unit (STU) - New)］フィールドに現在
の STU にマップする新しい STU の名前を入力します。

9

［新しいマップをコミット (Commit new map)］をクリックして SLP と STU をマップし、
有効化します。
アプライアンスは SLP と STU をマップするためにこの情報を使います。処理が成
功すると NetBackup の SLP または STU が追加、削除、変更され、［ストレージラ
イフサイクルポリシー (SLP) - 現在 (Storage Lifecycle Policies (SLP) - Current)］
列と［ストレージライフサイクルポリシー (SLP) - 新規(Storage Lifecycle Policies
(SLP) - New)］列が最新のシステム状態に合わせて自動的に変更されます。

p.157 の 「ポリシー変換 (Policy Conversion)」 を参照してください。
p.147 の 「移行ユーティリティについて」 を参照してください。
p.160 の 「移行ジョブを実行するためのベストプラクティス」 を参照してください。
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移行ジョブを実行するためのベストプラクティス
移行ユーティリティを使用して移行ジョブを実行するときは、次のベストプラクティスを理解
しておく必要があります。
■

同じアプライアンス上でも、NetBackup ドメインのどこでも、［移行ユーティリティ
(Migration Utility)］の複数のインスタンスを同時に実行しないでください。
■

同じアプライアンス上で複数のインスタンスを実行しようとすると、ユーティリティに
よって［可能な選択肢 (Possible Selections)］セクションに誤った推定が生成され
る可能性があります。

■

同じソースと宛先の組み合わせの NetBackup ドメイン内で複数のインスタンスを
実行しようとすると、ユーティリティによって［可能な選択肢 (Possible Selections)］
セクションに誤った推定が生成される可能性があります。

■

「移行ユーティリティアプライアンス」となるアプライアンスを NetBackup ドメインから
1 つ選択し、そのアプライアンスからユーティリティを実行するだけです。このユーティ
リティはアプライアンスのジョブ情報を保存し、指定のアプライアンスからアクセスする
ことができます。

■

マスターサーバーがアプライアンスの場合は、「移行ユーティリティアプライアンス」と
なるマスターサーバーアプライアンスを選択します。移行ユーティリティが NetBackup
ドメイン (たとえば、ポリシー、ストレージ、カタログ) 情報へのアクセスを必要とする場
合は、マスターサーバーを使用すると［可能な選択肢 (Possible Selections)］のリス
トの生成でパフォーマンスが向上します。

■

移行ユーティリティは、［待ち行列へ投入済み (QUEUED)］または［実行中
(RUNNING)］である単一ジョブのみを一度にサポートします。他の移行ユーティリティ
アクティビティは、ジョブが［完了 (COMPLETE)］または［キャンセル (CANCELLED)］
に達するまでサポートされません。

■

選択後に［移行 (Migrate)］をクリックした場合は、［検索基準を適用 (Apply Search
Criteria)ボタンを使用して［可能な選択肢 (Possible Selections)］セクションを更新し
ます。ジョブが［待ち行列へ投入済み (QUEUED)］または［実行中 (RUNNING)］の
とき、ユーティリティは可能な選択肢がない状態でただちに戻ります。

■

［可能な選択肢 (Possible Selections)］のオプションを複数の移行に再利用しない
でください。前のジョブが完了した後は、［検索基準を適用 (Apply Search Criteria)］
ボタンを使用して［可能な選択肢 (Possible Selections)］のリストを最新の状態に更
新する必要があります。

p.149 の 「選択基準 (Selection Criteria)」 を参照してください。
p.147 の 「移行ユーティリティについて」 を参照してください。
p.157 の 「ポリシー変換 (Policy Conversion)」 を参照してください。
p.154 の 「移行ジョブの状態 (Migration Job Status)」 を参照してください。
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管理 (Manage) > 追加サーバー (Additional Servers)

管理 (Manage) > 追加サーバー (Additional Servers)
［管理 (Manage)］ > ［追加サーバー (Additional Servers)］ページで、追加サーバーを
追加または削除できます。このタブでは、NetBackup の bp.conf ファイルにエントリを追
加できます。bp.conf ファイルによってアプライアンスと Windows NetBackup 管理コン
ソール間の通信が可能になるため、このコンソールを介してアプライアンスを管理できま
す。メディアサーバーを構成する前に、追加サーバーにメディアサーバーのホスト名を追
加する必要があります。
p.161 の 「アプライアンスに追加したサーバーの管理」 を参照してください。

アプライアンスに追加したサーバーの管理
次の手順を実行すると、NetBackup アプライアンス Web コンソールの［追加サーバー
(Additional Servers)］ページでサーバーを追加または削除できます。
次の手順を使ってアプライアンスに追加サーバーを追加します。
サーバーを追加するには

1

NetBackup アプライアンス Web コンソールにログオンします。

2

［管理 (Manage)］ > ［追加サーバー (Additonal Servers)］の順に選択します。

3

［追加 (Add)］ボタンをクリックします。
［追加サーバーを追加 (Add Additional Server)］ダイアログボックスが表示されま
す。

4

［サーバー名 (Server Name)］フィールドに追加するサーバー名を入力し、［OK］を
クリックします。
メモ: カンマ (,) を使ってサーバー名を区切ると、複数のサーバー名を追加できます。
アプライアンスに次のメッセージが表示されます。
Additional server(s) added successfully.

5

［キャンセル (Cancel)］をクリックして、［追加サーバーを追加 (Add Additional
Server)］ダイアログボックスを終了します。

次の手順を使ってアプライアンスからサーバーを削除します。

161

第 3 章 NetBackup アプライアンス Web コンソールから行う NetBackup Appliance の管理
［管理 (Manage)］ > ［vCenter クレデンシャル (vCenter Credentials)］

追加サーバーを削除する方法

1

NetBackup アプライアンス Web コンソールにログオンします。

2

［管理 (Manage)］ > ［追加サーバー (Additional Servers)］の順に選択します。
アプライアンスに追加したすべての追加サーバーの一覧が［追加サーバー (Additional
Servers)］ページに表示されます。

3

削除するサーバーのチェックボックスにチェックマークを付け、［削除 (Delete)］ボタ
ンをクリックします。

4

次の警告メッセージが表示されます。
Are you sure you want to proceed?

5

［はい (Yes)］をクリックして選択したサーバーを削除します。次のメッセージが表示
されます。
Additional server(s) deleted successfully.

6

アプライアンスからすべてのサーバーを削除する場合は、［サーバー名 (Server
Name)］チェックボックスにチェックマークを付け、［削除 (Delete)］をクリックします。

p.161 の 「管理 (Manage) > 追加サーバー (Additional Servers)」 を参照してください。

［管理 (Manage)］ > ［vCenter クレデンシャル (vCenter
Credentials)］
NetBackup アプライアンス Web コンソールからクライアントの vCenter クレデンシャルを
ダウンロードするには、［管理 (Manage)］ > ［vCenter クレデンシャル (vCenter
Credentials)］ページを使います。 vCenter クレデンシャルは、NetBackup マスターアプ
ライアンスで生成される認証トークンです。 認証トークンはローカルで保存し、後で vCenter
の NetBackup プラグインでアップロードできます。
vCenter クライアントクレデンシャルは、仮想マシンをリストアする上で vCenter の
NetBackup プラグインを認証するために必要とされます。 クライアントクレデンシャルは
.pem ファイルの形式でダウンロードされます。
クライアントの vCenter クレデンシャルをダウンロードするには

1

NetBackup アプライアンス Web コンソールにログインします。

2

［管理 (Manage)］ > ［vCenter クレデンシャル (vCenter Credentials)］ページに移
動します。

3

［ダウンロード (Download)］をクリックします。 ［vCenter クレデンシャルのダウンロー
ド (Download vCenter Credentials)］ダイアログボックスが表示されます。
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［管理 (Manage)］ > ［vCenter クレデンシャル (vCenter Credentials)］

4

［vCenter クレデンシャルのダウンロード (Download vCenter Credentials)］ダイア
ログボックスの［クライアント名 (Client Name)］ダイアログボックスで、vCenter クレデ
ンシャルをダウンロードするクライアントの名前を入力し、［OK］をクリックします。

5

［OK］をクリックするとウィンドウが開き、そこで <ClientName>.zip ファイルを保存
または開くことができます。 <ClientName>.zip ファイルには、クライアントの vCenter
クレデンシャルを含有する .pem ファイルが含まれています。

VMware 用の NetBackup プラグインのインストールについて詳しくは、
『NetBackup™Plug-in for VMware vCenter ガイド』を参照してください。
p.161 の 「管理 (Manage) > 追加サーバー (Additional Servers)」 を参照してください。
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4
NetBackup Appliance のシェ
ルメニューを使用した
NetBackup Appliance の管
理
この章では以下の項目について説明しています。
■

NetBackup Appliance での帯域幅の拡張

■

最大伝送単位サイズの設定について

■

OpenStorage プラグインのインストールについて

■

リモート NFS のマウントについて

■

アプライアンスからの NetBackup コマンドの実行について

■

アプライアンス間の自動イメージレプリケーションについて

NetBackup Appliance での帯域幅の拡張
NetBackup アプライアンスにはリンク集約を提供する機能があります。 リンク集約はアプ
ライアンスと他のデバイス間の通信チャネルの帯域幅と可用性を増大させます。リンク集
約は、NetBackup アプライアンス Web コンソールまたは NetBackup Appliance シェル
メニューから初期ネットワーク構成を実行するときにデフォルトで有効になります。
NetBackup Appliance シェルメニューを使うと、リンク集約の有効と無効を切り替えたり、
リンク集約の状態を表示したりできます。
リンク集約を有効、無効にし、状態を表示するには次のコマンドを使います。
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■

ネットワークリンク集約を有効にする方法
Main_Menu > Network > LinkAggregation Enable

■

ネットワークリンク集約を無効にする方法
Main_Menu > Network > LinkAggregation Disable

■

ネットワークリンク集約の状態を表示する方法
Main_Menu > Network > LinkAggregation Status

最大伝送単位サイズの設定について
MTU プロパティは、イーサネットフレームの最大伝送単位のサイズを制御します。イーサ
ネットの標準的な最大伝送単位サイズは 1500 バイトです (ヘッダーなしの場合)。サポー
ト対象の環境では、MTU プロパティをさらに 9000 バイトまで設定できます。インター
フェースにさらに大きなフレームサイズを設定することを、一般的に、ジャンボフレームを
使うと言います。ジャンボフレームにより、データがネットワーク経由で送信され、場合に
よってはスループットが向上して CPU 使用率が減ることがあるため、断片化を減らすこと
ができます。ジャンボフレームを活用するには、イーサネットカード、ドライバ、スイッチの
すべてにおいて、ジャンボフレームをサポートする必要があります。さらに、アプライアン
スへのデータ転送に使われる各サーバーインターフェースを、ジャンボフレーム用に設
定する必要があります。
インターフェースの MTU プロパティを 1500 バイトより大きな値に設定した場合、特定の
インターフェースのアプライアンスに接続しているすべてのシステムで、最大伝送単位サ
イズを同一にすることをシマンテック社は推奨します。こうしたシステムには、NetBackup
クライアントやリモートデスクトップが含まれますが、これらに限定されません。また、MTU
プロパティを設定する前に、ネットワークハードウェア、OS、ドライバのサポートをすべて
のシステムで確認してください。
インターフェースの MTU プロパティは、NetBackup Appliance シェルメニューで
SetProperty コマンドを使うことで設定できます。
『Symantec NetBackup Appliance コマンドリファレンスガイド』の SetProperty コマン
ドを参照してください。

OpenStorage プラグインのインストールについて
NetBackup Appliance シェルメニューを使って、NetBackup Appliance で OST
(OpenStorage) プラグインをインストールし、開くことができます。OST プラグインにより、
複数のプラグインをインストールして、対応するストレージシステムと通信することができま
す。
OpenStorage プラグインのインストールプロセスを次の図に示します。
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OpenStorage プラグインのインストールプロセス

図 4-1

1.
OpenStorage
プラグインを
コピーして共
有する

1.1 共有ディレクトリ
の OST プラグイン
をダウンロードする

2.
アプライアンス
のプラグインを
一覧表示する

3.
nbrmms が動
作していること
を確認して
プロセスを
終了する

2.1 ダウンロードした
すべての OST プラグイン
を一覧表示する

3.1 tar.gz ファイル
を展開して内容を
抽出する

3.4 nbrmms
が動作している
かを確認する

4.
OpenStorage
プラグインを
インストールする

1.2 アプライアンスの
共有ディレクトリを開く

1.3 プラグインを
マウント済みの共有に
コピーして共有を閉じる

2.2 インストールされた
すべての OST プラグイン
を一覧表示する

3.2 プラグインが
インストールディレクトリ
に存在するかを確認する

3.3
プラグインのディレクトリ
パスが次にあるかを確認する
(/usr/openv/lib/ost-plugins)

3.5 libstspi*.so と libstspi*MT.so
を次のプラグインディレクトリに
コピーする(/usr/openv/lib/ost-plugins)
* - ベンダー名の例 libstspiDataDomain.so

4.1 コマンド OpenStorage
を入力する >
plugin_name.tar.gz
をインストールする

3.6 nbrmms
プロセスを再開
する

4.1 シェルメニューが次を
表示するまで指示に従う
INSTALL COMPLETED
SUCCESSFULLY

p.167 の 「OpenStorage プラグインのインストール」 を参照してください。
p.168 の 「OpenStorage プラグインのアンインストール」 を参照してください。
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Main > Manage > OpenStorage コマンドについて詳しくは、『NetBackup™ Appliance

コマンドリファレンスガイド』を参照してください。

OpenStorage プラグインのインストール
次の手順では、NetBackup Appliance シェルメニューを使って OST (OpenStorage) プ
ラグインをインストールする方法について説明します。
OpenStorage プラグインをインストールする方法

1

NetBackup Appliance シェルメニューにログオンします。

2

必要なベンダーのサポート Web サイトから最新版の OST プラグインをダウンロー
ドします。

3

共有ディレクトリを開きます。アプライアンスの共有ディレクトリを開くには、次のいず
れかのコマンドを使います。
■

Main Menu > Manage > OpenStorage > Share Open

アプライアンスに次のメッセージが表示されます。
The CIFS share ¥¥nbapphostname¥incoming_plugins
and the NFS share nbapphostname:/inst/plugin/incoming
have been opened on this appliance.

4

CIFS または NFS 共有を使って OST プラグインをコピーします。

5

共有ディレクトリを閉じます。共有ディレクトリを閉じるには、次のコマンドを使います。
■

6

MainMenu > Manage > OpenStorage > Share Close

プラグインがアプライアンスにダウンロードされた後に、リストコマンドを使ってプラグ
インの詳細を表示することができます。ダウンロード済みのプラグインの詳細を表示
するには、次のいずれかのコマンドを使います。
■

OpenStorage > List Available

ダウンロード済みでまだ適用されていないすべてのプラグインのリストを表示しま
す。
■

OpenStorage > List Installed

アプライアンスにインストールされたすべてのプラグインの詳細リストを表示しま
す。

7

ダウンロード済みのプラグインをインストールします。ダウンロード済みのプラグイン
をインストールするには、使っているアプライアンスに従って、次のいずれかのコマ
ンドを使います。
■

メディアアプライアンスとマスターアプライアンスに OST プラグインをインストー
ルする場合は、OpenStorage > Install plugin_name を使います。
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次の例に示すように、アプライアンスがインストールプロセスを開始します。
Welcome to the installation of plugin_name.tar.gz
- [Info] Checking if upgrade is running from the console...failed
WARNING: Symantec recommends that this upgrade is run from
the appliance console.
>> Are you sure you want to continue? (yes/no)
- [Info] Extracting the contents of the tar file
- [Info] Terminating the nbrmms process before proceeding
with the installation.
- [Info] Executing the install script
- [Info] Install script exited successfully!
- [Info] Restarting nbrmms
- Successfully installed the plugin plugin_name.tar.gz

yes
ok
ok

ok

p.165 の 「OpenStorage プラグインのインストールについて」 を参照してください。
p.168 の 「OpenStorage プラグインのアンインストール」 を参照してください。

OpenStorage プラグインのアンインストール
アプライアンスのシェルメニューを通して OST (OpenStorage) プラグインをアンインス
トールする方法を次の手順に示します。
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OpenStorage プラグインをアンインストールする方法

1

OST プラグインをアンインストールするには、次のコマンドを使います。
OpenStorage > Uninstall plugin_name
Uninstalls the OST plugin on media and master appliances.

次の例に示すように、アプライアンスが OST プラグインのアンインストールプロセス
を開始します。
- [Info] Checking for the installed OpenStorage plugin ...
>> The plugin package plugin_name.tar.gz is currently installed
on the system. Do you want to continue uninstalling it? (yes/no)

2

yes と入力して続行し、プラグインをアンインストールします。

アプライアンスに次のメッセージが表示されます。
There might be some existing backups on the storage server.
Are you sure you want to continue uninstalling the plugin? (yes/no)

3

yes と入力して続行し、プラグインをアンインストールします。

アプライアンスがアンインストールプロセスを続行し、次の内容を表示します。
- Uninstalling the plugin plugin_name.tar.gz

ok

- Successfully uninstalled the plugin plugin_name.tar.gz

p.165 の 「OpenStorage プラグインのインストールについて」 を参照してください。
p.167 の 「OpenStorage プラグインのインストール」 を参照してください。

リモート NFS のマウントについて
NetBackup Appliance シェルメニューを使って、アプライアンスサーバーにリモート NFS
(Network File System) をマウントできます。Manage > MountPoints メニューを使う簡
素化したインターフェースで NFS をマウントできます。NetBackup Appliance シェルメ
ニューで次のコマンドを使うと、NFS ドライブと連携できます。
表 4-1

NFS ドライブと連携するためのコマンド

コマンド

説明

Mount

Mount コマンドを使って NFS ドライブをマウントします。
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コマンド

説明

List

List コマンドを使って、アプライアンス上の既存のすべてのマウントポ
イントを一覧表示します。

Unmount

Unmount コマンドを使って、事前にマウント済みの NFS ドライブをマ
ウント解除します。

p.170 の 「NFS リモートドライブのマウント」 を参照してください。
p.172 の 「NFS ドライブのマウント解除」 を参照してください。
Main > Manage > MountPoints コマンドについて詳しくは、『NetBackup™ Appliance

コマンドリファレンスガイド』を参照してください。

NFS リモートドライブのマウント
この手順では、リモート NFS ドライブをマウントする方法について説明します。
NFS リモートドライブをマウントする方法

1

管理者のクレデンシャルで NetBackup Appliance シェルメニューにログインします。

2

Main > Manage > MountPoints の順に入力します。

アプライアンスが MountPoints メニュー下のすべてのコマンドを一覧表示します。

3

リモート NFS ドライブをマウントするには、次のコマンドを入力します。

4

Mount RemotePath MountPoint[FileSystemType][options]

このコマンドには次のパラメータが含まれています。
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RemotePath

MountPoint

説明

アプライアンスに
マウントされるデバ
イスまたはディレク
トリのアドレスを提
供します。

NFS ドライブのマウント マウントされるデ Mount コマンド
先となるディレクトリの バイスの種類を とともに使う、ア
名前を提供します。
指定します。
プライアンスに
渡される追加オ
メモ: 次の場合はエ
プションを指定
ラーが表示されます。
します。
■ ディレクトリ名が正し
くない場合
■ 指定された名前の
ディレクトリが存在
せず、ディレクトリが
作成される場合
■ 指定された名前の
ディレクトリがマウン
トポイントですでに
マウントされている
場合

形式

HOST:DIRECTORY ディレクトリ名は / で開
始され、正しいディレク
トリ名である必要があり
ます。

[Options]

NFS ドライブの
マウントに固有
のオプションの
みを使うことがで
きます。

パラメータ 必須
の種類

必須

省略可能

省略可能

例

/mymounts/moun1

nfs、nfs4、また
は基になる
Mount コマンド
のベースとなるそ
の他の形式。

ro は、デバイス
を読み取り専用
でマウントする
場合のみ使いま
す。

suryan.
engba.
symantec.com
:/build1

5

[FileSystem
Type]

アプライアンスがリモート NFS ドライブをマウントします。
メモ: リモート共有をマウントしてからアプライアンスを再起動すると、次のブートでマ
ウントが再構築されます。マウントポイントはすべての再起動で持続し、この規則に
例外はありません。
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マウント済みデバイスのリストを表示する方法

1

管理者のクレデンシャルで NetBackup Appliance シェルメニューにログインします。

2

Main > Manage > MountPoints の順に入力します。

アプライアンスが MountPoints メニュー下のすべてのコマンドを一覧表示します。

3

マウント済みデバイスのリストを表示するには、次のコマンドを使います。
List [Type]
[Type] パラメータの値を [All] に指定すると、アプライアンスは NFS ドライブととも

に使用可能なすべてのマウントポイントを表示します。このパラメータが提供されな
い場合、このコマンドは、すべての NFS マウントポイントを一覧表示します。
p.169 の 「リモート NFS のマウントについて」 を参照してください。

NFS ドライブのマウント解除
この手順では、NFS ドライブをマウント解除する方法について説明します。
NFS ドライブをマウント解除する方法

1

管理者のクレデンシャルで NetBackup Appliance シェルメニューにログインします。

2

Main > Manage > MountPoints の順に入力します。

アプライアンスが MountPoints メニュー下のすべてのコマンドを一覧表示します。

3

ドライブをマウント解除するには、次のコマンドを使います。
Unmount MountPoint[force]

次のオプションを使ってマウント解除される NFS ドライブを識別します。

説明

MountPoint

[force]

マウント解除されるディレクトリの名前を
提供します。

NFS を強制的にマウント解除
するにはこのパラメータを指定
します。

メモ: 次の場合はエラーが表示されます。

形式

■

ディレクトリ名が正しくない場合

■

指定された名前のディレクトリが存在
しない場合

ディレクトリ名は / で開始され、正しい
ディレクトリ名である必要があります。

メモ: 指定されたディレクトリが有効なマ
ウントディレクトリの場合は、マウント解除
されます。
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MountPoint
パラメータの種類 必須
例

4

[force]
省略可能

/mymounts/moun1

ディレクトリ名が正しく指定されている場合、次の処理が実行されます。
■

NFS が正常にマウント解除される。

■

ディレクトリがファイルシステムから削除される。

■

ディレクトリが入れ子になったパスにある場合は、そのディレクトリのみが削除され
る。

p.169 の 「リモート NFS のマウントについて」 を参照してください。
p.169 の 「リモート NFS のマウントについて」 を参照してください。

アプライアンスからの NetBackup コマンドの実行につい
て
NetBackup コマンドラインシェル機能では、NetBackup の管理者がスーパーユーザー
の権限で NetBackup コマンドを実行できます。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 管理者は、複数の NetBackup 管理者のアクセスを可能にして
その活動を監査できます。また NetBackup Appliance 管理者は、NetBackup Appliance
シェルメニュー内のMain > Manage > NetBackupCLI ビューから NetBackup 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。
p.174 の 「NetBackup 管理者の機能について」 を参照してください。
p.179 の 「NetBackup 管理者ユーザーアカウントの作成 」 を参照してください。
p.180 の 「NetBackup 管理者のユーザーアカウントパスワードの管理」 を参照してくださ
い。
p.181 の 「NetBackup 管理者アカウントの監査」 を参照してください。
p.182 の 「NetBackup 管理者ユーザーアカウントの削除 」 を参照してください。
p.183 の 「NetBackup 管理者ユーザーアカウントの表示」 を参照してください。
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NetBackup 管理者の機能について
NetBackup 管理者にはスーパーユーザー権限があり、制限付きのシェル内で共通の
ホームディレクトリを共有します。 この制限付きのシェルから、NetBackup 管理者は次の
操作が行えます。
■

NetBackup コマンドを実行する方法としてベースコマンド名、絶対的または相対パ
ス、シェルスクリプトを使ってください。

■

NetBackup のログを完全に機能させてください。

次のリストは、NetBackup 管理者がスーパーユーザー権限で実行できる NetBackup コ
マンドと、NetBackup コマンドを格納するディレクトリを示します。
■

/usr/openv/netbackup/bin/*

■

/usr/openv/netbackup/bin/admincmd/*

■

/usr/openv/netbackup/bin/goodies/*

■

/usr/openv/volmgr/bin/*

■

/usr/openv/volmgr/bin/goodies/*

■

/usr/openv/pdde/pdag/bin/mtstrmd

■

/usr/openv/pdde/pdag/bin/pdcfg

■

/usr/openv/pdde/pdag/bin/pdusercfg

■

/usr/openv/pdde/pdconfigure/pdde

■

/usr/openv/pdde/pdcr/bin/*

メモ: NetBecky アプライアンスに NetBackup コマンドがあるため、一部のコマンド引数
がサポートされていない可能性があります。
次のリストは、ディレクトリから実行できないコマンドおよびスクリプトを示します。
■

ライブラリファイル - .so または .so64 拡張子で終了するファイル。

■

通知スクリプト - ファイル名に notify 文字列を含むスクリプト。

■

ファイルリストファイル - .filelist 拡張子で終了するファイル。

p.173 の 「アプライアンスからの NetBackup コマンドの実行について」 を参照してくださ
い。
p.175 の 「NetBackup コマンドの実行について」 を参照してください。
p.179 の 「NetBackup 管理者ユーザーアカウントの作成 」 を参照してください。
p.182 の 「NetBackup 管理者ユーザーアカウントの削除 」 を参照してください。
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p.183 の 「NetBackup 管理者ユーザーアカウントの表示」 を参照してください。

NetBackup コマンドの実行について
NetBackup 管理者は、制限付きの NetBackup Appliance のシェルから NetBackup コ
マンドを実行する方法として、複数の方法を使うことができます。 NetBackup 管理者は
ベースコマンド名、絶対的または相対パスを使うか、シェルスクリプトからコマンドを実行
できます。
次は、NetBackup 管理者が制限付きの NetBackup Appliance のシェルから NetBackup
コマンドを実行する方法の例です。
■

■

■

ベースコマンド名を使用する。 以下は例です。
■

# bpps

■

# nbemmcmd –listhosts

絶対または相対パスを使用する。 この場合、コマンドの前に sudo を指定してくださ
い。 以下は例です。
■

# sudo /usr/openv/netbackup/bin/bpps

■

# sudo /usr/openv/netbackup/bin/admincmd/nbemmcmd -listhosts

シェルスクリプトから実行する。 コマンドを使う前に sudo を指定してください。 これは
ベースコマンド名、絶対パス、相対パスに適用されます。

p.175 の 「NetBackup タッチファイルの作成について」 を参照してください。
p.177 の 「オペレーティングシステムコマンドについて」 を参照してください。
p.178 の 「ベストプラクティスについて」 を参照してください。
p.178 の 「既知の制限事項について」 を参照してください。

NetBackup タッチファイルの作成について
NetBackup 管理者は、cp-nbu-config コマンドを使って、以下のディレクトリの
NetBackup タッチ構成ファイルを作成および編集できます。
■

/usr/openv/netbackup

■

/usr/openv/netbackup/bin

■

/usr/openv/netbackup/bin/snapcfg

■

/usr/openv/netbackup/db/config

■

/usr/openv/netbackup/db/event

■

/usr/openv/netbackup/db/images

■

/usr/openv/netbackup/db/media
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■

/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

たとえば、/usr/openv/netbackup/db/config ディレクトリに DEFERRED_IMAGE_LIMIT
というタッチファイルを作成するには、次のステップを使用します:
■

NetBackup 管理者のホームディレクトリまたはサブディレクトリ内にその名前のファイ
ルを作成します。

■

タッチファイルに希望する内容を追加するには、cp-nbu-config
configuration-filetarget-directory コマンドを使用します。たとえば、
cp-nbu-config DEFERRED_IMAGE_LIMIT /usr/openv/netbackup/db/config

p.175 の 「NetBackup コマンドの実行について」 を参照してください。
p.177 の 「オペレーティングシステムコマンドについて」 を参照してください。
p.178 の 「ベストプラクティスについて」 を参照してください。
p.178 の 「既知の制限事項について」 を参照してください。

NetBackup 通知スクリプトのロード
cp-nbu-notify ユーティリティは、各ジョブ後に実行される start や exit 通知スクリ

プトなどの NetBackup 通知スクリプトを変更するのに使う、NetBackup Appliance に追
加された cp-nbu-config ユーティリティに似ています。
NetBackup CLI ユーザーは次のスクリプトの場所から通知スクリプトを変更できます。
■

/usr/openv/netbackup/bin

■

/usr/openv/volmgr/bin

メモ: cp-nbu-notify では、通知スクリプトがサンプルファイルとして実際の場所または
テンプレートとして goodies ディレクトリに事前に存在することが想定されます。 サンプル
またはテンプレート通知スクリプトがこれらのディレクトリに存在しない場合、ロードしようと
しているスクリプトが有効でないと考慮されます。

176

第 4 章 NetBackup Appliance のシェルメニューを使用した NetBackup Appliance の管理
アプライアンスからの NetBackup コマンドの実行について

通知スクリプトをインストールまたは編集するには

1

NetBackupCLI ユーザーとしてアプライアンスにログインし、ホームディレクトリに通
知スクリプトを作成します。

2

cp-nbu-notify コマンドを入力してスクリプトをインストールします。
cp-nbu-notify <notify-script>

アプライアンスに次のメッセージが表示されます。
NetBackup Appliance admin must review and
approve this operation.
Enter admin password:

3

コマンドによって管理者パスワードを求められたら、NetBackupCLI パスワードでは
なくアプライアンスの管理者パスワードを入力します。 このパスワードは、通知スクリ
プトがアプライアンスの管理者によって承認されていることを確実にするためのセキュ
リティ目的で必要とされます。
パスワードが正常に検証されると、通知スクリプトが適切な場所に自動的にロードさ
れます。
メモ: ソース通知スクリプトはホームディレクトリまたはそのサブディレクトリに存在する
必要があります。

注意: 通知スクリプトはコピーのみ可能です。 NetBackup インストールパスのその他のス
クリプト以外。 通知スクリプトを介しての外部スクリプトの実行はセキュリティ問題の原因に
なる場合があります。

オペレーティングシステムコマンドについて
次のルールがオペレーティングシステムコマンドに適用されます。
■

以前のリリースで使用できた次のコマンドは引き続き使用できます。
awk、bash、cat、clear、cut、grep、head、ls、rm、sudo、uname、vi

■

スクリプト記述に使用できるコマンド:
date、mkdir、rmdir、touch、whoami、hostname など

■

NetBackup 管理者は passwd コマンドを使用してパスワードを変更できます。

■

ホスト名のルックアップを実行するには host コマンドを使用します。 nslookup コマ
ンドはサポートされません。

p.175 の 「NetBackup コマンドの実行について」 を参照してください。
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p.175 の 「NetBackup タッチファイルの作成について」 を参照してください。
p.178 の 「ベストプラクティスについて」 を参照してください。
p.178 の 「既知の制限事項について」 を参照してください。

ベストプラクティスについて
次のリストは、NetBackup 管理者がどのようにアプライアンスを設定し、制限付きのシェ
ルから NetBackup コマンドを実行できるかの例を示します。
■

ユーザーのホームディレクトリおよびサブディレクトリ内にはファイルとディレクトリのみ
を作成できます。

■

自動生成エイリアスファイルは、すべての NetBackup コマンドの sudo エイリアスを
含むユーザーホームディレクトリ内に作成されます。したがって、基本コマンド名を使
用する場合、コマンドの実行時に sudo を指定する必要はありません。

■

スクリプトでコマンドを実行するときには、エイリアスファイルを使用できません。コマン
ドを使用するには、sudo を指定する必要があります。

■

sudo プレフィックスが付いたすべての NetBackup コマンドの変数を含むファイルを

作成できます。自動化スクリプトで変数を使用し、すべての NetBackup コマンド呼び
出しで sudo の使用を避けることができます。変数ファイルはスクリプト内で提供され
ます。たとえば、
■

次のコマンドは ${bpps} 変数の使用を可能にします。
bpps=”sudo /usr/openv/netbackup/bin/bpps”

■

次のコマンドは ${nbemmcmd} 変数の使用を可能にします。
nbemmcmd=”sudo /usr/openv/netbackup/bin/admincmd/nbemmcmd”

■

cdnbu エイリアスは NetBackup インストールパスへのディレクトリの変更に使用でき

ます。そのエイリアスを使用すると、/usr/openv/ ディレクトリが開きます。
p.175 の 「NetBackup コマンドの実行について」 を参照してください。
p.177 の 「オペレーティングシステムコマンドについて」 を参照してください。
p.178 の 「ベストプラクティスについて」 を参照してください。
p.178 の 「既知の制限事項について」 を参照してください。

既知の制限事項について
次のリストは、この機能を使用する前に NetBackup 管理者が理解すべき既知の制限事
項を示します。
■

エディタを使用して bp.conf ファイルを直接編集することはできません。bp.conf
ファイルを編集するには、ファイル内の属性を設定する bpsetconfig コマンドを使
用する必要があります。
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■

NetBackup 通知スクリプトは変更または作成できません。

■

nslookup コマンドはサポートされません。

■

man コマンドは使用できません。コマンドの使用を参照するには、コマンドと共に提供

される help オプションを使用してください。
■

アプライアンス管理の実行に使用されているオペレーティングシステムコマンドはサ
ポートされていません。

p.175 の 「NetBackup コマンドの実行について」 を参照してください。
p.175 の 「NetBackup タッチファイルの作成について」 を参照してください。
p.177 の 「オペレーティングシステムコマンドについて」 を参照してください。
p.178 の 「ベストプラクティスについて」 を参照してください。

NetBackup 管理者ユーザーアカウントの作成
NetBackup Appliance 管理者は、以下の手順により新しい NetBackup 管理者ユーザー
アカウントを作成できます。これらのユーザーアカウントには、アプライアンスにログオンし
NetBackup コマンドをスーパーユーザー権限で実行できるパーミッションがあります。
NetBackup 管理者ユーザーアカウントを作成する方法

1

アプライアンスで SSH セッションを開きます。

2

admin としてログオンします。

3

次のコマンドを入力して新しい NetBackup 管理者ユーザーアカウントを作成しま
す。
Main > Manage > NetBackupCLI > Create UserName

ここで UserName は新しいユーザーに指定する名前です。また、一度に 1 つの
ユーザーアカウントのみを作成することができます。

4

その後、新しいユーザーアカウント用の新しいパスワードを入力する必要があります。
シマンテック社は、パスワードの強度を高めるために、大文字と小文字、数字、その
他の文字を組み合わせて新しいパスワードを作成することを推奨します。さらに、検
証のためにパスワードを 2 回入力するように求められます。
新しいユーザーアカウントが作成された後に、新しいユーザーアカウントが正常に作
成されたことを示す確認メッセージが表示されます。

このコマンドおよび使用方法について詳しくは、『NetBackup Appliance コマンドリファレ
ンスガイド』を参照してください。
p.173 の 「アプライアンスからの NetBackup コマンドの実行について」 を参照してくださ
い。
p.174 の 「NetBackup 管理者の機能について」 を参照してください。
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p.180 の 「NetBackup 管理者のユーザーアカウントパスワードの管理」 を参照してくださ
い。
p.181 の 「NetBackup 管理者アカウントの監査」 を参照してください。
p.182 の 「NetBackup 管理者ユーザーアカウントの削除 」 を参照してください。
p.183 の 「NetBackup 管理者ユーザーアカウントの表示」 を参照してください。

NetBackup 管理者としてログオン
NetBackup 管理者アカウントが作成された後、新しいアカウントクレデンシャルを使用し
てアプライアンスにログオンできます。
NetBackup 管理者としてアプライアンスにログオン

1

アプライアンスで SSH セッションを開きます。

2

NetBackup 管理者アカウント用に作成されたユーザー名とパスワードを入力し、ア
プライアンスにログオンします。
NetBackup 管理者としてアプライアンスに正常にログインした後、次のウェルカム
メッセージが表示されます。
Welcome NetBackup CLI Administrator to the NetBackup Appliance

3

セッションを終了するには、exit と入力し、［戻る (Return)］を押します。

p.174 の 「NetBackup 管理者の機能について」 を参照してください。
p.179 の 「NetBackup 管理者ユーザーアカウントの作成 」 を参照してください。
p.180 の 「NetBackup 管理者のユーザーアカウントパスワードの管理」 を参照してくださ
い。
p.181 の 「NetBackup 管理者アカウントの監査」 を参照してください。
p.182 の 「NetBackup 管理者ユーザーアカウントの削除 」 を参照してください。
p.183 の 「NetBackup 管理者ユーザーアカウントの表示」 を参照してください。

NetBackup 管理者のユーザーアカウントパスワードの管理
NetBackup Appliance 管理者が NetBackup 管理者アカウントを作成した後、アプライ
アンス管理者は NetBackup Appliance シェルメニューを使用してそのアカウントのパス
ワードを管理できます。
表 4-2 では、アカウントパスワードの管理であなたが実行できる機能を説明します。
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表 4-2
機能

NetBackup 管理者のユーザーアカウントパスワードの管理
コマンド

NetBackup Appliance 管理者は、ユーザー Main > Manage > NetBackupCLI > PasswordExpiry Age
のパスワードの最大有効日数を指定できます。 UserNameDays
Days 変数を使って、パスワードの有効日数を設定します。 さらに、UserName
変数を使ってユーザーを指定します。すべてのユーザーにこの設定を適用す
る場合は、All と入力します。 Default を入力すると、後から作成するすべ
ての新しいユーザーアカウントにこの設定を適用することができます。
NetBackup Appliance 管理者は、1 人また Main > Manage > NetBackupCLI > PasswordExpiry Now
は複数のユーザーのパスワードをただちに期 UserName
限切れにすることができます。
UserName 変数を使ってユーザーを指定します。 すべてのユーザーのパス
ワードを期限切れにする場合は、All と入力します。
NetBackup Appliance 管理者は、パスワード Main > Manage > NetBackupCLI > PasswordExpiry Show
有効期限情報を表示できます。
UserName
UserName 変数を使ってユーザーを指定します。すべてのユーザーのパス
ワードを期限切れにする場合は、All と入力します。 Default と入力してデ
フォルト設定を表示できます。
NetBackup Appliance 管理者は、パスワード
が期限切れになる前に警告を送信する警告
期限を設定できます。 また、1 人または複数
ユーザーに警告を送信するよう設定すること
もできます。

Main > Manage > NetBackupCLI > PasswordExpiry Warn
UserNameDays
Days 変数を使って、警告を送信する、パスワードの有効期限前の日数を設
定します。さらに、UserName 変数を使って警告を送信するユーザーを指定
します。すべてのユーザーにこの設定を適用する場合は、All と入力します。
Default と入力してデフォルト設定を指定することもできます。

p.173 の 「アプライアンスからの NetBackup コマンドの実行について」 を参照してくださ
い。
p.174 の 「NetBackup 管理者の機能について」 を参照してください。
p.180 の 「NetBackup 管理者としてログオン」 を参照してください。
p.179 の 「NetBackup 管理者ユーザーアカウントの作成 」 を参照してください。
p.181 の 「NetBackup 管理者アカウントの監査」 を参照してください。
p.182 の 「NetBackup 管理者ユーザーアカウントの削除 」 を参照してください。
p.183 の 「NetBackup 管理者ユーザーアカウントの表示」 を参照してください。

NetBackup 管理者アカウントの監査
NetBackup Appliance 管理者は NetBackup の各管理者アカウントの活動を監視でき
ます。つまり、NetBackup Appliance 管理者は、NetBackup 管理者が実行する
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NetBackup コマンドを監視できます。NetBackup Appliance シェルメニューからその活
動を監査するため、NetBackup Appliance 管理者は次のコマンドを実行できます。
Main > Support > Logs > Browse > cd OS > less messages。

コマンドを実行すると、次のような出力が表示されます。次の例は、nbappliance という
名前のアプライアンスで bpps コマンドを実行した NetBackup の管理者 (nbadmin) を
示したものです。
Aug 24 23:10:28 nbappliance sudo:
nbadmin : TTY=pts/1 ;
PWD=/home/nbusers ; USER=root ; COMMAND=/usr/openv/netbackup/bin/bpps

p.179 の 「NetBackup 管理者ユーザーアカウントの作成 」 を参照してください。
p.180 の 「NetBackup 管理者のユーザーアカウントパスワードの管理」 を参照してくださ
い。
p.182 の 「NetBackup 管理者ユーザーアカウントの削除 」 を参照してください。
p.183 の 「NetBackup 管理者ユーザーアカウントの表示」 を参照してください。

NetBackup 管理者ユーザーアカウントの削除
NetBackup Appliance 管理者は、以下の手順により NetBackup 管理者ユーザーアカ
ウントを削除できます。
NetBackup 管理者ユーザーアカウントを削除する方法

1

アプライアンスで SSH セッションを開きます。

2

admin としてログオンします。

3

次のコマンドを入力してユーザーアカウントを削除します。
Main > Manage > NetBackupCLI > Delete UserName

ここで、UserName は既存のユーザーアカウントの名前です。また、一度に 1 つの
ユーザーアカウントのみを削除することができます。
ユーザーアカウントが削除された後に、ユーザーアカウントが正常に削除されたこと
を示す確認メッセージが表示されます。
このコマンドとその使用について詳しくは、『NetBackup Appliance コマンドリファレンス
ガイド』を参照してください。
p.173 の 「アプライアンスからの NetBackup コマンドの実行について」 を参照してくださ
い。
p.174 の 「NetBackup 管理者の機能について」 を参照してください。
p.179 の 「NetBackup 管理者ユーザーアカウントの作成 」 を参照してください。
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p.180 の 「NetBackup 管理者のユーザーアカウントパスワードの管理」 を参照してくださ
い。
p.181 の 「NetBackup 管理者アカウントの監査」 を参照してください。
p.183 の 「NetBackup 管理者ユーザーアカウントの表示」 を参照してください。

NetBackup 管理者ユーザーアカウントの表示
NetBackup Appliance 管理者は、以下の手順により NetBackup 管理者ユーザーアカ
ウントのリストを表示できます。
NetBackup 管理者ユーザーアカウントの現在のリストの表示方法

1

アプライアンスで SSH セッションを開きます。

2

admin としてログオンします。

3

次のコマンドを入力して既存のユーザーアカウントを表示します。
Main > Manage > NetBackupCLI > List

既存のユーザーアカウント名がすべて表示されます。
このコマンドとその使用について詳しくは、『NetBackup Appliance コマンドリファレンス
ガイド』を参照してください。
p.173 の 「アプライアンスからの NetBackup コマンドの実行について」 を参照してくださ
い。
p.174 の 「NetBackup 管理者の機能について」 を参照してください。
p.179 の 「NetBackup 管理者ユーザーアカウントの作成 」 を参照してください。
p.180 の 「NetBackup 管理者のユーザーアカウントパスワードの管理」 を参照してくださ
い。
p.181 の 「NetBackup 管理者アカウントの監査」 を参照してください。
p.182 の 「NetBackup 管理者ユーザーアカウントの削除 」 を参照してください。

アプライアンス間の自動イメージレプリケーションについ
て
自動イメージレプリケーションは、1 つの NetBackup ドメインで生成されるバックアップ
を、多くの場合、さまざまな地域のサイトにわたる別の NetBackup ドメインのストレージに
複製する機能です。
アプライアンス間の自動イメージレプリケーションは、次の方法で実行できます。
■

NetBackup Appliance 間の自動イメージレプリケーション
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NetBackup Appliance 間で自動イメージレプリケーションを実行するための詳細な
方法を入手できます。
p.184 の 「NetBackup Appliance 間の自動イメージレプリケーションについて」 を参
照してください。
■

NetBackup Appliance と重複排除アプライアンス間の自動イメージレプリケーション
NetBackup Appliance と重複排除アプライアンス間で自動イメージレプリケーション
を実行するための詳細な方法を入手できます。
p.188 の 「NetBackup Appliance と重複排除アプライアンス間の自動イメージレプリ
ケーションについて」 を参照してください。

NetBackup Appliance 間の自動イメージレプリケーションについて
1 つの NetBackup ドメインで生成されたバックアップを、1 つ以上の NetBackup ドメイ
ンのストレージに複製できます。この処理は自動イメージレプリケーションと呼ばれます。
2 つの NetBackup Appliance 間で自動イメージレプリケーションを構成できます。
2 つの NetBackup Appliance 間で自動イメージレプリケーションを構成するには、次の
タスクを実行する必要があります。
手順
番号

タスク

参照先

1.

2 つのマスターサーバー間で信頼を
確立します。

p.184 の 「信頼できるマスターサーバーの追加」
を参照してください。

2.

自動イメージレプリケーションの前提条 p.186 の 「自動イメージレプリケーションの前提条
件を確認します。
件」 を参照してください。

3.

レプリケーションターゲットを構成しま
す。

4.

ソースドメインとターゲットドメインのスト 『Symantec NetBackup 管理者ガイド Vol. 1』の
レージのライフサイクルポリシーを構成 「ストレージライフサイクルポリシーの作成」という
します。
セクションを参照してください。

p.186 の 「レプリケーションターゲットの構成」 を参
照してください。

信頼できるマスターサーバーの追加
複数の NetBackup ドメイン間で信頼関係を構成できます。信頼関係を構成するには、
ソースドメインで信頼関係を追加するリモートマスターサーバーを指定します。ソースドメ
インで次の手順を実行し、リモートマスターサーバーを信頼できるマスターサーバーとし
て追加します。
ドメイン間の信頼関係はレプリケーション操作に役立ちます。
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メモ: ソースまたはリモートマスターサーバーがクラスタ化されている場合、クラスタ内のす
べてのノードでノード間通信を有効にする必要があります。これは、信頼できるマスター
サーバーを追加する前に行います。
信頼されたマスターサーバーを追加するため

1

NetBackup 管理コンソールの左ペインで、［NetBackup の管理 (NetBackup
Management)］ > ［ホストプロパティ (Host Properties)］ > ［マスターサーバー
(Master Servers)］を展開します。

2

右ペインで、マスターサーバーを選択します。

3

処理 (Actions) メニューから［プロパティ (Properties)］を選択します。

4

［プロパティ (Properties)］ダイアログボックスの左ペインで、［サーバー (Servers)］
を選択します。

5

［サーバー (Servers)］ダイアログボックスで、［信頼できるマスターサーバー (Trusted
Master Servers)］タブを選択します。

6

［信頼できるマスターサーバー (Trusted Master Servers)］タブで、［追加 (Add)］を
クリックします。
［信頼できるマスターサーバーの追加 (Add a New Trusted Master Server)］ダイ
アログボックスが表示されます。
ダイアログボックスの例は次のとおりです。

7

［信頼できるマスターサーバーの追加 (Add a New Trusted Master Server)］ダイ
アログボックスで、次を入力し、［OK］をクリックします。
■

リモートマスターサーバーの完全修飾ホスト名。
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■

リモートマスターサーバーホストのログオンアカウント［ユーザー名 (User name)］。

■

リモートマスターサーバーホストのログオンアカウントの［パスワード (Password)］。

8

信頼関係を追加するマスターサーバーごとに、手順 6 と手順 7 を繰り返します。

9

信頼できるマスターサーバーの追加が完了したら、［OK］をクリックします。

自動イメージレプリケーションの前提条件
NetBackup Appliance 間のレプリケーション構成を設定する前に、次の前提条件を満た
す必要があります。
■

ターゲットストレージサーバー形式は、ターゲットマスターサーバードメインで構成され
ているサーバー形式と同じである必要があります。

■

ターゲットストレージサーバー名は、ターゲットマスターサーバードメインで構成されて
いるサーバー名と同じである必要があります。

レプリケーションターゲットの構成
次の手順を実行して、ソースドメインのレプリケーションターゲットを構成します。
レプリケーションターゲットを構成する方法

1

ソース NetBackup ドメインの NetBackup 管理コンソールで、［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 Server)］を展開します。

2

ソースストレージサーバーを選択します。

3

［編集 (Edit)］メニューで、［変更 (Change)］を選択します。

4

［ストレージサーバーの変更 (Change Storage Server)］ダイアログボックスで、［レ
プリケーション (Replication)］タブを選択します。

5

信頼できるマスターサーバーとレプリケーションターゲットを選択します。
［ターゲットマスターサーバー (Target Master Server)］ドロップダウンリストで、デー
タをレプリケートするドメインのマスターサーバーを選択します。信頼できるすべての
マスターサーバーがドロップダウンリストに表示されます。

6

［ストレージサーバー形式 (Storage Server Type)］ドロップダウンリストで、ターゲッ
トストレージサーバーの形式を選択します。使用可能なすべてのターゲット形式がド
ロップダウンリストに表示されます。
ターゲットストレージサーバー形式は、ターゲットマスターサーバードメインで構成さ
れているサーバー形式と同じである必要があります。
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7

［ストレージサーバー名 (Storage Server Name)］フィールドにターゲットストレージ
サーバーの短い名前を入力します。
ターゲットマスターサーバードメインで構成されるターゲットストレージサーバーの名
前を入力する必要があります。

8

［重複排除サーバー名 (Deduplication Server Name)］フィールドに、重複排除サー
バーの名前を入力します。
メモ: 一部のシナリオでは、［重複排除サーバー名 (Deduplication Server Name)］
フィールドと［ユーザー名 (User Name)］フィールドが事前入力されている場合があ
ります。

9

ターゲットアプライアンスの重複排除ストレージサーバーのユーザー名とパスワード
を入力します。
Password: appliance dedupe password

次の手順を実行して、アプライアンスの重複排除パスワードを決定します。
p.187 の 「アプライアンスの重複排除パスワードの判断」 を参照してください。

10 ［追加 (Add)］をクリックします。上部の［レプリケーションターゲット (Replication
Targets)］セクションに新しいレプリケーションターゲットが表示されるようになりまし
た。
［OK］をクリックします。

11 レプリケーションターゲットの設定後ディスクプールを更新する必要があります。
NetBackup 管理コンソールの左ペインで、［メディアおよびデバイスの管理 (Media
and Device Management)］>［デバイス (Devices)］>［ディスクプール (Disk Pools)］
を展開します。右ペインで、更新するディスクプールを選択します。［ディスクプール
の変更 (Change Disk Pool)］ダイアログボックスで［更新 (Refresh)］をクリックして、
ディスクプールのレプリケーション設定を構成します。
レプリケーションターゲットを構成したら、ソースドメインとターゲットドメインでストレージの
ライフサイクルポリシーを構成できます。ストレージのライフサイクルポリシーの構成につ
いて詳しくは、『Symantec NetBackup 管理者ガイド Vol. 1 (UNIX、Windows、Linux)』
の「ストレージライフサイクルポリシーの作成」というセクションを参照してください。

アプライアンスの重複排除パスワードの判断
アプライアンス間で自動イメージ複製を構成するには、次の資格情報が必要です
■

username: user_name

■

password: appliance dedupe password
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アプライアンスの重複排除パスワードを判断するには

1

ターゲットのアプライアンスにログオンし、アプライアンスのシェルメニューに入りま
す。

2

Main_Menu プロンプトから、次のように入力します。
Appliance > ShowDedupPassword

このコマンドはアプライアンスで構成される重複排除ソリューションのためのパスワー
ドを表示します。重複排除パスワードが画面に表示されます。
メモ: 重複排除パスワードを変更した場合、アプライアンスのシェルメニューは新しいパス
ワードを表示しません。ShowDedupPassword オプションでは、インストール処理の間に
作成された元のパスワードのみを表示します。

メモ: 構成が 1 台のアプライアンスのマスターサーバーと 1 台または複数のメディアサー
バーであれば、重複排除パスワードはすべてのサーバーで同じです。この場合は、アプ
ライアンスのマスターサーバーのシェルメニューを使って、重複排除パスワードを取得し
ます。
自動イメージの複製について詳しくは、『Symantec NetBackup™ 管理者ガイド Vol. 1
UNIX と Linux 編』か『Symantec NetBackup™ 管理者ガイド Vol.1 Windows 編』を参
照してください。

NetBackup Appliance と重複排除アプライアンス間の自動イメージレプ
リケーションについて
NetBackup Appliance で生成されるバックアップを、1 つ以上の重複排除アプライアン
スのストレージプールに複製できます。自動イメージレプリケーションは、1 つのドメインの
NetBackup Appliance からの別のドメインの重複排除アプライアンスに構成できます。
自動イメージレプリケーションを NetBackup Appliance から重複排除アプライアンスに
設定するには、対象となる重複排除アプライアンスのユーザー名とパスワードを入力する
必要があります。
自動イメージレプリケーションを NetBackup Appliance から重複排除アプライアンスに
設定するには、次のクレデンシャルが必要となります。
■

ユーザー名: root

■

パスワード: P@ssw0rd または SPA (Storage Pool Authority) 用に設定したカスタム

パスワード
自動イメージレプリケーションについて詳しくは、『Symantec NetBackup™ 管理者ガイ
ド Vol. 1 (UNIX、Windows、Linux)』を参照してください。
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この章では以下の項目について説明しています。
■

アプライアンス設定の変更について

■

［設定 (Settings)］ > ［通知 (Notification)］

■

設定 (Settings) > ネットワーク (Network)

■

設定 (Settings) > 日付と時刻 (Date and Time)

■

設定 (Settings) > 認証 (Authentication)

■

［設定 (Settigns)］>［パスワード管理 (Password Management)］

アプライアンス設定の変更について
正常にアプライアンスを設定した後、NetBackup アプライアンス Web コンソールと
NetBackup Appliance シェルメニューを使って、アプライアンスのさまざまな設定を変更
できます。Symantec NetBackup アプライアンス Web コンソールの［設定 (Settings)］タ
ブを使って、次の設定の表示と構成を実行できます。
表 5-1 で、［設定 (Settings)］>［構成 (Configuration)］ メニューから利用できる設定を説
明します。
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表 5-1

［設定 (Settings)］ > ［通知 (Notification)］

サブメニュー

できること

トピック

警告の構成 (Alert
configuration)

SNMP、SMTP およびコール
ホームの設定を構成します。

p.192 の 「［設定 (Settings)］>
［通知 (Notification)］>［警告の
構成 (Alert Configuration)］ 」
を参照してください。

登録 (Registration)

アプライアンスと連絡先情報の p.202 の 「設定 (Settings) > 通
詳細を登録します。
知 (Notification) > 登録
(Registration)」 を参照してくだ
さい。

表 5-2 で、［設定 (Settings)］>［ネットワーク (Network)］ メニューから利用できる設定を
説明します。
表 5-2

［設定 (Settings)］>［ネットワーク (Network)］

サブメニュー

できること

トピック

ネットワーク (Network)

ネットワーク構成の設定の表示 p.206 の 「［設定 (Settings)］>
と変更を行います。
［ネットワーク (Network)］>［ネッ
トワーク設定 (Network
Settings)］」 を参照してくださ
い。

ホスト (Host)

DNS システムまたは DNS 以 p.216 の 「［設定 (Settings)］>
外のシステムのホスト名を構成 ［ネットワーク (Network)］>［ホ
します。
スト (Host)］」 を参照してくださ
い。
p.216 の 「DNS とホスト名の構
成の設定の変更」 を参照してく
ださい。

ファイバートランスポートの構成 アプライアンスのファイバートラ p.215 の 「［設定 (Settings)］>
(Fibre Transport
ンスポートの設定を構成します。 ［ネットワーク (Network)］>［ファ
Configuration)
イバートランスポート (Fibre
Transport)］」 を参照してくださ
い。
p.215 の 「ファイバートランスポー
トの設定の変更」 を参照してく
ださい。
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サブメニュー

できること

トピック

WAN の最適化 (WAN
Optimization)

アウトバウンドネットワークトラ
フィックを改善します。

p.218 の 「［設定 (Settings)］ >
［ネットワーク (Network)］ >
［WAN の最適化 (WAN
Optimization)］オプション」 を
参照してください。
p.220 の 「WAN の最適化設定
の無効化、有効化、表示」 を参
照してください。

表 5-3 で、［設定 (Settings)］>［パスワード (Password)］ メニューから利用できる設定を
説明します。
表 5-3

［設定 (Settings)］>［パスワード (Password)］

サブメニュー

できること

トピック

パスワード (Password)

アプライアンスの admin パス
ワードを変更します。

p.249 の 「［設定 (Settigns)］>
［パスワード管理 (Password
Management)］」 を参照してく
ださい。

表 5-4 で、［設定 (Settings)］>［日付と時刻 (Date and Time)］ メニューから利用できる
設定を説明します。
表 5-4

［設定 (Settings)］>［日付と時刻 (Date and Time)］

サブメニュー

できること

トピック

日付と時刻の構成 (Date and
Time Configuration)

アプライアンスの日時を変更し p.225 の 「設定 (Settings) > 日
ます。
付と時刻 (Date and Time) 」 を
参照してください。

表 5-5 で、［設定 (Settings)］>［認証 (Authentication)］ メニューから利用できる設定を
説明します。
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表 5-5

［設定 (Settings)］>［認証 (Authentication)］

サブメニュー

できること

トピック

サーバーの構成 (Server
Configuration)

LDAP (Lightweight Directory
Access Protocol) サーバーを
構成します。LDAP サーバーを
使うと、アプライアンスの分散型
ディレクトリ情報サービスにアク
セスし、保守できます。

p.231 の 「設定 (Settings) > 認
証 (Authentication) > サーバー
の構成 (Server
Configuration)」 を参照してくだ
さい。

ユーザー管理 (User
Management)

新しいユーザーを追加し、アプ p.242 の 「設定 (Settings) > 認
ライアンスにアクセスするユー 証 (Authentication) > ユーザー
ザーグループを作成します。
管理 (User Management)」 を
参照してください。

［設定 (Settings)］ > ［通知 (Notification)］
［設定 (Settings)］ > ［通知 (Notification)］メニューには、次のタブが表示されます。
■

［アラートの構成 (Alert Configuration)］ - SMTP、SNMP、Call Home の各設定値
が有効になります。p.192 の 「［設定 (Settings)］>［通知 (Notification)］>［警告の構
成 (Alert Configuration)］ 」 を参照してください。

■

［登録 (Registration)］ - アプライアンスと連絡先情報の登録が可能になりま
す。p.202 の 「設定 (Settings) > 通知 (Notification) > 登録 (Registration)」 を参照
してください。

［設定 (Settings)］>［通知 (Notification)］>［警告の構成 (Alert
Configuration)］
［設定 (Settings)］>［通知 (Notification)］>［アラートの構成 (Alert configuration)］ペー
ジによって、SNMP、SMTP、コールホームのアラート通知を有効にできる単一の場所が
提供されます。このページは 3 つのセクションに分割されます。各セクションは SNMP、
SMTP、コールホームの有効化と詳細情報の提供を行う専用セクションです。
［警告の構成 (Alert Configuration)］の下に、［通知の間隔(Notification Interval)］フィー
ルドがあります。SNMP と SMTP の構成の場合、2 つの連続する通知の間隔を分単位
で入力する必要があります。時間間隔は 15 の倍数で、ゼロ以外にします。
表 5-6 に、［SNMP］セクションのフィールドを示します。
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表 5-6

SNMP サーバーの構成の設定

フィールド

説明

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

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

メモ: NetBackup Appliance は市場に提供されているすべての SNMP
サーバーをサポートします。ただし、ManageEngine™ SNMP サーバー
と HP OpenView SNMP サーバーは、バージョン 2.6 に対してテスト認
定済みです。
p.223 の 「IPv4-IPv6 ベースのネットワークサポートについて」 を参照し
てください。
SNMP ポート (SNMP
Port)

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

SNMP コミュニティ
(SNMP Community)

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

［SNMP サーバーの構成 (SNMP Server Configuration)］ペインから、SNMP MIB ファ
イルの詳細を確認できます。SNMP MIB ファイルの詳細を確認するには、［SNMP の
MIB ファイルを表示 (View SNMP MIB file)］をクリックします。SNMP の MIB ファイルが
開きます。MIB ファイルは、SNMP メッセージの生成と解釈に使われるデータ辞書として
機能します。
SMTP メールサーバープロトコルは、発信電子メールに使われます。NetBackup アプラ
イアンス Web コンソール(［設定 (Settings)］>［アラートの構成 (Alert configuration)］>
［SMTP サーバーの構成 (SMTP Server Configuration)］) から SMTP を構成できます。
以下のコマンドを使って、SMTP サーバーを構成し、新しい電子メールアカウントを追加
できます。
Main_Menu > Settings > Alerts > Email SMTP Add

表 5-7 に、［SMTP］セクションのフィールドを示します。
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表 5-7

SMTP サーバーの構成の設定

フィールド

説明

SMTP サーバー (SMTP SMTP サーバーのホスト名を入力します。アプライアンスで生成される
Server)
警告の通知は、この SMTP サーバーを使って送信されます。IP アドレ
スは、IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスのいずれかになります。グロー
バルスコープ IPv6 アドレスと一意のローカル IPv6 アドレスのみが許可
されます。
p.223 の 「IPv4-IPv6 ベースのネットワークサポートについて」 を参照し
てください。
ソフトウェア管理者の電
子メール (Software
Administrator Email)

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

次のようなホストの情報
■ ディスク情報
■

バックアップ全体の状態

■

各クライアントの過去 7 回のバックアップ結果

■

カタログバックアップのディザスタリカバリファイルの電子メール

■

パッチインストールの成功レポート

ハードウェア管理者の電 Symantec NetBackup ハードウェアアプライアンスに固有のハードウェ
子メール (Hardware
ア警告を受信する、ハードウェア管理者の電子メールID を入力します。
Administrator Email)
hardwareadmin@usergroup.com などです。
潜在的なハードウェア警告について詳しくは、p.45 の 「NetBackup
Appliance からの電子メール通知について」 を参照してください。
送信者の電子メール
(Sender Email)

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

SMTP アカウント
(SMTP Account)

SMTP アカウントにアクセスするユーザー名を入力します。

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

パスワード (Password)

前述の SMTP ユーザーアカウントのパスワードを入力します。

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

プロキシサーバーまたは Symantec Call Home サーバーに電子メールのレポートを送
信するように、このサーバーを構成できます。
次のプロキシサーバーがサポートされます。
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■

Squid

■

Apache

■

TMG

メモ: プロキシ構成の NTLM 認証もサポートされます。
表 5-8 に、［コールホームの構成 (Call Home Configuration)］セクションのフィールドを
示します。
表 5-8

コールホームの構成の設定

フィールド

説明

コールホームを有効に
する (Enable Call
Home)

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

プロキシサーバーを有
効化 (Enable Proxy
Server)

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

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

プロキシサーバーの名前を入力します。

プロキシポート (Proxy
Port)

プロキシサーバーのポート番号を入力します。

プロキシのユーザー名
(Proxy Username)

プロキシサーバーにログインするユーザー名を入力します。

プロキシのパスワード
(Proxy Password)

プロキシサーバーにログインするユーザー名のパスワードを入力します。

コールホームを有効にしている場合、［コールホームの構成 (Call Home Configuration)］
設定の下で利用可能な［コールホームのテスト (Test Call Home)］オプションをクリックす
ることで、コールホームが正しく動作しているかをテストできます。
メモ: ［コールホームのテスト (Test Call Home)］オプションは、コールホームが有効な場
合にのみ、NetBackup アプライアンス Web コンソールでアクティブになります。
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警告の構成の設定の構成
ここでは、［設定 (Settings)］ > ［通知 (Notification)］ > ［警告の構成 (Alert
Configuration)］ページを使って、SNMP、SMTP、およびコールホームのサーバー設定
を構成する手順について説明します。
SNMP、SMTP およびコールホームのサーバー設定を構成する方法

1

NetBackup アプライアンス Web コンソールにログオンします。

2

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

3

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

4

SNMP の設定を表示されたフィールドに入力します。SNMP パラメータの説明は、
表 5-6 で入手できます。

5

SMTP の設定を提供されたフィールドに入力します。SMTP パラメータの説明は、
表 5-7 で入手できます。
アプライアンスはグローバルサーバー設定を使って、指定された SMTP サーバー
に電子メール通知を送信します。

6

コールホームの設定を提供されたフィールドに入力します。コールホームのパラメー
タの説明は、表 5-8 で入手できます。

7

［保存 (Save)］をクリックして、SNMP、SMTP、およびコールホームの設定を保存し
ます。

SNMP について
SNMP は、ネットワークデバイス間における管理情報の交換を支援するアプリケーション
層プロトコルです。このプロトコルは、TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet
Protocol) プロトコル群の一部です。ネットワーク管理者は、SNMP を使うことで、ネット
ワークパフォーマンスの管理、ネットワーク上の問題の検出と解決、ネットワーク拡張の計
画を実行できます。
SNMP はマネージャモデルとエージェントモデルに基づいています。このモデルは、マ
ネージャ、エージェント、管理情報データベース、管理対象オブジェクト、ネットワークプ
ロトコルで構成されています。
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マネージャは、ネットワーク管理者と管理システム間のインターフェースを提供します。
エージェントは、マネージャと管理対象の物理デバイス間のインターフェースを提供しま
す。
マネージャとエージェントは、MIB (Management Information Base) と、比較的数の少
ないコマンドセットを使って情報を交換します。MIB は、状態や説明といった個々の変数
を枝の葉として表現するツリー構造で編成されています。数値タグまたはオブジェクト識
別子 (OID) によって、MIB と SNMP メッセージの各変数が一意に識別されます。

MIB (Management Information Base) について
SNMP の各要素は、それぞれ独自の特性を備えた特定のオブジェクトを管理します。各
オブジェクトと特性には、一意のオブジェクト識別子 (OID) が関連付けられています。各
OID は、小数点によって区切られた数字 (1.3.6.1.4.1.2682.1 など) で構成されていま
す。
これらの OID はツリーを形成します。MIB は、読み取り可能なラベルと、オブジェクトに
関連するさまざまなパラメータを持つ各 OID に関連付けられています。MIB は、SNMP
メッセージの生成や解釈に使われるデータ辞書として機能します。この情報は MIB ファ
イルとして保存されます。
［設定 (Settings)］ > ［通知 (Notification)］> ［警告の構成 (Alert Configuration)］ペー
ジから、SNMP MIB ファイルの詳細を確認できます。関連トラップを監視するハードウェ
アを受信するようにアプライアンスの SNMP マネージャを設定するには、［SNMP サー
バーの構成 (SNMP Server Configuration)］ペインの［SNMP の MIB ファイルを表示
(View SNMP MIB file)］をクリックします。

コールホームについて
アプライアンスでは、Symantec AutoSupport コールホームサーバーに接続し、ハード
ウェアとソフトウェアの情報をアップロードできます。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。アプライアンスは HTTPS プロトコルと
ポート 443 を使って、Symantec AutoSupport サーバーに接続します。アプライアンス
のこの機能をコールホームと呼びます。この機能はデフォルトで有効です。
アプライアンスの AutoSupport は、コールホームにより収集されたデータを使って、アプ
ライアンスのプロアクティブな監視機能を提供します。コールホームが有効な場合には、
アプライアンスは 15 分間隔で定期的に、Symantec AutoSupport サーバーにハード
ウェアとソフトウェアの情報 (コールホームデータ) をアップロードします。
ハードウェアに問題があると判断した場合は、シマンテック社のサポートに問い合わせて
ください。テクニカルサポートエンジニアはアプライアンスのシリアル番号を使って、コー
ルホームデータからハードウェアの状態を評価します。NetBackup アプライアンス Web
コンソールからアプライアンスのシリアル番号を確認するには、［監視 (Monitor)］>［ハー
ドウェア (Hardware)］>［健全性の詳細 (Health details)］ページに移動します。シェルメ
ニューを使ってアプライアンスのシリアル番号を確認するには、Monitor > Hardware
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コマンドを使います。Monitor > Hardware コマンドについて詳しくは、『NetBackup
Appliance コマンドリファレンスガイド』を参照してください。
［設定 (Settings)］>［通知 (Notification)］メニューを使って、NetBackup アプライアンス
Web コンソールからコールホームを構成します。［警告の構成 (Alert Configuration)］を
クリックし、［コールホームの構成 (Call Home Configuration)］ペインで詳細を入力しま
す。
表 5-9 では、本機能が有効または無効な場合、ハードウェア障害がどのように報告され
るかを説明します。
表 5-9

コールホームが有効または無効な場合の処理

有効または無効の監視

ハードウェア障害ルーチン

コールホーム有効時

ハードウェア障害が発生すると、以下の警告シーケンスが発生し
ます。
■

■

コールホーム無効時

アプライアンスは、以下のハードウェアとソフトウェアの情報を
Symantec AutoSupport サーバーにアップロードします。
■ CPU
■

ディスク

■

ファン

■

電源

■

RAID グループ

■

温度

■

アダプタ

■

PCI

■

ファイバーチャネル HBA

■

ネットワークカード

■

パーティション情報

■

MSDP 統計

■

52xx ストレージシェルフ - ディスク、ファン、電源、温度の
状態

アプライアンスは、ユーザーにハードウェア障害を通知するた
めに電子メールによるローカル警告を生成します。アプライア
ンスは SNMP トラップも生成します。

データを Symantec AutoSupport サーバーに送信しません。シ
ステムはシマンテック社にハードウェアエラーを報告しないので
問題を早く解決できます。

p.192 の 「［設定 (Settings)］>［通知 (Notification)］>［警告の構成 (Alert Configuration)］
」 を参照してください。
p.199 の 「NetBackup Appliance シェルメニューからのコールホームの構成」 を参照して
ください。
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p.203 の 「AutoSupport について 」 を参照してください。
p.34 の 「［監視 (Monitor)］ > ［ハードウェア (Hardware)］オプション」 を参照してくださ
い。
p.40 の 「［監視 (Monitor)］>［ハードウェア (Hardware)］>［健全性の詳細 (Health
details)］」 を参照してください。

NetBackup Appliance シェルメニューからのコールホームの構成
［設定 (Settings)］>［通知 (Notification)］ページから、コールホームの詳細を構成できま
す。
NetBackup Appliance シェルメニューから、次のコールホームの設定を構成できます。
■

「NetBackup Appliance シェルメニューからのコールホームの有効化と無効化」

■

「NetBackup Appliance シェルメニューからのコールホームプロキシサーバーの構
成」

■

Settings > Alerts > CallHome > Test コマンドの実行によってコールホーム

が正しく動作しているかどうかのテスト
コールホーム機能を有効にすると、Settings> Alerts > CallHome Registration
コマンドを使って、次の情報を入力することによってアプライアンスの連絡先情報を構成
できます。
■

最初の連絡先となる、アプライアンスの担当者の名前

■

連絡担当者の住所

■

連絡担当者の電話番号

■

連絡担当者の電子メールアドレス

Main > Settings > Alerts > CallHome 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。
警告を引き起こすハードウェア問題のリストについては、次のトピックを参照してください。
p.34 の 「［監視 (Monitor)］ > ［ハードウェア (Hardware)］オプション」 を参照してくださ
い。
p.197 の 「コールホームについて」 を参照してください。
p.45 の 「NetBackup Appliance からの電子メール通知について」 を参照してください。

NetBackup Appliance シェルメニューからのコールホームの有効化と無効化
NetBackup アプライアンス Web コンソールと NetBackup Appliance シェルメニューの
両方からのコールホームを有効または無効にすることができます。コールホームはデフォ
ルトでは有効です。
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NetBackup Appliance シェルメニューからコールホームを有効または無効にする方法

1

NetBackup Appliance シェルメニューにログオンします。

2

コールホームを有効にするには、Main > Settings > Alerts > CallHome
Enable コマンドを実行します。

3

コールホームを無効にするには、Main > Settings > Alerts > CallHome
Disable コマンドを実行します。

Main > Settings > Alerts > CallHome 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。

NetBackup Appliance シェルメニューからのコールホームプロキシサーバーの
構成
必要に応じて、コールホームのためのプロキシサーバーを構成できます。アプライアンス
環境と外部インターネットアクセス間にプロキシサーバーが存在する場合、アプライアン
スのプロキシ設定を有効にする必要があります。プロキシ設定には、プロキシサーバーと
ポートの両方が含まれています。プロキシサーバーは、シマンテック社の AutoSupport
サーバーからの https 接続を受け入れる必要があります。この機能はデフォルトでは無
効です。
NetBackup Appliance シェルメニューからコールホームプロキシサーバーを構成する方
法

1

NetBackup Appliance シェルメニューにログオンします。

2

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

3

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

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

■

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

■

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

■

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

■

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

4

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

さらに、NetBackup Appliance シェルメニューを使って、アプライアンスのプロキシサー
バートンネリングの有効と無効を切り替えることもできます。そのためには、Main >
Settings > CallHome Proxy EnableTunnel と Main > Settings > Alerts >
CallHome Proxy DisableTunnel コマンドを実行します。プロキシサーバートンネリン
グを使うと、信頼できないネットワークを通して安全なパスを提供できます。

コールホームワークフローの理解
ここでは、データをアプライアンスから Symantec AutoSupport サーバーにアップロード
するためにコールホームが使うメカニズムについて説明します。
コールホームは、Symantec AutoSupport サーバーとのすべての通信で HTTPS (セ
キュアな暗号化されたプロトコル) とポート番号 443 を使います。コールホームが適切に
機能するには、アプライアンスがインターネットに直接アクセスして、またはプロキシサー
バーを介して Symantec AutoSupport サーバーに接続している必要があります。アプラ
イアンスをプロアクティブに監視するメカニズムである AutoSupport は、コールホームの
データを使って、アプライアンスで発生する可能性のある問題を分析して解決します。
コールホームデータの伝送は、NetBackup Product Improvement Program エージェ
ントを使って実行されます。このエージェントは、ポート 443 の SSL (Secure Socket
Layer) を使って通信します。すべての通信はアプライアンスによって開始されます。アプ
ライアンスは、https://telemetrics.symantec.com と https://www.symappmon.com の
両方にアクセスする必要があります。
アプライアンスのコールホーム機能は以下のワークフローを使って、AutoSupport サー
バーと通信します。
■

https://www.symappmon.com のポートに 15 分ごとにアクセスします。

■

https://www.symappmon.com に対してセルフテスト操作を実行します。

■

アプライアンスでエラー状態が発生した場合は、現在のログと過去 3 日間のハード
ウェアログが収集されます。

■

次に、ログは詳しい分析とサポートのために Symantec AutoSupport サーバーにアッ
プロードされます。これらのエラーログはアプライアンスでも格納されま
す。/log/upload/<date> フォルダからこれらのログにアクセスできます。

■

エラー状態が 3 日後も発生した場合は、ログが再アップロードされます。

p.197 の 「コールホームについて」 を参照してください。
p.203 の 「AutoSupport について 」 を参照してください。
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設定 (Settings) > 通知 (Notification) > 登録 (Registration)
設定 (Settings) > 通知 (Notification) メニューの下にある［登録 (Registration)］タブで、
アプライアンスと連絡先情報を登録できます。アプライアンスを構成している間に登録を
完了することもできます。このページには、インターネットを介してシマンテック社のこのア
プライアンスを登録するために必要なデータ入力フィールドが示されます。
NetBackup Appliance の登録により、アプライアンスに関する製品の更新と他の重要な
情報が確実に通知されるようになります。
表 5-10 は、特定の情報セクションとフィールドに入力する情報の種類に関するデータ入
力フィールドを示しています。
表 5-10

アプライアンス登録のためのデータ入力フィールド

セクションと関連するフィールド名

説明

通信時に参照できるアプライアンス名を指定します。 (Provide the appliance name that we can
refer to in our communications with you.)
アプライアンス名 (Appliance Name)

アプライアンスの名前を入力します。

アプライアンスの物理的な場所の詳細を指定します。 (Provide the details of the physical location
of the appliance.)
会社名 (Company Name)

会社名を入力します。

住所 (Street)

アプライアンスがある住所を入力します。

市 (City)

アプライアンスがある市を入力します。

都道府県 (State or Province)

アプライアンスがある州を入力します。

郵便番号 (Zip or Postal Code)

郵便番号を入力します。

国 (Country)

アプライアンスがある国の名前を入力します。

公的連絡先の詳細を指定します。 (Provide the contact details of the official point of contact.)
連絡先の名前 (Contact Name)

アプライアンスまたはバックアップ環境に関する一次
連絡先の名前を入力します。

連絡先の番号 (Contact Number)

連絡先の名前の一次電話番号を入力します。この電
話番号は連絡担当者につながる可能性が最も高い
電話番号である必要があります。

連絡先の電子メール (Contact Email)

指定した［連絡先の名前 (Contact Name)］のビジネ
ス電子メールアドレスを入力します。
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アプライアンスがプロビジョニングされ、インターネットに接続されていれば、登録の詳細
は自動的にポピュレートします。アプライアンスがプロビジョニングされていない場合は、
次のメッセージが表示されます。
Please verify and update the appliance registration information
that Symantec has on file for this appliance.

NetBackup Appliance シェルメニューの下にある Main > Settings > Alerts >
CallHome Registration コマンドを使ってアプライアンスを登録することもできます。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。

物理的な場所間のアプライアンスの移動
物理的な場所間でアプライアンスを移動するには、次の点を考慮して、メンテナンスとサ
ポートの適用が継続されるようにしてしてください
■

世界の場所または地域によっては、部品交換のためのフィールドサービス呼び出し
に対応できない、または対応するように設定されていない場合があります。

■

場所または地域によっては、アプライアンスに関連付けられている可能性がある定義
済みのサービスレベルアグリーメント (SLA) 契約に準拠できない場合があります。

■

お客様はアプライアンスを他国に移動してはなりません。

■

アプライアンスを移動する必要がある場合は、シマンテック社のアカウントアクセスチー
ムに問い合わせて、アプライアンスと関連付けられたサービス契約に対する影響があ
れば、それについて理解する必要があります。

■

アプライアンスを移動した後、連絡先情報やアプリケーション配置場所の情報などの
登録情報を更新して、適用が確実に継続されるようにすることが重要です。

p.203 の 「AutoSupport について 」 を参照してください。
p.192 の 「［設定 (Settings)］>［通知 (Notification)］>［警告の構成 (Alert Configuration)］
」 を参照してください。

AutoSupport について
AutoSupport 機能を使うと、シマンテック社のサポート Web サイトでアプライアンスと連
絡先の詳細を登録できます。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。この情報によって、ダウンタイムを最小化し、サポートにプロア
クティブなアプローチを提供することが可能になります。
次のプロビジョニングの 1 つを使ってアプライアンスに登録の詳細を指定します。
■

［登録 (Registration)］ページでのアプライアンスの初期構成

■

NetBackup アプライアンス Web コンソールでの［設定 (Settings)］>［通知
(Notification)］>［登録 (Registration)］ページへの移動
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■

NetBackup Appliance シェルメニューでの Settings > Alerts > CallHome
Registration コマンドの実行。このコマンドについて詳しくは、『NetBackup
Appliance コマンドリファレンスガイド』を参照してください。

次の基本情報を入力することにより登録できます。
■

名前: 名前、会社名

■

アプライアンスが物理的に存在する住所: 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

サポートインフラは、シマンテック社のサポートが次の方法でサポートできるように設計さ
れています。
■

プロアクティブな監視により、自動的にケースを作成し、問題を解決し、リスクを伴う可
能性のあるアプライアンスの部品を発送します。

■

シマンテック社内の AutoSupport のインフラは、アプライアンスからのコールホーム
データを分析します。この分析はハードウェア障害に対してプロアクティブなテクニカ
ルサポートを提供するため、バックアップ管理者がサポートケースを開始する必要性
が減少します。

■

AutoSupport 機能により、シマンテック社のサポートは、お客様がアプライアンスを構
成して使う方法と、機能強化のメリットが最もあるところを把握できるようになります。

■

アプライアンスの状態とアラート通知を送受信します。

■

コールホームを使ってハードウェアとソフトウェアの状態を受信します。

■

問題に対してより多くの洞察を提供し、既存の問題の結果としてさらに発生する可能
性のある問題を特定します。

■

コールホームデータからのレポートを表示して、ハードウェア障害のパターンを分析
し、使用状況の傾向を確認します。アプライアンスは 30 分ごとに健全性データを送
信します。

アプライアンス登録のために提供された情報は、シマンテック社のサポートが報告された
問題の解決を開始するのに役立ちます。ただし、二次連絡先、電話番号、ラックの場所
などの追加の詳細を提供する場合は、https://my.symantec.com にアクセスしてくださ
い。
p.202 の 「設定 (Settings) > 通知 (Notification) > 登録 (Registration)」 を参照してくだ
さい。

設定 (Settings) > ネットワーク (Network)
［設定 (Settings)］ > ［ネットワーク (Network)］メニューは、次のタブに表示されます。
■

［ネットワーク設定 (Network Settings)］ - アプライアンスに対しネットワークとルーティ
ング設定の構成が行えます。
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p.206 の 「［設定 (Settings)］>［ネットワーク (Network)］>［ネットワーク設定 (Network
Settings)］」 を参照してください。
■

［ホスト (Host)］ - アプライアンスのホスト設定を再構成できます。
p.216 の 「［設定 (Settings)］>［ネットワーク (Network)］>［ホスト (Host)］」 を参照して
ください。

■

［ファイバートランスポート (Fibre Transport)］ - ファイバートランスポートの設定を再
構成できます。
p.215 の 「［設定 (Settings)］>［ネットワーク (Network)］>［ファイバートランスポート
(Fibre Transport)］」 を参照してください。

■

［WAN の最適化 (WAN Optimization)］ -WAN 最適化の設定を無効または有効に
することができます。
p.218 の 「［設定 (Settings)］ > ［ネットワーク (Network)］ > ［WAN の最適化 (WAN
Optimization)］オプション」 を参照してください。

また、NetBackup Appliance シェルメニューで Main_Menu、Network コマンドを使って
ネットワーク設定を構成することもできます。 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。

NetBackup Appliance の VLAN 構成
NetBackup Appliance バージョン 2.6.0.3 から、既存のネットワーク環境で VLAN を構
成できるようになりました。
Virtual Local Area Network (VLAN) の概念は、複数の独立したブロードキャストドメイン
を作成するために物理ネットワークを論理的にパーティショニングする目的で生まれまし
た。 これらのブロードキャストドメインは、組織の機能、機能内のチームまたはアプリケー
ションごとにセグメント化できます。 VLAN のプロパティは LAN のプロパティと同じです
が、VLAN には、従来の LAN に対し次の点において優位性があります。
■

仮想ワークグループの形成が可能。

■

ネットワークパフォーマンスの拡張。

■

ネットワーク管理の簡素化。

■

より優れたセキュリティの提供。

■

ネットワーク管理の全体的なコストの削減。

NetBackup アプライアンス Web コンソールからアプライアンスの VLAN を構成するに
は、［設定 (Settings)］ > ［ネットワーク (Network)］ページの［ネットワーク (Network)］タ
ブを使います。
NetBackup Appliance シェルメニューから VLAN を構成するには、Main_Menu> Network
> VLAN コマンドを実行します。
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p.206 の 「［設定 (Settings)］>［ネットワーク (Network)］>［ネットワーク設定 (Network
Settings)］」 を参照してください。

［設定 (Settings)］>［ネットワーク (Network)］>［ネットワーク設定
(Network Settings)］
［設定 (Settings)］ > ［ネットワーク (Network)］メニューを選択すると、そのデフォルトと
［ネットワーク設定 (Network Settings)］ページに移動します。 ［ネットワーク設定 (Network
Settings)］ページでは、アプライアンスのネットワーク設定を構成し、更新できます。 これ
らのネットワーク設定は初期構成のときに適用されています。
［ネットワーク設定 (Network Settings)］ページは、［インターフェースとルーティングプロ
パティ (Interface and Routing Properties)］ペインと［ネットワーク構成 (Network
Configuration)］ペインに分かれています。［インターフェースプロパティ (Interface
Properties)］タブの下にあるタスクバーを使うと、次のタスクを実行できます。
表 5-11
機能

タスクバーの要素と入力情報のタイプ
できること

［ネットワークインター
ネットワークインターフェースをその名前によってフィルタ処理します。
フェースでフィルタ (Filter 物理インターフェースの名前をフィールドに入力すると、物理インター
by Network Interface)］ フェースの情報と、そのインターフェース上で作成されたすべての結合
の情報が結果に表示されます。 たとえば、eth2 が bond1 の一部であ
る場合、eth2 のフィルタ条件により bond1 の情報も表示されます。
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機能

できること

［編集 (Edit)］

ネットワークインターフェースプロパティを編集します。 このボタンを使っ
て、選択したネットワークインターフェースで MTU の編集、IP アドレス
の削除、IP アドレスの割り当てを行うことができます。

メモ: プロパティを編集するには、単一のネットワークインターフェース
を選択する必要があります。 複数のインターフェースを選択すると、［編
集 (Edit)］ボタンが無効になります。
選択したインターフェースのタイプに応じて、次のプロパティを編集で
きます。
■

［MTU］ - 選択したインターフェースの最大転送単位 (MTU) のサ
イズを更新するのに使います。

メモ: このフィールドは物理インターフェースと結合インターフェー
スのみに利用できます。
■

［説明 (Description)］ - 選択した VLAN デバイスの説明を更新す
るのに使います。

メモ: このフィールドは VLAN デバイスのみに利用できます。 さら
に、VLAN の説明を追加するためのプロビジョニングは NetBackup
アプライアンス Web コンソールを介してのみ利用できます。
■

■

［IP インターフェースの削除 (Remove IP Interface)］ - IP アドレス
を削除するのに使います。
［IP の割り当て (Assign IP)］ - IP アドレスを更新または割り当てる
のに使います。
［IP の割り当て (Assign IP)］セクションでは、次のフィールドを編集
できます。
■ ［IP アドレス [IPv4] (IP Address [IPv4])］ - IPv4 アドレスを入
力します。
■ ［ネットマスク IP アドレス [IPv4] (Netmask IP Address [IPv4])］
- IPv4 アドレスのネットマスク情報を入力します。
■ ［IP アドレス [IPv6] (IP Address [IPv6])］ - IPv6 を入力します。
■

削除 (Delete)

［プレフィックスのサイズ [IPv6] (Prefix size [IPv6])］ - IPv6 ア
ドレスのプレフィックスのサイズを入力します。

複数の仮想インターフェースを削除します。 たとえば、bond1, bond2
または vlan2, vlan3, vlan4。

メモ: 複数のネットワークインターフェースを同時に削除できません。
さらに、物理インターフェースは削除できます。
結合の一部であるインターフェースまたは VLAN がタグ付けされたイ
ンターフェースも削除できません。
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メモ: プライベートインターフェース (eth0) は編集できず、NetBackup アプライアンス
Web コンソールからも編集できません。 ただし、NetBackup Appliance シェルメニュー
からはプライベートインターフェースを編集できます。
［ルーティングプロパティ (Routing Properties)］タブの下にあるタスクバーでは、［削除
(Delete)］機能を使って、選択したネットワークインターフェースのルーティング情報を削
除できます。
上記の機能に加え、［インターフェースとルーティングプロパティ (Interface and Routing
Properties)］テーブルのネットワークインターフェースには、詳細なネットワークプロパティ
にアクセスするためのリンクが表示されます。ネットワークインターフェースのいずれかを
クリックすると、［インターフェースプロパティ (Interface Properties)］<NetworkInterface>
ウィンドウが開きます。 このウィンドウには、MAC アドレス、ポート形式、ファームウェアバー
ジョン、バス ID、結合モード、その他のさまざまなネットワークプロパティなどの情報が表
示されます。
表 5-12

ネットワークとルーティングプロパティ

フィールド名

説明

［インターフェースプロパティ (Interface Properties)］: このタブをクリックすると、アプライアンスの
既存のネットワークインターフェース構成設定が表示されます。
ネットワークインターフェー NIC (Network Interface Card) の番号が表示されます。たとえば、eth1
ス (Network Interface)
または vlan1 です。
説明 (Description)

VLAN インターフェースについて入力した情報が表示されます。 たと
えば、HR ドメイン、Finance ドメインです。

IP アドレス [IPv4 または ネットワーク接続の IPv4 または IPv6 アドレスが表示されます。
IPv6] (IP Address [IPv4
or IPv6])
サブネットマスク (Subnet IP アドレスに対応するサブネットマスク値が表示されます。
Mask)
速度 (Speed)

ネットワーク接続の現在の速度が表示されます。(例: 1Gb/s)

ケーブルの状態 (Cable
Status)

ケーブル接続の状態が「接続済み」または「未接続」のように表示され
ます。

リンクの状態 (Link State) ネットワーク接続の状態が「起動」または「停止」のように表示されます。
リンク集約

物理インターフェースが結合の一部であるかどうかを示します。 物理イ
ンターフェースが結合の一部である場合は、フィールドに YES が表示
されます。
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フィールド名

説明

VLAN

VLAN がネットワークインターフェースにタグ付けされているかどうかを
示します。 VLAN がネットワークインターフェースにタグ付けされている
場合は、フィールドに YES が表示されます。

予約済み (Reserved)

ネットワークが予約済みかどうかが表示されます。

［ルーティングプロパティ (Routing Properties)］: このタブをクリックすると、アプライアンスの既存
のルーティング構成設定が表示されます。
ネットワークインターフェー NIC (Network Interface Card) の番号が表示されます。(例: eth1)
ス (Network Interface)
宛先 IP (Destination IP) 宛先ネットワークのネットワーク IP アドレスが表示されます。
宛先のサブネットマスク
(Destination Subnet
Mask)

IP アドレスに対応するサブネット値が表示されます。

ゲートウェイ (Gateway)

別のネットワークへの入り口として機能するネットワークポイントのアドレ
スが表示されます。

表 5-13

ネットワーク構成

操作

説明

ボンドの作成

データ入力フィールドを指定して、ネットワーク結合を作成します。
p.211 の 「結合の作成」 を参照してください。

VLAN のタグ付け

データ入力フィールドを指定して、ネットワークインターフェース上に
VLAN をタグ付けします。
p.212 の 「VLAN のタグ付け」 を参照してください。

静的ルートの追加

データ入力フィールドを指定して、ネットワークルーティング情報を追
加します。
p.214 の 「静的ルートの追加」 を参照してください。

p.205 の 「NetBackup Appliance の VLAN 構成」 を参照してください。

ネットワークと VLAN 構成のガイドライン
ネットワーク設定の構成または更新に関するガイドラインに従って、ネットワークの構成と
管理を促進することをお勧めします。
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結合の作成に関するガイドライン
■

結合の形成に関係するインターフェースのポート速度が同じ（すなわち 1 GB または
100 GB）であることを確認します。

■

結合の形成に関係するインターフェースの少なくとも 1 つは接続する必要がありま
す。

■

結合を作成するために選択されたインターフェースに VLAN がタグ付けされていな
いことを確認します。

■

選択されたインターフェースに、すでに別の結合の一部になっているインターフェー
スがないことを確認します。

VLAN のタグ付けに関するガイドライン
■

選択したインターフェースまたはイーサネットデバイスが電源に差し込まれていること
を確認します。

■

選択したインターフェースが結合の一部でないことを確認します。

■

選択したインターフェースには IP アドレスが構成されていない必要があります。 選択
したインターフェースに IP アドレスが構成されている場合、最初に IP アドレスの削除
してから VLAN をタグ付けする必要があります。
NetBackup アプライアンス Web コンソールから IP アドレスを削除するには
■

NetBackup アプライアンス Web コンソールにログオンします。

■

［設定 (Settings)］ > ［ネットワーク (Network)］メニューに移動します。 アプライア
ンスにデフォルトの［ネットワーク設定 (Network Settings)］ページが表示されま
す。

■

［インターフェースプロパティ (Interface Properties)］タブで、IP アドレスを削除す
るインターフェースを選択します。

■

［インターフェースプロパティ (Interface Properties）］タブの下にある［編集 (Edit)］
ボタンをクリックします。 選択したインターフェースの編集可能なフィールドがアプ
ライアンスに表示されます。

■

［IP インターフェースの削除 (Remove IP Interface)］にチェックマークを付けま
す。

■

［OK］をクリックして、変更を保存します。

NetBackup Appliance シェルメニューから IP アドレスを削除するには
■

NetBackup Appliance シェルメニューにログオンします。

■

Network > Unconfigure InterfaceName[IPAddress] コマンドを実行しま

す。
■

IP アドレスを構成解除するインターフェースの名前を入力します。 さらに、構成解
除する IP アドレスを指定することもできます。
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結合の作成
2 つ以上のネットワークインターフェース間に結合を作成するには、次の手順を使いま
す。
結合を作成するには

1

NetBackup アプライアンス Web コンソールにログオンします。

2

［設定 (Settings)］ > ［ネットワーク (Network)］タブをクリックします。 アプライアンス
にデフォルトの［ネットワーク設定 (Network Settings)］ページが表示されます。

3

［ネットワーク構成 (Network Configuration)］セクションで、結合の作成に必要なネッ
トワークインターフェース情報を次のフィールドを使って入力します。
フィールド名

説明

インターフェースの選択

インターフェースまたはデバイス名を選択し、その間に結合を作
成します。
複数のネットワークインターフェースカード (NIC) を結合するに
は、次のガイドラインを考慮します。
■

■

■

［ネットワークインターフェース (Network Interface)］ドロップ
ダウンリスに、結合の作成に利用できるアプライアンスイーサ
ネットポートが表示されます。 2 つ以上のインターフェースを
選択して、結合を作成します。 インターフェースの選択を解除
するには、再度クリックします。
IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスのいずれかを入力します。
NIC または結合では、複数または重複した IP アドレスは予期
されません。
種類と速度が同じ NIC のみが結合できます。

p.209 の 「ネットワークと VLAN 構成のガイドライン」 を参照してく
ださい。 は結合の作成に関する追加のガイドラインです。
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フィールド名

説明

結合モード (Bond
Mode)

結合モードを選択して、結合を構成します。
8 つの利用可能なモードがあります。
■

balance-rr

■

active-backup

■

balance-xor

■

broadcast

■

802.3ad

■

balance-tlb

■

balance-alb

デフォルトモードは balance-alb です。いくつかの結合モードで
は、スイッチまたはルーターでの追加構成が必要となります。結合
モードを選択する際には、その点にも注意する必要があります。
結合モードについて詳しくは、次のマニュアルを参照してくださ
い。
http://www.kernel.org/doc/Documentation/networking/bonding.txt
IP アドレス [IPv4 または このアプライアンスで使う IPv4 または IPv6 アドレスを入力します。
IPv6] (IP Address [IPv4 グローバルスコープ IPv6 アドレスと一意のローカル IPv6 アドレ
or IPv6])
スのみが許可されます。
サブネットマスク (Subnet IP アドレスに対応するサブネットマスク値を入力します。
Mask)

4

結合の作成でネットワーク構成の詳細を追加するには、［追加 (Add)］をクリックしま
す。

新しいエントリがアプライアンスで構成され、［インターフェースプロパティ (Interface
Properties)］タブの読み取り専用フィールドに自動的に一覧表示されます。
NetBackup Appliance シェルメニューを使って結合を作成するには、Main_Menu >
Network > LinkAggregation Create コマンドを実行します。 LinkAggregation
Create コマンドについて詳しくは、『NetBackup Appliance コマンドリファレンスガイド』
を参照してください。
p.212 の 「VLAN のタグ付け」 を参照してください。
p.214 の 「静的ルートの追加」 を参照してください。

VLAN のタグ付け
次の手順を使って、既存のネットワーク環境に VLAN をタグ付けします。

212

第 5 章 NetBackup Appliance 設定についての理解
設定 (Settings) > ネットワーク (Network)

VLAN をタグ付けするには

1

NetBackup アプライアンス Web コンソールにログオンします。

2

［設定 (Settings)］ > ［ネットワーク (Network)］タブをクリックします。 アプライアンス
にデフォルトの［ネットワーク設定 (Network Settings)］ページが表示されます。

3

［ネットワーク構成 (Network Configuration)］セクションで、［VLAN のタグ付け (Tag
VLAN)］オプションを展開し、VLAN をタグ付けするために必要なネットワーク情報
を次のフィールドに入力します。
フィールド名

説明

インターフェースの選択

VLAN をタグ付けするネットワークインターフェースかデ
バイス名を選択します。
p.209 の 「ネットワークと VLAN 構成のガイドライン」 を参
照してください。 は VLAN のタグ付けに関する追加のガ
イドラインです。

説明 (Description)

VLAN の説明を入力します。 たとえば、財務、人事管理
など。

VLAN Id

VLAN の番号識別子を入力します。 たとえば、1、10 な
ど。

IP アドレス [IPv4 または IPv6] (IP このアプライアンスで使う IPv4 または IPv6 アドレスを入
Address [IPv4 or IPv6])
力します。
サブネットマスク (Subnet Mask) IP アドレスに対応するサブネットマスク値を入力します。

4

［追加 (Add)］をクリックして、タグ付けする VLANの構成情報を既存のネットワーク
環境に追加します。

5

タグ付けする追加の VLAN の情報を入力するには、［+］記号をクリックして行を追加
します。 行を削除するには、［サブネットマスク (Subnet Mask)］フィールドの横にあ
る［-］記号をクリックします。

新しいエントリがアプライアンスで構成され、［インターフェースプロパティ (Interface
Properties)］タブの読み取り専用フィールドに自動的に一覧表示されます。
NetBackup Appliance シェルメニューから VLAN をタグ付けするには、Main_Menu >
Network > VLAN Tag コマンドを実行します。 VLAN Tag コマンドについて詳しくは、
『NetBackup Appliance コマンドリファレンスガイド』を参照してください。
p.211 の 「結合の作成」 を参照してください。
p.214 の 「静的ルートの追加」 を参照してください。
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静的ルートの追加
次の手順を使って、アプライアンスのネットワークルーティング情報を追加または更新しま
す。
アプライアンスのネットワークルーティング情報を追加するには

1

NetBackup アプライアンス Web コンソールにログオンします。

2

［設定 ()］ > ［ネットワーク (Network)］ > ［ネットワーク設定 (Network Settings)］タ
ブをクリックします。アプライアンスに［ネットワーク設定 (Network Settings)］ページ
が表示されます。

3

［ネットワーク構成 (Network Configuration)］セクションで、［静的ルートの追加 (Add
Static Route)］オプションを展開し、ルーティング情報を追加するために必要なネッ
トワークインターフェース情報を次のフィールドに入力します。
フィールド名

説明

宛先 IP (Destination IP)

宛先ネットワークのネットワーク IP アドレスを入力し
ます。
宛先ネットワークのネットワーク IP アドレスを入力し
ます。アプライアンスの初期構成では、変更できない
デフォルト値がこのフィールドに含まれています。別
の宛先 IP を構成するときは、適切なアドレスを入力
する必要があります。

宛先のサブネットマスク (Destination
Subnet Mask)

IP アドレスに対応するサブネット値を入力します。

ゲートウェイ (Gateway)

別のネットワークへの入り口として機能するネットワー
クポイントのアドレスを入力します。

IP アドレスに対応するサブネット値を入力します。ア
プライアンスの初期構成では、変更できないデフォ
ルト値がこのフィールドに含まれています。別のルー
トを構成するときは、適切な値を入力する必要があり
ます。

ネットワークインターフェース (Network アプライアンスは複数の NIC (Network Interface
Interface)
Card) を使うことができます。この列には、ネットワー
クデバイス名が表示されます。たとえば、eth0、bond0
または vlan1 です。

4

［追加 (Add)］をクリックして、アプライアンスのネットワークルーティング情報を追加し
ます。

新しいエントリがアプライアンスで構成され、［ルーティングプロパティ (Routing Properties)］
タブの読み取り専用フィールドに自動的に一覧表示されます。
p.211 の 「結合の作成」 を参照してください。
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p.212 の 「VLAN のタグ付け」 を参照してください。

［設定 (Settings)］>［ネットワーク (Network)］>［ファイバートランスポー
ト (Fibre Transport)］
［設定 (Settings)］ > ［ネットワーク (Network)］ > ［ファイバートランスポート (Fibre
Transport)］タブで、ファイバートランスポート (FT) の設定を変更できます。デフォルトで
は、これらの機能は無効です。
メモ: ファイバートランスポートが現在使われていないときに SAN クライアント機能を使う
場合は、最初に SAN クライアントのライセンスキーを取得する必要があります。シマンテッ
ク社のサポートに問い合わせて適切なライセンスを取得し、マスターサーバーにキーを追
加してください。
すべての FC HBA カードのポートはデフォルトのイニシエータモードになります。［メディ
アサーバー上の SAN クライアントのファイバートランスポートを有効化する (このアプライ
アンスへのバックアップには FT を使用) (Enable SAN Client Fibre Transport on the
Media Server (use FT for backups to this appliance))］オプションを選択すると、取り
付けられた FC HBA カードのポート 1 がターゲットモード用に構成されます。
このオプションが有効な場合、アプライアンスによる重複排除ベースのバックアップの実
行に FT が使われます。
メモ: アプライアンスが本番環境で現在運用されている場合は、このオプションを有効に
した後に再起動しなければならない場合があります。FC ドライバの使用中に、このオプ
ションが有効になっている場合は、操作を進めるために再起動が必要なことを通知する
プロンプトが表示されます。再起動を避けるには、FC カードからケーブルを取り外し、こ
のオプションを有効にしてから、FC カードにケーブルを再接続します。

ファイバートランスポートの設定の変更
次の手順を使って、ファイバートランスポートの設定を変更します。
ファイバートランスポートの設定を変更する方法

1

NetBackup アプライアンス Web コンソールにログオンします。

2

［設定 (Settings)］、［ネットワーク (Network)］をクリックし、次に［ファイバートランス
ポート (Fibre Transport)］を選択します。

3

［メディアサーバー上の SAN クライアントのファイバートランスポートを有効化 (この
アプライアンスへのバックアップには FT を使用) (Enable SAN Client Fibre
Transport on the Media Server (use FT for backups to this appliance))］をクリッ
クして有効にします。
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4

［ファイバートランスポートを重複排除アプライアンスに有効化 (複製またはバックアッ
プのため) (Enable the Fibre Transport to a Deduplication appliance (for
duplication or backups))］をクリックして有効にします。
メモ: NetBackup 重複排除アプライアンスでこの機能を使うには、関連付けられた
NetBackup 5020 または 5030 のファイバーチャネル通信も有効にする必要があり
ます。詳しくは、『Symantec NetBackup 重複排除アプライアンスソフトウェア管理
者ガイド』の「ファイバーチャネル通信の検証、有効化、無効化」セクションを参照し
てください。

5

［保存 (Save)］をクリックして変更された設定を適用します。

6

どちらかの FT オプションを無効にするには、オプションをクリックしてチェックマーク
を消去します。 次に、［保存 (Save)］をクリックします。

p.215 の 「［設定 (Settings)］>［ネットワーク (Network)］>［ファイバートランスポート (Fibre
Transport)］」 を参照してください。
p.303 の 「NetBackup 52xx アプライアンスに対するファイバーチャネルポートの構成オ
プションについて」 を参照してください。

［設定 (Settings)］>［ネットワーク (Network)］>［ホスト (Host)］
［設定 (Settings)］ > ［ネットワーク (Network)］ > ［ホスト (Host)］タブで、DNS システム
または DNS 以外のシステムのホスト名を構成できます。［ホストの構成 (Host
Configuration)］タブには、アプライアンスのホスト名が表示され、残りのページは次の 2
つのセクションに分かれています。
■

［ドメイン名システム (Domain Name System)］には、DNS の構成の詳細を入力す
るためのフィールドが表示されます。

■

［ホスト名解決 (Host Name Resolution)］には、ホスト名の詳細を使ったシステムの
構成のためのフィールドが表示されます。

DNS とホスト名の構成の設定の変更
次の手順を使って、DNS 構成の設定を変更または追加します。
DNS 構成の設定を変更する方法

1

NetBackup アプライアンス Web コンソールにログオンします。

2

［設定 (Settings)］ > ［ネットワーク (Network)］ > ［ホスト (Host)］タブをクリックしま
す。
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3

DNS データ入力フィールドに、次のように適切な情報を入力します。
フィールド

説明

DNS の IP アドレ
ス (DNS IP
Address(es))

DNS サーバーの IP アドレスを入力します。複数の DNS サーバー名を
入力するには、各名前の間に、区切り文字としてカンマ文字を使います。
アドレスは IPv4 または IPv6 のいずれかになります。グローバルスコー
プ IPv6 アドレスと一意のローカル IPv6 アドレスのみが許可されます。
p.223 の 「IPv4-IPv6 ベースのネットワークサポートについて」 を参照し
てください。

ドメイン名のサ
DNS サーバーのサフィックス名を入力します。
フィックス (Domain
Name Suffix)
検索ドメイン
(Search
Domain(s))

4

修飾子を持たないホスト名を指定した場合、1 つまたは複数の検索対象
の DNS 検索ドメイン名を入力できます。複数の検索ドメイン名を入力す
るには、各名前の間に、区切り文字としてカンマ文字を使います。

［保存 (Save)］をクリックします。

DNS 以外の構成の設定を変更する方法

1

NetBackup アプライアンス Web コンソールにログオンします。

2

［設定 (Settings)］ > ［ネットワーク (Network)］ > ［ホスト (Host)］タブをクリックしま
す。
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3

次のフィールドを使って、DNS 以外の構成情報を入力します。
フィールド

説明

IP アドレス (IP Address) アプライアンスの IP アドレスを入力します。
アドレスは IPv4 または IPv6 のいずれかになります。グローバル
スコープ IPv6 アドレスと一意のローカル IPv6 アドレスのみが許
可されます。
p.223 の 「IPv4-IPv6 ベースのネットワークサポートについて」 を参
照してください。
完全修飾ホスト名
アプライアンスの完全修飾ホスト名 (FQHN) を入力します。
(Fully-Qualified-Hostname)
短いホスト名
(Short-Hostname)

4

アプライアンスの短い名前を入力します。
これらのフィールドに必要な情報すべてを入力した後、［追加
(Add)］をクリックします。

［保存 (Save)］をクリックします。

［設定 (Settings)］ > ［ネットワーク (Network)］ > ［WAN の最適化 (WAN
Optimization)］オプション
WAN の最適化機能は、アプライアンスからのアウトバウンドネットワークトラフィックを改善
するさまざまな技法を適用します。この機能には次のような利点があります。
■

トラフィックが低速のネットワークで送信されるアプライアンスに対してメリットがありま
す。たとえば、遅延が 20 ミリ秒以上で、パケット消失率が 0.01% (10,000 個あたり 1
つ) 以上のネットワークです。

■

個々の TCP 接続で機能します。各アウトバウンドネットワーク接続を評価し、パフォー
マンスが向上するかどうかを判断します。

■

アウトバウンドネットワークトラフィックへの依存関係を最小にしてネットワークパフォー
マンスを改善します。

■

最適化複製のネットワークパフォーマンスを改善します。

■

リモートクライアントのリストアのネットワークパフォーマンスを改善します。

■

WAN の最適化は非侵入型であり、全体的なネットワークトラフィックがすでに高負荷
になっている状態でもオーバーヘッドを与えません。一部のシナリオでは、全体的な
ネットワークトラフィックが高負荷になっているときに、この機能が有効にされていても、
接続速度が最適化されない場合があります。こうした状況では、WAN の最適化がバ
イパスされ、1 秒あたりのトラフィックコマンド最適化データレポートに記録されません。
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［設定 (Settings)］ > ［ネットワーク (Network)］ > ［WAN の最適化 (WAN Optimization)］
タブで、WAN の最適化の有効と無効を切り替えることができます。
表 5-14 は、NetBackup Appliance シェルメニューと NetBackup アプライアンス Web
コンソールを使って WAN の最適化で実行できる操作を示しています。
WAN の最適化操作

表 5-14
操作

説明

有効化

Enable コマンドを使ってネットワーク最適化の 可
設定を有効にします。WAN の最適化機能はデ
フォルトで有効です。

NetBackup
Appliance
シェルメ
ニュー

NetBackup ア
プライアンス
Web コンソー
ル
可

p.220 の 「WAN の最適化設定の無効化、有効
化、表示」 を参照してください。
無効化

Disable コマンドを使ってネットワーク最適化の 可
設定を無効にします。NetBackup アプライアン
ス Web コンソールまたは NetBackup Appliance
のシェルメニューを使ってこの設定を無効にでき
ます。

可

p.220 の 「WAN の最適化設定の無効化、有効
化、表示」 を参照してください。
状態

Status コマンドを使ってネットワーク最適化の 可
レポートを表示します。

適用なし

p.222 の 「WAN の最適化の状態の表示」 を参照
してください。
トラフィック

Traffic コマンドを使ってネットワークスルー
可
プットを表示します。特定の期間の最適化された
トラフィックと最適化されていないトラフィックの量
が表示されます。

不可

p.221 の 「ネットワーク接続のトラフィックの表示」
を参照してください。
パラメータ

Parameter コマンドを使って WAN の最適化
のパラメータ情報を表示します。シマンテック社
のサポートとエンジニアリングにとって有用な内
部値のリストが表示されます。
p.220 の 「WAN の最適化設定の無効化、有効
化、表示」 を参照してください。

可

不可
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Main > Network > WANOptimization 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。

WAN の最適化設定の無効化、有効化、表示
ここでは、ネットワーク接続を最適化するために実行できる操作について説明します。
WAN の最適化設定を無効にする方法

1

NetBackup アプライアンス Web コンソールにログインします。

2

［設定 (Settings)］ > ［ネットワーク (Network)］ > ［WAN の最適化 (WAN
Optimization)］をクリックします。
［WAN の最適化 (WAN Optimization)］タブが表示されます。

3

［ネットワーク最適化の有効化 (Enable Network Optimization)］チェックボックスの
チェックマークをはずし、WAN の最適化設定を無効にします。
アプライアンスが WAN の最適化設定を無効にし、次のメッセージを表示します。
Network Optimization Status Updated Successfully.

WAN の最適化設定を有効にする方法

1

管理者用 NetBackup アプライアンス Web コンソールにログインします。

2

［設定 (Settings)］ > ［ネットワーク (Network)］ > ［WAN の最適化 (WAN
Optimization)］をクリックします。
［WAN の最適化 (WAN Optimization)］タブが表示されます。

3

［ネットワーク最適化の有効化 (Enable Network Optimization)］チェックボックスに
チェックマークを付け、WAN の最適化設定を有効にします。

4

アプライアンスが WAN の最適化設定を有効にし、次のメッセージを表示します。
Network Optimization Status Updated Successfully.

WAN の最適化設定のパラメータを表示する方法

1

管理アプライアンスのシェルメニューにログインします。

2

WAN の最適化オプションを表示するには、次のコマンドを使います。
Main > Network > WANOptimization

アプライアンスは WANOptimization の下にあるすべてのオプションを表示します。
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3

最適化設定のパラメータを表示するには、次のコマンドを使います。
Parameters

4

アプライアンスが値のリストを表示します。2 番目の値は WAN の最適化のバージョ
ン番号です。他の値はデバッグ用であり、シマンテック社のサポートとエンジニアリン
グのチームによる最適化関連の問題のトラブルシューティングに役立ちます。

ネットワーク接続のトラフィックの表示
traffic コマンドを使って次の操作を行うことができます。
■

特定の期間の最適化されたトラフィックと最適化されていないトラフィックの量を表示
します。

■

出力を MB/秒、Mbps、Kbps 単位で表示し、ビット単位とバイト単位による計測間の
混乱を最小化します。

■

WAN の最適化の利点を高レベルで表示します。トラフィックの詳細な説明にこの出
力を使わないでください。

■

接続が最適化される前と後で接続の合計トラフィックを測定します。

■

次の数式を使って、最適化されていない接続のトラフィックを計算します。
Total traffic - Optimized traffic = non-optimized traffic

メモ: 計測の制限とルーティングエラーあるため、最適化されていないトラフィックの値
は合計トラフィックの割合としてわずかに不正確になる場合があります。
ネットワーク接続のトラフィックを表示する方法

1

管理アプライアンスのシェルメニューにログインします。

2

WAN の最適化オプションを表示するには、次のコマンドを使います。
Main > Network > WANOptimization

アプライアンスは WANOptimization の下にあるすべてのオプションを表示します。
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3

ネットワーク接続のトラフィックを表示するには、次のコマンドを使います。
Traffic period_length periods

メモ: このコマンドの period_length は秒単位の期間を表します。Periods はレ
ポートされる期間の回数です。 たとえば、Traffic 10 3 は、0 から 10 秒、10 か
ら 20 秒、20 から 30 秒間のトラフィックを一覧表示します。期間は 10 秒以上であ
る必要があります。

4

アプライアンスが特定の期間の最適化されたトラフィックと最適化されていないトラ
フィックの量を表示します。この情報は、MB/秒、Mbps、Kbps 単位で表示されます。
メモ: period に 0 を指定すると、traffic コマンドを無限に実行できます。
次の例は、Traffic 10 5 コマンドの実行後に生成された出力を示したものです。
WANOptimization > Traffic 10 3
OPTIMIZED
Time Offset
(Sec)
---------10
20
30
40
50

MB/sec
(avg)
----0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

MB/sec
(avg)
-----0
0
0
0
0

NON-OPTIMIZED
KB/sec
(avg)
---8
14
21
102
8

MB/sec
(avg)
-----0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

MB/sec
(avg)
-----0
0
0
0
0

KB/sec
(avg)
----17
11
15
0
17

メモ: ［WAN の最適化 (WAN Optimization)］を有効にしていても、TCP 接続のパ
フォーマンスが向上しないことがあります。その場合、トラフィックは WAN の最適化
設定をバイパスするため、NON-OPTIMIZED トラフィックとみなされます。

WAN の最適化の状態の表示
Status コマンドは、最適化された接続と最適化されていない接続の数を表示します。こ

の分類は TCP 接続が確立されるときに設定されます。
■

WAN の最適化を有効にしてパフォーマンスを向上できれば、接続は最適化されま
す。
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■

WAN の最適化を有効にしてパフォーマンスを向上できなければ、接続は最適化さ
れません。

■

WAN の最適化が無効にされている場合、接続はすべてのシナリオで最適化されま
せん。

■

WAN の最適化の状態が (無効から有効または有効から無効に) 変更されたとき、既
存の接続の状態はリセットされません。新しい接続だけが新しい規則に従います。

WAN の最適化の状態を表示する方法

1

管理者用 NetBackup Appliance シェルメニューにログインします。

2

WAN の最適化オプションを表示するには、次のコマンドを使います。
Main > Network > WANOptimization

アプライアンスは WANOptimization の下にあるすべてのオプションを表示します。

3

最適化の状態を表示するには、次のコマンドを使います。
Status

4

アプライアンスは、最適化された接続と最適化されていない接続の数と、現在の有
効な設定と無効な設定を表示します。次の例は、Status コマンドの実行後に生成
された出力を示したものです。
Network Optimization Report
--------------------------------------TCP connections optimized = 53
TCP connections not optimized
(or not appropriate for optimization) = 0
Network Optimization = ENABLED

IPv4-IPv6 ベースのネットワークサポートについて
NetBackup Appliance はデュアルスタック IPv4-IPv6 ネットワークでサポートされ、バッ
クアップとリストアの目的で IPv6 クライアントと通信できます。IPv6 アドレスをアプライア
ンスに割り当て、DNS を構成し、IPv6 ベースシステムを含めるようにルーティングを構成
できます。
NetBackup アプライアンス Web コンソールまたは NetBackup Appliance シェルメニュー
を使って IPv4 と IPv6 のアドレス情報を入力できます。
IPv6 アドレスに関する次の注意事項を確認してください。
■

NetBackup Appliance はピュア IPv6 ネットワークをサポートしません。アプライアン
ス用の IPv4 アドレスを構成する必要があります。構成しない場合、(hostname set
コマンドを必要とする) 初期構成に失敗します。このコマンドを機能させるには、少な
くとも 1 つの IPv4 アドレスが必要です。
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たとえば、特定のホストの hostname を v46 に設定するとします。これを実行するに
は、特定のホストに少なくとも 1 つの IPv4 アドレスがあることを最初に確認し、次のコ
マンドを実行します。
Main_Menu > Network > Hostname set v46
■

使用できるのはグローバルアドレスのみです。リンクローカルスコープまたはノードロー
カルスコープのアドレスは使用できません。グローバルスコープアドレスと一意のロー
カルアドレスは、SUSE によってどちらもグローバルアドレスとして扱われます。
グローバルスコープ IP アドレスは、グローバルにルーティング可能なアドレスを意味
します。一意のローカルアドレスは、SUSE でグローバルアドレスとして扱われます。

■

同じコマンドで、IPv4 と IPv6 の両方のアドレスを使うことはできません。たとえば、
Configure 9ffe::9 255.255.255.0 1.1.1.1 を使うことはできません。Configure
9ffe::46 64 9ffe::49 eth1 を使う必要があります。

■

IPv6 アドレスへの IPv4アドレスの埋め込みはサポートされていません。たとえば、
9ffe::10.23.1.5 のようなアドレスを使うことはできません。

■

アプライアンスのメディアサーバーの IPv6 アドレスとホスト名が使用可能な場合は、
マスターサーバーにアプライアンスのメディアサーバーを追加できます。
たとえば、マスターサーバーにアプライアンスのメディアサーバーを追加するには、ア
プライアンスのメディアサーバーの IPv6 アドレスを次のように入力します。
例:
Main > Network > Hosts add 9ffe::45 v45 v45
Main > Appliance > Add v45 <password>

アプライアンスのメディアサーバーの IPv4 アドレスを提供する必要はありません。
■

純粋な IPv6 クライアントは、NetBackup の場合と同様の方法でサポートされます。

■

NIC (Network Interface Card) または結合に対して IPv4 アドレスを 1 つのみ入力
できます。ただし、NIC または結合に対して複数の IPv6 アドレスを入力できます。

■

NFS (Network File System) または CIFS (Common Internet File System) のプロ
トコルは、アプライアンスの IPv4 ネットワーク上でサポートされます。NFS または CIFS
は、IPv6 ネットワークではサポートされません。

■

NetBackup クライアントが IPv6 上のメディアサーバーアプライアンスと通信できるよ
うになりました。

■

Main_Menu > Network > Hosts コマンドは、1 つの NIC (Network Interface Card)

を持つ同じホスト名への複数の IPv6 アドレスの割り当てをサポートします。ただし、こ
のコマンドでは、1 つの NIC を持つ特定のホスト名に 1 つの IPv4 アドレスのみを割
り当てることができます。
■

ゲートウェイアドレスを指定せずにネットワークインターフェースの IPv6 アドレスを追
加できます。
詳しくは、『NetBackup Appliance コマンドリファレンスガイド』を参照してください。
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設定 (Settings) > 日付と時刻 (Date and Time)
［設定 (Settings)］ > ［日付と時刻 (Date and Time)］のページで、初期構成時に追加さ
れた日付、時刻、タイムゾーンの各パラメータを変更することができます。
次の手順を使って、構成後の日付と時刻の設定を変更します。
日付、時刻、タイムゾーンの構成を変更するには

1

NetBackup アプライアンス Web コンソールにログオンします。

2

［設定 (Settings)］ > ［日付と時刻 (Date and Time)］をクリックします。

3

フィールド内に適切な情報を入力します。
タイムゾーンを選択
(Select Time Zone)

アプライアンスにタイムゾーンを割り当てるには、［タイムゾーン
(Time zone)］ドロップダウンボックスをクリックし、該当する地域、
国、タイムゾーンを選択します。

日付と時刻の設定 (Set
Date and Time)

次のオプションのうちいずれかを選択して、アプライアンスに対し
日付と時刻を設定できます。
■

■

4

［NTP サーバーの日付と時刻の設定を使用する (Use NTP
server date and time settings)］ - このオプションは、アプラ
イアンスを NTP サーバーと同期する場合に使用します。
［サーバー IP またはホスト名 (Server IP or Host name)］
フィールドで、NTP サーバーの IP アドレスまたはホスト名を
指定します。
［日付と時刻を指定する (Specify date and time)］ - このオ
プションは、日付と時刻を手動で指定する場合に使用しま
す。［日付 (Date)］フィールドで、カレンダをクリックして該当
する日付 (月、日付、年、または mm/dd/yyyy 形式で) を選
択します。［時刻 (Time)］フィールドで、時刻を hh:mm:ss 形
式で入力します。

［保存 (Save)］をクリックします。
また、NetBackup Appliance シェルメニューで Main > Network > Date コマンド
を使って日付と時刻の設定を行うこともできます。Date 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。

設定 (Settings) > 認証 (Authentication)
NetBackup Appliance には、アプライアンスと NetBackup CLI への制限付きアクセスの
提供を助ける認可機能と認証機能があります。
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■

［認証 (Authentication)］機能は、NetBackup Appliance にログオンするユーザーの
検証に役立ちます。p.231 の 「設定 (Settings) > 認証 (Authentication) > サーバー
の構成 (Server Configuration)」 を参照してください。

■

［認可 (Authorization)］機能は、ユーザーが NetBackup Appliance にログオン後実
行を許可されるか認可される内容の検証に役立ちます。p.242 の 「設定 (Settings) >
認証 (Authentication) > ユーザー管理 (User Management)」 を参照してください。

［認証 (Authentication)］と［認可 (Authorization)］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。

認証機能について
表 5-15 では、NetBackup アプライアンス Web コンソールと NetBackup Appliance シェ
ルメニューを使って新しいユーザーを認証するためのオプションについて説明します。
メモ: Active Directory サーバーを構成し、AD ユーザーとユーザーグループを登録する
には、NetBackup Appliance シェルメニューを使う必要があります。
表 5-15

認証機能
NetBackup アプライアンス Web NetBackup Appliance シェルメ
コンソール
ニュー

パス

［設定 (Settings)］ > ［認証
Main > Settings > Security
(Authentication)］ > ［サーバーの構 > Authentication コマンド
成 (Server Configuration)］タブ
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NetBackup アプライアンス Web NetBackup Appliance シェルメ
コンソール
ニュー
LDAP 構成

LDAP サーバーを構成し、次のタス
クを実行できます。
■

■

■

■

■

■

■

■

新しい LDAP サーバーの詳細を
追加します。
既存の LDAP サーバーの設定を
インポートします。
LDAP サーバーの SSL 証明書
を識別し、接続します。
LDAP サーバーの属性マップを
追加、編集、削除します。
LDAP サーバーの構成パラメー
タを追加、編集、削除します。
現在の LDAP 構成を xml ファイ
ルとしてエクスポートします。 これ
らは、他のアプライアンスのサー
バーを構成するためにインポート
することもできます。
構成された LDAP サーバーを無
効にします。
無効化された LDAP サーバーを
構成解除します。

LDAP サーバー構成コマンド
■

■

■

■

■

■

■

■

NetBackup アプライアンス Web コン
ソールから LDAP ユーザーを追加す
るには、［設定 (Settings)］ > ［認証 ■
(Authentication)］ > ［ユーザー構成
(User Configuration)］ タブを使いま ■
す。
■

■
■

■

■

Configure - LDAP 認証を構成し
ます。
Enable - このコマンドを使って
LDAP 認証を有効にします。
既存の LDAP サーバーの設定をイ
ンポートします。
Certificate - LDAP サーバー
の SSL 証明書を識別し、添付しま
す。
Attribute - LDAP サーバーの属
性マッピングを追加、編集、削除しま
す。
Map - NSS Map 属性またはオブ
ジェクトクラスを設定し、表示します。
ConfigParam - LDAP サーバー
の構成パラメータを追加、編集、削
除します。
Export - 現在の LDAP 構成を xml
ファイルとしてエクスポートします。 こ
れらは、他のアプライアンスのサー
バーを構成するためにインポートす
ることもできます。
Disable - 構成した LDAP サー
バーを無効にします。
Unconfigure - 無効化された
LDAP サーバーを構成解除します。
Status - 構成の状態を表示しま
す。
Show - 構成の詳細を表示します。
Users - LDAP ユーザーを追加ま
たは削除します。*
Groups - LDAP ユーザーグループ
を追加または削除します。
(NetBackupCLI の役割を付与でき
るユーザーグループの最大数は 9
です。)*
List - ユーザーとユーザーグルー
プを一覧表示します。*
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NetBackup アプライアンス Web NetBackup Appliance シェルメ
コンソール
ニュー
AD 構成タスク

NetBackup アプライアンス Web コン Active Directory サーバー構成
ソールから Active Diretory サーバー
■ Configure - 新しい Active
を構成したり、AD ユーザーを登録す
Directory サーバーの詳細を追加し
ることはできません。
ます。
■ Unconfigure - 無効化された
Active Directory サーバーを構成解
除します。
■ Status - 構成の状態を表示しま
す。
■ Users - Active Directory ユーザー
を追加または削除します。*
■ Groups - Active Directory ユー
ザーグループを追加または削除しま
す。* NetBackupCLI の役割を付与
できるユーザーグループの最大数は
9 です。
■ List - ユーザーとユーザーグルー
プを一覧表示します。*

ローカルユー
ザータスク

NetBackup アプライアンス Web コン ローカルユーザーの構成*
ソールからローカルユーザーを追加
■ Users - ローカルユーザーを追加
するには、［設定 (Settings)］ > ［認
または削除します。
証 (Authentication)］ > ［ユーザー構
■ Clean - すべてのローカルユーザー
成 (User Configuration)］ タブを使
を削除します。
います。
■ Password - ローカルユーザーのパ
スワードを変更します。
■ List - ユーザーとユーザーグルー
プを一覧表示します。

* - これらのタスクは、NetBackup アプライアンス Web コンソールから［設定 (Settings)］
> ［認証 (Authentication)］ > ［ユーザー構成 (User Configuration)］タブを使って実行
できます。

認証機能について
表 5-16 では、NetBackup アプライアンス Web コンソールと NetBackup Appliance シェ
ルメニューを使って新しいユーザーを認証するためのオプションについて説明します。
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認証機能

表 5-16

NetBackup アプライアンス Web コ NetBackup Appliance シェルメ
ンソール
ニュー
パス

［設定 (Settings)］>［認証
(Authentication)］>［ユーザー管理
(User Management)］タブ

ユーザー管理 ■
■

ローカルユーザーを追加または削除
します。
LDAP ユーザーとユーザーグループ
を追加または削除します。

メモ: NetBackup アプライアンス Web
コンソールから Active Directory ユー
ザーを追加できません。Active Directory
ユーザーのアクセス権限を管理すること
のみ可能です。

Main > Settings > Security
> Authorization

［メイン (Main)］ > ［設定
(Settings)］ > ［セキュリティ
(Security)］ > ［認証
(Authentication)］コマンドを使っ
て、ローカルユーザー、LDAP ユー
ザー、および Active Directory ユーザー
を追加します。
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NetBackup アプライアンス Web コ NetBackup Appliance シェルメ
ンソール
ニュー
権限の付与

■

■

■
■

ユーザーとユーザーグループに管理 Authorization コマンド
者としての権限を付与します。
■ Grant - アクセス権限を付与しま
ユーザーとユーザーグループに
す。
NetBackup CLI ユーザーとしての権
■ ローカルユーザー、LDAP ユー
限を付与します。
ザー、LDAP ユーザーグルー
管理者権限の取り消し
プ、AD ユーザー、AD ユーザー
NetBackup CLI 権限の取り消し
グループに管理権限を付与しま
す。
■ LDAP ユーザー、LDAP ユー
ザーグループ、AD ユーザー、
AD ユーザーグループに
NetBackup CLI ユーザー権限
を付与します。
■ List - すべてのユーザーとグルー
プを一覧表示します。
■ Revoke - アクセス権限を取り消しま
す。
■ ローカルユーザー、LDAP ユー
ザー、LDAP ユーザーグルー
プ、AD ユーザー、AD ユーザー
グループから管理権限を取り消
します。
■ LDAP ユーザー、LDAP ユー
ザーグループ、AD ユーザー、
AD ユーザーグループから
NetBackup CLI ユーザー権限
を取り消します。
■ SyncGroupMembers - 登録済み
グループのメンバーを同期します。

［認可 (Authorization)］と Authentication コマンドの他に、NetBackup Appliance

シェルメニューで Settings > Security > PolicyBanner コマンドを使ってログイン
バナーを設定することもできます。 NetBackup Appliance の 2.6.0.3 バージョンでは、
ユーザーが SSH を使って NetBackup Appliance シェルメニューにアクセスしようとする
と常に表示されるログインバナーを設定できます。

一般的なセキュリティガイドライン
シマンテック社は、サーバーとユーザー構成の次のガイドラインを推薦します。
■

NetBackup Appliance では、特定の時点で 1 つの認証形式（LDAP または Active
Directory）のみを構成できます。
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■

Active Directory サーバーとユーザーは、NetBackup Appliance シェルメニューか
ら［メイン (Main)］ > ［設定 (Settings)］ > ［セキュリティ (Security)］ > ［認可
(Authorization)］ > ［Active Directory (Active Directory)］コマンドを使
用する場合に限り構成できます。

■

ログインバナーは、NetBackup Appliance シェルメニューから［設定 (Settings)］
> ［セキュリティ (Security)］ > ［LoginBanner］コマンドを使用して、SSH ログイン
に適用できます。

■

NetBackup CLI の役割に最大 9 ユーザーグループを割り当てることができます。

■

NetBackup CLI ユーザーの役割はローカルユーザーに割り当てることはできません。

■

2 名のユーザーを同じユーザー ID で同じ NetBackup Appliance に追加しないでく
ださい。 このようなユーザー ID の競合はセキュリティ問題の原因になります。 例え
ば、同じ「John Doe」という名前の Active Directory ユーザーが 1 名、ローカルユー
ザーが 1 名いるとします。 これらのユーザーが NetBackup Appliance にアクセスす
るには、それぞれ「John_Doe1」と「John_Doe_new」のように異なるユーザー ID を
持つ必要があります。

p.226 の 「認証機能について」 を参照してください。
p.228 の 「認証機能について」 を参照してください。

設定 (Settings) > 認証 (Authentication) > サーバーの構成 (Server
Configuration)
NetBackup Appliance は、さまざまな認証方法をサポートするために PAM プラグインを
使います。 それらの 1 つは、LDAP PAM プラグインです。 これは、LDAP（Lightweight
Directory Access Protocol）ディレクトリまたは Active Directory に所属するユーザーを
アプライアンスにログオンするように構成できる LDAP および Active Directory 認証方
式をサポートするのに使われます。
LDAP PAM プラグインは、Active Directory サーバーに所属するユーザーをアプライア
ンスにログオンするように構成できる Active Directory 認証方式をサポートするのにも使
われます。 Active Directory は、UNIX サービスによってインストールされるスキーマを持
つ別の種類のユーザーディレクトリとして認識されます。
サーバー構成機能を使うと、LDAP ディレクトリや Active Directory を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に対してユーザーを認証
できます。 また、LDAP サーバーや AD サーバーの構成の設定をインポートしたりエクス
ポートしたりすることによって、設定を複数のアプライアンスに適用することもできます。
NetBackup アプライアンス Web コンソールの［設定 (Settings)］>［認証 (Authentication)］
>［サーバー構成 (Server Configuration)］タブで、LDAP サーバーを構成できます。

231

第 5 章 NetBackup Appliance 設定についての理解
設定 (Settings) > 認証 (Authentication)

メモ: NetBackup Appliance シェルメニューから ［セキュリティ(Security)］、［認証
(Authentication)］、［ActiveDirectory］コマンドを使って、Active Directory サー
バーを構成できます。 また、NetBackup Appliance シェルメニューから［セキュリティ
(Security)］、［認証 (Authentication)］、［ActiveDirectory］、［ユーザー (Users)］

コマンドを使って、AD ユーザーとユーザーグループを管理します。 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。
LDAP サーバーか Active Directory サーバーを構成する前に、次の前提条件を満たす
必要があります。
■

NetBackup アプライアンスにバージョン 2.6 以上のソフトウェアをインストールする必
要があります。

■

NetBackup Appliance と統合した LDAP と AD も、アプライアンスで使う Linux オペ
レーティングシステムの一部として、配布された LDAP PAM プラグインに依存します。

■

LDAP サーバーを構成するには、LDAP スキーマは RFC 2307 または RFC 2307
bis 準拠である必要があります。

■

LDAP サーバーを構成するには、次のファイアウォールポートを開く必要があります。
■

LDAP 389

■

LDAP OVER SSL/TLS 636

■

HTTPS 443

LDAP サーバーの構成の追加
［サーバーの構成 (Server Configuration)］タブを使うと、LDAP サーバーの詳細設定の
追加やアプライアンスとの構成を行うことができます。LDAP サーバーを使うと、アプライ
アンスの分散型ディレクトリ情報サービスにアクセスし、保守できます。
次の手順では、NetBackup アプライアンス Web コンソールを使用した LDAP サーバー
を構成する手順について説明しています。
LDAP サーバーを構成するには

1

NetBackup アプライアンス Web コンソールにログインします。

2

［設定 (Settings)］ > ［認証 (Authentication)］ > ［サーバーの構成 (Server
Configuration)］をクリックします。
アプライアンスの［サーバーの構成 (Server Configuration)］タブに 2 つのラジオボ
タンが表示されます。

3

［新しい構成を追加 (Add new configuration)］ラジオボタンをオンにします。
アプライアンスに、新しい構成を作成するためのフィールドが表示されます。

4

次のフィールドに基づいて構成情報を入力します。
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フィールド

説明

例

サーバー名/IP LDAP サーバーの IP アドレスを入力します。
(Server
メモ: LDAP サーバーに対して指定されてい
Name/IP)
るサーバー名/IP は、RFC2307bis に準拠し
ている必要があります。RFC2307bis は、IPv6
アドレスを持つホストが望ましい形式で上書き
されるように指定します。たとえば、アドレスの
すべてのコンポーネントが示され、先行のゼロ
が省略されるように指定します。
ベース DN
(Base DN)

ベースディレクトリ (LDAP のディレクトリツリー OU="ExampleUsers",
の最上位レベル) の名前を入力します。
dc="mydomain"

バインド DN
(Bind DN)

結合ディレクトリの名前を入力します。バインド DC=com
DN は、検索ベース内部の LDAP ディレクトリ
で外部的に検索するための認証として使われ
ています。

パスワード
(Password)

LDAP サーバーにアクセスするためのパスワー
ドを入力します。

共通ユーザー
名 (Common
User Name)

LDAP サーバー上の既存の LDAP ユーザー NBUApplianceAdmin
名を入力します。

共通グループ
名 (Common
Group Name)

LDAP サーバー上の既存の LDAP ユーザー
グループの名前を入力します。
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フィールド

説明

SSL 証明書が
必要 (SSL
Certificate
Required)

LDAP サーバーに対して SSL 証明書を有効
にするためのドロップダウンリストが表示されま
す。このドロップダウンリストには、次のオプショ
ンが表示されます。
■

■

■

例

［はい (Yes)］ - SSL 証明書の追加を許可
する場合に選択します。
［いいえ (No)］ - LDAP サーバーの構成を
SSL 証明書なしで続行する場合に選択し
ます。
［TLS を開始 (Start TLS)］

メモ: ［TLS を開始 (Start TLS)］オプションと
［はい (Yes)］オプションを使う場合、LDAP ま
たは Active Directory 認証サーバーの構成
中に、非 SSL チャネルの初期設定が行われ
ます。LDAP 接続と初期検出フェーズが完了
すると、SSL チャネルがオンになります。この
フェーズでも、確立された SSL チャネルはサー
バー側の証明書検証を行いません。この検証
は、サーバーのルート証明書が［証明書を設
定 (Set Certificate)］オプションを使って明示
的に設定された後に開始されます。詳しく
は、p.235 の 「SSL 証明書の設定」 を参照して
ください。
UID と GID の
競合を検証
(Validate UIDs
and GIDs for
Conflicts)

5

このチェックボックスにチェックマークを付ける
と、ユーザー ID とグループ ID を検証し、
Netbackup Appliance と LDAP サーバーま
たは Active Directory の間の競合を識別しま
す。

［構成 (Configure)］をクリックして、入力されたパラメータを使って LDAP サーバー
を構成します。
アプライアンスによって新しい LDAP サーバーが構成されて有効になり、［属性マッ
ピング (Attribute Mapping)］と［構成パラメータ Configuration Parameters］テーブ
ルが表示されます。

メモ: NetBackup Appliance シェルメニューから ［セキュリティ(Security)］、［認証
(Authentication)］、［ActiveDirectory］コマンドを使って、Active Directory サー
バーを構成できます。
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LDAP サーバー構成のインポート
［サーバーの構成 (Server Configuration)］タブを使って、LDAP サーバーの詳細をイン
ポートし、それをアプライアンスで構成することができます。次に、LDAP サーバーの構成
の詳細を含む .xml ファイルをインポートする手順を説明します。Symantec NetBackup
Appliance では、これらの詳細を使って LDAP サーバーを構成し、接続します。
メモ: .xml ファイルを基本ディレクトリか、またはその下のディレクトリに保存します。
LDAP サーバーの構成をインポートするには:

1

NetBackup アプライアンス Web コンソールにログインします。

2

［設定 (Settings)］ > ［認証 (Authentication)］ > ［サーバーの構成 (Server
Configuration)］をクリックします。
アプライアンスの［サーバーの構成 (Server Configuration)］タブに 2 つのラジオボ
タンが表示されます。

3

［既存の構成をインポート (Import existing configuration )］オプションを選択しま
す。
アプライアンスに［ファイル名 (File Name)］フィールドが表示されます。

4

.xml ファイルへの絶対パスを［ファイル名 (File Name)］フィールドに入力します。

メモ: .xml ファイルが確実に基本ディレクトリか、その下のディレクトリにあるように
してください。:/inst/patch/incoming/

5

［インポート (Import)］をクリックします。
アプライアンスに .xml がインポートされ、 .xml 内の詳細を使って LDAP サーバー
が構成されます。

p.231 の 「設定 (Settings) > 認証 (Authentication) > サーバーの構成 (Server
Configuration)」 を参照してください。
p.232 の 「LDAP サーバーの構成の追加」 を参照してください。
p.235 の 「LDAP サーバー構成のインポート」 を参照してください。

SSL 証明書の設定
［サーバーの構成 (Server Configuration)］タブを使って、LDAP サーバー用に SSL 証
明書のインポートと設定を行うことができます。次に、LDAP サーバー用に SSL 証明書
を設定する手順について説明します。
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メモ: ［SSL 証明書を設定 (Set SSL certificate)］リンクは、LDAP サーバーが構成され
た後にのみ有効になります。LDAP サーバーを設定しようとしているアプライアンスのフォ
ルダに、SSL 証明書ファイルを保存します。
SSL 証明書を設定するには:

1

NetBackup アプライアンス Web コンソールにログインします。

2

［設定 (Settings)］ > ［認証 (Authentication)］ > ［サーバーの構成 (Server
Configuration)］をクリックします。
アプライアンスの ［サーバーの構成 (Server Configuration)］タブに、構成済みの
LDAP サーバーの詳細が表示されます。

3

タブの端に表示される［証明書を設定 (Set Certificate)］リンクをクリックします。
SSL 証明書へのパスを入力するためのポップアップボックスがアプライアンスに表
示されます。
メモ: LDAP 検証と AD 検証は、［SSL 証明書を設定 (Set SSL certificate)］オプ
ションを使用してサーバーのルート証明書が明示的に設定された後にのみ起動しま
す。

4

［ファイルパス (File Path)］フィールドに、SSL 証明書ファイルへの絶対パスを入力
します。
メモ: ファイルが確実に基本ディレクトリ内またはその下のディレクトリ内にあるように
します。:/inst/patch/incoming/

5

［OK］をクリックします。
アプライアンスによって SSL 証明書がインポートされ、これが LDAP サーバーの認
証に使われます。

p.231 の 「設定 (Settings) > 認証 (Authentication) > サーバーの構成 (Server
Configuration)」 を参照してください。

構成ファイルのエクスポート
［サーバーの構成 (Server Configuration)］タブを使って、LDAP の構成ファイルをエク
スポートすることができます。このファイルは、構成済みの LDAP サーバーの詳細を保存
して他のアプライアンスにインポートするときに使うことができます。次に、LDAP サーバー
の構成の詳細を .xml ファイルにエクスポートするための手順について説明します。
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メモ: ［エクスポート (Export)］リンクは、LDAP サーバーが構成された後にのみ有効にな
ります。
構成ファイルをエクスポートするには:

1

NetBackup アプライアンス Web コンソールにログインします。

2

［設定 (Settings)］ > ［認証 (Authentication)］ > ［サーバーの構成 (Server
Configuration)］をクリックします。
アプライアンスの ［サーバーの構成 (Server Configuration)］タブに、構成済みの
LDAP サーバーの詳細が表示されます。

3

タブの端に表示される［エクスポート (Export)］リンクをクリックします。
アプライアンスに、.xml ファイルをエクスポートするパスを入力するためのポップアッ
プボックスが表示されます。

4

構成の詳細をエクスポートするための、アプライアンス内の場所を入力します。
メモ: ファイルを確実に基本ディレクトリまたはその下のディレクトリ内に保存しま
す。:/inst/patch/incoming/

5

［OK］をクリックします。
.xml ファイル内の構成の詳細がアプライアンスによって変換され、これが指定の場

所にエクスポートされます。
p.231 の 「設定 (Settings) > 認証 (Authentication) > サーバーの構成 (Server
Configuration)」 を参照してください。

LDAP サーバーの構成解除
［サーバーの構成 (Server Configuration)タブを使うと、LDAP サーバーを構成解除す
ることができます。次の手順は、LDAP サーバーを構成解除する手順について説明して
います。
LDAP サーバーを構成解除する前に、管理者権限が付与されたユーザーからすべての
権限を取り消す必要があります。
警告: LDAP サーバーを構成解除すると、現在の設定値と、LDAP サーバーを通して提
供された認証が削除されます。
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LDAP サーバーを構成解除するには:

1

NetBackup アプライアンス Web コンソールにログインします。

2

［設定 (Settings)］ > ［認証 (Authentication)］ > ［サーバーの構成 (Server
Configuration)］をクリックします。
アプライアンスの ［サーバーの構成 (Server Configuration)］タブに、構成済みの
LDAP サーバーの詳細が表示されます。

3

タブの端に表示される［構成解除 (Unconfigure)］リンクをクリックします。
アプライアンスに次のメッセージが表示されます。
Do you want to unconfigure the LDAP server?

4

［OK］をクリックして、LDAP サーバーの構成解除を続行します。
アプライアンスによって LDAP の設定値が削除されます。

p.231 の 「設定 (Settings) > 認証 (Authentication) > サーバーの構成 (Server
Configuration)」 を参照してください。

LDAP サーバーの有効化
無効化されていた LDAP サーバーを［サーバーの構成 (Server Configuration)］タブを
使って有効にすることができます。次の手順は、構成された LDAP サーバーを有効にす
るためのオプションについて説明しています。
メモ: デフォルトでは、LDAP サーバーの構成時に有効に設定されます。
構成されたサーバーを有効にするには:

1

NetBackup アプライアンス Web コンソールにログインします。

2

［設定 (Settings)］ > ［認証 (Authentication)］ > ［サーバーの構成 (Server
Configuration)］をクリックします。
アプライアンスの ［サーバーの構成 (Server Configuration)］タブに、構成済みの
LDAP サーバーの詳細が表示されます。
構成された LDAP サーバーが無効な場合、次のメッセージが［サーバーの構成
(Server Configuration)］タブ (有効化 (Enable)］リンクの横) に表示されます。
LDAP authentication is disabled.
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3

［有効化 (Enable)］リンクをクリックします。
アプライアンスに次のメッセージが表示されます。
Are you sure you want to enable the configuration?

4

［OK ］をクリックして、LDAP サーバーを有効にします。
アプライアンスが LDAP サーバーを有効にします。

p.231 の 「設定 (Settings) > 認証 (Authentication) > サーバーの構成 (Server
Configuration)」 を参照してください。

LDAP サーバーの無効化
次の手順は、構成された LDAP サーバーを無効にするオプションについて説明してい
ます。
構成されたサーバーを無効にするには:

1

NetBackup アプライアンス Web コンソールにログインします。

2

［設定 (Settings)］ > ［認証 (Authentication)］ > ［サーバーの構成 (Server
Configuration)］をクリックします。
アプライアンスの ［サーバーの構成 (Server Configuration)］タブに、構成済みの
LDAP サーバーの詳細が表示されます。
構成された LDAP サーバーが有効な場合、［ サーバーの構成 (Server
Configuration)］タブ (［無効化 (Disable)］リンクの横) に次のメッセージが表示され
ます。
LDAP authentication is enabled.

3

［無効化 (Disable)］リンクをクリックします。
アプライアンスに次のメッセージが表示されます。
Are you sure you want to disable the LDAP server?

4

［OK ］をクリックして、LDAP サーバーを有効にします。
アプライアンスが LDAP サーバーを有効にします。

p.231 の 「設定 (Settings) > 認証 (Authentication) > サーバーの構成 (Server
Configuration)」 を参照してください。

LDAP の構成パラメータの削除
新しい LDAP サーバーを構成するときは、追加またはインポートした構成パラメータが
［構成パラメータ (Configuration Parameter)］テーブル (［ LDAP 認証
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(LDAPAuthentication)］タブ内) に表示されます。次の手順は、LDAP の構成パラメータ
を追加する方法を説明しています。
構成パラメータを削除するには:

1

NetBackup アプライアンス Web コンソールにログインします。

2

［設定 (Settings)］ > ［LDAP］ > ［サーバーの構成 (Server Configuration)］をクリッ
クします。
アプライアンスの［LDAP 認証 (LDAP Authentication)］タブ (［構成パラメータ
(Configuration Parameter)］テーブル内) に構成済みの LDAP サーバーの詳細が
表示されます。

3

削除する構成パラメータを選択します。

4

［削除 (Delete)］ボタン (［構成パラメータ (Configuration Parameter)］テーブルの
先頭に表示) をクリックします。
アプライアンスに次のメッセージが表示されます。
Are you sure you want to delete the configuration parameter?

5

［はい (Yes)］をクリックして続行します。
削除された構成パラメータが［構成パラメータ (Configuration Parameter)］テーブ
ルから表示されなくなります。

p.231 の 「設定 (Settings) > 認証 (Authentication) > サーバーの構成 (Server
Configuration)」 を参照してください。

LDAP の構成パラメータの追加
新しい LDAP サーバーを構成するときは、追加またはインポートした構成パラメータが
［構成パラメータ (Configuration Parameter)］テーブル (［サーバーの構成 (Server
Configuration］タブ内) に表示されます。 次の手順は、LDAP の構成パラメータを追加
する方法を説明しています。
構成パラメータを追加するには:

1

NetBackup アプライアンス Web コンソールにログインします。

2

［設定 (Settings)］ > ［認証 (Authentication)］ > ［サーバーの構成 (Server
Configuration)］をクリックします。
アプライアンスの［LDAP 認証 (LDAP Authentication)］タブに、［構成パラメータ
(Configuration Parameter)］テーブル内の構成済み LDAP サーバーの詳細が表
示されます。
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3

［追加 (Add)］ボタン (［構成パラメータ (Configuration Parameter)］テーブルの先
頭に表示) をクリックします。
アプライアンスの［構成パラメータ (Configuration Parameter)］テーブルに新しい行
が表示されます。［更新 (Update)］ボタンと［キャンセル (Cancel)］ボタンが利用でき
ます。

4

［名前 (Name)］フィールドに、新しい構成パラメータの名前を入力します。

5

［値 (Value)］フィールドに構成パラメータの値を入力します。

6

［更新 (Update)］をクリックします。
新しい構成パラメータが［構成パラメータ (Configuration Parameter)］テーブルに
追加されます。

p.231 の 「設定 (Settings) > 認証 (Authentication) > サーバーの構成 (Server
Configuration)」 を参照してください。

LDAP の属性マップの追加
新しい LDAP サーバーを設定するとき、その属性マッピングが追加またはインポートさ
れ、［属性マッピング (Attribute Mapping)］テーブル (［サーバーの構成 (Server
Configuration)］タブ内) に表示されます。次に、LDAP サーバーに新しい属性マッピン
グを追加する手順を説明します。
属性マッピングを追加するには:

1

NetBackup アプライアンス Web コンソールにログインします。

2

［設定 (Settings)］ > ［認証 (Authentication)］ > ［サーバーの構成 (Server
Configuration)］をクリックします。
アプライアンスの［サーバーの構成 (Server Configuration)］タブに、［属性マッピン
グ (Attribute Mapping)］テーブルの中の構成済み LDAP サーバーに関する詳細
が表示されます。

3

［属性マッピング (Attribute Mapping)］テーブルの先頭に表示される［追加 (Add)］
ボタンをクリックします。
アプライアンスの［属性マッピング (Attribute Mapping)］テーブルに新しい行が表示
され、［更新 (Update)］］ボタンと［［キャンセル (Cancel)］］ボタンが利用できます。

4

マッピングの種類を［マップタイプ (Map Type)］フィールドに入力します。

5

［NSS 値 (NSS Value)］フィールドに NSS 値を入力します。

6

［LDAP 値 (LDAP Value)］フィールドに属性の LDAP 値を入力します。

7

［更新 (Update)］をクリックします。
新しい属性マッピングが［属性マッピング (Attribute Mapping)］テーブルに追加され
ます。
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p.231 の 「設定 (Settings) > 認証 (Authentication) > サーバーの構成 (Server
Configuration)」 を参照してください。

LDAP の属性マップの削除
新しい LDAP サーバーを設定するとき、その属性マッピングが追加またはインポートさ
れ、［属性マッピング (Attribute Mapping)］テーブル (［サーバーの構成 (Server
Configuration) タブ内) に表示されます。次の手順では、LDAP サーバーの属性マップ
を削除する手順について説明します。
属性マップを削除するには:

1

NetBackup アプライアンス Web コンソールにログインします。

2

［設定 (Settings)］ > ［認証 (Authentication)］ > ［サーバーの構成 (Server
Configuration)］をクリックします。
アプライアンスの［サーバーの構成 (Server Configuration)］タブに、［属性マッピン
グ (Attribute Mapping)］テーブルの中の構成済み LDAP サーバーに関する詳細
が表示されます。

3

［属性マッピング (Attribute Mapping)］テーブルで削除する属性マップを選択しま
す。

4

［削除 (Delete)］ボタン (［属性マッピング (Attribute Mapping)］テーブルの上部に
表示される) をクリックします。
アプライアンスに次のメッセージが表示されます。
Are you sure you want to delete the configuration parameter?

5

［はい (Yes)］をクリックして続行します。
削除された属性マッピングが属性マッピング (Attribute Mapping)テーブルに表示
されなくなります。

p.231 の 「設定 (Settings) > 認証 (Authentication) > サーバーの構成 (Server
Configuration)」 を参照してください。

設定 (Settings) > 認証 (Authentication) > ユーザー管理 (User
Management)
NetBackup Appliance では、［ユーザー管理 (User Management)］タブを使って、次の
種類のユーザーとユーザーグループを追加できます。
■

ローカルユーザー

■

LDAP ユーザーとユーザーグループ

■

Active Directory ユーザーとユーザーグループ
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［ユーザー管理 (User Management)］タブで、1 つのグループに属しているすべての
ユーザーを展開して表示できます。
NetBackup Appliance では、ユーザーとユーザーグループに次の権限を付与したり、取
り消したりできます。
■

ローカルユーザー、LDAP ユーザー、AD ユーザーに管理者権限を付与する。

■

LDAP ユーザーグループと AD ユーザーグループに管理者権限を付与する。

■

LDAP ユーザーと AD ユーザーに NetBackup CLI ユーザー権限を付与する。

■

LDAP ユーザーグループと AD ユーザーグループに NetBackup CLI ユーザー権
限を付与する。

■

ローカルユーザー、LDAP ユーザー、AD ユーザーの管理者権限を取り消す。

■

LDAP ユーザーグループと AD ユーザーグループの管理者権限を取り消す。

■

LDAP ユーザーと AD ユーザーの NetBackup CLI ユーザー権限を取り消す。

■

LDAP ユーザーグループと AD ユーザーグループの NetBackup CLI ユーザー権
限を取り消す。

［ユーザー管理 (User Management)］タブには、［設定 (Settings)］ > ［認証
(Authentication)］ > ［ユーザー管理 (User Management)］ メニューを使ってアクセスで
きます。このセクションでは、［ユーザー管理 (User Management)］タブを使って実行で
きるタスクの概要を示します。

［ユーザー管理 (User Management)］タブを使ったユーザーの追
加
次の手順では、新しいユーザーを追加する方法について説明します。
メモ: Active Directory ユーザーは、NetBackup Appliance シェルメニューを使ってのみ
追加できます。 詳しくは、『Symantec NetBackup Appliance コマンドリファレンスガイド』
の Settings > Security > Authorization コマンドを参照してください。
新しいユーザーを追加するには:

1

NetBackup アプライアンス Web コンソールにログインします。

2

［設定 (Settings)］>［認証 (Authentication)］>［ユーザー管理 (User Management)］
タブをクリックします。
アプライアンスに［ユーザー管理 (User Management)］タブが表示されます。
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3

［ユーザーを追加 (Add User)］リンク (［ユーザー管理 (User Mangement)］タブの
端に表示される) をクリックします。
アプライアンスに［ユーザーを追加 (Add User)］というポップアップフィールドが表示
されます。

4

［ユーザータイプ (User Type)］ドロップダウンリストからユーザーの種類を選択しま
す。このドロップダウンリストには、次のオプションが表示されます。
■

［ローカル (Local)］ -アプライアンスのデータベースにユーザーを追加する場合
に、このオプションを選択します。

■

［LDAP］ - アプライアンスで構成済みの LDAP サーバー上に、すでに存在して
いるユーザーを登録には、このオプションを選択します。

メモ: アプライアンスに LDAP ユーザーを登録しない場合、そのユーザーはアプライ
アンスにアクセスできません。

5

［ユーザー名 (User Name)］フィールドにユーザーの名前を入力します。

6

［ローカル (Local)］ユーザー形式を［ユーザー形式 (User Type)］ドロップダウンリス
トから選択した場合、［パスワード (Password)］フィールドに新しいユーザーのパス
ワードを入力します。有効なパスワードには、以下を含める必要があります。
■

8 文字以上

■

少なくとも 1 つの小文字

■

少なくとも 1 つの数字（0 から 9）

大文字と特殊文字を含めることはできますが、必須ではありません。
次に、パスワードの制限について説明します。
■

辞書に記載されている単語は弱いパスワードと見なされ、受け入れられません。

■

最近使った 7 つのパスワードは再利用できません。以前のパスワードに類似す
る新しいパスワードも使用できません。

ユーザーと新しいユーザーはパスワードを［設定 (Settings)］>［パスワード
(Password)］>［パスワード管理 (Password Management)］ページで後で変更で
きます。

7

［パスワードの確認 (Confirm Password)］フィールドにパスワードを再入力します。
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8

［保存 (Save)］をクリックします。
アプライアンスに新しいユーザーが追加され、次のメッセージが表示されます。
User added successfully.

9

［OK］をクリックして続行します。
新しいユーザーが［ユーザー管理 (User Management)］タブのユーザーリストに追
加されます。

p.242 の 「設定 (Settings) > 認証 (Authentication) > ユーザー管理 (User Management)」
を参照してください。

ユーザー管理タブを使ったユーザーの削除
LDAP または Active Directory からユーザーを削除する前に、NetBackup Appliance
からユーザーを必ず削除してください。 ユーザーが LDAP ディレクトリから削除された場
合 (アプライアンスがログインを許可するユーザーのリストからは削除されていない)、その
ユーザーが LDAP の認可済みユーザーとしてリストに登録されている場合でも、そのユー
ザーはログインできません。 そのため、このユーザーはセキュリティ上の脅威を与えませ
ん。
次に示すこの手順で、既存のユーザーを削除する方法を説明します。
メモ: Active Directory ユーザーは、NetBackup Appliance シェルメニューを使ってのみ
削除できます。 詳しくは、『Symantec NetBackup Appliance コマンドリファレンスガイド』
の Settings > Security > Authorization コマンドを参照してください。
既存のユーザーを削除するには:

1

NetBackup アプライアンス Web コンソールにログインします。

2

［設定 (Settings)］>［認証 (Authentication)］>［ユーザー管理 (User Management)］
タブをクリックします。
アプライアンスに［ユーザー管理 (User Management)］タブが表示されます。

3

削除するユーザーを選択します。
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4

［ユーザーの削除 (Delete User)］リンク (［ユーザー管理 (User Management)］タ
ブの端に表示される) をクリックします。
アプライアンスに次のメッセージが表示されます。
User Deleted Successfully

5

［OK］をクリックして続行します。
選択したユーザーが削除され、［ユーザー管理 (User Management)］タブに表示
されなくなります。

p.242 の 「設定 (Settings) > 認証 (Authentication) > ユーザー管理 (User Management)」
を参照してください。

［ユーザー管理 (User Management)］タブを使ったユーザーグルー
プの追加
この手順では、新しいユーザーグループの追加方法について説明します。
メモ: Active Directory ユーザーグループは、NetBackup Appliance シェルメニューを
使ってのみ追加できます。 詳しくは、『Symantec NetBackup Appliance コマンドリファ
レンスガイド』の Settings > Security > Authorization コマンドを参照してくださ
い。
ユーザーグループを追加するには:

1

NetBackup アプライアンス Web コンソールにログインします。

2

［設定 (Settings)］>［認証 (Authentication)］>［ユーザー管理 (User Management)］
タブをクリックします。
アプライアンスに［ユーザー管理 (User Management)］タブが表示されます。

3

［グループを追加 (Add Group)］リンク (［ユーザー管理 (User Management)］の端)
をクリックします。
アプライアンスに［グループを追加 (Add Group)］ポップアップフィールドが表示され
ます。

4

［グループ名 (Group Name)］フィールドにユーザーグループの名前を入力します。
メモ: LDAP ユーザーグループをアプライアンスに登録しないと、そのユーザーグ
ループに属しているユーザーはアプライアンスにアクセスできません。
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5

［保存 (Save)］をクリックします。
アプライアンスに新しいユーザーグループが追加され、次のメッセージが表示されま
す。
Group Added Successfully

6

［OK］をクリックして続行します。
ユーザーグループが［ユーザー管理 (User Management)］タブのユーザーとユー
ザーグループのリストに追加されます。

p.242 の 「設定 (Settings) > 認証 (Authentication) > ユーザー管理 (User Management)」
を参照してください。

［ユーザー管理 (User Management)］タブを使ったユーザーグルー
プの削除
次の手順で、既存のユーザーグループを削除する方法を説明します。
メモ: Active Directory ユーザーグループは、NetBackup Appliance シェルメニューを
使ってのみ削除できます。 詳しくは、『Symantec NetBackup Appliance コマンドリファ
レンスガイド』の Settings > Security > Authorization コマンドを参照してくださ
い。
ユーザーグループを削除するには:

1

NetBackup アプライアンス Web コンソールにログインします。

2

［設定 (Settings)］>［認証 (Authentication)］>［ユーザー管理 (User Management)］
タブをクリックします。
アプライアンスに［ユーザー管理 (User Management)］タブが表示されます。

3

削除する必要のあるユーザーグループを選択します。

4

［ユーザーの削除 (Delete User)］リンク (［ユーザー管理 (User Management)］タ
ブの端に表示される) をクリックします。
アプライアンスに次のメッセージが表示されます。
Group Deleted Successfully

5

［OK］をクリックして、選択したユーザーグループを削除します。
選択されたユーザーループが削除され、［ユーザー管理 (User Management)］タ
ブに表示されなくなります。
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p.242 の 「設定 (Settings) > 認証 (Authentication) > ユーザー管理 (User Management)」
を参照してください。

ユーザーとユーザーグループへの権限の付与
次の手順は、ユーザーとユーザーグループに管理者権限を付与する方法について説明
しています。
管理者権限を付与するには:

1

NetBackup アプライアンス Web コンソールにログインします。

2

［設定 (Settings)］>［認証 (Authentication)］>［ユーザー管理 (User Management)］
タブをクリックします。
アプライアンスに［ユーザー管理 (User Management)］タブが表示されます。

3

［NoRole］ (［Role］列に表示される) を持つユーザーグループかユーザーを選択し
ます。

4

［権限を付与 (Grant Permission)］リンク (［ユーザー管理 (User Management)］タ
ブの端) をクリックします。
アプライアンスに［権限の付与 (Grant Permissions)］ダイアログボックスが表示され
ます。
■

［NetBackup Appliance 管理者 (NetBackup Appliance Administrator)］オプ
ションを選択して、選択したユーザーに管理者権限を付与します。

■

［NetBackup CLI］オプションを選択して、選択したユーザーに NetBackup CLI
ユーザー権限を付与します。
メモ: NetBackup CLI ユーザー権限は、LDAP と AD のユーザーとユーザーグ
ループだけに追加できます。

5

［OK］をクリックして続行します。
［管理者 (Administrator)］または［NetBackup CLI user (NetBackup CLI ユーザー)］
という文字が、選択されたユーザーの［役割 (Role)］］列に表示されます。

p.242 の 「設定 (Settings) > 認証 (Authentication) > ユーザー管理 (User Management)」
を参照してください。

ユーザーとユーザーグループの権限取り消し
次の手順では、ユーザーとユーザーグループに割り当てられた権限を取り消す方法につ
いて説明します。
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権限を取り消すには

1

NetBackup アプライアンス Web コンソールにログインします。

2

［設定 (Settings)］>［認証 (Authentication)］>［ユーザー管理 (User Management)］
タブをクリックします。
アプライアンスに［ユーザー管理 (User Management)］タブが表示されます。

3

［ロール (Role)］列に［管理者 (Administrator)］または［NetBackup CLI ユーザー
(NetBackup CLI user)］と表示されているユーザーまたはユーザーグループを選択
します。

4

［権限を取り消す (Revoke Permission)］リンク (［ユーザー管理 (User
Management)］タブの端) をクリックします。
アプライアンスに次のメッセージが表示されます。
User Un-authorized Successfully

5

［OK］をクリックして続行します。
［NoRole］という文字が、選択したユーザーの［Role］列に表示されます。これで、こ
のユーザーが管理者ユーザーとしてアプライアンスにログインできないようになりまし
た。

p.242 の 「設定 (Settings) > 認証 (Authentication) > ユーザー管理 (User Management)」
を参照してください。

［設定 (Settigns)］>［パスワード管理 (Password
Management)］
初期構成後、［設定 (Settings)］ > ［パスワード (Password)］ > ［パスワード管理
(Password Management)］ページから、アプライアンスのユーザーパスワードを変更で
きます。
メモ: シマンテック社は、最大のセキュリティを確保するために、パスワードを変更する定
期スケジュールを設定し、安全な場所にすべてのパスワードの記録を保持することを推
奨します。
ここでパスワードを変更すると、CLI で使うことができるようにパスワードも更新されます。
CLI からこのパスワードを変更した場合、新しいパスワードは、アプライアンスのユーザー
インターフェースへのログオンにも使われます。
表 5-17 では、［パスワード管理 (Password Management)］ページのデータ入力フィー
ルドについて説明します。
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表 5-17

管理者パスワード変更のデータ入力フィールド

フィールド

説明

ユーザー名 (User Name)

現在のユーザー名を入力します。

古いパスワード (Old Password)

現在のパスワードを入力します。
現在のパスワードが出荷時のデフォルトパスワードの場合、
P@ssw0rd と入力します。

新しいパスワード (New Password) 新しいパスワードを入力します。
有効なパスワードには、以下を含める必要があります。
■

8 文字以上

■

少なくとも 1 つの小文字

■

少なくとも 1 つの数字（0 から 9）

大文字と特殊文字を含めることはできますが、必須ではあり
ません。
次に、パスワードの制限について説明します。
■

■

辞書に記載されている単語は弱いパスワードと見なさ
れ、受け入れられません。
最近使った 7 つのパスワードは再利用できません。以
前のパスワードに類似する新しいパスワードも使用でき
ません。

新しいパスワードの確認 (Confirm
New Password)

確認のために新しいパスワードを再入力します。

パスワードをリセット (Reset
Password)

パスワード変更をコミットするには、この項目をクリックします。

フィールドをクリア (Clear Fields)

すべてのフィールドからデータを削除し、入力をやり直す場
合は、この項目をクリックします。

シェルメニューの下で Main > Settings > Password コマンドを使って、パスワードの
設定を構成することもできます。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。
p.189 の 「アプライアンス設定の変更について」 を参照してください。
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止
この章では以下の項目について説明しています。
■

NetBackup 52xx アプライアンスの使用停止概要

■

NetBackup 52xx マスターアプライアンスの使用停止

■

NetBackup 52xx メディアアプライアンスの使用停止

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

アプライアンスに問題があり、出荷時の設定にリセットする必要がある

■

アプライアンスにハードウェアの問題があり、交換する必要がある

■

アプライアンスが不要になった (バックアップ環境の小型化)

■

アプライアンスをネットワークドメインから取り除いて修復する必要がある

■

アプライアンスがサポートされなくなり、交換する必要がある

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

1

マスターアプライアンスで SSH セッションを開きます。

2

admin としてログオンします。

3

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

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

1

マスターアプライアンスで SSH セッションを開きます。

2

admin としてログオンします。
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3

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

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

4

Yes と入力してこのアプライアンスの削除を確定します。

5

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

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

6

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

7

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

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

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

バーアプライアンスです。

9

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

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

アプライアンス診断センターでのアプライアンスのトラブルシューティングとチューニン
グ

■

Support コマンドの使用によるログファイルの表示

■

Browse コマンドを使った NetBackup Appliance のログファイルの検索

■

パスワードのリカバリについて

■

ディザスタリカバリについて

■

DataCollect コマンドを使ったデバイスログの収集

アプライアンス診断センターでのアプライアンスのトラブ
ルシューティングとチューニング
アプライアンス診断センターで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ます。
それぞれのウィザードで特定の診断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。これらのウィザードには、NetBackup ア
プライアンス Web コンソールの［アプライアンス診断センター (Appliance Diagnostics
Center)］アイコンをクリックしてアクセスできます。このアイコンは NetBackup アプライア
ンス Web コンソールの右上にあり、次のように表示されます。

このアイコンをクリックすると、［アプライアンス診断センター (Appliance Diagnostics
Center)］ページが表示され、［利用可能 (Available)］タブと［実行中のウィザードジョブ
(Running Wizard Jobs)］タブが示されます。このページを閉じると、NetBackup アプラ
イアンス Web コンソールに戻ります。
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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 7-1 に、［利用可能 (Available)］タブのサンプルビューを示します。
図 7-1

［利用可能 (Available)］タブ

［実行中のウィザードジョブ (Running Wizard Jobs)］タブには、開始されたが完了して
いないウィザードが一覧表示されます。ウィザードを (閉じるボタンを使って) 完了せずに
閉じたり、未完了のままにすると、そのウィザードは［実行中のウィザードジョブ (Running
Wizard Jobs)］タブの下に一覧表示されます。［再開 (Resume)］列または［削除 (Delete)］
列のアイコンをそれぞれクリックして、これらのアクティブなウィザードを再開または削除で
きます。
図 7-2 に、［実行中のウィザードジョブ (Running Wizard Jobs)］タブのサンプルビュー
を示します。
図 7-2

［実行中のウィザードジョブ (Running Wizard Jobs)］タブ

［利用可能 (Available)］タブからウィザードを実行するには、次の操作を実行します。
［コールホームの機能を
テストする (Test Call
Home functionality)］の
クリック

このウィザードを使ってコールホームのエラーをトラブルシューティングし
ます。コールホームが有効かどうか、コールホームプロキシサーバー (プ
ロキシーサーバー) が有効かどうか、アプライアンス、プロキシサーバー、
およびシマンテック社のコールホームサーバーが通信できるかどうかを
調べます。
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［ディスク構成を確認
このウィザードを使って、ディスクストレージの問題、チューニング、可用
(Check Disk
性をトラブルシューティングします。ウィザードは AdvancedDisk などの
Configuration)］のクリッ ストレージパーティションを調べて、次を実行します。
ク
■ ストレージパスがマウントされているかどうかを調べます。ストレージパ
スがマウントされていなければ、マウントできます。
■ ディスクプールとディスクボリュームが起動して実行中であるかどうか
を調べます。実行されていない場合は、ディスクプールとディスクボ
リュームをリセットできます。
■ PureDisk サービスが起動して実行中であるかどうかを調べます。実
行されていない場合、これらのサービスを開始できます。
［ログファイルを収集
このウィザードを使ってアプライアンスからログファイルを収集します。
(Collect Log files)］のク
ウィザードを使って、NetBackup、アプライアンス、オペレーティングシス
リック
テム、PureDisk、GUI、NetBackup サポートユーティリティ (NBSU)、
DataCollect などさまざまな形式のログファイルを収集できます。
NetBackup のログの収集には数分かかることがあります。
表 7-1 に、ウィザードによって収集されるログファイルの詳細を示します。
ログファイルは、受信者に電子メールで送信するか、コンピュータにダウ
ンロードするか、シマンテック社のサポートにアップロードすることができ
ます。
ログファイルを電子メールで送信する場合は、次の点を確認してくださ
い。
■

■

ログに電子メールを送信できるように SMTP を構成する必要があり
ます。NetBackup アプライアンス Web コンソールの［設定 (Settings)］
> ［通知 (Notification)］ > ［警告の構成 (Alert Configuration)］で
SMTP を構成できます。
ログを電子メールで送信するには、収集されるログのサイズを 10 MB
以下にする必要があります。

［ハードウェアの健全性 このウィザードを使って環境のハードウェアの健全性チェックを実行しま
をチェックする (Perform す。このウィザードでは、CPU、ディスク、ファン、RAID などのハードウェ
a hardware health
アコンポーネントが問題なく動作しているかを確認できます。
check)］のクリック
［ネットワークの問題をテ
ストし診断する (Test
and diagnose network
issues)］のクリック

このウィザードを使って、アプライアンスとマスターサーバー、メディアサー
バー、ストレージサーバー、クライアントとのネットワーク接続を調べます。
このウィザードでは、ネットワーク関連の問題をすばやくテストし、診断で
きます。

表 7-1 に、ログファイルを収集ウィザードによって収集されるログファイルを示します。ロ
グは、指定したログ形式に基づいて収集されます。NetBackup ログを収集する場合は、
ログを収集する時間枠を指定することもできます。
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ログファイルを収集ウィザードによって収集されるログファイル

表 7-1
ログ形式

収集される内容

NetBackup

NetBackup ログコピーツール (nbcplogs) によって作成されるログです。 次の
ログを含みます。
■

NetBackup レガシーログ

■

NetBackup VxUL (統合) ログ

■

NetBackup OpsCenter ログ

■

NetBackup PureDisk ログ

■

Windows イベントログ (アプリケーション、システム、セキュリティ)

■

PBX ログ

■

NetBackup データベースログ

■

NetBackup データベースエラーログ

■

NetBackup データベース trylogs

■

Vault セッションログ

■

Volume Manager デバッグログ

■

VxMS ログ (有効になっている場合)

メモ: レガシーログと vxlogs は、指定の時間枠に基づいて収集されます。
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ログ形式

収集される内容

アプライアンス

アップグレード、ハードウェア、イベントログなどを含んでいるアプライアンスログで
す。次のアプライアンスログを収集します。
■

hostchange.log、selftest_report*

■

CallhomeDataGather ユーティリティによって作成されるログ。

■

config_nb_factory.log、iso_postinstall.log、sf.log

■

patch_*、upgrade_* logs

■

NetBackup Appliance VxUL（統合）ログには、次のものが含まれます。
■ All
■

CallHome

■

Checkpoint

■

Common

■

Config

■

Database

■

Hardware

■

HWMonitor

■

Network

■

RAID

■

Seeding

■

SelfTest

■

Storage

■

SWUpdate

■

Commands

■

CrossHost

■

Trace

メモ: NNetBackup Appliance 統合ログは、nbpern や nbjm などの
NetBackup 統合ログとは異なります。NetBackup Appliance には独自のロ
グファイルのセットがあります。NetBackup 統合ログを収集するには、［ログ
ファイルを収集 (Collect Log files)］ウィザードで［NetBackup］を選択します。
オペレーティン 次を含むオペレーティングシステムのログです。
グシステム
■ boot.log
■

boot.msg

■

boot.omsg

■

messages
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ログ形式

収集される内容

重複排除 (メ
ディアサーバー
重複排除プー
ルまたは
PureDisk)

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は、次のディレ
クトリ以下に収集されます。
<DIR> PD
■

/var/log/puredisk

■

/disk/log

NetBackup ア NetBackup アプライアンス Web コンソールログ関連のすべてのログは、次のディ
プライアンス
レクトリ以下に収集されます。
Web コンソー
/log/webgui
ル
NetBackup サ NetBackup とオペレーティングシステムについての診断情報です。
ポートユーティ
リティ (nbsu)
DataCollect

ハードウェアとストレージデバイスのログです。 DataCollect ユーティリティに
よって作成されたログが収集されます。

Support コマンドの使用によるログファイルの表示
次のセクションを使ってログファイルの情報を表示できます。
Support > Logs > Browse コマンドを使用してログを表示する方法

1

NetBackup Appliance のシェルメニューで Main_Menu > Support > Logs によっ
て参照モードに入り、次に Browse コマンドを実行します。LOGROOT/> プロンプトが
表示されます。

2

アプライアンスの利用可能なログディレクトリを表示するには、LOGROOT/> プロンプ
トで ls と入力します。

3

いずれかのログディレクトリで利用可能なログファイルを参照するには、cd コマンド
を使って、選択するログディレクトリにディレクトリを変更します。プロンプトが現在の
ディレクトリを示すように変わります。たとえば、ディレクトリを GUI ディレクトリに変更
した場合、プロンプトは LOGROOT/GUI/> と表示されます。そのプロンプトから ls コ
マンドを使うと、GUI ログディレクトリの利用可能なログファイルを表示できます。

4

ファイルを表示するには、less <FILE> または tail <FILE> コマンドを使います。
ファイルは <FILE> で、ディレクトリは <DIR> でマーク付けされます。

p.262 の 「Browse コマンドを使った NetBackup Appliance のログファイルの検索」 を参
照してください。

260

第 7 章 トラブルシューティング
Support コマンドの使用によるログファイルの表示

Support > Logs コマンドを使用して NetBackup Appliance 統合 (VxUL) ログを表示す

る方法

1

Support > Logs > VXLogView コマンドを使用して、NetBackup Appliance 統合

(VxUL) ログを表示できます。コマンドをシェルメニューに入力し、次のオプションの
うちいずれかを使用します。
■

Logs VXLogView JobID job_id

特定のジョブ ID に関するデバッグ情報の表示に使用します。
■

Logs VXLogView Minutes minutes_ago

特定の時間枠に関するデバッグ情報の表示に使用します。
■

Logs VXLogView Module module_name

特定のモジュールに関するデバッグ情報の表示に使用します。 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。

2

必要に応じて、Main > Support > Share Open コマンドを使って統合ログをコ
ピーできます。 デスクトップを使ってログのマップ、共有、コピーを行います。

メモ: NNetBackup Appliance 統合ログは、nbpern や nbjm などの NetBackup 統合ロ
グとは異なります。NetBackup Appliance には独自のログファイルのセットがあります。
NetBackup 統合ログを収集するには、ログファイルを収集ウィザードを使用して
［NetBackup］を選択します。
p.255 の 「アプライアンス診断センターでのアプライアンスのトラブルシューティングとチュー
ニング」 を参照してください。
また、Main_Menu > Support > Logs コマンドを使って次のことを実行することもできま
す。
■

シマンテック社のテクニカルサポートにログファイルをアップロードする

■

ログレベルを設定する

■

CIFS 共有と NFS 共有をエクスポートまたは削除する

メモ: 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。
上記のコマンドを使う方法について詳しくは『NetBackup Appliance コマンドリファレンス
ガイド』を参照してください。
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Browse コマンドを使った NetBackup Appliance のログ
ファイルの検索
表 7-2 は、Support > Logs > Browse コマンドを実行することで、アクセス可能なログ
とログディレクトリの場所を提供します。
表 7-2

NetBackup Appliance ログファイルの場所

NetBackup Appliance ログ

ログファイルの場所

NetBackup Appliance の構成ログ

<DIR> APPLIANCE
config_nb_factory.log

NetBackup アプライアンスのセルフテストレポー <DIR> APPLIANCE
ト
selftest_report
NetBackup アプライアンスのホスト変更ログ

<DIR> APPLIANCE
hostchange.log

NetBackup ログ、Volume Manager ログ、
<DIR> NBU
openv ディレクトリに含まれている NetBackup
■ <DIR> netbackup
ログ
■ <DIR> openv
■

<DIR> volmgr

NetBackup Appliance のオペレーティングシス <DIR> OS
テム (OS) インストールログ
boot.log
boot.msg
boot.omsg
messages
NetBackup 重複排除（PDDE）構成スクリプトの <DIR> PD
ログ
pdde-config.log
NetBackup 管理 Web ユーザーインターフェー <DIR> WEBGUI
スログと NetBackup Web サーバーログ
■ <DIR> gui
■

NetBackup アプライアンスのデバイスログ

<DIR> webserver

/tmp/DataCollect.zip
Main > Support > Logs > Share Open
コマンドを使うと、DataCollect.zip をローカ
ルフォルダにコピーできます。
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パスワードのリカバリについて
シマンテック社は管理者 (admin) パスワードをリカバリする必要がある状況があることを
理解します。たとえば、パスワードを保守する従業員が退職したり、パスワードを紛失した
り忘れたりすることがあります。
これらの状況のうちのいずれかが起きた場合は、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。

ディザスタリカバリについて
多数の状況により致命的な状態が引き起こされ、ディザスタリカバリが必要になることがあ
ります。ディザスタリカバリの状況では、障害の原因を特定し、可能なかぎり多くのデータ
をアプライアンスからリカバリすることが重要です。したがって、アプライアンスのリカバリを
試みる前に、シマンテック社テクニカルサポートに問い合わせてください。
アプライアンスに関して構成した環境は達成できるリカバリのレベルにおいて重要な役割
を担います。スタンドアロンプライマリ (マスターサーバー) アプライアンスから成る環境は
最小限のリカバリソリューションを提供します。アプライアンスがダウンするほど重大なエ
ラーは、システムのデータをリカバリできないことを意味する可能性があります。シマンテッ
ク社のサポートエンジニアはアプライアンスをリカバリできるかどうか判断するために協力
します。アプライアンスがリカバリできない場合には、アプライアンスの再構築を提案する
ことがあります。そのオプションが実行可能でない場合、アプライアンスを完全に交換す
る必要があることもあります。
ただし、1 つ以上のセカンダリアプライアンスが構成されているか、またはテープストレー
ジユニットが構成されているアプライアンスでは、データをリカバリできる可能性が大幅に
高まります。
また、アプライアンス間で自動イメージレプリケーションを構成することもできます。
p.183 の 「アプライアンス間の自動イメージレプリケーションについて」 を参照してくださ
い。
シマンテック社はアプライアンスを運用する前に NetBackup のマニュアル内から次のセ
クションを見直すことを推奨します。
■

『Symantec NetBackup 管理者ガイド Vol. 1』
■

セクション 4 の「バックアップの構成」では、次のトピックを見直してください。
-「NetBackup カタログの保護」
http://www.symantec.com/docs/HOWTO68036
http://www.symantec.com/docs/HOWTO33415
-「NetBackup カタログバックアップを正常に行うための方針」
http://www.symantec.com/docs/HOWTO34437
http://www.symantec.com/docs/HOWTO33393
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■

■

セクション 4 の「バックアップの構成」では、「バックアップとスナップショットのポリ
シーの作成」のトピックを見直してください。
このトピックでは、アプライアンスのディザスタリカバリ計画を決定できるように、バッ
クアップポリシーの機能と原則を説明します。

■

セクション 3 のトピック「ストレージの構成」を見直してください。

『Symantec NetBackup トラブルシューティングガイド』

DataCollect コマンドを使ったデバイスログの収集
Main > Support シェルメニューから DataCollect コマンドを使ってデバイスログを収

集できます。これらのデバイスログをシマンテック社のサポートチームと共有することで、
デバイス関連の問題を解決できます。
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

DataCollect コマンドを使ってデバイスログを収集する方法

1

NetBackup Appliance の管理シェルメニューにログオンします。

2

サポートメニューを開きます。サポートメニューを開くには、次のコマンドを使います。
Main > Support

アプライアンスは、サポートメニューのすべてのサブタスクを表示します。
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3

ストレージデバイスのログを収集するには、DataCollect コマンドを入力します。
アプライアンスが次の手順を開始します。
appliance123.Support > DataCollect
Gathering
Gathering
Gathering
Gathering
Gathering
Gathering
Gathering
Gathering
Gathering
Gathering
Gathering
Gathering
Gathering
Gathering
Gathering
Gathering
Gathering
Gathering
Gathering
Gathering
Gathering
Gathering
Gathering
Gathering

release information
dmidecode logs
ipmitool sel list logs
fwtermlog logs
AdpEventLog logs
smartctl logs
disk performance logs
ipmiutil command output
cpu information
memory information
sdr logs
adpallinfo logs
encinfo logs
cfgdsply logs
ldpdinfo logs
pdlist logs
fru logs
adpbbucmd logs
os logs
adpalilog logs
dfinfo logs
vxprint logs
Test Hardware logs
patch logs

All logs have been collected in /tmp/DataCollect.zip
Log file can be collected from the appliance shared folder
- ¥¥appliance123¥logs¥APPLIANCE
Share can be opened using Main->Support->Logs->Share Open
=======================End of DataCollect==================
All logs have been collected in /tmp/DataCollect.zip

アプライアンスは /tmp/DataCollect.zip ファイルにデバイスログを生成します。
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4

Main > Support > Logs > Share Open コマンドを使って、DataCollect.zip

をローカルフォルダにコピーします。

5

問題を解決するために、シマンテック社のサポートチームに DataCollect.zip ファ
イルを送信できます。
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8
NetBackup Appliance の再
構成
この章では以下の項目について説明しています。
■

NetBackup Appliance の再設定について

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

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

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

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

■

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

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

ネットワーク構成:
■

ネットワークインターフェース

■

IP アドレス

■

サブネットマスク

■

ゲートウェイ

■

ネットワーク名
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■

ホストの構成:
■

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

■

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

■

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

■

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

■

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

ストレージプールのサイズ

■

ディスクプール名

■

ストレージユニット名

p.269 の 「USB ドライブから NetBackup アプライアンスを再イメージングする」 を参照し
てください。
p.282 の 「NetBackup Appliance シェルメニューを使用した USB ドライブからの 52xx
マスターサーバーアプライアンスの再構成」 を参照してください。
p.291 の 「NetBackup Appliance シェルメニューを使用した USB ドライブからの 52xx メ
ディアサーバーアプライアンスの再構成」 を参照してください。

USB ドライブから NetBackup アプライアンスを再イメージングする
次に、メディアサーバーアプライアンスに新しいイメージをインストールするために必要な
手順を説明します。バックアップデータを保存する場合、アプライアンスのシェルメニュー
を使用して次の手順を実行してください。
USB ドライブからアプライアンスを再イメージングする方法

1

アプライアンスにログインできない場合は、USB ドライブをアプライアンスに挿入し、
アプライアンスをオンにしてから、手順 4 に進みます。
アプライアンスにログインしてアプライアンスのシェルメニューにアクセスできる場合
は、次の手順を使って IPsec クレデンシャルをリモートドライブにエクスポート (コ
ピー) して移動してから、手順 2 に進みます。
■

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

■

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

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

■

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

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

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

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

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

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

2

再イメージングするメディアサーバーアプライアンスの、アプライアンス USB ポート
に USB ドライブを挿入します。

3

再構成しているアプライアンスのリモート管理ポートを企業ネットワークに接続し、以
下の操作を行います。
■

メディアサーバーアプライアンスのリモート管理ポートを企業ネットワークに接続
します。
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■

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

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

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

［コンソールの起動 (Launch Console)］をクリックします。この手順により、メディア
サーバーアプライアンスの監視と制御がリモートで行える、JViewer アプリケーショ
ンが起動します。
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5

6

シマンテック社のリモート管理ツールインターフェースから、［サーバー電源管理
(Server Power Control)］を選択します。 Web ページで次の操作を実行します。
■

［Reset Server］ラジオボタンを選択します。

■

［Force-enter BIOS Setup］チェックボックスにチェックマークを付けてください。

■

［アクションを実行 (Perform Action)］をクリックします。

JViewer のアプリケーションウィンドウで、F6 キーを押します。 この操作により、メディ
アサーバーアプライアンスの BIOS が表示されます。
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7

USB ドライブを選択して ESC キーを押すと、実行するインストールの種類を選択で
きる画面が表示されます。NetBackup Appliance の完全インストールまたは、クライ
アントパッケージのインストールを行わないより小さいバージョンのインストールを選
択できます。
選択し、Enter キーを押して再イメージング操作を始めます。
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8

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

9

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

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

CIFS 共有 ¥¥<appliance-name>¥incoming¥patches と NFS 共有
<appliance-name>:/inst/patch/incoming が、このアプライアンス上で開
きます。
■

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

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

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

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

■

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

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

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

■

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

10 次のコマンドを 2 回入力して、メインメニューに戻ります。
Return
Return

11 メインメニューに戻ったことを確認します。
次のトピックに移動し、特定の NetBackup Appliance を再構成してください。
p.282 の 「NetBackup Appliance シェルメニューを使用した USB ドライブからの 52xx
マスターサーバーアプライアンスの再構成」 を参照してください。
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p.291 の 「NetBackup Appliance シェルメニューを使用した USB ドライブからの 52xx メ
ディアサーバーアプライアンスの再構成」 を参照してください。

FileConnect を使用したアプライアンスの再イメージング
Symantec FileConnect にある ISO イメージを使用して、NetBackup Appliance の同じ
バージョンまたは異なるバージョンを使用してアプライアンスを再イメージングすることが
できます。FileConnect にアクセスするには、メンテナンスシリアル番号が必要です。シリ
アル番号は、最初の購入時またはバージョンアップグレードの通知時に受け取ったライ
センスの認証で見つけることができます。シリアル番号を見つけるのに支援が必要な場
合は、シマンテック社のお客様サポートに連絡してください。
警告: ISO を使用して、現在インストールされている NetBackup Appliance とは異なる
バージョンをインストールする場合は、ストレージをリセットする必要があります。既存のス
トレージを維持する場合、インストールできるのは同じバージョンの ISO イメージのみで
す。さらに、2.6 より前の ISO イメージをインストールしようとしているアプライアンスに
NetBackup Appliance 2.6 以上がインストールされている場合は、ISO をインストールす
る前にストレージのリセットを行う必要があります。
この手順を実行するには、インテリジェントプラットフォーム管理インターフェース（IPMI）
ネットワークを使用してアプライアンスにリモートからアクセスできる必要があります。始め
る前に、アプライアンスで IPMI のネットワークが構成されていること、およびシマンテック
社のリモート管理インターフェースにアクセスできることを確認します。
p.330 の 「BIOS セットアップを使った IPMI の構成」 を参照してください。
メモ: IPMI ネットワークを使用して ISO イメージをインストールするために必要な帯域幅
を考慮すると、ISO のインストールが最適に動作するのはアプライアンスとリモートコン
ピュータが同じ物理サイトにある場合です。WAN を経由してアプライアンスの再イメージ
ングをリモートから試行する場合、プロセスが失敗する可能性があります。そのため、WAN
を経由した ISO の再イメージングは推奨されません。

FileConnect からの ISO イメージのダウンロード
ISO イメージをダウンロードする方法

1

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

2

アプライアンスに関連付けられたメンテナンスシリアル番号を使用して、ログインしま
す。メンテナンスシリアル番号は M から始まります。物理的アプライアンスのシリアル
番号（たとえば、SYM0123456）ではありません。
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3

新しい NetBackup Appliance の ISO イメージをダウンロードするまで、FileConnect
のプロンプトに従います。FileConnect の Web サイトに関する支援が必要な場合
は、［FAQ］をクリックして、ユーザーガイドおよびよくある質問にアクセスしてくださ
い。
警告: アプライアンスでの技術的な問題やサービス上の問題を避けるために、必ず、
ご使用のアプライアンスのモデルおよびシリーズ用の適切な ISO イメージをダウン
ロードするようにします。これらのイメージは、適切な物理アプライアンスタイプでの
み使用するためのものです。現在のシマンテック社のサポート契約において 52xx
アプライアンスを購入している場合、そのアプライアンスでは 52xx アプライアンス用
の ISO イメージをダウンロードし、インストールすることのみが許可されています。サ
ポート契約で 50xx アプライアンスを購入している場合、そのアプライアンスでは
50xx アプライアンス用の ISO イメージをダウンロードし、インストールすることのみが
許可されています。正しい物理アプライアンスタイプ用に許可されていない ISO イ
メージの使用は、エラーや誤動作の原因となる可能性があります。また、シマンテッ
ク社がその物理装置に対して提供している保証権限が無効になる可能性がありま
す。

4

リモートコンピュータ上のローカルドライブに ISO イメージを保存します。

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

1

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

RMM ISO/CD

7578

RMM CLI

2

アプライアンスの電源をオフにします。

3

リモートからのアプライアンスへのアクセスに使用するコンピュータで、サポートされ
ているブラウザを開きます。アプライアンスに割り当てるリモート管理ポートの IP アド
レスを入力し、シマンテック社のリモート管理インターフェースにログインします。
p.337 の 「シマンテック社のリモート管理インターフェースにアクセスして使用する」
を参照してください。

4

［リモート制御 (Remote Control)］タブにナビゲートし、［コンソールの起動 (Launch
Console)］をクリックします。
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5

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

6

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

シマンテック社のリモート管理インターフェースに戻り、［リモート制御 (Remote
Control)］ページの左側の［サーバー電源管理 (Server Power Control)］を選択し
ます。

8

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

9

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

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

ハードディスクからブート (Boot from Hard Disk)

■

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

［NetBackup Appliance のインストール (Install NetBackup Appliance)］を選択し、
Enter キーを押します。
インストールが開始されます。インストールが完了したら、NetBackup Appliance の
新しいバージョンを使ってシステムにログインし、構成できます。
メモ: IPMI ISO のインストールはネットワーク接続の質の影響を受けやすくなってい
ます。インストールが失敗した場合は、インストールを再試行します。問題が解決し
ない場合は、IPMI のネットワーク接続の質の改善を試行します。ISO イメージを
DVD に書き込み、アプライアンスに物理的に接続した USB DVD-ROM ドライブを
使用して、このイメージをインストールすることもできます。
p.269 の 「USB ドライブから NetBackup アプライアンスを再イメージングする」 を参照し
てください。
p.282 の 「NetBackup Appliance シェルメニューを使用した USB ドライブからの 52xx
マスターサーバーアプライアンスの再構成」 を参照してください。
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p.291 の 「NetBackup Appliance シェルメニューを使用した USB ドライブからの 52xx メ
ディアサーバーアプライアンスの再構成」 を参照してください。

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

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

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

1

アプライアンスにログインできない場合は、USB ドライブをアプライアンスに挿入し、
アプライアンスをオンにしてから、手順 4 に進みます。
アプライアンスにログインしてアプライアンスの NetBackup Appliance シェルメニュー
にアクセスできる場合は、次の手順を使って IPsec クレデンシャルをリモートドライブ
にエクスポート (コピー) して移動してから、手順 2 に進みます。
■

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

■

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

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

■

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

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

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

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

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

2

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

再イメージングするメディアサーバーアプライアンスの、アプライアンス USB ポート
に USB ドライブを挿入します。
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3

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

ここで、IPAddress は新しい IP アドレス、Netmask はネットマスク、
GatewayIPAddress はインターフェースのデフォルトゲートウェイです。
[InterfaceNames] オプションは省略可能です。
IP Address や Gateway IP Address には、IPv4 または IPv6 アドレスを指定でき
ます。グローバルスコープ IPv6 アドレスと一意のローカル IPv6 アドレスのみが許可
されます。
ただし、同じコマンド内で IPv4 と IPv6 アドレスの両方は使用しないでください。た
とえば、Configure 9ffe::9 255.255.255.0 1.1.1.1 は使用できません。
Configure 9ffe::46 64 9ffe::49 eth1 を使用してください。
p.223 の 「IPv4-IPv6 ベースのネットワークサポートについて」 を参照してください。
複数のネットワークを構成する場合には、追加する各ネットワークの IP アドレスを最
初に構成する必要があります。次に、追加した各ネットワークのゲートウェイアドレス
を構成します。必ずデフォルトゲートウェイアドレスを最初に追加する必要がありま
す。以下の 2 つのコマンドを使います。
各ネットワークの IP アドレスの
構成

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

4

Main_Menu > Network ビューで次のコマンドを使って、アプライアンスの DNS ド
メイン名を設定します。
メモ: DNS を使わない場合は、手順 7 に進んでください。
DNS Domain Name

ここで、Name はアプライアンスの新しいドメイン名です。

5

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

ここで、IPAddress は DNS サーバーの IP アドレスです。
アドレスは IPv4 または IPv6 のいずれかになります。グローバルスコープ IPv6 アド
レスと一意のローカル IPv6 アドレスのみが許可されます。
p.223 の 「IPv4-IPv6 ベースのネットワークサポートについて」 を参照してください。
複数の IP アドレスを追加するには、スペースを空けずに各アドレスをカンマで区切
ります。

6

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

ここで、SearchDomain は検索用に追加する対象ドメインです。
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7

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

ここで、IPAddress は IPv4 または IPv6 アドレス、FQHN は完全修飾ホスト名、
ShortName は短いホスト名です。
p.223 の 「IPv4-IPv6 ベースのネットワークサポートについて」 を参照してください。

8

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

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

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

9

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

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

■

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

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

Appliance コマンドリファレンスガイド』を参照してください。

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

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

表示されたリストから該当するタイムゾーンを選択します。
■

次のコマンドを入力して、日付と時刻を設定します。
Date Set MonthDayHHMMSSYear
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Month は月の名前です。
Day は 0 から 31 までの日付です。
HHMMSS は 24 時間形式の時、分、秒です。 フィールドは、HH:MM:SS のよ
うにセミコロンで区切ります。
Year は、1970 から 2037 までの暦年です。

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

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

電子メールアドレスの入力

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

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

13 ストレージパーティションを構成するには、次を実行する必要があります。
■

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

■

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

■

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

■

ストレージプール名を入力します。
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デフォルト名は、AdvancedDisk の場合は stu_adv_<hostname>、重複排除の
場合は stu_disk_<hostname> です。 デフォルト名を保持するには、Enter を
押します。
ストレージのプロンプトが次の順序で表示されます。
NetBackup Catalog volume size in GB [default size]:
AdvancedDisk storage pool size in GB/TB [default size]:
AdvancedDisk diskpool name:
AdvancedDisk storage unit name:
MSDP storage pool size in GB/TB [default size]:
MSDP diskpool name:
MSDP storage unit name:

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

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

14 NIC1 アプライアンスポートからラップトップを切断します。
メモ: ネットワークに 192.168.x.x という IP アドレス範囲が使われている場合は、次
のトピックで重要な情報を参照してください。

15 再構成が必要なメディアサーバーがある場合、ここでマスターサーバーとの通信を
設定し、メディアサーバーを再構成します。
p.288 の 「マスターサーバーの構成によるアプライアンスのメディアサーバーとの通
信」 を参照してください。
p.291 の 「NetBackup Appliance シェルメニューを使用した USB ドライブからの
52xx メディアサーバーアプライアンスの再構成」 を参照してください。

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

1

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

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

■

■

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

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

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

■

■

■

■

■

■

2

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

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

3

■

vnetd: 13724

■

bprd: 13720

■

PBX: 1556

■

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

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

p.291 の 「NetBackup Appliance シェルメニューを使用した USB ドライブからの 52xx メ
ディアサーバーアプライアンスの再構成」 を参照してください。
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NetBackup Appliance シェルメニューを使用した USB ドライブからの
52xx メディアサーバーアプライアンスの再構成
次の手順は、NetBackup Appliance シェルメニューから 52xx メディアサーバーのアプ
ライアンスを再構成する方法を示しています。
警告: NetBackup Appliance は、同じサブネットに属する 2 つの IP アドレスの構成をサ
ポートしません。アプライアンスは Linux のオペレーティングシステムで実行され、この種
類のネットワークは現在の制限事項です。作成する各結合は、異なるサブネットに属する
IP アドレスを使う必要があります。

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

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

1

アプライアンスにログインできない場合は、USB ドライブをアプライアンスに挿入し、
アプライアンスをオンにしてから、手順 4 に進みます。
アプライアンスにログインしてアプライアンスの NetBackup Appliance シェルメニュー
にアクセスできる場合は、次の手順を使って IPsec クレデンシャルをリモートドライブ
にエクスポート (コピー) して移動してから、手順 2 に進みます。
■

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

■

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

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

■

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

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

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

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

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

2

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

再イメージングするメディアサーバーアプライアンスの、アプライアンス USB ポート
に USB ドライブを挿入します。
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3

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

ここで、IPAddress は新しい IP アドレス、Netmask はネットマスク、
GatewayIPAddress はインターフェースのデフォルトゲートウェイです。
[InterfaceNames] オプションは省略可能です。
IP Address や Gateway IP Address には、IPv4 または IPv6 アドレスを指定でき
ます。グローバルスコープ IPv6 アドレスと一意のローカル IPv6 アドレスのみが許可
されます。
ただし、同じコマンド内で IPv4 と IPv6 アドレスの両方は使用しないでください。た
とえば、Configure 9ffe::9 255.255.255.0 1.1.1.1 は使用できません。
Configure 9ffe::46 64 9ffe::49 eth1 を使用してください。
p.223 の 「IPv4-IPv6 ベースのネットワークサポートについて」 を参照してください。
複数のネットワークを構成する場合には、追加する各ネットワークの IP アドレスを最
初に構成する必要があります。次に、追加した各ネットワークのゲートウェイアドレス
を構成します。必ずデフォルトゲートウェイアドレスを最初に追加する必要がありま
す。以下の 2 つのコマンドを使います。
各ネットワークの IP アドレスの
構成

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

4

Main_Menu > Network ビューで次のコマンドを使って、アプライアンスの DNS ド
メイン名を設定します。
メモ: DNS を使わない場合は、手順 7 に進んでください。
DNS Domain Name

ここで、Name はアプライアンスの新しいドメイン名です。

5

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

ここで、IPAddress は DNS サーバーの IP アドレスです。
アドレスは IPv4 または IPv6 のいずれかになります。グローバルスコープ IPv6 アド
レスと一意のローカル IPv6 アドレスのみが許可されます。
p.223 の 「IPv4-IPv6 ベースのネットワークサポートについて」 を参照してください。
複数の IP アドレスを追加するには、スペースを空けずに各アドレスをカンマで区切
ります。

6

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

ここで、SearchDomain は検索用に追加する対象ドメインです。
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7

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

ここで、IPAddress は IPv4 または IPv6 アドレス、FQHN は完全修飾ホスト名、
ShortName は短いホスト名です。
p.223 の 「IPv4-IPv6 ベースのネットワークサポートについて」 を参照してください。

8

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

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

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

9

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

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

■

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

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

Appliance コマンドリファレンスガイド』を参照してください。

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

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

表示されたリストから該当するタイムゾーンを選択します。
■

次のコマンドを入力して、日付と時刻を設定します。
Date Set MonthDayHHMMSSYear
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Month は月の名前です。
Day は 0 から 31 までの日付です。
HHMMSS は 24 時間形式の時、分、秒です。 フィールドは、HH:MM:SS のよ
うにセミコロンで区切ります。
Year は、1970 から 2037 までの暦年です。

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

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

電子メールアドレスの入力

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

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

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

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

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

マルチホームクラスタ化された
マスターサーバー

このシナリオでは、マスターサーバーはクラスタにあり、関連
付けられている複数のホスト名があります。 クラスタ名、クラ
スタのアクティブノード、クラスタのパッシブノードの順でリス
トにすることをお勧めします。このリストでは、カンマを使用
してノード名を区切ります。コマンドの表示例を次に示しま
す。
Media MasterClusterName,ActiveNodeName,
PassiveNodeName,MasterNet1Name,
MasterNet2Name
アプライアンスの役割を設定するときに、今後問題が起こら
ないようにするため、関連付けられているすべてのマスター
サーバー名を設定することをお勧めします。
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13 構成プロセスで、NetBackup のストレージオブジェクトが検出されたかどうか判断し
ます。 既存のストレージオブジェクトを保存するかどうかを決定します。
ストレージオブジェクトが検出されると、次のメッセージが表示されます。
NetBackup storage objects have been detected that belong to this
media server node. You have an option to clean up (delete and
recreate) or preserve any preexisting NetBackup storage objects
that are solely owned by this appliance node.
If
1.
if
2.
up

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

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

［はい (Yes)］を入力すると、次のようになります。
■

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

■

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

■

ディスクのバックアップデータが保存されます。

［いいえ (No)］を選択すると、次のようになります。
■

NetBackup カタログのイメージは保持されます。

■

ディスクのバックアップデータが保存されます。

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

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

AdvancedDisk storage pool size in GB/TB (e.g., 50 GB)
[1.6395 GB..51.8 TB]:

■

AdvancedDisk diskpool name:

■

AdvancedDisk storage unit name:

メモ: 同じストレージプール構成を再作成できるよう、この再イメージング手順を開始
する前に記録した構成メモを参照する必要がある場合があります。

15 構成処理で、ストレージ構成を編集するかどうかを尋ねられます。 指定する総スト
レージサイズが大きいほど、ストレージ構成の完了に時間がかかります。
Do you want to edit the storage configuration? [yes,no]: no

16 NIC1 アプライアンスポートからラップトップを切断します。
メモ: ネットワークに 192.168.x.x という IP アドレス範囲が使われている場合は、次
のトピックで重要な情報を参照してください。
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NetBackup Appliance の USB フラッシュドライブについて
各 NetBackup アプライアンスには、NetBackup アプライアンスの ISO イメージを含む
USB フラッシュドライブが含まれています。USB フラッシュドライブは主にアプライアンス
の再イメージングに使用されます。イメージのバージョンは出荷時にアプライアンスにイン
ストールされているものと同一です。
アプライアンスを再イメージングする他の理由は次のとおりです。
■

オペレーティングシステム関連の障害の後のディザスタリカバリ。

■

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

■

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

NetBackup アプライアンスの ISO イメージに加えて、USB フラッシュドライブにはクライ
アントパッケージも含まれています。アプライアンスの再イメージング時、クライアントのパッ
ケージは受信パッチディレクトリ /inst/patch/incoming に自動的にコピーされます。
クライアントのパッケージをアプライアンスにインストールするには、Manage > Software
にナビゲートし、Install<rpm name> コマンドを実行します。<rpm name> は List
Downloaded コマンドを使用して確認できます。クライアントがアプライアンスにインストー
ルされると、クライアントコンピュータがアプライアンスにアクセスするときにインストールの
ために使用できるようになります。
オリジナルの USB フラッシュドライブを不適切な場所に配置した場合は、シマンテック社
テクニカルサポートに再度フラッシュドライブを要求できます。
アプライアンスを再構成する方法について詳しくは、次のトピックを参照してください。
p.269 の 「USB ドライブから NetBackup アプライアンスを再イメージングする」 を参照し
てください。
p.282 の 「NetBackup Appliance シェルメニューを使用した USB ドライブからの 52xx
マスターサーバーアプライアンスの再構成」 を参照してください。
p.291 の 「NetBackup Appliance シェルメニューを使用した USB ドライブからの 52xx メ
ディアサーバーアプライアンスの再構成」 を参照してください。
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A
ファイバーチャネルとファイ
バートランスポートの接続性
この付録では以下の項目について説明しています。
■

NetBackup アプライアンスに対してサポートされているデータ転送方法

■

NetBackup 52xx アプライアンスに対するファイバーチャネルポートの構成オプショ
ンについて

■

NetBackup の SAN クライアントおよびファイバートランスポートについて

■

VMware バックアップホストとして使う NetBackup Appliance について

■

NetBackup Appliance でのテープへのバックアップのサポートについて

NetBackup アプライアンスに対してサポートされている
データ転送方法
表 A-1は、NetBackup アプライアンス間でサポートされているデータ転送方法について
説明します。具体的には、NetBackup 重複排除アプライアンスモデル 5020 または 5030
および NetBackup アプライアンスモデル 5220 または 5230 が対象です。この情報に
は、サポートされる方法がファイバーチャネル（FC）または TCP/IP を使用するかどうかが
含まれます。

付録 A ファイバーチャネルとファイバートランスポートの接続性
NetBackup アプライアンスに対してサポートされているデータ転送方法

302

NetBackup アプライアンスに対してサポートされているデータ転送方
法

表 A-1
番号

方法

ソーススト
レージ
(Source

ターゲット

操作

1

FC

5220/5230

5020/5030

最適化複製（下記の表の注意を参照して
ください。）

2

FC

5220/5230

5020/5030

自動イメージレプリケーション。（下記の表
の注意を参照してください。）

3

FC

5020/5030

5020/5030

最適化複製

4

FC

5020/5030

5020/5030

自動イメージレプリケーション。

5

FC

SAN クライア 5220/5230
ント

メディアサーバーの重複排除

6

TCP/IP

5220/5230

5220/5230

最適化複製

7

TCP/IP

5220/5230

5220/5230

自動イメージレプリケーション。

8

TCP/IP

5220/5230

5020/5030

最適化複製

9

TCP/IP

5220/5230

5020/5030

自動イメージレプリケーション。

10

TCP/IP

5020/5030

5020/5030

最適化複製

11

TCP/IP

5020/5030

5020/5030

自動イメージレプリケーション。

メモ: 重複排除操作のために、5220 および 5230 のアプライアンスでは、5020 および
5030 のアプライアンスと直接通信するために FC 接続を使用することもできます。詳しく
は、次のトピックを参照してください。
p.321 の 「ファイバーチャネルを使って NetBackup 52xx アプライアンスから NetBackup
50xx アプライアンスに直接バックアップを作成する設定」 を参照してください。
表 A-2は、NetBackup 重複排除および NetBackup アプライアンスに対してサポートさ
れていないデータ転送方法を説明します。
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NetBackup アプライアンスに対してサポートされていないデータ転送
方法

表 A-2
番号

方法

ソーススト
レージ
(Source

ターゲット

操作

1

FC

5220/5230

5220/5230

最適化複製

2

FC

5220/5230

5220/5230

自動イメージレプリケーション。

3

FC

5020/5030

5220/5230

最適化複製

4

FC

5020/5030

5220/5230

自動イメージレプリケーション。

5

FC

SAN クライア 5020/5030
ント

クライアントの重複排除

6

TCP/IP

5020/5030

5220/5230

最適化複製

7

TCP/IP

5020/5030

5220/5230

自動イメージレプリケーション。

NetBackup 52xx アプライアンスに対するファイバーチャ
ネルポートの構成オプションについて
NetBackup 52xx アプライアンスは、ファイバーチャネル (FC) の使用をサポートし、次に
挙げる機能があります。
■

SAN クライアント
この機能は NetBackup クライアントの高速バックアップと復元を提供します。SAN ク
ライアントは特別な NetBackup クライアントです。LAN ではなく SAN 接続で大量
データを迅速にバックアップすることができます。バックアップと復元のトラフィックは
FC で起き、NetBackup のサーバーとクライアントの管理トラフィックは LAN で起きま
す。
NetBackup 5220 または 5230 を SAN クライアントの機能と連動するように構成する
方法についての情報は、次のトピックを参照してください。
p.314 の 「NetBackup Appliance のファイバートランスポートパスについて」 を参照し
てください。
p.319 の 「アプライアンス HBA WWPN を特定する方法」 を参照してください。

■

NetBackup 5020 または 5030 への最適化複製
最適化複製では、バックアップイメージを NetBackup 5220 アプライアンスまたは
5230 アプライアンス (ソース) から NetBackup 5020 アプライアンスまたは 5030 ア
プライアンス (宛先) にコピーします。
ソースと宛先は、同じ NetBackup マスターサーバーを使う必要があります。最適化
複製の操作は、重複排除された一意のデータセグメントだけが転送されるため、通常
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の複製より効率的です。最適化複製は、ネットワーク上のデータの伝送量を減らし、
バックアップイメージをオフサイトにコピーしてディザスタリカバリに備えるための優れ
た方法です。
NetBackup 5020 または 5030 の重複排除アプライアンスに対して最適化複製が行
われるように NetBackup 5220 または 5230 を構成する方法についての情報は、次
のトピックを参照してください。
p.314 の 「NetBackup Appliance のファイバートランスポートパスについて」 を参照し
てください。
p.319 の 「アプライアンス HBA WWPN を特定する方法」 を参照してください。
NetBackup 5020 アプライアンスと 5030 アプライアンスに関する完全な詳細は、
『Symantec NetBackup 重複排除アプライアンスソフトウェア管理者ガイド』を参照し
てください。
■

NetBackup for VMware
この機能は、VMware ESX サーバーで実行される VMware 仮想マシンのバックアッ
プと復元を行います。NetBackup for VMware は、VMware vStorage の API を活
用してデータ保護を行います。バックアップ処理は、ESX サーバーから VMware バッ
クアップホストに移行されます。
NetBackup 52xx アプライアンスでソフトウェアのバージョンが 2.5 以降であれば、ア
プライアンスを VMware のバックアップホストとして使うことができます。それ以前の
バージョンでは、ホストとして別個の Windows システムが必要でした。
NetBackup 5220 または 5230 を VMware のバックアップホストとして構成する方法
についての情報は、次のトピックを参照してください。
p.323 の 「VMware バックアップホストとして使う NetBackup Appliance について」 を
参照してください。
p.323 の 「VMware バックアップホストとしての NetBackup アプライアンスに関する注
意事項」 を参照してください。
NetBackup for VMware についての完全な詳細と、VMware ポリシーの設定方法に
ついては、『Symantec NetBackup for VMware 管理者ガイド』を参照してください。

■

テープ出力
NetBackup Appliance は、テープへのバックアップをサポートします。バックアップを
FC で 1 つまたは複数のテープライブラリに接続することができます。TLD テープス
トレージデバイスへの接続は、FC の HBA (Host Bus Adapter) で行います。
テープでのバックアップを行うように NetBackup 5220 または 5230 を構成する方法
についての情報は、次のトピックを参照してください。
p.325 の 「NetBackup Appliance でのテープへのバックアップのサポートについて」
を参照してください。

図 A-1では、サポートされている FC HBA スロットの場所と、挿入された FC HBA カード
のポートの順序について説明します。
NetBackup 5220 では、スロット 2 から 4 までが FC をサポートします。NetBackup 5230
では、スロット 2 から 6 までが FC をサポートします。
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NetBackup 5220 と 5230 の FC HBA スロットとポート

図 A-1

F

スロット 3 (FC HBA)
スロット 2 (FC HBA)
NetBackup 5220

スロット 2 のポート順

ポート 1 (左)

スロット 4 (FC HBA)

スロット 3 と 4 のポート順

ポート 2 (右)

ポート 2 (左)

スロット 3 (FC HBA)
スロット 2 (FC HBA)

ポート 1 (右)

スロット 6 (FC HBA)
スロット 5 (FC HBA)
スロット 4 (FC HBA)

NetBackup 5230

スロット 3 と 4 のポート順

ポート 2 (左)

ポート 1 (右)

次に、サポートされている NetBackup 5220 と 5230 の FC オプションについて概説しま
す。5220 と 5230 のスロット位置と、各オプションでの必須ポート構成も説明されていま
す。
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表 A-3

サポートされている NetBackup 5220 と 5230 の FC オプションの概
略

FC HBA スロット

サポートされているオプションと必須ポートの構成

スロット 2 (5220 と
5230)

ポート1
■

SAN クライアント - ターゲット (5220 のみ)
NetBackup 5220 アプライアンスのすべての FC HBA ポートは、デフォ
ルトでイニシエータモードになります。SAN クライアントのアプリケーショ
ンでは、SAN クライアントの FT メディアサーバー機能を有効にする必
要があります。この機能を有効にしたとき、スロット 2 とスロット 4 に挿入
した FC HBA カードのポート 1 がターゲットモードに変更されます。SAN
クライアントの機能を使うには、これらのスロットに挿入した FC HBA カー
ドの両方にあるポート 1 を使う必要があります。
p.215 の 「ファイバートランスポートの設定の変更」 を参照してください。

メモ: NetBackup 5230 アプライアンスは、スロット 2 の SAN クライアン
トをサポートしません。
■

テープ出力 - 開始プログラム

■

NetBackup for VMware - 開始プログラム

ポート2
■

最適化複製 (FT ストレージゾーン) - 開始プログラム

■

テープ出力 - 開始プログラム

■

NetBackup for VMware - 開始プログラム

ポートにつきオプションを 1 つのみ使います。
スロット 3 (5220 と
5230)

ポート1
■

テープ出力 - 開始プログラム

■

NetBackup for VMware - 開始プログラム

ポート2
■

テープ出力 - 開始プログラム

■

NetBackup for VMware - 開始プログラム

ポートにつきオプションを 1 つのみ使います。
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FC HBA スロット

サポートされているオプションと必須ポートの構成

スロット 4 (5220 と
5230)

ポート1
■

SAN クライアント - ターゲット (5220 のみ)
NetBackup 5220 アプライアンスのすべての FC HBA ポートは、デフォ
ルトでイニシエータモードになります。SAN クライアントのアプリケーショ
ンでは、SAN クライアントの FT メディアサーバー機能を有効にする必
要があります。この機能を有効にしたとき、スロット 2 とスロット 4 に挿入
した FC HBA カードのポート 1 がターゲットモードに変更されます。SAN
クライアントの機能を使うには、これらのスロットに挿入した FC HBA カー
ドの両方にあるポート 1 を使う必要があります。
p.215 の 「ファイバートランスポートの設定の変更」 を参照してください。

メモ: NetBackup 5230 アプライアンスは、スロット 4 の SAN クライアン
トをサポートしません。
■

テープ出力 - 開始プログラム

■

NetBackup for VMware - 開始プログラム

ポート2
■

最適化複製 (FT ストレージゾーン) - 開始プログラム

■

テープ出力 - 開始プログラム

■

NetBackup for VMware - 開始プログラム

ポートにつきオプションを 1 つのみ使います。
スロット 5 と 6 (5230 ポート1
のみ)
■ SAN クライアント - ターゲット
NetBackup 5230 アプライアンスのすべての FC HBA ポートは、デフォ
ルトでイニシエータモードになります。SAN クライアントのアプリケーショ
ンでは、SAN クライアントの FT メディアサーバー機能を有効にする必
要があります。この機能を有効にしたとき、スロット 5 とスロット 6 に挿入
した FC HBA カードのポート 1 がターゲットモードに変更されます。SAN
クライアントの機能を使うには、これらのスロットに挿入した FC HBA カー
ドの両方にあるポート 1 を使う必要があります。
p.215 の 「ファイバートランスポートの設定の変更」 を参照してください。
■ テープ出力 - 開始プログラム
■

NetBackup for VMware - 開始プログラム

ポート2
■

テープ出力 - 開始プログラム

■

NetBackup for VMware - 開始プログラム

ポートにつきオプションを 1 つのみ使います。

p.319 の 「アプライアンス HBA WWPN を特定する方法」 を参照してください。

307

付録 A ファイバーチャネルとファイバートランスポートの接続性
NetBackup の SAN クライアントおよびファイバートランスポートについて

p.314 の 「NetBackup Appliance のファイバートランスポートパスについて」 を参照してく
ださい。

NetBackup の SAN クライアントおよびファイバートラン
スポートについて
SAN クライアントは、NetBackup クライアントの高速なバックアップとリストアを提供するオ
プションの NetBackup 機能です。
メモ: ご使用のアプライアンスとともにこの SAN クライアント機能を使用することを計画し
ており、QLogic FC HBA カードを備えた SLES 10 クライアントがある場合は、ドライバの
更新が必要です。いずれかの SLES 10 クライアントのバックアップを進める前に、最初
にすべての SLES 10 クライアントの QLogic ドライバをバージョン 8.03.07.03.10.3-k 以
降にアップグレードすることをお勧めします。
SAN クライアントは特別な NetBackup クライアントで、LAN ではなく SAN 接続で大量
データを迅速にバックアップすることができます。たとえば、高速なバックアップとリストア
はデータベースホストの役に立ちます。ファイバートランスポートは SAN クライアント機能
の一部である NetBackup 高速データトランスポート方式の名前です。
バックアップとリストアのトラフィックはファイバーチャネルで発生し、NetBackup のサー
バーとクライアントの管理トラフィックは LAN で発生します。
NetBackup 5220 または 5230 アプライアンスの場合、ファイバートランスポートはまた、
ファイバートランスポートをサポートする NetBackup 5000 シリーズアプライアンスに対し
て高速なトラフィックを提供します。このトラフィックは、ストレージホストとして機能する 5000
シリーズアプライアンスの複製およびバックアップに役立ちます。
図 A-2に SAN クライアントの構成を示します。
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図 A-2

SAN クライアントの構成
SAN クライアント
(データベースサーバーおよび
アプリケーションホスト)

FT 通信ゾーン

ファイバートランスポート
メディアサーバー

バックアップ
通信ゾーン

ディスクおよびテープストレージ

SAN クライアントの構成と使用については、詳細な情報が用意されています。
『NetBackup SAN クライアントおよびファイバートランスポートガイド』を参照してください。
p.309 の 「SAN クライアントのライセンスキーについて」 を参照してください。
p.310 の 「ファイバートランスポート用の SAN のゾーン化について」 を参照してください。
p.314 の 「NetBackup Appliance のファイバートランスポートパスについて」 を参照してく
ださい。

SAN クライアントのライセンスキーについて
NetBackup マスターサーバーで SAN クライアントのライセンスキーを入力します。
NetBackup Enterprise Media Manager サーバーがマスターサーバー以外のホストで
実行されている場合は、そのホストにもライセンスキーを入力する必要があります。
ライセンスキーが期限切れの場合や利用できない場合（ディザスタリカバリ状態など）、
バックアップとリストアは LAN を介して行われます。
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ファイバートランスポート用の SAN のゾーン化について
NetBackup ファイバートランスポート（FT）機構を設定して使用するには、その前に SAN
を設定して作動させる必要があります。
NetBackup アプライアンスは次の SAN 構成をサポートします:
■

ノードポート（N_Port）スイッチ構成。

■

ファイバーチャネルによって仲裁されるループ（FC-AL）構成。
FC-AL ハブはサポートされません。

SAN スイッチ構成では、適切なゾーン化によってファイバートランスポートトラフィックで他
の SAN アクティビティに必要になる可能性がある帯域幅が使用されるのを防ぎます。ま
た、適切なゾーン化では、ホストバスアダプタ（HBA）ポートが検出するデバイスを制限し
ます。つまりポートはそのゾーン内だけの他のポートを検出します。ゾーン化を行わない
場合、各 HBA ポートは SAN のすべてのホストからのすべての HBA ポートを検出しま
す。デバイスの数が大きくなって、オペレーティングシステムがサポートする数を超過する
可能性があります。
SAN を設定して管理する手順は、NetBackup のキュメントの範囲外です。ただし、次の
推奨事項は SAN のトラフィックを最適化するのに役立つ可能性があります。
表 A-4 では、NetBackup Appliance の SAN をゾーン化するためのベストプラクティスを
説明しています。
表 A-4
ガイドライン

NetBackup Appliance の SAN をゾーン化するためのベストプラクティ
ス
説明

ゾーンごとに 1 つのイニシエータ（複数の シマンテック社は、ゾーンごとに 1 つのイニシエータ
ターゲットを使用可能）。
のみを設定してゾーンを作成することを推薦します。1
つのゾーンで複数のターゲットを使用できますが、す
べてのターゲットが類似している場合にのみ可能で
す。
テープターゲットリソースは、イニシエータに関係なく
ディスクターゲットリソースとは別のゾーンに入れる必
要があります。ただし、両方のリソースセットは同じイニ
シエータを共有できます。
ポートが複数のゾーン向けに設定されてい 1 つのポートをイニシエータまたは複数のゾーンのター
るときは、パフォーマンスの低下に注意し ゲットとして使用すると、このポートはシステムの全体
てください。
的なパフォーマンスにとってボトルネックになる可能性
があります。システムの任意の部分で集約によって要
求されるスループットを分析し、必要に応じてトラフィッ
クフローを最適化する必要があります。
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ガイドライン

説明

耐故障性を有効にするため、ポートではな システム接続の可用性を確保するため、共通のリソー
く HBA カード間で接続を分散させます。 スにマルチパスアプローチを組み込む場合は、ゾー
ン化の場合のように個別のカード上でポートのペアを
構築します。この構成はカードの失敗の場合にリソー
スにすべてのパスの損失を避けるのを助けます。
デバイスがポートを変更したらゾーンの移 WWN に基づいて SAN のゾーン化を行うことをお勧
行を促進するために WWN に基づいて
めします。 スイッチポート構成またはケーブルで通信
SAN をゾーン化してください。
するアーキテクチャを変更する必要がある場合、ゾー
ンを作り直す必要はありません。

表 A-5に、SANのトラフィックのために使用する必要があるゾーンを示します。
ゾーンを示す図を使用できます。
p.314 の 「NetBackup Appliance のファイバートランスポートパスについて」 を参照してく
ださい。
メモ: NetBackup アプライアンスで HBA ポートを指定する場合、物理ポート ID または
WWPN (World Wide Port Name) を使う必要があります。
p.319 の 「アプライアンス HBA WWPN を特定する方法」 を参照してください。
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表 A-5

アプライアンスのゾーン

ゾーン

説明

ファイバートランス
ポートバックアップ
ゾーン

ファイバートランスポートバックアップゾーンは、SAN クライアントとアプライアンス間のファイバートランス
ポートトラフィックのみを含む必要があります。
バックアップゾーンは次の HBA ポートを含む必要があります。
■

HBA のターゲットポート—このポートをファイバーチャネルスイッチポートに接続します。 HBA が 2
つあれば、両方を使用できます。 2 つのポートの使用は冗長性を提供します。

メモ: NetBackup Appliance で提供されている QLogic FC HBA カードは、ターゲットポートに特
別な NetBackup ターゲットモードドライバを使います。 ターゲットモードドライバは、デフォルトのイ
ニシエータモードのファイバーチャネルドライバの代わりに使用されます。 ターゲットモードドライバ
は、付属の QLogic HBA カードにのみ適用されます。

■

■

物理的なポート ID かワールドワイドポート名（WWPN）によってアプライアンスターゲットポートを定
義してください。 それらがファイバーチャネル HBA WWPN から得られるため、ターゲットモードドラ
イバ WWPN は一意ではありません。
アプライアンスに接続する SAN クライアント HBA のポート—SAN クライアント HBA の各ポートを同
じファイバーチャネルスイッチのポートに接続します。
ポート ID または WWPN によって、SAN クライアントポートを定義できます。 ただし、すべてのデバ
イスに 1 つの方法を使用すれば、ゾーン定義および管理はより容易です。
SAN クライアントのポートは標準イニシエータモードドライバを使用します。
マルチストリームスループットを促進するためには、各 SAN のクライアントはゾーンのアプライアンス
HBA ポートのすべてのターゲットモードのデバイスを検出する必要があります。 各アプライアンス
HBA ターゲットポートには、2 つのターゲットモードデバイスがあります。
クライアントポートおよび HBA ターゲットポートが同じゾーンになるように、スイッチのゾーンを定義し
ます。

Symantec アプライアンスモデルには、ファイバートランスポートに使用できるファイバーチャネル HBA
カードを 1 つ以上含むものもあります。アプライアンスにこれらのどのカードも含まれていない場合は、
承認された Symantec 担当者は認可された FC HBA をインストールし、構成する必要があります。
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ゾーン

説明

ファイバートランス
ファイバートランスポートのストレージゾーンは、NetBackup Appliance から NetBackup 重複排除アプ
ポートストレージゾー ライアンスにファイバートランスポートのトラフィックを流します。 トラフィックは複製またはバックアップの
ン
いずれかのものになります。 バックアップの場合は最初にデータを NetBackup Appliance に送信し、
次に NetBackup 重複排除アプライアンスに送信して格納します。
ストレージゾーンは次の HBA ポートを含む必要があります。
■

■

NetBackup Appliance の HBA のイニシエータポート — このポートをファイバーチャネルスイッチ
ポートに接続します。 バックアップゾーンと同じスイッチである必要はありません。
NetBackup Appliance は複製元です。
イニシエータポートは標準イニシエータモードドライバを使用します。
NetBackup 重複排除アプライアンスポート
5020 の場合、スロット 1、2、および/または 3 にある HBA のターゲットポート（ポート 1）を同じファイ
バーチャネルスイッチに接続します。
5030 の場合、スロット 2 または 5 にある HBA のターゲットポート（ポート 1）を同じファイバーチャネ
ルスイッチに接続します。
5020 または 5030 の重複排除アプライアンスは複製ジョブのターゲットです。

メモ: NetBackup 5020 または 5030 でファイバーチャネルを使用するには、ファイバーチャネル通
信機能を有効にする必要があります。 詳細については、『Symantec NetBackup 重複排除アプラ
イアンスソフトウェア管理者ガイド』を参照してください。
■

NetBackup Appliance のイニシエータポートと NetBackup 重複排除アプライアンスのターゲット
ポートが同じゾーンに存在するように、スイッチのゾーンを定義します。

メモ: 同じゾーンには、1 つのイニシエータポートと 1 つのターゲットポートのみを構成できます。 同
じゾーンに複数のイニシエータポートおよびターゲットポートを構成することはサポートされません。
外部テープストレー テープライブラリをストレージとして使う場合、そのトラフィック用に別のゾーンを作成します。テープスト
ジゾーン
レージゾーンは NetBackup ファイバートランスポートを使用せず、標準イニシエータモードドライバを使
用します。
テープストレージゾーンには、5200、5220、5230 アプライアンスのスロット 3 に FC HBA のポートを含
める必要があります。

複数の SAN クライアント FC イニシエータポートからデータストリームを
受信するために NetBackup Appliance の FT ターゲットポートを変更す
るガイドライン
アプライアンスのファイバートランスポート (FT) ターゲットポートで複数の SAN クライアン
トのファイバーチャネル (FC) イニシエータポートからのデータストリームを同時に処理す
る場合は、次の NetBackup マスターサーバーの設定を変更することを考慮してくださ
い。
nbftconfig –setconfig –ncp 4
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注意: この設定は、NetBackup ドメインにあるすべての FT メディアサーバーのすべての
ターゲットポートに適用されます。この設定は、以下のすべての条件が存在する場合に
のみデフォルト (2) より大きい値に変更する必要があります。
すべての FT メディアサーバーのすべての FT ターゲットポートが 8 gBit/s のリンク速度
である。
FT ジョブの全体的組み合わせは、すべての FT メディアサーバーに未使用の FT パイ
プが存在するようになっている。
他の SAN クライアントマシンからの多数のジョブがリソースを待機している。
バックエンドストレージユニットに十分なスループット処理能力が残っている。
–ncp 設定を高くしすぎると、すべての SAN クライアントマシンがすべての FT メディア

サーバーにゾーン化されるときに複数の FT メディアサーバー間の負荷分散が非常に不
均衡になる可能性があります。

メモ: SAN クライアントジョブ負荷の組み合わせでは、いくつかのクライアントが 4 つ以上
の FT パイプをその他の複数の SAN クライアントと同時に使用し、そこではそれらの SAN
クライアントが単一の FT パイプを同時に使用することのみを試みるため、高い –ncp 設
定では FT メディアサーバーの不均衡を引き起こす可能性が高くなります。
4 gBit/s リンクの場合は、一部またはすべての SAN クライアントが複数の同時データスト
リームを使用しているときに全体的なスループットが低下する状況が発生するかもしれま
せん。このシナリオは、特に NetBackup 5220 アプライアンスに当てはまる可能性があり
ます。このような状況の場合は、nbftconfig –setconfig –ncp 3 のほうがよい選択と
なる可能性があります。

NetBackup Appliance のファイバートランスポートパスについて
表 A-6 は NetBackup Appliance の NetBackup ファイバートランスポートでのバックアッ
プ、リストア、複製のパスを示しています。機能を有効にするユーザーインターフェースの
ファイバートランスポートの設定も NetBackup アプライアンス Web コンソールに示され
ます。
p.215 の 「ファイバートランスポートの設定の変更」 を参照してください。
ファイバートランスポートは次のアプライアンスのソフトウェアバージョンを必要とします。
■

NetBackup 52xx アプライアンスのバージョン 2.0.2 以前は、NetBackup 50xx 重複
排除アプライアンスのバージョン 1.4.1 以前と互換性があります。

■

NetBackup 52xx アプライアンスのバージョン 2.0.3 以降は、NetBackup 50xx 重複
排除アプライアンスのバージョン 1.4.2 以降と互換性があります。

314

付録 A ファイバーチャネルとファイバートランスポートの接続性
NetBackup の SAN クライアントおよびファイバートランスポートについて

表 A-6

アプライアンスファイバートランスポートのターゲット

機能

トランスポート元

トランスポート先

バックアップ

NetBackup SAN クライアント

NetBackup 5220 または 5230 ア SAN クライアントの FT メディアサー
プライアンス
バーを有効にする (ファイバートラ
ンスポートでこのアプライアンスに
アプライアンスはバックアップサー
バックアップする)
バーとストレージホストです。

リストア

5220 と 5230 アプライアンス

NetBackup SAN クライアント

アプライアンスはリストアサーバーと
ストレージホストです。

機能を有効化するファイバート
ランスポートの設定

SAN クライアントの FT メディアサー
バーを有効にする (ファイバートラ
ンスポートでこのアプライアンスに
バックアップする)

バックアップ

NetBackup SAN クライアント

NetBackup 5020 重複排除アプラ SAN クライアントの FT メディアサー
イアンス
バーを有効にする (ファイバートラ
ンスポートでこのアプライアンスに
5020 重複排除アプライアンスはス
バックアップする)
トレージホストです。
重複排除アプライアンスにファイ
5220 または 5230 アプライアンス
バートランスポートを有効にする (重
はバックアップサーバーで、5020
複またはバックアップの作成用)
アプライアンスにバックアップを転
送します。

リストア

NetBackup 5020 アプライアンス

NetBackup SAN クライアント

5020 重複排除アプライアンスはス
トレージホストです。リストアサー
バーである 5220 または 5230 アプ
ライアンスを経由してリストアトラ
フィックを送信します。

複製

SAN クライアントの FT メディアサー
バーを有効にする (ファイバートラ
ンスポートでこのアプライアンスに
バックアップする)
重複排除アプライアンスにファイ
バートランスポートを有効にする (重
複またはバックアップの作成用)

NetBackup 5220 または 5230 ア NetBackup 5020 重複排除アプラ 重複排除アプライアンスにファイ
プライアンス
イアンス
バートランスポートを有効にする (重
複またはバックアップの作成用)

外部テープライブラリは NetBackup ファイバートランスポートではなくファイバーチャネル
を介して標準イニシエータモードドライバを使います。したがって、テープライブラリから
NetBackup 5020 重複排除アプライアンスにバックアップイメージを複製する場合、次に
示すトラフィックが起きます。
■

テープライブラリと 5220 または 5230 アプライアンス間のファイバーチャネル。

■

5220 または 5230 アプライアンスと 5220 または 5230 重複排除アプライアンス間の
ファイバートランスポート。
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図 A-3 は 5220 アプライアンスから 5020 重複排除アプライアンスへの複製パスを示し
ます。
図 A-3
5220 アプライアンス

アプライアンスの重複排除パス
5020 重複排除アプライアンス

SAN
ファイバー
トランスポート
のストレー
ジゾーン

SAN

外部テープ
のストレー
ジゾーン

ファイバートランスポート
のトラフィック

ファイバーチャネル

テープライブラリ

次の項目で図 A-3 のパスについて説明します。
■

5220 または 5230 アプライアンスから 5020 重複排除アプライアンスへの複製。
複製のコピー元が 5220 または 5230 アプライアンスの重複排除されたストレージで
ある場合、最適化複製が実行されます。複製のコピー元が AdvancedDisk ストレー
ジである場合、通常複製が実行されます。

■

5020 重複排除アプライアンスから 5220 または 5230 アプライアンスへの複製。
通常の複製が処理されます。

■

テープストレージからのファイバーチャネルを介した 5220 または 5230 アプライアン
スへの複製と、その後のファイバートランスポートを介した 5020 重複排除アプライア
ンスへの複製。
通常の複製が処理されます。

■

5020 重複排除アプライアンスからのファイバートランスポートを介した 5220 または
5230 アプライアンスへの複製と、その後のファイバーチャネルを介したテープストレー
ジへの複製。
通常の複製が処理されます。

複製では、50xx 重複排除アプライアンスを NetBackup のストレージサーバーとして構
成する必要があります。 次に、ストレージライフサイクルポリシーまたは NetBackup カタ
ログユーティリティのいずれかを使ってバックアップイメージを複製します。
ファイバートランスポートジョブで利用可能な耐性について次に説明します。
■

ホスト間には複数のファイバートランスポートパスが存在できます。
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■

他のファイバートランスポートパスが存在する場合、バックアップ、リストア、複製ジョブ
はそれらのパスにフェールオーバーします。利用可能な他の FT パスがない場合、
ジョブは失敗します。

■

他のファイバートランスポートパスが存在する場合、最適化された複製ジョブはそれら
のパスにフェールオーバーします。利用可能な他の FT パスがない場合、イーサネッ
トネットワークにフェールオーバーします。FT 接続または IP 接続が存在しない場合、
最適化された複製ジョブは失敗します。

■

ファイバートランスポート接続が存在しない場合、NetBackup は新しいジョブに IP 接
続を使います。

図 A-4 は NetBackup SAN クライアントで利用可能なバックアップとリストアのパスを示し
ています。
図 A-4

SAN クライアントのバックアップとリストアのパス

ファイバートランス
ポートのトラフィック

SAN

5220 アプライアンス

ファイバー
トランスポート
のバックアップ
ゾーン

SAN
ファイバー
トランスポート
のストレージ
ゾーン

ファイバー
チャネル
SAN
外部テープ
のストレージ
ゾーン

NetBackup SAN
クライアント

テープ
ライブラリ

5020 複製アプライアンス

次の項目で図 A-4 のパスについて説明します。
■

クライアントと 5220 または 5230 アプライアンス間のファイバートランスポート。バック
アップはアプライアンスのディスクストレージに存在します。重複排除ストレージへの
バックアップと AdvancedDisk ストレージへのバックアップの両方でファイバートラン
スポートを使うことができます。

■

5220 または 5230 アプライアンスを通したクライアントと 5020 重複排除アプライアン
ス間のファイバートランスポート。トラフィックは 2 つの異なる SAN ゾーンを移動しま
す。バックアップは重複排除され、5020 重複排除アプライアンスのディスクストレージ
に存在します。
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■

クライアントと 5220 または 5230 アプライアンス間のファイバートランスポートと、その
後のアプライアンスとテープライブラリ間のファイバーチャネル。トラフィックは 2 つの
異なる SAN ゾーンを移動します。バックアップは重複排除されません。

表 A-7 は図 A-4 で説明している SAN クライアント、最適化された複製 (ストレージゾー
ン)、テープアプリケーションのポート構成を示しています。
表 A-7

SAN クライアントのバックアップとリストアのパスにおけるポート構成

5220 FC HBA スロットの場 ポート 1 の使用
所

ポート 2 の使用

スロット 2

SAN クライアント

最適化された複製
(ストレージゾーン)

スロット 3

テープ

テープ

スロット 4

SAN クライアント

最適化された複製
(ストレージゾーン)

図 A-5 は LAN を介した NetBackup クライアントで利用可能なバックアップとリストアの
パスを示しています。
図 A-5

LAN クライアントのバックアップとリストアのパス

イーサネット
5220 アプライアンス

ファイバートランスポートの
トラフィック
ファイバー
トランスポート
のストレージ
ゾーン

NetBackup クライアント

SAN
外部テープ
のストレージ
ゾーン
ファイバーチャネル

5020 重複排除アプライアンス
テープライブラリ

次の項目で図 A-5 のパスについて説明します。
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■

クライアントと 5220 または 5230 アプライアンス間のイーサネット。バックアップはアプ
ライアンスの重複排除ストレージまたは AdvancedDisk ストレージのいずれかに存在
します。

■

クライアントと 5220 または 5230 アプライアンス間のイーサネットと、その後の 5220
または 5230 アプライアンスと 5020 重複排除アプライアンス間のファイバートランス
ポート。バックアップは重複排除され、5020 アプライアンスのディスクストレージに存
在します。

■

クライアントと 5220 または 5230 アプライアンス間のイーサネットと、その後のアプラ
イアンスとテープライブラリ間のファイバーチャネル。バックアップは重複排除されませ
ん。

表 A-8 は、1 G と 10 G の両方の NIC における、図 A-5 で説明している最適化された
複製 (ストレージゾーン) とテープアプリケーションのポート構成を示しています。
表 A-8

最適化された複製 (ストレージゾーン) とテープアプリケーションの
ポート構成

5220 FC HBA スロットの場 ポート 1 の使用
所

ポート 2 の使用

スロット 2

なし

最適化された複製
(ストレージゾーン)

スロット 3

テープ

テープ

スロット 4

なし

最適化された複製
(ストレージゾーン)

アプライアンス HBA WWPN を特定する方法
NetBackup アプライアンスで HBA ポートを指定する場合、物理ポート ID または WWPN
(World Wide Port Name) を使う必要があります。
WWPN を特定するには、NetBackup Appliance シェルメニューで FCShow コマンドを
使います。コマンド出力はスロット番号に基づいてポートについての情報を提供します。
NetBackup Appliance シェルメニューについて詳しくは、『Symantec NetBackup 52xx
シリーズコマンドリファレンスガイド』を参照してください。
p.103 の 「アプライアンスのサポート対象テープデバイスについて」 を参照してください。
表 A-9 では 5020 アプライアンスにおけるサポート対象の FC HBA スロットとその目的
について説明します。
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5020 アプライアンス FC HBA スロット

表 A-9
FC HBA の目的

NetBackup 5020

NetBackup ファイバートランス スロット 1 または 3 のカードの場合:
ポートのトラフィック
■ FCShow 出力では、正しく構成されたとき、上のポート (ポー
ト 1) Mode が Target になります。
■

FCShow 出力では、下のポート (ポート 2) Mode が
Initiator になります。

異なるドメインにある 2 台の NetBackup 52xx アプライアンスを MSDP
レプリケーション用に構成する方法
このトピックでは、ターゲットドメイン内のレプリケート元ドメインおよび NetBackup 5220
または 5230 アプライアンスに、NetBackup 5220 または 5230 アプライアンス間のレプ
リケーション関係を確立する方法について説明します。このプロセスは、異なるドメイン内
でメディアサーバー重複排除プール (MSDP) レプリケーションを使う従来の (非アプライ
アンス) NetBackup 環境と非常に似ています。
正常に構成するには、『Symantec NetBackup 7.5 重複排除ガイド』に記述されている
他のタスクを実行する必要があります。
次の表に、MSDP レプリケーション用に異なるドメイン内で NetBackup 52xx アプライア
ンスを 2 台構成する手順を示します。他のタスクの参照も含まれています。
表 A-10

MSDP レプリケーション用に異なるドメイン内に NetBackup 52xx ア
プライアンスを 2 台構成する手順

手順

タスクの説明

1

NetBackup 52xx アプライアンスの 1 つから NetBackup Appliance シェルメニューに
ログオンします。

2

次のコマンドを実行して、ドメインの NetBackup 重複排除パスワードを取得します。
Main > Appliance > ShowDedupePassword
後で手順 4 で使えるように、このパスワードを記録します。

3

ローカルな NetBackup マスターサーバーから NetBackup 管理コンソールにログイン
して、開始します。

4

root ユーザーおよび手順 2 で記録したパスワードを使って、NetBackup 52xx をレプ
リケーションターゲットとして追加します。
詳しくは『Symantec NetBackup 7.5 重複排除ガイド』を参照してください。「重複排除
の構成」の章の「MSDP レプリケーションに対するターゲットの構成」というトピックを参
照してください。
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手順

タスクの説明

5

プライマリ側で次の操作を実行します。
■

■

6

バックアップに使われるプライマリ NetBackup 52xx の MSDP ストレージユニットを
使って、ストレージライフサイクルポリシー (SLP) を作成します。
詳しくは『Symantec NetBackup 7.5 重複排除ガイド』を参照してください。「重複
排除の構成」の章の「ストレージライフサイクルポリシーの作成」というトピックを参照
してください。
レプリケート先としてリモートの NetBackup 52xx アプライアンスを使って、この SLP
の重複排除ストレージ操作を作成します。
詳しくは『Symantec NetBackup 7.5 重複排除ガイド』を参照してください。「重複
排除の構成」の章の「ストレージ操作のストレージライフサイクルポリシーへの追加」
というトピックを参照してください。

リモート側で次の操作を実行します。
■

プライマリ側で作成されたものとまったく同じ名前の SLP を作成します。

■

レプリケート先としてリモートの NetBackup 52xx アプライアンスの MSDP を使っ
て、この SLP のインポートストレージ操作を作成します。

ファイバーチャネルを使って NetBackup 52xx アプライアンスから
NetBackup 50xx アプライアンスに直接バックアップを作成する設定
このトピックでは、NetBackup 5020 または 5030 重複排除アプライアンスに直接すべて
のバックアップを送信するように NetBackup 5220 または 5230 メディアサーバーを構成
する方法について説明します。
アプライアンスのターゲットおよびイニシエータの構成は、次のように設定する必要があり
ます。
■

NetBackup 5020 または 5030
このアプライアンスはディスクプール (ターゲット) として設定されます。ファイバーチャ
ネル HBA カードの使用可能なすべてのターゲットポートで使うことができます。

■

NetBackup 5220 または 5230
このアプライアンスはバックアップイメージソース (イニシエータ) としてセットアップさ
れます。 ファイバーチャネル HBA カードの使用可能なすべてのイニシエータポート
で使うことができます。

ファイバーチャネルを使って、NetBackup 52xx アプライアンスから NetBackup 50xx に
直接バックアップを構成するには、次の手順に従います。
ファイバーチャネルを使って NetBackup 52xx アプライアンスから NetBackup 50xx ア
プライアンスに直接バックアップの作成を設定するには

1

NetBackup 50xx で次の手順を実行して、ファイバーチャネル通信を有効にします。
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メモ: このアプライアンスでファイバーチャネル通信がすでに有効になっている場合
は、この手順をスキップします。
NetBackup Appliance シェル ■
メニューで次の操作を実行しま
す。

■

■

■

■

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

■

■
■

■

■

SSH (Secure Shell) エージェントを使って、ファイバー
チャネル通信を有効にする 5020 重複排除アプライア
ンスに接続します。
たとえば、無料ダウンロードとして利用できる PuTTY を
使うことができます。
重複排除アプライアンスにログインします。
デフォルトで、ユーザー名は sysadmin、パスワードは
P@ssw0rd です。このパスワードの 6 番目の文字は数
字のゼロ (0) です。
システムプロンプトで「FC」と入力し、Enter キーを押し
ます。
現在有効なファイバーチャネル接続を表示するには、
「show nodeip」と入力します。
nodeip には、ファイバーチャネル通信を有効にする
5020 重複排除アプライアンスの IP アドレスを入力しま
す。
このアプライアンスに対してファイバーチャネル通信を
有効にするには、「enable-ft」と入力します。
ブラウザを開き、次の URL を入力して、ストレージプー
ル権限の入口パネルにアクセスします。
https://URL
URL にはストレージプール権限ノードの URL を入力し
ます。
root としてログインします。
［設定 (Settings)］ > ［構成 (Configuration)］をクリック
します。
左ペインの［構成 (Configuration)］で、［ファイバートラ
ンスポート (Fibre Transport)］をクリックします。
右ペインの［ファイバートランスポート (Fibre Transport)］
でボックスをクリックし、［保存 (Save)］をクリックします。

2

ターゲットストレージサーバーとして 50xx を設定するには、50xx ファイバーチャネ
ルポートのゾーンを設定します。

3

NetBackup 52xx の任意のファイバーチャネルカードの使用可能なイニシエータ
ポートに、50xx の任意のファイバーチャネルカードの使用可能なターゲットポートを
接続します。

p.303 の 「NetBackup 52xx アプライアンスに対するファイバーチャネルポートの構成オ
プションについて」 を参照してください。
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VMware バックアップホストとして使う NetBackup
Appliance について
NetBackup Appliance は、バックアップホストとして別の Windows システムを使わずに
仮想マシンのバックアップできます。
メモ: VMware ポリシー形式を使う必要があります。
ポリシーを VMware 形式に変換する場合は、nbplupgrade コマンドを使うことができま
す。 詳しくは、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。
次のトピックに、バックアップホストとして使うアプライアンスの注意事項を示します。
■

仮想環境でバックアップホストとして使うアプライアンスの概要については、次を参照
してください。
p.324 の 「バックアップホストとして使うアプライアンス: コンポーネントの概要」 を参照
してください。

■

必要条件と制限事項の一覧:
p.323 の 「VMware バックアップホストとしての NetBackup アプライアンスに関する注
意事項」 を参照してください。

■

詳しくは、最新の『Symantec NetBackup for VMware 管理者ガイド』を参照してくだ
さい。
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

VMware バックアップホストとしての NetBackup アプライアンスに関す
る注意事項
バックアップホストとしてのアプライアンスに関する次の必要条件と制限事項に注意してく
ださい。
■

アプライアンスはバージョン 2.5 以降である必要があります。 マスターサーバーが別
のホストにある（バックアップホスト上にない）場合は、マスターサーバーは NetBackup
7.5.0.1 以降を使う必要があります。

■

NetBackup 管理コンソールか、バックアップ、アーカイブ、リストアインターフェースを
実行するホストの NetBackup は 7.5.0.1 以降である必要があります。

■

VMware ポリシー形式を使う必要があります。

■

アプライアンスは iSCSI 接続をサポートしません。 このガイドの iSCSI への参照は、
アプライアンスには適用されません。
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バックアップホストとして使うアプライアンス: コンポーネントの概要
図 A-6に示すように、アプライアンスは VMware バックアップホストとして動作できます。
別の Windows バックアップホストは必要ありません。
バックアップホストとして使うアプライアンスでは、NetBackup メディアサーバーとマスター
サーバーも実行できます。
図 A-6

バックアップホストとして使うアプライアンスと NetBackup for VMware
LAN / WAN
メディアサーバー
ストレージ

バックアップホストとしてのアプ
ライアンスは NetBackup
クライアントソフトウェアを使用
して VM をバックアップ。
クライアントソフトウェアとメデ
ィアサーバーはアプライアンス上
で動作。マスターサーバーもアプ
ライアンス上で動作。

NetBackup
マスターサーバー
(アプライアンス
上にない場合）

NetBackup の GUI
ワークステーション

vCenter
サーバー

ESX
サーバー

備考：Windows のバックアップ
ホストは必要ありません。

仮想マシン
VM

VM

VM

VM

VM

VM

VMware
データ
ストア

NetBackup Appliance は、SAN 環境の動的マルチパス (DMP) をサポートします。
p.324 の 「SAN トランスポートを使用した VMware バックアップのためのアプライアンスの
動的なマルチパス機能について」 を参照してください。
バックアップホストとして使うアプライアンスについて詳しくは、次を参照してください。
p.323 の 「VMware バックアップホストとしての NetBackup アプライアンスに関する注意
事項」 を参照してください。

SAN トランスポートを使用した VMware バックアップのためのアプライ
アンスの動的なマルチパス機能について
NetBackup のアプライアンスは SAN 環境における VMware バックアップのための動的
なマルチパス（DMP）機能をサポートします。DMP は、すべての利用可能なパスに対し
て要求を分配することにより、入出力パフォーマンスを強化します。アプライアンス上の
DMP は、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できます。
フェールオーバーのシナリオでは、入出力は正常なデータパスに再ルーティングされま
す。障害が発生したパスは、正常になると自動的にリストアされます。DMP はアレイのメ
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ンテナンスのために入出力パスを一時的に無効にする必要がある場合に、数千の入出
力パスを管理する手間を軽減します。
図 A-7

SAN 上の DMP 用の NetBackup アプライアンスのコンポーネント

NetBackup
Appliance

LAN / WAN

マスターサーバー

NetBackup
Appliance

vCenter
サーバー

メディアサーバー

SAN

SAN

VMware データストア

ESX
サーバー

(Vmware バックアップホストで
利用可能なことが必要)

仮想マシン
VM

VM

VM

VM

VM

VM

この機能がシステムによってサポートされているかどうかについて、詳しくは次のリンクで
ハードウェア互換性リストの［ディスクアレイ (Disk Arrays)］> ［Linux (Linux)］セクションを
参照してください: http://www.symantec.com/docs/TECH170013
p.323 の 「VMware バックアップホストとしての NetBackup アプライアンスに関する注意
事項」 を参照してください。

NetBackup Appliance でのテープへのバックアップのサ
ポートについて
NetBackup Appliance はテープへのバックアップをサポートしているため、ファイバー
チャネルによって 1 つ以上のテープライブラリをアプライアンスに接続できます。アプライ
アンスは TLD テープストレージデバイスへの接続にファイバーチャネルのホストバスアダ
プタカード (FC HBA) を使います。
NetBackup 52xx アプライアンスでは、スロット 3 は常にテープライブラリに接続 (テープ
出力) するために使われます。
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テープライブラリをストレージとして使う場合、そのトラフィック用に別のゾーンを作成しま
す。テープストレージゾーンは次の FC HBA ポートを含む必要があります。
■

52xx アプライアンスのスロット 3 にある FC HBA カードのポート

■

テープライブラリのポート

テープライブラリから NetBackup 5020 または 5030 の重複排除アプライアンスにバック
アップイメージを複製すると、次に示すトラフィックが起きます。
■

テープライブラリと 52xx アプライアンス間のファイバーチャネル

■

52xx アプライアンスと 5020 または 5030 の重複排除アプライアンス間のファイバー
トランスポート

メモ: ファイバーチャネルを使う 2 つの NetBackup 5220 または 5230 アプライアンス間
の複製はサポートされません。
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B
IPMI の構成
この付録では以下の項目について説明しています。
■

IPMI 構成について

■

IPMI 構成の前提条件

■

BIOS セットアップを使った IPMI の構成

■

シマンテック社のリモート管理インターフェースにアクセスして使用する

■

NetBackup Appliance シェルメニューを使った設定の管理

IPMI 構成について
アプライアンス用の IPMI サブシステムを構成できます。IPMI (Intelligent Platform
Management Interface) サブシステムは、予想外の停電によって接続済みのシステムが
終了する場合に役立ちます。このサブシステムはオペレーティングシステムとは関係なく
動作し、アプライアンスの背面パネルにあるリモート管理ポートを使って接続できます。
ノート PC を使って、またはキーボード、ディスプレイ、マウス (KVM) を使って、リモートか
らアプライアンスにアクセスできます。
次の図は、5230 アプライアンスの背面パネルのリモート管理ポート (または IPMI ポート)
を示します。
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IPMI
ポート
IPMI の主要な用途には次があります。
■

オペレーティングシステムが存在しない場合にシステムをリモートで管理する

■

BIOS 設定を変更する

■

アプライアンスの電源をオン、オフ、リサイクルする

■

支店、リモートのデータセンター、ヘッドレスシステムなど、モニターによるローカルア
クセスが不可能または望ましくない状況

■

キーボード、モニター、マウス (KVM) ソリューションなど高価で煩雑なケーブル配線
やハードウェアを避ける

■

IPMI インターフェースを使ったアプライアンスの再イメージング

メモ: NetBackup Appliance を受け取り、設置、構成した後、リモート管理ポートを設定
することを推奨します。オンサイトでの人材手配に貴重な時間が割かれる可能性があるた
め、リモート管理ポートを使う必要性が発生するまで待たずに行ってください。
次の図に、IPMI がどのように働くかを示します。
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IPMI はどのように動作しますか?

アプライアンスの管理に
使っている PC
またはラップトップ

Symantec NetBackup Appliance

予想外の停電によって接続済みのシステムが終
了するとき。
リモート管理ポート
リモート管理ポートに
接続されているリモート場所

Symantec リモート管理ツールを使うと
アプライアンスの監視と管理をリモート
から実行できます。

IPMI 構成の前提条件
IPMI システムを構成する前に、次の構成の前提条件を検証します。
■

IPMI を構成するストレージプール内の各アプライアンスについて、ネットワーク管理
者から次の情報を入手します。
■

リモート管理ポートのデフォルトの固定 IP アドレスを変更するための IP アドレス

■

サブネットマスク

■

ネットワークコンピュータとアプライアンス間の接続を可能にするゲートウェイ IP ア
ドレス

■

専用のネットワークインフラストラクチャがあることを確認します。
リモート管理ポートは、100 Mb/s (NetBackup 5220 アプライアンス用) と 1 Gb/s
(NetBackup 5230 アプライアンス用) です。

■

ファイアウォールがアプライアンスと (ノート PC などの) アプライアンスを管理するリ
モートデバイス間に存在する場合は、次のポートを開きます。
22

SSH

80

HTTP

162

SNMP

443

HTTPS
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623

KVM

5120

RMM ISO/CD

5123

RMM フロッピーディスク

5124

CD

5127

SSL

5900

KVM CLI

7578

RMM CLI

7582

SSL

メモ: プライベート内部ネットワークがある場合は、それに応じてネットワークアドレス変
換 (NAT) で設定を構成してください。

BIOS セットアップを使った IPMI の構成
NetBackup 5220 以降のアプライアンスで BIOS を構成して、シマンテック社のリモート
管理ツールをセットアップする必要があります。 IPMI サブシステムの構成と管理を行う方
法を次の図に示します。
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IPMI サブシステムの構成方法
BIOS を使用して RMM ポートの詳細およびリモート管理ツールを構成する
リモート管理
ポートに接続された
リモートの場所

Symantec NetBackup
Appliance
［BIOS］>［サーバー管理
(Server Management)］
ページ
アプライアンスを管理する
ために使用する PC/ラップトップ

リモート管理ツールまたは NetBackup Appliance
のシェルメニューを使用してリモート管理ポートの設定を更新する
Symantec Remote Management
- IPMI ネットワーク構成の更新

Symantec
NetBackupAppliance
シェルメニュー
- IPMI ネットワーク構成の更新
- ユーザー管理
アプライアンスを管理する
ために使用する PC/ラップトップ

メモ: IPMI システムは、電源と監視メディアに接続する必要があります。 たとえば、リモー
トコンピュータからアプライアンスをオンにできるように、LAN (local area network) 接続
を使います。
次の手順は、BIOS セットアップを使ってリモート管理ポートを設定する方法を示します。
IPMI リモート管理ポートを構成する方法

1

アプライアンスの背面パネルの適切なポートに次のコンポーネントを接続します。
■

VGA (Video Graphics Array) ポートとコンピュータのディスプレイを標準ビデオ
ケーブルで接続

■

アプライアンスの USB ポートにキーボードを接続

■

必要に応じて USB ポートにマウスを接続

次の図は 5230 アプライアンスのサンプル背面図で、VGA ポートと USB ポートが
表示されています。
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VGA
ポート

2

USB
ポート

アプライアンスを起動します。
診断メッセージを表示するには Esc キー、セットアップを開始するには F2 キー、
ブートメニューには F6 キー、ネットワークブートには F12 キーを押してください
(Press <Esc> to view diagnostic messages Press <F2> to enter setup, <F6>
Boot Menu, <F12> Network Boot)
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3

ディスプレイにシマンテック社の起動画面が表示されたら、F2 キーを押して BIOS
セットアップメニューを入力します。 BIOS メニューのダイアログボックスが表示され
ることを確認するために、F2 キーを複数回押す必要がある場合もあります。
警告: このタスクを実行するための時間は数秒間だけです。この時間が経過すると、
オペレーティングシステムがロードされ、BIOS のページにアクセスできません。
Entering Setup というメッセージとともに次の画面が表示されます。

BIOS セットアップが表示されるまでおよそ 5 分間待機します。
メモ: シマンテック社のロゴが表示されない場合もあります。その場合は、画面に次
の文字列のみ表示されます。
診断メッセージを表示するには Esc キー、セットアップを開始するには F2 キー、
ブートメニューには F6 キー、ネットワークブートには F12 キーを押してください
(Press <Esc> to view diagnostic messages Press <F2> to enter setup, <F6>
Boot Menu, <F12> Network Boot)
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4

キーボードの左矢印キーと右矢印キーを使って［サーバー管理 (Server
Management)］ メニューに移動します。

5

矢印キーを使って［BMC LAN 構成 (BMC LAN configuration)］セクションに移動し
ます。

6

次のいずれかを実行します。
■

5220 アプライアンスの場合、［RMM3 LAN 構成 (RMM3 LAN configuration)］
セクションに移動します。

■

5230 アプライアンスの場合、［RMM4 LAN 構成 (RMM4 LAN Configuration)］
セクションに移動します。
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7

適切なセクションにナビゲートし、次の操作をします。
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■

［IP ソース (IP source)］オプションが［静的 (Static)］に設定されていることを確
認します。

■

［IP アドレス (IP address)］、［サブネットマスク (Subnet mask)］、［ゲートウェイ
IP (Gateway IP)］の設定を、アプライアンスへのリモートアクセス元のネットワー
クアドレスに変更します。

メモ: ベースボード LAN 構成を設定すると IPMI 構成に失敗するため、構成しない
でください。

8

設定を確認するためにユーザー名とパスワードの入力が求められます。

9

推測されにくいユーザーパスワードを入力します。
デフォルトのユーザー ID は sysadmin です。
デフォルトのユーザーパスワードは P@ssw0rd です。
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10 F10 キーを押して構成を保存し、BIOS を終了します。
11 ［確認メッセージ (Confirmation message)］で、［はい (Yes)］を選択します。
アプライアンスは自動的に再起動します。
IPMI ツールが構成されたので、このツールを使ってリモートからアプライアンスをオ
ンにして管理できます。

シマンテック社のリモート管理インターフェースにアクセ
スして使用する
IPMI Web インターフェースは、NetBackup 5200 アプライアンスでは統合型ストレージ
マネージャとして知られています。IPMI Web インターフェースは、NetBackup 5220 以
降のアプライアンスではシマンテック社のリモート管理として知られています。
統合型ストレージマネージャインターフェースについては、より詳しい情報を入手できま
す。
p.346 の 「5200 アプライアンスの統合型ストレージマネージャインターフェースについて」
を参照してください。
注意: 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
シマンテック社のリモート管理インターフェースを使う前に、次の前提条件を満たす必要
があります。
■

シマンテック社のリモート管理インターフェースは、BIOS セットアップを使用して最初
に構成する必要があります。

■

機能している電源に少なくとも 1 本の電源コードが接続されている必要があります。

■

5220 アプライアンスの場合、RMM3 チャネルを DHCP または固定アドレスとして構
成する必要があります。
5230 アプライアンスの場合、RMM4 チャネルを DHCP または固定アドレスとして構
成する必要があります。
メモ: ベースボード管理チャネルを構成しないでください。すべてのベースボードポー
トフィールドを 0.0.0.0 にする必要があります
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■

少なくとも 1 ユーザーが LAN チャネルを使える状態である必要があります。

■

リモート管理ポートは、最大 100Mbps (5220 の場合) と最大 1Gbps (5230 の場合)
のリンク速度を auto-negotiation で切り替えることができます。
メモ: IPMI が管理されたスイッチポートに接続されている場合、スイッチポートを自動
交渉に設定することをお勧めします。

■

IPMI ネットワークを構成する前に、ポート 7578 が開いていることを確認します。この
ポートはファイアウォールのために使われます。

■

IPMI を構成するために使う IP アドレスを入手します。リモートアプライアンスへの接
続時にネットワークからの特定アドレスが要求される可能性があります。

IPMI Web インターフェースにアクセスして、使用するには

1

リモートコンピュータ内のサポートされている Windows ブラウザを開きます。

2

アプライアンスに割り当てるリモート管理ポートの IP アドレスを BIOS で入力します。
次のページが表示されます。

3

ログイン情報を入力してください。デフォルトのユーザー名は sysadmin です。デ
フォルトのパスワードは P@ssw0rd です。ここで、0 は数字のゼロです。
［ログイン (Login)］をクリックします。
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4

［System Information］セクションが表示されます。このセクションには、アプライアン
スについての全般的なハードウェア情報が示されます。また、このページからフィー
ルド交換可能ユニット (FRU) のコンポーネント情報を入手できます。

5230 アプライアンスの場合、［System Information］の下で［System Debug Log］、
［CPU information］、［DIMM information］タブも利用できます。［System Debug
Log］タブでは、問題解決に役立つアプライアンスに関するデバッグ情報を収集でき
ます。［CPU information］タブおよび［DIMM information］タブでは、アプライアン
スの CPU および DIMM のデータが表示されます。
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5

［Server Health］セクションでは、センサー信号やイベントログのようなサーバーの健
全性に関するデータが表示されます。イベントログ情報はアプライアンスのブートの
問題をトラブルシューティングする場合に役立ちます。

5230 アプライアンスの場合、［Server Health］セクションで［Power Statistics］タブ
も利用できます。次の図を参照してください。
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6

［Configuration］セクションでは、アラート、ユーザー、ネットワークのようなさまざまな
設定を構成できます。
左ペインから［Network］をクリックし、［LAN Channel］ドロップダウンリストに移動しま
す。ドロップダウンリストには［ベースボード管理 (Baseboard Mgmt)］と［Intel(R)
RMM］というオプションが表示されています。［Intel(R) RMM］を選択します。
BIOS でリモート管理ポートを設定していない場合、デフォルトの IP アドレス、サブ
ネットマスク、ゲートウェイの IP アドレスが表示されます。BIOS でこれらのアドレスを
変更していない場合、今すぐにこれを行う必要があります。リモートアプライアンスへ
の接続時にネットワークからの特定アドレスが要求されます。
BIOS でリモート管理ポートを構成していた場合、ネットワークの固定 IP アドレス、サ
ブネットマスク、ゲートウェイの IP アドレスが表示されます。
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7

5230 アプライアンスの場合、図に示すように次の設定を利用できます。

左ペインから、［IPv4 ネットワーク (IPv4 Network)］リンクをクリックします。［IPv4 ネッ
トワーク設定 (IPv4 Network Settings)］画面が表示されます。
［LAN チャネル (LAN Channel)］ドロップダウンリストに移動します。ドロップダウンリ
ストには［Baseboard Mgmt］、［Baseboard Mgmt2］、［Intel(R) RMM］というオプ
ションが表示されます。［Intel(R) RMM］を選択します。
BIOS でリモート管理ポートを設定していない場合、デフォルトの IP アドレス、サブ
ネットマスク、ゲートウェイの IP アドレスが表示されます。BIOS でこれらのアドレスを
変更していない場合、今すぐにこれを行う必要があります。リモートアプライアンスへ
の接続時にネットワークからの特定アドレスが要求されます。
BIOS でリモート管理ポートを構成していた場合、ネットワークの固定 IP アドレス、サ
ブネットマスク、ゲートウェイの IP アドレスが表示されます。
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8

［Remote Control］セクションでは、サーバーをリモートで監視し、制御できます。ア
プライアンスの NetBackup Appliance シェルメニューを起動するには、［コンソール
リダイレクト (Console Redirection)］タブの下で［コンソールの起動 (Launch
Console)］をクリックします。このステップでは、JViewer アプリケーションを開きます。
このアプリケーションを使ってリモートでアプライアンスを監察し、制御できます。Java
Runtime Environment (JRE) のバージョン 6.0 以降が必要です。

左ペインから［サーバー電源管理 (Server Power Control)］リンクをクリックし、アプ
ライアンスの電源をオン/オフできます。［サーバーの電源をオン (Power ON Server)］
ラジオボタンを選択します。
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アプライアンスを開始するには、［処理を実行 (Perform Action)］をクリックします。

9

5230 アプライアンスの場合、前面パネルの機能を仮想的に提供する［Virtual Front
Panel］タブもあります。

メモ: バージョン 2.6.0.3 では、NetBackup アプライアンス Web コンソールのメニューで
Manage > Host > IPMI を使うか、または NetBackup アプライアンスのシェルメニューの
Support > IPMI Reset コマンドを使って IPMI をリセットできます。 IPMI インターフェー
スがハングアップしたり応答を停止した場合にのみ IPMI をリセットしてください。 IPMI リ
セット操作を行うと、IPMI が再起動されます。
p.116 の 「IPMI のリセット」 を参照してください。

5200 アプライアンスの統合型ストレージマネージャインターフェースにつ
いて
IPMI Web インターフェースは、NetBackup 5200 アプライアンスでは統合型ストレージ
マネージャ (ISM) として知られています。
インターフェースは次のように表示されます。
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［デバイスの構成 (Device Configuration)］セクションの［OS をブート (Boot OS)］リンク
をクリックすると、アプライアンスを開始、終了、またはリセットすることもできます。
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［デバイスの構成 (Device Configuration)］セクションの［IPMI ネットワークを設定 (Set
IPMI Network)］リンクをクリックすると、ネットワーク設定を構成できます。
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IPMI 管理ネットワークポートの IP アドレスを変更した場合は、ユーザー名とパスワードを
入力し、新しい IP アドレスで ISM に再度ログインする必要があります。［IPMI ネットワー
クを設定 (Set IPMI Network)］インターフェースで IP アドレス、サブネットマスク、デフォ
ルトゲートウェイのテキストボックスの内容を変更前にリストアする場合、または IPMI 管理
ネットワークポートの構成を変更せずに IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲート
ウェイのテキストボックスを空白にする場合に、［リセット (Reset)］ボタンが使用されます。

NetBackup Appliance シェルメニューを使った設定の管
理
NetBackup Appliance シェルメニューで、［サポート (Support)］メニューの次のコマン
ドを使って IPMI 設定を管理できます。
表 B-1

IPMI コマンド

コマンド

説明

オプションと説明

IPMI Network
Configure
<IPAddress>
<Netmask>
<GatewayIPAddress>

IPMI 構成を変更する ■
には、このコマンドを
使います。
■

■

<IPAddress> - リモート管
理ポートの更新された IP ア
ドレスを指定します。
<Netmask> - 更新されたサ
ブネットマスクを指定します。
<GatewayIPAddress> 更新されたゲートウェイ IP ア
ドレスを指定します。

例
IPMI Network Configure
192.168.0.15
255.255.255.0
255.255.255.4

IPMI Network Show

リモート管理ポート情 なし
報を表示するには、こ
のコマンドを使いま
す。

Support> IPMI Network
Show IP Address Source :
STATIC IP Address :
10.182.8.70 Subnet Mask :
255.255.240.0 Gateway IP
Address : 10.182.1.1

IPMI Reset

IPMI をリセットするに なし
は、このコマンドを使
います。 IPMI イン
ターフェースがハング
アップしたり応答を停
止した場合にのみ
IPMI をリセットしてく
ださい。 IPMI リセット
操作を行うと、IPMI が
再起動されます。

Support> IPMI Reset
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コマンド

説明

オプションと説明

例

IPMI User Add
<USER_NAME>

リモート管理ポートに <USER_NAME> には、追加する IPMI User Add New User
アクセスする新しい
ユーザーの名前を指定します。
ユーザーを追加する
には、このコマンドを
使います。

IPMI User Delete
<USER_NAME>

リモート管理ポートを <USER_NAME> には、削除する IPMI User Delete Old User
使わない既存のユー ユーザーの名前を指定します。
ザーを削除するには、
このコマンドを使いま
す。

IPMI User List

リモート管理ポートに なし
アクセスするユーザー
を一覧表示するに
は、このコマンドを使
います。

Support> IPMI User List
User name: abc User
privilege: ADMIN User
name : root User
privilege: ADMIN

メモ: IPMI 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。
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