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インストール手順
この章では以下の項目について説明しています。
■

Backup Exec Cloud Storage for Nirvanix OpenStorage プラグインのインストール
について

■

Nirvanix OpenStorage プラグインで Backup Exec を使用するための必要条件

■

Nirvanix ストレージ容量のプロビジョニングについて

■

Backup Exec の Nirvanix OpenStorage プラグインのインストール

■

Nirvanix の設定ユーティリティについて

■

Backup Exec への Nirvanix OpenStorage デバイスの追加

Backup Exec Cloud Storage for Nirvanix OpenStorage
プラグインのインストールについて
Backup Exec™ Cloud Storage for Nirvanix OpenStorage プラグインによって、シマン
テック社のデータ保護アプリケーションが Nirvanix Storage Delivery Network. にアク
セスできるようになります。
このインストールガイドは Nirvanix ストレージ容量を設定し、Backup Exec サーバーに
Nirvanix OpenStorage プラグインのパッケージをインストールする際に使用してくださ
い。
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表 1-1

Backup Exec Cloud Storage for Nirvanix OpenStorage プラグインの
インストール

手順

処理

詳細

手順 1

Nirvanix のストレージスペース p.9 の 「Nirvanix ストレージ
をプロビジョニングします。
容量のプロビジョニングについ
て」 を参照してください。

手順 2

すべての必要条件が満たされ
ること確認します。

手順 3

Nirvanix OpenStorage のプラ p.9 の 「Backup Exec の
グインをインストールします。
Nirvanix OpenStorage プラグ
インのインストール」 を参照して
ください。

手順 4

Nirvanix 設定ユーティリティを p.11 の 「Nirvanix の設定ユー
実行します。
ティリティについて」 を参照して
ください。

手順 5

Backup Exec に Nirvanix
p.13 の 「Backup Exec への
OpenStorage デバイスを追加 Nirvanix OpenStorage デバイ
します。
スの追加」 を参照してください。

(省略可能) 手順 6

Nirvanix のプラグインを調整 p.15 の 「ユーザー設定ファイル
するユーザー設定ファイルを作 の作成」 を参照してください。
成します。

p.8 の 「Nirvanix
OpenStorage プラグインで
Backup Exec を使用するため
の必要条件」 を参照してくださ
い。

Nirvanix OpenStorage プラグインで Backup Exec を使
用するための必要条件
Nirvanix OpenStorage プラグインで Backup Exec を実行するためには、次の項目を満
たす必要があります。
■

Nirvanix ストレージ
次の Web サイトを通して Nirvanix ストレージを購入できます。
http://www.nirvanix.com/partners/symantec.aspx

■

設定された Nirvanix ストレージのアカウント

■

Backup Exec 2012

次の項目をインストールする必要があります。
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■

Nirvanix OpenStorage プラグインは、Backup Exec サーバーと、Nirvanix ストレー
ジにアクセスするリモートコンピュータにインストールする必要があります。
プラグインをインストールする前に Nirvanix ストレージ領域をプロビジョニングする必
要があります。
p.9 の 「Nirvanix ストレージ容量のプロビジョニングについて」 を参照してください。

■

Agent for Windows を Nirvanix ストレージにアクセスするリモートコンピュータにイ
ンストールする必要があります。

p.9 の 「Backup Exec の Nirvanix OpenStorage プラグインのインストール」 を参照し
てください。

Nirvanix ストレージ容量のプロビジョニングについて
Nirvanix OpenStorage プラグインをインストールする前に、Nirvanix ストレージ容量を
プロビジョニングする必要があります。 Nirvanix マスターアカウント (MA) を取得するた
めに Nirvanix 管理ポータルを使用してください。 MA は管理上の操作のために使用さ
れます。
統合されたストレージプール (SDN アプリケーション) 管理機能を使用するためには、
Nirvanix アカウントのデフォルトのノードレプリケーションのポリシーを設定する必要があ
ります。 新しいストレージプールはデフォルトのポリシーを継承しますが、ビジネスのニー
ズに合わせて、各ストレージプールのポリシーを調整できます。詳しくは、またはアカウン
トに適切な設定があることを確認するためには、Nirvanix 管理ポータルを使用して
Nirvanix のカスタマーサポートに連絡してください。
p.8 の 「Nirvanix OpenStorage プラグインで Backup Exec を使用するための必要条
件」 を参照してください。

Backup Exec の Nirvanix OpenStorage プラグインのイ
ンストール
Nirvanix OpenStorage プラグインをインストールし、Nirvanix の設定ユーティリティを
実行します。 設定ユーティリティは後で実行することもできます。
p.7 の 「Backup Exec Cloud Storage for Nirvanix 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。
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Backup Exec の Nirvanix OpenStorage プラグインをインストールする方法

1

Backup Exec がまだインストールされていなければ、インストールします。

2

ダウンロードした Windows MSI ファイル (SYMCpinirvanix-<version>_AMD64.msi
または SYMCpinirvanix-<version>_x86.msi) をダブルクリックしてください。
p.10 の 「Windows システムのインストーラパッケージのファイル」 を参照してくださ
い。

3

［セットアップ］ダイアログボックスで［使用許諾契約書に同意します］チェックボックス
にチェックマークをつけ、［インストール］をクリックします。

4

次のいずれかを実行します。
プラグインのインストールが完了した後、
次に示す順序で操作を実行します。
Nirvanix の設定ユーティリティを開始する方
■ ［完了］のダイアログボックスで、［終了した
法
後 Nirvanix の設定ユーティリティを起動
する］チェックボックスをクリックし、次にセッ
トアップを完了するために［完了］をクリッ
クします。
■ Nirvanix の設定ユーティリティで、適切
なオプションを完了します。
p.12 の 「Nirvanix の設定ユーティリティ
オプション」 を参照してください。
プラグインのインストールを閉じ、Nirvanix の ［完了］のダイアログボックスで、［完了］をクリッ
設定ユーティリティを後で実行する方法
クします。
p.11 の 「Nirvanix の設定ユーティリティにつ
いて」 を参照してください。

Windows システムのインストーラパッケージのファイル
Windows パッケージは SYMCpinirvanix-<version>_AMD64.msi ファイルか
SYMCpinirvanix-<version>_x86.msi ファイルで配布されます。
表 1-2

Windows パッケージのファイル

ファイル

説明

libstspinirvanix.dll

Nirvanix OpenStorage のプラグインを含んでいます

vxcrypto.dll

証明書管理の実際の運用を提供します

vxssl.dll

Secure Sockets Layer (SSL v2/v3) とトランスポート層セキュリ
ティ (TLS v1) のプロトコルを提供します
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ファイル

説明

vxxml4c.dll

複数のエンコードに対して XML 解析を提供します

nirvanix_config.exe

Windows の設定ユーティリティを含んでいます

cacert.pem

認証の SSL 証明書を含んでいます

Nirvanix の設定ユーティリティについて
マスターのアカウント名、ストレージのプール名、子アカウント名、およびサイズの限度を
入力するには、Nirvanix の設定ユーティリティを使います。 これらの値は Nirvanix アプ
リケーションと子アカウントを自動的に作成するために使用されます。 OpenStorage デ
バイスを Backup Exec に追加すると、これらの設定は Nirvanix Storage Delivery
Network アカウントを自動的に更新します。 これらの値は次のファイルに保存されます。
C:¥Program Files¥Symantec¥Backup Exec¥libstspinirvanix.conf
Nirvanix 設定ユーティリティは次のように表示されます。

p.12 の 「Windows プラットフォームでの Nirvanix 設定ユーティリティの実行」 を参照し
てください。

11

12

第 1 章 インストール手順
Nirvanix の設定ユーティリティについて

Windows プラットフォームでの Nirvanix 設定ユーティリティの実行
Nirvanix アプリケーションおよび子アカウントの値を入力するために Nirvanix 設定ユー
ティリティを実行します。
p.11 の 「Nirvanix の設定ユーティリティについて」 を参照してください。
Windows プラットフォームで Nirvanix 設定ユーティリティを実行する方法

1

Nirvanix OpenStorage のプラグインをインストールしたコンピュータで、次のディレ
クトリに移動します。
C:¥Program Files¥Symantec¥Backup Exec

2

nirvanix_config.exeをダブルクリックします。

3

必要に応じてオプションを設定します。
p.12 の 「Nirvanix の設定ユーティリティオプション」 を参照してください。

4

［OK］をクリックします。

Nirvanix の設定ユーティリティオプション
Nirvanix 設定ユーティリティは Cloud Storage for Nirvanix の設定を含んでいます。
p.12 の 「Windows プラットフォームでの Nirvanix 設定ユーティリティの実行」 を参照し
てください。
表 1-3

Nirvanix の設定ユーティリティオプション

項目

説明

Master Account Name

Nirvanix ストレージ容量のプロビジョニング時
に入手した Nirvanix マスターアカウント (MA)
の名前を指定できます。 このフィールドは省略
可能です。 この名前が入力されると、ストレージ
プール名 (次に入力するフィールド) に提案する
ために使用されます。 提案されるストレージプー
ル名は、入力された名前と追記される接尾辞
(「_backup」) を使用して作成されます。
たとえば、「Symantec-India」とマスターアカウ
ント名を入力すれば、ユーティリティはストレージ
プール名として「Symantec-India_backup」を
提案します。 その後、必要に応じて提案された
名前を編集できます。
この値は設定ファイルに追加されません。
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項目

説明

Storage pool Name

マスターアカウント名のフィールドが入力された
ら、そのエントリに基づいてストレージプール名
が表示されます。この名前は Nirvanix クラウド
ストレージのアプリケーション名として使用されま
す。 この名前を使用するか、または異なる名前
を作成できます。
この値は STORAGE_POOL_NAME=<storage
pool name> として設定ファイルに追加されます

Child Account Name

プラグインがストレージプールの下に作成する子
アカウントの名前を指定できます。 Backup Exec
は OpenStorage 論理ストレージユニット (LSU)
の場所として子アカウントを扱います。
p.13 の 「Backup Exec への Nirvanix
OpenStorage デバイスの追加」 を参照してくだ
さい。
子アカウント名は 100 文字を超過できません。
この値は CHILD_ACCOUNT_NAME=<child
account name> として設定ファイルに追加され
ます

Child Account Size

ストレージのプールの最大許容サイズを指定で
きます。 このフィールドは省略可能です。 MB、
GB、または TB 単位で値を入力できます。 無制
限のボックスにチェックマークを付けると (デフォ
ルトの状態)、子アカウントのストレージ容量は無
制限です。
指定すると、この値は
CHILD_ACCOUNT_SIZE=<child account size
in bytes> として設定ファイルに追加されます

Backup Exec への Nirvanix OpenStorage デバイスの
追加
Nirvanix OpenStorage デバイスを追加するために Backup Exec 管理コンソールのスト
レージの設定ウィザードを使用します。
Backup Exec の詳細については『Backup Exec 管理者ガイド』を参照してください。
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Backup Exec に Nirvanix OpenStorage デバイスを追加する方法

1

Backup Exec 管理コンソールで［設定］グループの［ストレージ］タブで［ストレージを
設定］をクリックします。

2

［Network Storage］をクリックし［次へ］をクリックします。

3

［Cloud Storage］をクリックし［次へ］をクリックします。

4

［名前］フィールドに Nivanix001 のような Nirvanix のデバイス名を入力し、必要に
応じて説明を入力し、次に［次へ］をクリックします。

5

プロバイダの場合、［Nirvanix］をクリックし、［次へ］をクリックします。

6

クラウドデバイスの接続情報を入力するようにメッセージが表示された場合、Nirvanix
で提供しているサービス名を入力するか、または［サーバー名］フィールドに
［Nirvanix.com］と入力し、次にクリックしてください。

7

このサーバーに接続するために使うログオンアカウントを選択するようにメッセージ
が表示された場合、［新規］をクリックします。

8

3 つの［アカウントクレデンシャル］フィールドおよび［アカウント名］フィールドを完了
し、次に［OK］をクリックします。

9

クラウドデバイスの接続情報を再度入力するようにメッセージが表示された場合、［次
へ］をクリックします。

10 クラウドデバイスの場所を選択するためには、Nirvanix の設定ユーティリティで入力
した子アカウント名をクリックし、次に［次へ］をクリックします。
p.11 の 「Nirvanix の設定ユーティリティについて」 を参照してください。

11 ［概略］画面を確認し、［完了］をクリックします。
12 デバイスをオンラインにするために Backup Exec サービスを再起動するようにメッ
セージが表示されたとき［はい］をクリックします。

13 ［Backup Exec Services Manager］ダイアログボックスで、［すべてのサービスを再
起動］をクリックし、再起動操作が完了した後、［閉じる］をクリックします。

14 ［Backup Exec サーバーに接続］のダイアログボックスで、ユーザー名およびパス
ワードを入力し、次にクラウドストレージデバイスをオンラインにするために［接続］を
クリックします。

2
ユーザー設定ファイル
この章では以下の項目について説明しています。
■

ユーザー設定ファイルの作成

■

ユーザー設定ファイルオプション

ユーザー設定ファイルの作成
ユーザー設定ファイルは Nirvanix OpenStorage プラグインの調整のために作成できる
省略可能なファイルです。
ユーザー設定ファイルが利用できないか、オプションファイルに別の値を指定していない
場合、デフォルト値が使用されます。
サンプルのユーザー設定ファイルの内容を次に示します。

BUFFER_SIZE=10485760
CURL_CONNECT_TIMEOUT=300
CURL_TIMEOUT=600
LOG_CURL=YES
USE_SSL=YES
USE_SSL_RW=YES

ユーザー設定ファイルを作成する方法

1

Nirvanix OpenStorage プラグインがインストールされている同じディレクトリにファ
イルを作成します。

2

ファイルに libstspinirvanix.prefという名前をつけてください。

3

このファイルにオプションとその値を追加してください。
p.16 の 「ユーザー設定ファイルオプション」 を参照してください。
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ユーザー設定ファイルオプション
ユーザー設定ファイルのオプションのデフォルト値を設定できます。
p.15 の 「ユーザー設定ファイルの作成」 を参照してください。
表 2-1

ユーザー設定ファイルオプション

オプション

説明

デフォルト値

BUFFER_SIZE

バッファキャッシュで使用されるバッファのサイズ (バイト単位)。

10485760

最大許容バッファサイズは 1073741824 (1 GB) です。 そのサイズを越える値は
1 GB にリセットされます。
バッファの使用を無効にするには BUFFER_SIZE をゼロに設定します。
CURL_CONNECT
_TIMEOUT

ホストが Nirvanix ストレージサーバーに接続を試みる時間 (秒単位)。 この時間 300 (秒、または 5
後、接続されなければ libcurl がタイムアウトします。 さらに 2 回まで再試行さ 分)
れます。
たとえば、CURL_CONNECT_TIMEOUT が 300 (秒) に設定されれば、ホストは
300 秒まで接続を試みます。
このタイムアウトを無効にするには CURL_CONNECT_TIMEOUT をゼロに設定
します。

CURL_TIMEOUT

データ操作の完了に割り当てられる時間 (秒単位)。 操作が指定された時間で完 900 (秒、または 15
了しなければ、中止されます。 さらに 2 回まで再試行されます。
分)
このオプションを 900 (15 分) というデフォルト値以下の値に設定することを推奨
します。
このタイムアウトを無効にするには CURL_TIMEOUT をゼロに設定します。

LOG_CURL

値に YES を指定するとlibcurlメッセージのデバッグのログ記録を有効にしま いいえ
す。 Nirvanix で libcurl または通信問題をデバッグするために、このパラメー
タを使用してください。

RESTRICT_IP

複数のコンシューマ IP にアップロードダウンロードトークンを使用して、アップロー はい
ドおよびダウンロードの許可をするかどうかを指定します。
RESTRICT_IP が［いいえ］に設定されると、アップロードダウンロードトークンを使
用してアップロードおよびダウンロードすることを、複数のコンシューマ IP に許可
します。
RESTRICT_IP が［はい］に設定されると、アップロードダウンロードトークンで単一
のコンシューマ IP にアップロードダウンロード操作を制限します。
ネットワーク アドレス変換 (NAT) またはプロキシを使用する場合は、RESTRICT_IP
を［いいえ］に設定する必要があります。
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オプション

説明

デフォルト値

USE_SSL

プラグインが、読み取りまたは書き込み以外、すべての接続で SSL を使用するか はい
どうかを指定します。 USE_SSL は SSL のオン/オフを切り替えるグローバルオプ
ションです。
USE_SSL が［いいえ］に設定された場合は、SSL は使用されず、USE_SSL_RW
は無視されます。
USE_SSL が［はい］に設定された場合は、SSL はデータの読み取りと書き込み以
外の Nirvanix とのすべての通信に使用されます。

USE_SSL_RW

Nirvanix ですべてのデータの読み取り、書き込みを暗号化するために、プラグイ はい
ンが SSL を使用するがどうかを指定します。
USE_SSL が［いいえ］に設定された場合は、USE_SSL_RW は無視されます。
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A
Nirvanix ストレージの設定
この付録では以下の項目について説明しています。
■

Backup Exec の Nirvanix ストレージの設定

Backup Exec の Nirvanix ストレージの設定
Nirvanixの設定ユーティリティは自動的にストレージセットアップを管理します。 複数の
子アカウントを作成する場合など、より詳細な設定をする場合のみこの手順を使ってくだ
さい。
Backup Exec の Nirvanix ストレージを設定する方法

1

次の URL で Nirvanix 管理ポータル Web サイトにアクセスします。
https://nmp.nirvanix.com/

2

Nirvanix マスターアカウントクレデンシャル (例: symantec.dev7) を入力します。

3

［アプリケーション］をクリックし、次に［新規アプリケーションの作成］をクリックします。

4

名前を入力します。
たとえば、マスターアカウント名が <Nirvanix_Customer_Account> の場合、
「BackupExec-9」を使用してください。 命名規則は、アプリケーション (ストレージ
プール) 名が Nirvanix のグローバルな名前空間内で一意であること確認します。
Nirvanix はアプリケーション (ストレージプール) の一意のアプリケーション (ストレー
ジプール) キーを作成します。

5

作成したアプリケーションを選択します。

6

Backup Exec がそのストレージプールサーバーの下で論理ストレージユニット (LSU)
として扱う子アカウントを作成するには、［新規の子アカウントを作成］をクリックしま
す。

7

子アカウントの最大ストレージ容量のような異なるクォータを設定するには、子アカウ
ントの［詳細］タブの［表示］をクリックします。
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