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はじめに 

本ドキュメントについて 
本ドキュメントは、ニフクラ ( https://pfs.nifcloud.com/ ) 上の各種機能と連携して、Commvault によるバックア
ップ、リストアの動作検証の⼿順、および結果を説明、理解いただくことを⽬的として記述されております。本ドキュメ
ントに記載されていない Commvault ソフトウェアに関する詳細情報、互換性情報およびその他の技術情報につき
ましては、弊社ドキュメントサイト ( http://documentation.commvault.com ) をご参照ください。 

本ドキュメントの⼿順は Commvault V11 SP16 をベースに記載しております。異なる SP では若⼲⼿順が異なる
かもしれません。 

 

免責事項について 
本ドキュメントは情報提供と便宜を⽬的として、現状有姿のままで提供されます。Commvault は事前の通知なし
に本ドキュメントの内容を修正、変更する権利を留保します。本ドキュメントにおいて使⽤されている構成は架空の
ものであり、説明のためだけに使⽤されます。実在するものとは⼀切関係ありません。また、本ドキュメントの内容の
正確性や使⽤に関しては Commvault は何ら保証しません。 

 

著作権 
© 2020 すべての著作権は Commvault Systems Japan 株式会社が所有しております。記載された会社名お
よび製品名等は該当する各社の商標または登録商標です。 
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本ドキュメントで説明する構成について 

本ドキュメントでは、ニフクラ上に⽤意した 2 台の仮想マシンに Commvault をインストールし、ニフクラのオブジェクト
ストレージに対してバックアップ データを格納する構成を前提に説明しています。 

後半では、ニフクラ上に構成したバックアップ サーバーに対して、オンプレミス (ニフクラ外) のクライアントからバックアッ
プを取得するための環境を想定しています。 
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バックアップ データ格納先の構成 (ニフクラ側) 

Commvault はバックアップ データの格納先として、ディスク ストレージ、クラウド ストレージ、テープ ストレージ等
様々なストレージを使⽤することが可能です。本ドキュメントではニフクラのオブジェクト ストレージを Commvault の
バックアップデータの格納先として構成します。 

 

バケットの作成 
ニフクラのコントロール パネルを使⽤して、バケットを作成します。 

1. ニフクラのコントロール パネルにログインします。 
2. コントロール パネルのビッグメニューから、[オブジェクト ストレージ] を選択します。 

 
 

3. [オブジェクト ストレージ] 画⾯が表⽰されたら、左メニューにある [エクスプローラ] を選択します。 
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4. [エクスプローラ] 画⾯が表⽰されたら、[バケット作成] をクリックします。 

 
 

5. [バケット作成] ダイアログが表⽰されたら、[バケット名] フィールドに作成するバケットの名前を⼊⼒して [作成
する] をクリックします。[公開レベル] は private のままで問題ありません。 
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6. [エクスプローラ] 画⾯の [バケット名] ⼀覧に、作成したバケットが表⽰されていることを確認します。 

 
 

キー情報の取得 
Commvault からニフクラのオブジェクト ストレージに対してデータの読み書きを⾏なう場合、アクセスキーおよびシー
クレットアクセスキーの情報を使⽤して接続します。ニフクラ側から必要な情報を取得します。 

1. ニフクラのコントロール パネルにログインします。 
2. コントロール パネルのヘッダーにあるアカウント名をクリックして、[アカウント管理] を選択します。 
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3. [アカウント管理] 画⾯が表⽰されたら、アカウント名の左側にある展開ボタンをクリックします。 

 
 

4. アクセスキーの情報を記録しておきます。 
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5. [シークレットアクセスキー] の右側にある [表⽰] をクリックします。 
[シークレットアクセスキーの表⽰] ダイアログが表⽰されたら、シークレットアクセスキーの情報を記録しておきま
す。 

 
 

6. [シークレットアクセスキーの表⽰] ダイアログの [閉じる] をクリックします。 

 

最新の情報は https://pfs.nifcloud.com/api/endpoint.htm から確認してください。 
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バックアップ データ格納先の構成 (Commvault 側) 

 

ライブラリの作成 
ライブラリとは、バックアップ イメージの格納先です。Commvault ではディスク (ブロック ストレージ / ファイル ストレー
ジ)、クラウド ストレージ (オブジェクト ストレージ) 、テープ等に対してバックアップ イメージを格納することができます。
本ドキュメントではニフクラのオブジェクト ストレージをライブラリして構成しました。 

 

ライブラリ構成前のライブラリの確認 

オブジェクト ストレージの状態を確認します。 

1. ニフクラのコントロール パネルにログインします。 
2. コントロール パネルのビッグメニューから、[オブジェクト ストレージ] を選択します。 
3. [オブジェクト ストレージ] 画⾯が表⽰されたら、左メニューにある [エクスプローラ] を選択します。 
4. [エクスプローラ] 画⾯が表⽰されたら、事前に作成したバケット名をクリックします。 
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5. バケットの状態を確認します。 

 
 

ライブラリの構成 

CommCell Console を使⽤して、ライブラリを構成します。 

1. CommCell ブラウザから、[ストレージ リソース] ノードを展開します。 
2. [ライブラリ] ノードを右クリックして、[追加] > [Cloud Storage ライブラリ] を選択します。 

 
 

3. [Cloud Storage の追加] ダイアログが表⽰されたら、以下の情報を⼊⼒します。 
名称 : Commvault 上での識別名 (任意の名前で問題ありません) 
タイプ : S3 互換ストレージ 
MediaAgent : このライブラリに対してアクセスする MediaAgent 
サービス ホスト : ニフクラのオブジェクトストレージ エンドポイント 
アクセス キー ID : ニフクラのコントロール パネルから取得したアクセスキー情報 
シークレット アクセス キー : ニフクラのコントロール パネルから取得したシークレットアクセスキー情報 
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4. [Cloud Storage の追加] ダイアログに⼊⼒した内容が正しいことを確認して、[検出] をクリックします。 
5. [Cloud Storage の追加] ダイアログの [バケット] リストに、事前にニフクラ上で構成しているバケットが表⽰さ

れたことを確認して、[OK] をクリックします。 
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6. CommCell ブラウザの [ライブラリ] ノード以下に、構成したライブラリ ノードが追加されていることを確認します。 

 
 

ライブラリ構成後のオブジェクト ストレージの確認 

オブジェクト ストレージの状態を確認します。 

1. クラウド ライブラリの作成前に表⽰した、ニフクラのコントロール パネルの [エクスプローラ] 画⾯を再表⽰します。 
2. バケットの下にフォルダが作成されていることを確認します。 
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ストレージ プールの構成 
Commvault では、1 つ以上のライブラリを束ねてストレージ プールとして定義することができます。また、プールに対
して重複排除機能を割り当てることで、重複排除機能を使⽤したバックアップを使⽤することが可能になります。 

(重複排除機能を使⽤したストレージ プールとグローバル重複排除ポリシーは同じものになります) 

1. CommCell ブラウザから、[ストレージ リソース] ノードを展開します。 
2. [ストレージ プール] ノードを右クリックして、[ストレージ プールの追加] > [クラウド] を選択します。 

 
 

3. [新規ストレージ プールの作成ウィザード] が表⽰されたら、作成するストレージ プールの名称を⼊⼒して [次
へ] をクリックします。 
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4. [ストレージ構成] 画⾯が表⽰されたら、事前に作成したライブラリを選択して [次へ] をクリックします。 

 
 

5. [プライマリ コピーの詳細設定] 画⾯が表⽰されたら、[次へ] をクリックします。 
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6. [パーティションの重複除外を有効にしますか︖] 画⾯が表⽰されたら、[クライアント側重複排除の有効] が選
択されていることを確認して [次へ] をクリックします。 

 
 

7. 重複排除データベースの場所を指定して [次へ] をクリックします。 

 
 



 

 19

8. クライアント グループを指定するページはデフォルト (未指定) のまま [次へ] をクリックします。 

 
 

9. 構成内容を確認して [完了] をクリックします。 

 
 

10. CommCell ブラウザの [ストレージ プール] ノード以下に、構成したストレージ プールが表⽰されていることを確
認します。 
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ストレージ ポリシーの構成 
ストレージ ポリシーはバックアップ データの保持期間や階層化を定義する、Commvault のデータ保持のポリシーに
なります。事前に作成したストレージ プールを使⽤してストレージ ポリシーを定義します。 

1. CommCell ブラウザから、[ポリシー] ノードを展開します。 
2. [ストレージ ポリシー] ノードを右クリックして、[新しいストレージ ポリシー] を選択します。 

 
 

3. [データ プロテクションとアーカイブ] を選択して [次へ] をクリックします。 
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4. ストレージ ポリシーの名前を⼊⼒して [次へ] をクリックします。 

 
 

5. [はい] および [クライアント側重複排除の使⽤] を選択して [次へ] をクリックします。 
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6. 事前に作成したストレージ プールを選択して [次へ] をクリックします。 

 
 

7. デバイス ストリーム数はデフォルトのまま [次へ] をクリックします。 
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8. 構成内容を確認して [完了] をクリックします。 

 
 

9. CommCell ブラウザの [ストレージ ポリシー] ノード以下に、構成したストレージ ポリシーが表⽰されていること
を確認します。 
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ファイル バックアップの構成 

クライアント ホスト上の E: ドライブのバックアップを⾏なう E_Drive サブクライアントを定義します。 

 

サブクライアントの構成 
E: ドライブのバックアップを⾏なう E_Drive サブクライアントを定義します。 

1. CommCell ブラウザから、[クライアント コンピュータ] > [(クライアント ホスト)] > [File System] ノードを展開
します。 

2. [defaultBakupSet] を右クリックして、[すべてのタスク] > [新しいサブクライアント] を選択します。 

 
 

3. [新しいサブクライアント] ダイアログが表⽰されたら、[サブクライアント名] フィールドにサブクライアントの名前 
(E_Drive) を⼊⼒して [コンテンツ] タブを選択します。 
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4. [コンテンツ] タブが表⽰されたら、バックアップ対象のフォルダを選択します。 

 
 

5. [内容のブラウズ] ダイアログが表⽰されます。対象のフォルダ (E:) を選択して [追加] をクリックします。 
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6. [サブクライアントのコンテント] リストに選択したフォルダが追加されていることを確認して、[ストレージ デバイス] 
タブを選択します。 

 
 

7. [ストレージ デバイス] タブが表⽰されたら、[ストレージ ポリシー] リストに事前に作成したストレージ ポリシーを
選択して [詳細] をクリックします。 
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8. [詳細サブクライアント プロパティ] ダイアログが表⽰されたら、[パフォーマンス] タブをクリックします。 

 
 

9. [ドライブまたはマウント ポイント内に複数のデータ リーダーを許可します。] オプションを選択して、[OK] をクリッ
クします。 
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10. [OK] をクリックします。 

  
 

11. [バックアップ スケジュール] ダイアログが表⽰されたら、[スケジュールしない] を選択して [OK] をクリックします。 
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ファイル バックアップの実⾏ 

バックアップ / リストアを実⾏します。 

バックアップ ジョブの実⾏ 
バックアップ ジョブを実⾏します。 

1. CommCell ブラウザから、[クライアント コンピュータ] > [(クライアント ホスト)] > [File System] ノードを展開
して、[defaultBackupSet] ノードを選択します。 

2. E_Drive サブクライアントを右クリックして、[バックアップ] を選択します。 

 
 

3. [サブクライアントのバックアップ オプション] ダイアログが表⽰されたら、[バックアップ] タイブから [フル] を選択して 
[OK] をクリックします。 

 
4. ジョブ コントローラからバックアップ ジョブが正常に完了したことを確認します。 
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リストア ジョブの実⾏ 
バックアップしたファイルをリストアします。 

1. リストア対象のファイルを削除しておきます。 
2. CommCell ブラウザから、[クライアント コンピュータ] > [(クライアント ホスト)] > [File System] ノードを展開

して、[defaultBackupSet] ノードを選択します。 
3. バックアップを実⾏したサブクライアントを右クリックして、[ブラウズとリストア] を選択します。 
4. [ブラウズとリストア] ダイアログが表⽰されたら、[内容の表⽰] をクリックします。 
5. リストア対象のファイルを選択して、[選択対象をすべてリカバリ] をクリックします。 
6. [選択された全項⽬のリストア オプション] 画⾯が表⽰されたら、リストア先の情報を確認して [OK] を確認し

ます。 
7. ファイルがリストアされたことを確認します。 
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Block-Level バックアップの構成 

Commvault には、ボリューム全体のバックアップを実⾏する Block-Level バックアップという機能があります。バックア
ップの対象はボリューム全体になりますが、リストアはボリューム全体のリストア、もしくはファイル単位のリストアに対応
しており、ファイル数が多いディスクのバックアップについてはスキャン時間や合成フル バックアップの効率化が⾒込まれ
ます。 

 

バックアップ セットの作成 
Commvault の仕様として、1 つのバックアップセットの中に複数のサブクライアントを構成することはできますが、異な
るサブクライアントで同じファイル / フォルダをバックアップ対象にすることはできません(バックアップ対象となるファイル / 
フォルダは⼀意である必要があります)。 

E: ドライブに対して Block-Level バックアップを実⾏するために、新規にバックアップ セットを作成します。 

1. CommCell ブラウザから [クライアント コンピュータ] > [(クライアント ホスト)] ノードを展開します。 
2. [File System] ノードを右クリックして、[すべてのタスク] > [新しいバックアップ セットの作成] を選択します。 

 
 

3. [新しいバックアップ セットの作成] ダイアログが表⽰されたら、[バックアップ セット名] フィールドに作成するバック
アップ セットの名前 (BLBBackupSet) を⼊⼒して [OK] をクリックします。 
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4. [バックアップ スケジュール] ダイアログが表⽰されたら、[スケジュールしない] を選択して [OK] をクリックします。 

  
 

サブクライアントの構成 
ボリューム単位のバックアップを実⾏するためのサブクライアントを構成します。 

1. CommCell ブラウザから [クライアント コンピュータ] > [(クライアント ホスト)] ノードを展開します 
2. [BLBBackupSet] ノードを右クリックして、[すべてのタスク] > [新しいサブクライアント] を選択します。 
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3. [新しいサブクライアント] ダイアログが表⽰されたら、[サブクライアント名] フィールドにサブクライアントの名前 
(E_Drive (Block Level)) を⼊⼒して [コンテンツ] タブを選択します。 

 
 

4. [コンテンツ] タブが表⽰されたら、[パスの追加] をクリックします。 
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5. [複数コンテント追加] ダイアログが表⽰されたら、(E:\) を⼊⼒して [OK] をクリックします。 

 
 

6. [サブクライアントのコンテント] リストに指定したパスが追加されたことを確認して、[ストレージ デバイス] タブをク
リックします。 
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7. [ストレージ デバイス] タブが表⽰されたら、[ストレージ ポリシー] リストに事前に作成したストレージ ポリシーを
選択して [詳細] をクリックします。 

 
 

8. [詳細サブクライアント プロパティ] ダイアログが表⽰されたら、[詳細オプション] タブをクリックします。 
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9. [詳細サブクライアント プロパティ] タブが表⽰されたら、[⼩さなファイルの多数のファイル システムの最適化 (ブ
ロック レベルのバックアップ)] を選択して、[パフォーマンス] タブをクリックします。 
注: [今すぐ再起動] を選択すると、ダイアログを閉じたタイミングで Windows OS の再起動が⾛りますので選
択しないようにしてください。 

 
 

10. [ドライブまたはマウント ポイント内に複数のデータ リーダーを許可します。] オプションを選択して、[OK] をクリッ
クします。 

 



 

 37

11. [OK] をクリックします。 

 
 

12. [バックアップ スケジュール] ダイアログが表⽰されたら、[スケジュールしない] を選択して [OK] をクリックします。 

 

  



 

 38

Block-Level バックアップの実⾏ 

バックアップ / リストアを実⾏します。 

 

バックアップ ジョブの実⾏ 
1. CommCell ブラウザから [クライアント コンピュータ] > [(クライアント ホスト)] ノードを > [File System] ノード

を展開し、[BLBBackupSet] を選択します。 
2. E_Drive (Block Level) サブクライアントを右クリックして、[バックアップ] を選択します。 
3. [サブクライアントのバックアップ オプション] ダイアログが表⽰されたら、[バックアップ] タイブから [フル] を選択して 

[OK] をクリックします。 
4. ジョブ コントローラからバックアップ ジョブが完了することを確認します。 

 

リストア ジョブの実⾏ 
バックアップした E:\ ドライブのデータを、F:\ ドライブに上書きリストアします。 

1. CommCell ブラウザから [クライアント コンピュータ] > [(クライアント ホスト)] ノードを > [File System] ノード
を展開し、[BLBBackupSet] を選択します。 

2. バックアップを実⾏したサブクライアントを右クリックして、[ブラウズとリストア] を選択します。 
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3. [ブラウズとリストア オプション] ダイアログが表⽰されたら、[ボリューム レベルのブラウズ] を選択して [内容の表
⽰] をクリックします。 

 
 

4. リストア対象のボリューム (E:) [を選択して、[選択対象をすべてリカバリ] を選択します。 
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5. [選択された全項⽬のリストア オプション] ダイアログが表⽰されたら、[リストア パスおよび宛先] リストにある E: 
を選択して [ブラウズ] をクリックします。 

 
 

6. [ブラウズ] ダイアログが表⽰されたら、リストア先のボリューム (F:) を選択し、[追加] をクリックして [閉じる] をク
リックします。 
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7. [リストア パスおよび宛先] リストの [ディスティネーション ボリューム] 列にリストア先のボリューム (F:) が指定さ
れていることを確認して [OK] をクリックします。 

 
 

8. [はい] をクリックします。 

 
 

9. ジョブ コントローラからリストア ジョブが完了することを確認します。 
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バックアップ / リストア時間について 

以下はファイル レベル バックアップと Block-Level バックアップのバックアップ時間を計測した結果になります。増分に
関しては⼤きな違いは⾒えませんでしたが、フル バックアップおよび合成フル バックアップにおいては Block-Level バッ
クアップのほうが早く終わる結果が出ています。 

 ファイル レベル バックアップ Block-Level バックアップ 

1MB x 50,000 ファイル追加 (50GB) 

フル バックアップ 26 分 40 秒 19 分 23 秒 

100KB x 10,000 ファイル追加 (1GB) 

増分 (1 回⽬) 1 分 39 秒 1 分 33 秒 

100KB x 80,000 ファイル追加 (8GB) 

増分 (2 回⽬)  8 分 8 秒 7 分 46 秒 

100KB x 45,000 ファイル追加 (4.5GB) 

増分 (3 回⽬) 4 分 44 秒 4 分 46 秒 

合成フル バックアップ 2 分 41 秒 41 秒 

 

以下は E: ドライブ以下にあるすべてのファイルのリストアに要した時間の結果になります。Block-Level バックアップ
のほうが半分の時間で終了している結果が出ています。 

 ファイル レベル バックアップ Block-Level バックアップ 

E: ドライブ全体のリストア 2 時間 26 分 15 秒 1 時間 7 分 40 秒 

 

ボリュームの⼀部ファイルのみが保護対象となるような場合は Block-Level バックアップでは不要データも取得してし
まうため適切ではない可能性もあります。バックアップ対象に応じてファイル レベル バックアップと Block-Level バック
アップを使い分けていただくのが良いかもしれません。 
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オンプレミス (ニフクラ外) のクライアントからの接続⽅法 

以下はオンプレミス (ニフクラ外) のサーバーをクライアントとして登録するための構成⼿順になります。デフォルトの設
定では Commvault はダイナミック ポートを使⽤してクライアント - サーバー間での双⽅向通信でやり取りを⾏ない
ますが、ファイアウォール等が介在する場合はポートを制限する必要があります。 

 

以下ではオンプレ側のクライアントから、ニフクラ上に構成したサーバーの 8403 番ポート のみ接続するように 
Commvault を構成するための設定内容を説明します。 

 

ファイアウォールの設定 (ニフクラ側) 
オンプレのサーバーからニフクラ上に構成したバックアップ サーバーに接続するために、ファイアウォールを設定する必要
があります。8403 番ポートを開放します。 

ニフクラのコントロール パネルを使⽤して、ファイアウォールを構成します。 

1. ニフクラのコントロール パネルから [ファイアウォール] を選択します。 
2. [ファイアウォール] 画⾯が表⽰されたら、[ファイアウォールグループ作成] をクリックします。 
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3. [ファイアウォールグループ作成] ダイアログが表⽰されたら、ファイアウォールグループ名およびゾーンを指定して、
[IN ルール設定へ] をクリックします。 

 
 

4. [02 IN ルール設定タブ] が表⽰されたら、[ルール追加] をクリックします。 

 
 

5. [プロトコル] リストから [TCP] を選択し、[宛先ポート] に 8403 を指定して、[OUT ルール設定へ] をクリックし
ます。 

6. [OUT ルール設定] は特に設定せずファイアウォールグループの設定を完了します。 
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7. 以下は検証時のファイアウォールグループの設定になります。リモートデスクトップ接続 (3389) と Commvault 
⽤の接続 (8403) の 2 つのみが開放されています。 
注: 接続元の IP アドレスは動作確認⽤にすべて開放 (0.0.0.0/0) となっていますが、実際の運⽤では接続
元の IP アドレスは設定するようにしてください。 

 
 

ネットワークの構成 (Commvault 側) 
オンプレのクライアントがバックアップ サーバーの 8403 番ポートのみアクセスするように Commvault 側のネットワーク
構成を設定します。 

クライアント グループの構成 

Commvault ではクライアント グループという単位でネットワークの構成情報を含めた Commvault の各種設定を
割り当てることが可能です。ニフクラ上のバックアップ サーバーからはオンプレミスのクライアントに接続させない、
External グループを作成します。 

1. CommCell ブラウザの [クライアント コンピュータ グループ] ノードを右クリックして、[新しいグループ] を選択しま
す。 
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2. [クライアント グループ作成] ダイアログが表⽰されたら、[グループ名] フィールドにクライアント グループの名前 
(External) を⼊⼒して [ネットワーク] をクリックします。 

 
 

3. [クライアント グループのネットワーク プロパティ] ダイアログが表⽰されたら、[ネットワークルート設定の構成] を
選択し、[詳細] を選択します。 
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4. [OK] をクリックします。 

 
 

5. [追加] をクリックします。 

 
 

6. [接続先:] ダイアログが表⽰されたら、[から] リストからバックアップ サーバーを選択し、[状態] リストから [ブロッ
ク] を選択します(バックアップ サーバーからの接続は認めない設定、の意味になります)。選択後、[OK] をクリ
ックします。 
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7. 設定した内容が⼀覧に表⽰されていることを確認して、[OK] をクリックします。 

 
 

8. [クライアント グループ作成] ダイアログの [OK] をクリックします。 
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9. クライアント コンピュータ グループノードいかに External グループが表⽰されていることを確認します。 

 
 

バックアップ サーバー側の設定 

バックアップ サーバーからの接続はできない、という External グループを作成しましたので、次は External グループ
のクライアントからはバックアップ サーバーの 8403 番ポートに接続する、という設定を⾏ないます。 

1. CommCell ブラウザの [クライアント コンピュータ] ノードを展開します。 
2. [(バックアップ サーバー)] を右クリックして、[プロパティ] を選択します 

 
 

3. [クライアント コンピュータ プロパティ] ダイアログが表⽰されたら、[ネットワーク] をクリックします。 
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4. [クライアントのネットワーク プロパティ] ダイアログが表⽰されたら、[ネットワークルート設定の構成] を選択して 
[追加] をクリックします。 

 
 

5. [接続先:] ダイアログが表⽰されたら、[から] リストから External クライアント コンピュータ グループを選択し、 
[状態] リストから [制限] を選択します(External グループのホストからの認める設定、の意味になります)。選
択後、[OK] をクリックします。 

 
 

6. 設定した内容が⼀覧に表⽰されていることを確認して、[インカミング ポート] タブをクリックします。 
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7. [デフォルト トンネルポートを上書き] を選択し、8403 が⼊⼒します(8403 番ポートを使⽤するという意味にな
ります)。[OK] をクリックします。 

 
 

8. [クライアント コンピュータ プロパティ] ダイアログの [OK] をクリックします。 

 
 

定義の反映 

設定した定義を反映します。 

1. CommCell ブラウザの [クライアント コンピュータ] ノードを展開します。 
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2. [(バックアップ サーバー)] を右クリックして、[すべてのタスク] > [ネットワーク構成をプッシュ] を選択します

 
 

3. [続⾏] をクリックします。 

 
 

4. [OK] をクリックします。 

 
 

クライアントのインストール⽅法について 
デフォルトではないネットワーク構成でインストールする場合、インストール⽅法に追加の⼿順が必要になります。  

 

1. [ネットワーク構成] 画⾯が表⽰されたら、[通信サービスの構成] オプションを選択し、[このマシンは、トンネル 
ポートで CommServe への接続を開くことができます] を選択します。 
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2. [ネットワーク接続情報] 画⾯が表⽰されたら、[CommServe HTTP / HTTPS トンネルポート番号] に 8403 
を指定します。 

 
 

3. [追加設定] 画⾯が表⽰されたら、[クライアント グループ] リストから事前に定義したクライアント グループ 
(External) を選択します。 
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CloudTestTool による接続 / 転送テスト 

CloudTestTool は、Commvault とクラウド ストレージ (オブジェクト ストレージ) 間の各種操作 (接続、アップロー
ド、ダウンロード等) を単体で実⾏できるツールです。クラウド ストレージ ライブラリを構成する前に CloudTestTool 
を実⾏することで、Commvault からニフクラのオブジェクト ストレージに対して接続の確認、および転送速度の家訓
をすることができます。 

 

1. コマンド プロンプトから CloudTestTool.exe を実⾏します。(CloudTestTool.exe は Commvault の 
MediaAgent ソフトウェアがインストールされたサーバーの Base フォルダ以下にインストールされています)。 

C:\>CloudTestTool.exe 
 

2. CloudTestTool が起動したら [Enter] を押します。 
 
CloudTestTool, Version 11.0.0 (BUILD80) 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
This program will perform simple cloud server tests for you. 
 
Press <ENTER> to begin... [Enter] 

3. Select Vendor Type メニューが表⽰されたら、26 (S3 Compatible Storage) を選択します。 
 
CloudTestTool, Version 11.0.0 (BUILD80) 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
Select Vendor Type: 
 
   1. Amazon S3 
   2. Amazon Glacier 
   3. EMC Atmos 
   4. Microsoft Azure Storage 
   5. Rackspace Cloud Files 
   6. HDS HCP 
   7. Dell DX Object Storage Platform 
   8. Caringo CAStor 
   9. OpenStack Object Storage 
  10. DDN WOS 
  11. China Mobile oNest 
  12. Verizon Cloud Storage 
  13. Google Cloud Storage 
  14. VMWare Cloud Storage 
  15. Oracle Cloud Infrastructure Object Storage Classic 
  16. Oracle Cloud Infrastructure Object Storage 
  17. Oracle Cloud Infrastructure Object Storage (S3 Compatibility) 
  18. Western Digital ActiveScale 
  19. Alibaba Cloud Object Storage Service 
  20. Huawei Object Storage 
  21. Telefonica Open Cloud Object Storage 
  22. Inspur Cloud Object Storage 
  23. IBM Cloud Object Storage 
  24. Kingsoft Standard Storage Service 
  25. Iron Mountain Cloud 
  26. S3 Compatible Storage 
  27. Setup Proxy Server [] Information 
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   0. Exit. 
 
Select [1]: 26 

4. ニフクラのオブジェクト ストレージへの接続情報を⼊⼒します。 
CloudTestTool, Version 11.0.0 (BUILD80)               S3 Compatible Storage 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
Enter Host Name [] : jp-east-2.storage.api.nifcloud.com 
Enter Access Key ID : ******************* 
Enter Secret Access Key : *************************************** 
Enter Bucket : bucket01 

5. ⼊⼒した内容が表⽰されるので、内容を確認して 1 を⼊⼒します。 
CloudTestTool, Version 11.0.0 (BUILD80)               S3 Compatible Storage 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
Enter Host Name [] : jp-east-2.storage.api.nifcloud.com 
Enter Access Key ID : ******************** 
Enter Secret Access Key : **************************************** 
Enter Bucket : bucket01 
 
Server Host : jp-east-2.storage.api.nifcloud.com 
Access Key ID : ******************* 
Secret Access Key : **************************************** 
Bucket : bucket01 
 
Press '1' to continue or '0' to back to the previous menu [1]: 1 
 

6. 接続に成功すると Select operations メニューが表⽰されます。1 (Upload / Download Speed Test) を⼊
⼒します。 

CloudTestTool, Version 11.0.0 (BUILD80)               S3 Compatible Storage 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
Select operation: 
 
   1. Upload/Download Speed Test 
   2. Upload Test File 
   3. Download Test File 
   4. Download and Convert Archived Data 
   5. Copy Archived Data to another Cloud Server 
   6. Upload Multiple Test Files 
   7. Delete the Temp Folder Used for Uploading Multiple Test Files 
   8. Access Functionality Check 
 
   0. Choose different vendor. 
 
Operation [1]: 1 

7. アップロードするファイルの情報を指定します。 
 
CloudTestTool, Version 11.0.0 (BUILD80)               S3 Compatible Storage 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
Select operation: 
 
   1. Upload/Download Speed Test 
   2. Upload Test File 
   3. Download Test File 
   4. Download and Convert Archived Data 
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   5. Copy Archived Data to another Cloud Server 
   6. Upload Multiple Test Files 
   7. Delete the Temp Folder Used for Uploading Multiple Test Files 
   8. Access Functionality Check 
 
   0. Choose different vendor. 
 
Operation [1]: 1 
Enter the full file name to upload, or press Enter to use randomized buffer : 
[Enter] 
 
Enter the maximum number of threads to upload (1 - 32) (default:[5]): 5 
Enter the value of file size (1MB - 4096MB) : 1024 
Enter the value of sub-chuck size (0=default, 1MB - 256MB) : 0 
 
Do you want to use the local temporary file? 
Yes(1) or No(0) (default:[0]) : 1 

8. ファイルがアップロードされます。アップロード後、処理時間とスループットが表⽰されます。 
Yes(1) or No(0) (default:[0]) : 1 
 
Uploading file to 
[bucket01\CVCLOUDTEMPFOLDER\CVCLOUDTESTFILE].....................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
................ 
 
File size = 1024.00 MB is uploaded in [45] seconds, transfer rate 22.76 
MByte/sec. 
 
Enter the maximum number of threads for read-ahead processes (0 - 32) 
(default:[2]): 

9. 続けてダウンロードのテストを実⾏します。ダウンロードの設定を指定します。 
Enter the maximum number of threads for read-ahead processes (0 - 32) 
(default:[2]): 2 
 
Enter the maximum number of read-ahead subfiles(1 - 32) (default:[4]): 4 
Enter the destination folder to download, or press Enter without saving file: 
[Enter] 

10. ファイルがダウンロードされます。ダウンロード後、処理時間とスループットが表⽰されます。 
Enter the destination folder to download, or press Enter without saving file: 
[Enter] 
 
 
Downloading file 
[bucket01\CVCLOUDTEMPFOLDER\CVCLOUDTESTFILE].....................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
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.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

................ 
 
File size = 1024.00 MB is downloaded in [48] seconds, transfer rate 21.33 
MByte/sec. 
 
 
Press <ENTER> to return to the previous menu... [Enter] 

11. テストが終わったら、0 (Choose different vendor) を選択します。 
CloudTestTool, Version 11.0.0 (BUILD80)               S3 Compatible Storage 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
Select operation: 
 
   1. Upload/Download Speed Test 
   2. Upload Test File 
   3. Download Test File 
   4. Download and Convert Archived Data 
   5. Copy Archived Data to another Cloud Server 
   6. Upload Multiple Test Files 
   7. Delete the Temp Folder Used for Uploading Multiple Test Files 
   8. Access Functionality Check 
 
   0. Choose different vendor. 
 
Operation [1]: 0 

12. テスト⽤に作成したファイルを削除します。 
Operation [1]: 0 
 
Deleting temp file on server... 
Temp file [bucket01\CVCLOUDTEMPFOLDER\CVCLOUDTESTFILE] is deleted. 
 
Deleting temp folder on server... 
Temp folder [bucket01\CVCLOUDTEMPFOLDER] is deleted. 
 
Press <ENTER> to return to the vendor menu... [Enter] 

13. Select Vendor Type メニューが表⽰されたら、0 (Exit) を選択して、CloudTestTool を終了します。 
CloudTestTool, Version 11.0.0 (BUILD80)               S3 Compatible Storage 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
Select Vendor Type: 
 
   1. Amazon S3 
   2. Amazon Glacier 
   3. EMC Atmos 
   4. Microsoft Azure Storage 
   5. Rackspace Cloud Files 
   6. HDS HCP 
   7. Dell DX Object Storage Platform 
   8. Caringo CAStor 
   9. OpenStack Object Storage 
  10. DDN WOS 
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  11. China Mobile oNest 
  12. Verizon Cloud Storage 
  13. Google Cloud Storage 
  14. VMWare Cloud Storage 
  15. Oracle Cloud Infrastructure Object Storage Classic 
  16. Oracle Cloud Infrastructure Object Storage 
  17. Oracle Cloud Infrastructure Object Storage (S3 Compatibility) 
  18. Western Digital ActiveScale 
  19. Alibaba Cloud Object Storage Service 
  20. Huawei Object Storage 
  21. Telefonica Open Cloud Object Storage 
  22. Inspur Cloud Object Storage 
  23. IBM Cloud Object Storage 
  24. Kingsoft Standard Storage Service 
  25. Iron Mountain Cloud 
  26. S3 Compatible Storage 
  27. Setup Proxy Server [] Information 
 
   0. Exit. 
 
Select [1]: 0 
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