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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、Commvault Simpana に含まれている SAP HANA iDataAgent を使⽤した、SAP HANA デー
タベースのバックアップ / リストアを⾏なうための⼿順の概要を理解していただくことを⽬的に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 SAP HANA iDataAgent 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。 

本ドキュメントは、Commvault Simpana および Commvault Simpana の各モジュールに関する知識がある⽅を
対象に作成しております。Commvault Simpana 10 のサーバー側モジュールのインストールに関しましては、本ドキ
ュメントでは説明しません。 

 

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 

© 2016 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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製品概要 

SAP HANA について 

SAP HANA は SAP 社が提供するインメモリ コンピューティング製品です。インメモリ データベースだけではなく、アプ
リケーション サーバーや BI の機能を⼀つのプラットフォームで提供しています。 

従来のシステムでは OLTP / OLAP ⽤途で別々にデータベースを⽤意し、データベース間でデータを移動する必要
がありましたが、SAP HANA では OLTP / OLAP を⼀つのデータベース上で実⾏することができるので、最新のデー
タを使⽤して意思決定を⾏うことができます。 

 

Commvault Simpana について 

Commvault Simpana は、バックアップ / リストア、アーカイブ、レプリケーション、検索 / 分析、レポーティングの
機能が統合された製品です。すべての機能を導⼊する必要はなく、必要な機能のみを導⼊し、利⽤することができ
るモジュール型のデータ管理ソフトウェアです。使⽤するユーザーに対してアクセス権を付与することができるので、管
理者だけではなく各ユーザーが Simpana を使⽤して⾃⾝のデータを管理することが可能になります。 

 

SAP HANA と Commvault Simpana の連携について 

SAP HANA のデータを保護する⼿法として、次の 2 パターンがあります。 

 ファイルシステムへのバックアップ (Database Dump) 

 Backint インターフェースを経由した Third-Party ベンダーのバックアップ製品へのバックアップ 

Commvault Simpana は Backint インターフェースに連携しており、SAP HANA のデータを重複排除や暗号化の
機能と連携して、オンプレやクラウド上に格納することができます。  

  



  

 7

本ドキュメントで説明する検証環境について 

本ドキュメントでは、SAP HANA がインストールされたホスト (hana1) を 1 台、CommServe および MediaAgent 

をインストールしたホスト (csjp01) を 1 台準備しています。SAP HANA のバックアップ データは、csjp01 のローカル
ディスクに格納します。 

SAP HANA Administrative Console および Commvault Simpana Administrative Console は Windows 

PC から実⾏しています。 

 
 

SAP HANA、Commvault Simpana (CommServe および MediaAgent) のインストール⼿順については本ドキュ
メントでは取り扱いません。 
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バックアップ データ格納先の構成 

 

ディスク 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。Simpana 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) およびテープ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。
以下では MediaAgent がインストールされたサーバーのローカル ディスクを使⽤して、ディスク ライブラリを構成する
⼿順を説明します。 

DL01 ディスク ライブラリを構成します。 

 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。 

 [ライブラリ] を右クリックし、[追加] > [ディスク ライブラリ] を選択します。 

 

 [ディスク ライブラリの追加] ダイアログが表⽰されたら、ディスク ライブラリの名称 (識別名) およびデータを格納
するパスを指定して [OK] をクリックします。 

 

 CommCell ブラウザの [ライブラリ] ノード以下に、構成したディスク ライブラリが追加されていることを確認します。 
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 コマンド プロンプトまたはエクスプローラから、[ディスク ライブラリの追加] ダイアログで指定したディレクトリの中に 

"Folder_" という名前のディレクトリが作成されていることを確認します。 

 
 

ストレージ ポリシーの作成 

ストレージ ポリシーとは、保護イメージの保持ポリシーになります。ライブラリはデータの格納先の定義であり、格納さ
れたイメージをどのようにして保持するのか、についてはライブラリ側では定義されていません。ストレージ ポリシーの中
で、ライブラリに対してどのように、どれだけの期間保持するかを定義します。 

Commvault Simpana では重複排除の定義をストレージ ポリシーの中で⾏ないます。Simpana では以下の 2 種
類の定義⽅法がありますが、本ドキュメントでは後者の設定⽅法を説明します。 

 ストレージ ポリシー毎に重複排除を実⾏ 

 グローバル重複排除ポリシーを作成し、重複排除の情報をストレージ ポリシー間で共有 

 

グローバル重複排除ポリシーの作成 
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GDSP01 グローバル重複排除ポリシーを作成します。 

 CommCell ブラウザから、[ポリシー] ノードを展開します。 

 [ストレージ ポリシー] ノードを右クリックし、[新しいグローバル重複排除ポリシー] を選択します。 

 

 [グローバル重複排除ポリシーの作成ウィザード] が表⽰されたら、[グローバル重複排除ポリシー名] フィールド
に GDSP01 を⼊⼒して [次へ] をクリックします。 

 

 ストレージ ポリシーで使⽤するライブラリを選択して [次へ] をクリックします。 
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 ストレージ ポリシーで使⽤する MediaAgent を選択して [次へ] をクリックします。 

 

 [パーティションされた重複排除データベース使⽤の有効] は選択せずに [次へ] をクリックします。 

 

 重複排除データベースの格納先を指定して [次へ] をクリックします。 
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 構成内容を確認して [完了] をクリックします。 

 

 CommCell ブラウザの [ストレージ ポリシー] ノード以下にグローバル重複排除ポリシーが作成されたことを確
認します。 

 
 

データ保護⽤ストレージ ポリシーの作成 

GDSP01 グローバル重複排除ポリシーを使⽤した SP01 ストレージ ポリシーを作成します。 

 CommCell ブラウザから、[ポリシー] ノードを展開します。 

 [ストレージ ポリシー] を右クリックし、[新しいストレージ ポリシー] を選択します。 



  

 13

 

 [ストレージ ポリシーの作成ウィザード] が表⽰されたら、ストレージ ポリシーのタイプとして [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。 

 

 ストレージ ポリシー名を⼊⼒するページでは、ストレージ ポリシー名を⼊⼒して [次へ] をクリックします。 

 

 グローバル重複排除ポリシーの使⽤を選択するページでは、[はい] および [クライアント側重複排除の有効] 

を選択して [次へ] をクリックします。 
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 グローバル重複排除ポリシーを選択するページでは、作成しているグローバル重複排除ポリシーを選択して [次
へ] をクリックします。 

 

 ストレージ ポリシーの構成内容を確認して [完了] をクリックします。 
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 CommCell ブラウザの [ポリシー] > [ストレージ ポリシー] ノード以下に、構成したストレージ ポリシーが追加さ
れていることを確認します。 
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SAP HANA iDataAgent のインストール 

Simpana ソフトウェアのインストール 

Simpana のインストールメディアから、SAP HANA iDataAgent をインストールします。 

 SAP HANA ホストに Simpana のインストールメディアをマウントします。 

 端末を開いて、メディアをマウントしたディレクトリに移動します。 
# cd /media 
# ls 
.oem                          freebsd7-x86_64         linux-glibc2.7-x86_64 
AllTimeStamps_1433882732.txt  hp11.23-ia64            linux-glibc2.9 
Simpana.app                   hp11.31-ia64            linux-glibc2.9-x86_64 
TRANS.TBL                     linux-glibc2.11         pkg.xml 
Updates                       linux-glibc2.11-x86_64  rr_moved 
aix5.3                        linux-glibc2.12         setup 
aix6.1                        linux-glibc2.12-x86_64  silent_install 
cvpkgadd                      linux-glibc2.3          solaris2.10 
cvpkgseed                     linux-glibc2.3-ppc64    solaris2.10-x86_64 
darwin                        linux-glibc2.3-s390     solaris2.11 
darwin11-i386                 linux-glibc2.3-x86_64   solaris2.11-x86_64 
darwin12-i386                 linux-glibc2.4          support 
darwin13-i386                 linux-glibc2.4-x86_64   timestamp.txt 
detect                        linux-glibc2.5          version 
downloadfilelist.xml          linux-glibc2.5-x86_64 
freebsd7                      linux-glibc2.7 
# 

 cvpkgadd を実⾏します。 
# ./cvpkgadd 

 Simpana のインストーラが起動したら、[Enter] キーを押します。 
Simpana                  10 (BUILD116)                  Linux(x86_64) glibc2.11 
Welcome to Unix Installer 
 
 
                               CommVault Edition 
                    __  _ 
                   / _\(_)_ __ ___  _ __   __ _ _ __   __ _ 
                   \ \ | | '_ ` _ \| '_ \ / _` | '_ \ / _` | 
                   _\ \| | | | | | | |_) | (_| | | | | (_| | 
                   \__/|_|_| |_| |_| .__/ \__,_|_| |_|\__,_| 
                                   |_| 
 
                                 10(BUILD116) 
 
                  Welcome to CommVault Systems, Inc. Simpana. 
 
For support please visit http://www.commvault.com/support, or send an email to 
support@commvault.com, or call US/CANADA (Toll Free) (877) 780-3077; 
INTERNATIONAL (732) 571-2160. 
 
        This script will install Simpana backup system on this machine. 
      Log messages will be sent to /tmp/.gxsetup/int_cvpkgadd.log.14136. 
                          Press <ENTER> to start ... 
 

 EULA (End User License and Limited Warranty Agreement) の内容を確認して yes と⼊⼒します。 
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Simpana                  10 (BUILD116)                  Linux(x86_64) glibc2.11 
Accepting EULA 
 
 
                End User License and Limited Warranty Agreement 
 
                CommVault(r) Simpana(r) Software Release 10.0.0 
 
       (including  Microsoft(r)  SQL Server(tm) 2008 Enterprise Edition, 
       Microsoft(r) SQL Server(tm) 2012 Enterprise  Edition,  SQL  Serv- 
       er(tm)  2008 Express Edition, SQL Server(tm) 2012 Express Edition 
                   and Windows Pre-Installation Environment) 
 
                          End User License Agreement 
 
                       (.....) 
 
                           Copyright Acknowledgment 
 
           (c)1997-2013 CommVault Systems, Inc. All rights reserved. 
 
Do you accept the terms of this license agreement? [no] yes 

 インストールのオプションを選択します。SAP HANA iDataAgent のインストールを⾏なうので、1 (Install data 

protection agents on this computer) を選択します。 
Simpana                  10 (BUILD116)                  Linux(x86_64) glibc2.11 
Selecting Unix Setup Task 
 
Please select a setup task you want to perform from the list below: 
 
Advanced options provide extra setup features such as creating custom package, 
recording/replaying user selections and installing External Data Connector 
software. 
 
    1) Install data protection agents on this computer 
    2) Advanced options 
    3) Exit this menu 
 
Your Choice: [1] 1 

 SAP HANA iDataAgent をインストールするホストのホスト名を指定します。ここで指定したホスト名を使⽤し
て CommCell ドメイン内で通信を⾏なうので、CommServe は MediaAgent 等から名前解決ができる名前
(または IP アドレス) を指定します。 

Simpana                  10 (BUILD116)                  Linux(x86_64) glibc2.11 
Setting Client/Physical Machine Host Name 
 
We found one network interface available on your machine. We will associate it 
with the client being installed, and it will also be used by the CommServe to 
connect to the client. Note that you will be able to additionally customize 
Datapipe Interface Pairs used for the backup data traffic later in the Simpana 
Java GUI. 
 
Please check the interface name below, and make corrections if necessary: 
 
Client/Physical Machine Host Name: [hana1] hana1 
 

 SAP HANA iDataAgent をインストールするホストのクライアント名を指定します。クライアント名とは 

Administrative Console 等でクライアントを表⽰する際に使⽤する名前で、ホスト名と同⼀である必要はあ
りません。特に問題がなければデフォルトの名称を使⽤します。 
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Simpana                  10 (BUILD116)                  Linux(x86_64) glibc2.11 
Setting Client Name 
 
Please specify the client name for this machine. 
 
It does not have to be the network host name: you can enter any word here 
without spaces. The only requirement is that it must be unique on the 
CommServe. 
 
Physical Machine Client Name: [hana1] hana1 

 インストールするモジュールを選択します。SAP HANA データベースのバックアップ / リストアを⾏なうだけであれ
ば 7 (SAP for HANA) を選択します。 

Simpana                  10 (BUILD116)                  Linux(x86_64) glibc2.11 
Selecting Modules to Install 
 
Instance001 Release 10(BUILD116) 
CommClient: node=hana1 hostname=hana1 
 
 [ ]  1) File System Core                         [1002] [CVGxBase] 
 [ ]  2) File System                              [1101] [CVGxIDA] 
 [ ]  3) MediaAgent                               [1301] [CVGxMA] 
 [ ]  4) Documentum iDataAgent                    [1126] [CVGxDctmIDA] 
 [ ]  5) Oracle iDataAgent                        [1204] [CVGxOrIDA] 
 [ ]  6) SAP for Oracle                           [1205] [CVGxOrSAP] 
 [ ]  7) SAP for Hana                             [1210] [CVGxSAPHana] 
 [ ]  8) SAP for MaxDB                            [1206] [CVGxSAPMAXDB] 
 [ ]  9) Informix iDataAgent                      [1201] [CVGxIfIDA] 
 [ ] 10) Sybase iDataAgent                        [1202] [CVGxSybIDA] 
 [ ] 11) DB2 iDataAgent                           [1207] [CVGxDB2] 
 [ ] 12) MySQL iDataAgent                         [1208] [CVGxMySQL] 
 [ ] 13) PostgreSQL iDataAgent                    [1209] [CVGxPostGres] 
      >) >>>>>>>>>>>>   NEXT PAGE   >>>>>>>>>>>> 
 
[a=all n=none r=reverse     q=quit d=done     >=next <=previous     ?=help] 
Enter number(s)/one of "a,n,r,q,d,>,<,?" here: 7 

 SAP HANA iDataAgent を選択することにより、File System (および File System Core) のモジュールもイン
ストールされますが、使⽤することはできません。SAP HANA の構成ファイルや SAP HANA ホスト上の他のファ
イルのバックアップを⾏なう必要がある場合は、File System を明⽰的に選択するか、インストール後にクライア
ントの再構成のタスクを実⾏する必要があります。 

 SAP for HANA の左側に X がついたことを確認して d (done) を選択します。 
Simpana                  10 (BUILD116)                  Linux(x86_64) glibc2.11 
Selecting Modules to Install 
 
Instance001 Release 10(BUILD116) 
CommClient: node=hana1 hostname=hana1 
 
 [ ]  1) File System Core                         [1002] [CVGxBase] 
 [ ]  2) File System                              [1101] [CVGxIDA] 
 [ ]  3) MediaAgent                               [1301] [CVGxMA] 
 [ ]  4) Documentum iDataAgent                    [1126] [CVGxDctmIDA] 
 [ ]  5) Oracle iDataAgent                        [1204] [CVGxOrIDA] 
 [ ]  6) SAP for Oracle                           [1205] [CVGxOrSAP] 
 [X]  7) SAP for Hana                             [1210] [CVGxSAPHana] 
 [ ]  8) SAP for MaxDB                            [1206] [CVGxSAPMAXDB] 
 [ ]  9) Informix iDataAgent                      [1201] [CVGxIfIDA] 
 [ ] 10) Sybase iDataAgent                        [1202] [CVGxSybIDA] 
 [ ] 11) DB2 iDataAgent                           [1207] [CVGxDB2] 
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 [ ] 12) MySQL iDataAgent                         [1208] [CVGxMySQL] 
 [ ] 13) PostgreSQL iDataAgent                    [1209] [CVGxPostGres] 
      >) >>>>>>>>>>>>   NEXT PAGE   >>>>>>>>>>>> 
 
[a=all n=none r=reverse     q=quit d=done     >=next <=previous     ?=help] 
Enter number(s)/one of "a,n,r,q,d,>,<,?" here: d 

 クライアントがリストア専⽤の (バックアップを⾏なわない) クライアントかどうかを指定します。このクライアントでは
バックアップを⾏なうので no を指定します。 

Simpana                  10 (BUILD116)                  Linux(x86_64) glibc2.11 
Deciding If to Install Agents for Restore Only 
 
Do you want to install the agents for restore only without consuming licenses? 
 
Install Agents for Restore Only? [no] no 

 Simpana のバイナリをインストールするディレクトリを指定します。デフォルトでは /opt 以下 (/opt/simpana) 

にインストールされます。 
Simpana           <- request ->           CVGxBase0 for Linux(x86_64) glibc2.11 
Preparing Installation Directory 
 
Please specify where you want us to install Simpana binaries. 
 
It must be a local directory or NFS share and there should be at least 293MB 
of free space available. All files will be installed in a "simpana" 
subdirectory, so if you enter "/opt", the files will actually be placed into 
"/opt/simpana". 
 
Installation Directory: [/opt] /opt 

 Simpana のログの出⼒先を指定します。デフォルトでは /var/log 以下 (/var/log/simpana/Log_Files) に
出⼒されます。 

Simpana           <- request ->           CVGxBase0 for Linux(x86_64) glibc2.11 
Preparing Log Directory 
 
Please specify where you want to keep Simpana log files. 
 
It must be a local directory or NFS share and there should be at least 100MB 
of free space available. All log files will be created in a 
"simpana/Log_Files" subdirectory, so if you enter "/var/log", the logs will 
actually be placed into "/var/log/simpana/Log_Files". 
 
Log Directory: [/var/log] /var/log 

 OS Group との関連付けを⾏なうかを選択します。Simpana のプロセスは root ユーザーで実⾏されますが、
SAP HANA のバックアップは SAP HANA の管理者ユーザーで実⾏する必要があるので、yes を選択します。 

Simpana           <- request ->           CVGxBase0 for Linux(x86_64) glibc2.11 
Deciding If to Use a Unix Group 
 
Most of Simpana processes run with root privileges, but some are launched by 
databases and inherit database access rights. To make sure that registry and 
log files can be written to by both kinds of processes we can either make such 
files world-writeable or we can grant write access only to processes belonging 
to a particular group, e.g. a "simpana" or a "dba" group. 
 
We highly recommend now that you create a new user group and enter its name in 
the next setup screen. If you choose not to assign a dedicated group to 
Simpana processes, you will need to specify the access permissions later. 
 
If you're planning to backup Oracle DB you should use "dba" group. 
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Would you like to assign a specific group to Simpana? [yes] yes 

 SAP HANA の管理者ユーザー グループ (sapsys) を指定します。 
Simpana           <- request ->           CVGxBase0 for Linux(x86_64) glibc2.11 
Setting Unix Group 
 
Please enter the name of the group which will be assigned to all Simpana files 
and on behalf of which all Simpana processes will run. 
 
In most of the cases it's a good idea to create a dedicated "simpana" group. 
However, if you're planning to use Oracle iDataAgent or SAP Agent, you should 
enter Oracle's "dba" group here. 
 
Group name:  sapsys 

 内容を確認して [Enter] キーを押します。 
Simpana           <- request ->           CVGxBase0 for Linux(x86_64) glibc2.11 
Setting Unix Group 
 
Please enter the name of the group which will be assigned to all Simpana files 
and on behalf of which all Simpana processes will run. 
 
In most of the cases it's a good idea to create a dedicated "simpana" group. 
However, if you're planning to use Oracle iDataAgent or SAP Agent, you should 
enter Oracle's "dba" group here. 
 
Group name:  sapsys 
 
REMINDER 
 
If you are planning to install Simpana Informix, DB2, Sybase or LotusNotes 
iDataAgent, please make sure to include informix, db2, etc. users into group 
"sapsys".. 
 
Press <ENTER> to continue ... [Enter] 

 Simpana のバイナリに対する root ユーザー以外のアクセス権を指定します。デフォルトのまま進みます。 
Simpana           <- request ->           CVGxBase0 for Linux(x86_64) glibc2.11 
Setting Access Permissions for Group and Other Users 
 
Installer will assign full access rights to root user for all installed 
Simpana files and its processes. 
 
For group and any other users, you can specify the access permissions now. 
 
If you did not assign a dedicated group in previous step, make sure you 
specify sufficient access rights here if you are also planning to install 
Simpana agents involving third party software protection. 
 
 [X]  1) Allow read permission to group users 
 [X]  2) Allow write permission to group users 
 [X]  3) Allow execute permission to group users 
 [X]  4) Allow read permission to other users 
 [ ]  5) Allow write permission to other users 
 [X]  6) Allow execute permission to other users 
 
[a=all n=none r=reverse     q=quit d=done     >=next <=previous     ?=help] 
Enter number(s)/one of "a,n,r,q,d,>,<,?" here: [Enter] 

 ソフトウェアのインストールが開始するので、しばらく待機します。 
Simpana           10 (BUILD116)           CVGxBase0 for Linux(x86_64) glibc2.11 
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Copying Binaries and Applying Updates 
 
 
  Step 1 of 3 - Applying early updates ... 
 

 ソフトウェアの構成を⾏ないます。CVD (CommVault Communications Service) で使⽤するポートを指定
します。デフォルトのポートは 8400/TCP です。 

Simpana           10 (BUILD116)            CVGxBase for Linux(x86_64) glibc2.11 
Setting Instance Port Number of cvd 
 
Every instance of Simpana should use a unique set of network ports to avoid 
interfering with other instances running on the same machine. 
The port numbers selected must be from the reserved port number range and have 
not been registered by another application on this machine. 
 
Please enter the port numbers. 
 
Port Number for CVD : [8400] 8400 

 EvMgrC (CommVault Client Event Manager Service) が使⽤するポートを指定します。デフォルトのポー
トは 8402/TCP です。 

Simpana           10 (BUILD116)            CVGxBase for Linux(x86_64) glibc2.11 
Setting Instance Port Number of cvd 
 
Every instance of Simpana should use a unique set of network ports to avoid 
interfering with other instances running on the same machine. 
The port numbers selected must be from the reserved port number range and have 
not been registered by another application on this machine. 
 
Please enter the port numbers. 
 
Port Number for CVD : [8400] 8400 
 
Port Number for EvMgrC: [8402] 8402 

 CommServe とクライアント間にファイアウォールを構成する必要がある場合、ファイアウォール関連の構成をす
る必要があります。今回の構成ではファイアウォールはないので、no を⼊⼒します。 

Simpana           10 (BUILD116)            CVGxBase for Linux(x86_64) glibc2.11 
Deciding If to Configure Firewall 
 
You need to configure firwall settings if there is a firewall between this 
client and the CommServe. 
 
Is there a firewall between this client and the CommServe? [no] no 

 CommServe のホスト名を⼊⼒します。 
Simpana           10 (BUILD116)            CVGxBase for Linux(x86_64) glibc2.11 
Setting CommServe Host Name 
 
Optionally, you may specify hostname of the CommServe below. Make sure the 
hostname is fully qualified, resolvable by the name services configured on 
this machine. 
 
CommServe Host Name:  csjp01 

 インストール時に CommServe と通信ができない場合、事前に CommServe から発⾏された証明書を使⽤
してインストールを⾏なう必要があります。今回は CommServe と通信ができる環境なので、no を⼊⼒します。 

Simpana           10 (BUILD116)            CVGxBase for Linux(x86_64) glibc2.11 
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Specifying If CommServe Per-Client Certificate is Enabled 
 
If the 'Force per-client certificate authentication on CommServe' is enabled, 
in order to continue with the installation of this client you first need to 
create a dummy client with the same name and generate a temporary certificate 
for it in the GUI. 
 
To create a temporary certificate, go to the Control Panel, Certificate 
Administration, click Temp Certificate button, create/save a temporary 
certificate for this client in an export.txt file and provide its full path in 
the field below. 
 
Have you enforced per-client certificate authentication on CommServe? [no] no 

 このクライアントでグローバル フィルタ (除外リスト) を使⽤するかを指定します。特に問題がなければ 1 (Use 

Cell level policy) を指定します。 
Simpana           <- request ->            CVGxBase for Linux(x86_64) glibc2.11 
Selecting How to Set Commcell Level Global Filters 
 
Commcell Level Global Filters are set through Simpana GUI's Control Panel in 
order to filter out certain directories or files from backup Commcell-widely. 
If you turn on the Global filters, they will be effective to the default 
subclient. There are three options you can choose to set the filters. Please 
select how to set the Global Filters for the default subclient? 
 
    1) Use Cell level policy 
    2) Always use Global filters 
    3) Do not use Global filters 
 
Your Choice: [1] 1 

 このクライアントでストレージ ポリシーを構成するかを選択します。ストレージ ポリシーは Administrative 

Console から構成、および適⽤を⾏なうので no を⼊⼒します。 
Simpana           10 (BUILD116)            CVGxBase for Linux(x86_64) glibc2.11 
Deciding If to Configure Storage Policy 
 
Would you like to configure Storage Policy on this client? 
 
Configure? [no] no 

 ソフトウェアのアップデート（修正）の適⽤が開始するので、しばらく待機します。 
Simpana            10 (BUILD116)            CVGxFSF for Linux(x86_64) glibc2.11 
Copying Binaries and Applying Updates 
 
  Step 1 of 3 - Applying early updates ... 
 

 hdbbackint のインストール先を指定します。/usr/sap/<SID>/SYS/global/hdb/opt を指定します。 
Simpana        <- postinstall ->        CVGxSAPHana for Linux(x86_64) glibc2.11 
Setting SAPHANAEXE Directory 
 
Please specify the location of SAPHana directory. 
 
SAPHANA Directory:  /usr/sap/HSB/SYS/global/hdb/opt 

 インストール処理が完了し、インストーラが終了します。 
Simpana                  10 (BUILD116)                  Linux(x86_64) glibc2.11 
Done 
 
Thank you for choosing CommVault Systems, Inc. Simpana. 
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[LOG INFO] To review the setup, you may find the following logs useful if 
available: 
  (1) logs under /tmp/.gxsetup 
  (2) install.log|env and UpdateInfo.log|env under Log Directory 
  (3) logs under /var/log/.gxsetup/<time>_<program>_10-116-hana1-192.168.11.68-
14804[_f] 
  (4) logs under (User home directory)/.gxsetup/<time>_<program>_10-116-hana1-
192.168.11.68-14804[_f] 
 
[SUPPORT INFO] For support please visit http://www.commvault.com/support, or 
send an email to support@commvault.com, or call US/CANADA (Toll Free) (877) 
780-3077; INTERNATIONAL (732) 571-2160. 
 
Please take a moment to visit CommVault Systems, Inc. Simpana Web site at 
http://www.commvault.com/support to download the latest Simpana Updates and 
Service Packs. 
 
# 
 

 

Simpana の起動確認 

インストールしたモジュールが正常に動作しているか確認します。 

 simpana list コマンドで実⾏しているプロセスを確認します。 
# simpana list 
 
                          *** Instance001, csjp01 *** 
+-----------+---------+--------------------------------------------------------+ 
| Service   |   PID   | Service command                                        | 
+-----------+---------+--------------------------------------------------------+ 
| cvlaunchd | 63761   | /opt/simpana/Base/cvlaunchd                            | 
+-----------+---------+--------------------------------------------------------+ 
| cvd       | 63762   | /opt/simpana/Base/cvd                                  | 
+-----------+---------+--------------------------------------------------------+ 
| EvMgrC    | 63763   | /opt/simpana/Base/EvMgrC                               | 
+-----------+---------+--------------------------------------------------------+ 
# 

 simpana status コマンドでインストールされているモジュールの情報を確認します。 
# simpana status 
--------------------------------- Instance001 --------------------------------- 
[ General ] 
 Version = 10(BUILD116) SP12 
 CommServe = csjp01 
 Home Directory = /opt/simpana/Base 
 Log Directory = /var/log/simpana/Log_Files 
 Core Directory = /opt/simpana 
 Temp Directory = /opt/simpana/Base/Temp 
 Platform Type = 4 
 Cvd Port Number = 8400 
 EvMgrC Port Number = 8402 
[ Package ] 
 1002/CVGxBase 10(BUILD116) = File System Core 
 1101/CVGxIDA 10(BUILD116) = File System 
 1112/CVGxDC 10(BUILD116) = Data Classification Enabler 
  - Cache Root Directory = /opt/simpana/iDataAgent/jobResults/cvdccache 
 1113/CVGxFSF 10(BUILD116) = File System Filter Driver 
 1210|CVGxSAPHana 10(BUILD116) = SAPHana Agent 
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[ Physical Machine/Cluster Groups ] 
 Display Name = hana1 
  - Client Hostname = hana1 
  - Job Results Directory = /opt/simpana/iDataAgent/jobResults  
# 

 

Backint ⽤実⾏ファイル (hdbbackint) の確認 

 /usr/sap/<SID>/SYS/global/hdb/opt ディレクトリの内容を確認し、hdbbackint シンボリックリンク
が作成されていて、リンク先が Simpana の backint になっていることを確認します。 

# ls -al /usr/sap/HSB/SYS/global/hdb/opt 
total 12 
drwxr-x---  3 hsbadm sapsys 4096 Oct 19 01:46 . 
drwxr-x--- 17 hsbadm sapsys 4096 Oct 18 22:11 .. 
lrwxrwxrwx  1 root   root     31 Oct 19 01:46 hdbbackint -> 
/opt/simpana/iDataAgent/backint 
drwxr-x---  2 hsbadm sapsys 4096 Oct 19 01:46 hdbconfig 
# 

 

Backint ⽤パラメータファイルの作成 

 /usr/sap/<SID>/SYS/global/hdb/opt/hdbconfig ディレクトリ以下に Backint ⽤パラメータファイル 

(param ファイル) を作成します。 
# vi /usr/sap/HSB/SYS/global/hdb/opt/hdbconfig/param 
# cat /usr/sap/HSB/SYS/global/hdb/opt/hdbconfig/param 
CvInstanceName 
Instance001 
CvClientName 
hana1 
numstreams 
1 
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Pseudo Client の構成 

SAP HANA iDataAgent をインストールした後、Pseudo (擬似) Client を構成します。SID 毎に Pseude Client 

を構成する必要があります。1 台のホストで SAP HANA を運⽤する場合も Pseudo Client は構成する必要があ
ります。 

以下では HSB インスタンス⽤の hana Pseudo Client を構成します。 

 CommCell ブラウザから、[クライアント コンピュータ] を右クリックし、[新しいクライアント] > [アプリケーション] > 

[SAP HANA] を選択します。 

 

 [SAP HANA クライアントを作成] ダイアログが表⽰されたら、擬似クライアント名、データベース名およびユーザ
ーを⼊⼒して [詳細] タブをクリックします。 

 

 [詳細] タブが表⽰されたら、[追加] をクリックします。 
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 [HANA 物理クライアントの名前] リストから、SAP HANA iDataAgent をインストールしたホスト (hana1) を
選択して [OK] をクリックします。 

 

 [クライアント名] リストに選択したホスト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。 

 

 [コマンド ライン バックアップ] タブから、ストレージ ポリシーを選択して [ログ バックアップ] タブをクリックします。 
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 [ログ バックアップ] タブから、ログ バックアップ⽤のストレージ ポリシーを選択して [重複排除] タブをクリックしま
す。 

 

 [重複排除の有効] が有効になっていることを確認して [OK] をクリックします。 
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 CommCell ブラウザの [クライアント コンピュータ] ノード以下に hana Pseudo Client が追加されたことを確
認します。 
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SAP HANA の構成 

Backint を使⽤するように、HANA の設定を変更します。 

 SAP HANA Administration Console を起動して、SAP HANA にログインします。 

 Systems ビューから、Backup ノードを右クリックし、Open Backup Console を選択します。 

 
 Backup Console が表⽰されたら、[Configuration] タブを選択します。 
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 [Configuration] タブ内で Backint の設定を⾏ないます。 

 
 [Backint Agent] に Simpana の backint が設定されていることを確認します。 

 [Data Backup] セクションの [Backint Parameter File] テキストボックスに、Simpana の Backint ⽤パラメ
ータファイルのパスを指定します。 

 [Use the same parameter file for data backup and log backup] チェックボックスを選択して、ログのバッ
クアップも同じ設定を使⽤します。 

 

 [Log Backup Settings] セクションの [Destination Type] から [Backint] を選択します。 

 [Enable Automatic Log Backup] チェックボックスを選択して、ログの⾃動バックアップを有効にします。 
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バックアップの実⾏ 

System Database / Tenant Database 毎にバックアップジョブを実⾏します。 

 

System Database のバックアップ 

バックアップの実⾏ 

 Systems ビューから、[Backup] ノードを右クリックし、[Back Up System Database] を選択します。 

  

 [Backup of SYSTEMDB@<SID>] ダイアログが表⽰されます。[Specify Backup Settings] ページが表⽰
されたら、[Destination Type] リストから [Backint] を選択して [Next] をクリックします。 

 
 

 

 構成内容を確認して、[Finish] をクリックします。 



  

 32

 

 [OK] をクリックします。 

 

 バックアップ ジョブが正常に終了したことを確認して [Close] をクリックします。 
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HANA Admin Console からのバックアップ結果の確認 

 Systems ビューから、[Backup] ノードを右クリックし、[Open Backup Console] を選択します。 

 Backup Console が表⽰されたら、[Backup Catalog] タブを選択します。 

 [Backup Catalog] タブが表⽰されたら、[Database] リストから [SYSTEMDB] を選択します。 

 バックアップ結果が表⽰されます。 
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Simpana CommCell Console からのバックアップ結果の確認 

 CommCell ommCell ブラウザから、[クライアント コンピュータ] ノードを展開します。 

 hana ノードを右クリックし、[ビュー] > [ジョブ履歴] を選択します。 

 

 [hana のジョブ履歴フィルタ] ダイアログが表⽰されたら、[OK] をクリックします。 

 

 [hana のデータ管理ジョブ履歴] ウィンドウが表⽰されます。 
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Tenant Database のバックアップ 

基本的なオペレーションは System Database と同じです。 

バックアップの実⾏ 

 Systems ビューから、Backup ノードを右クリックし、[Back Up Tenant Database] を選択します。 

 

 [Backup of Tenant Database in <SID>] ダイアログが表⽰されます。[Specify tenant database] ページ
では、バックアップ対象の Tenant Database を選択して [Next] をクリックします。 
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 [Specify Backup Settings] ページが表⽰されたら、[Destination Type] リストから [Backint] を選択して 

[Next] をクリックします。 

 

 構成内容を確認して [Finish] をクリックします。 
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 バックアップ ジョブが正常に完了したことを確認して [Close] をクリックします。 

 
 

HANA Admin Console からのバックアップ結果の確認 

 Systems ビューから、[Backup] ノードを右クリックし、[Open Backup Console] を選択します。 

 Backup Console が表⽰されたら、[Backup Catalog] タブを選択します。 

 [Backup Catalog] タブが表⽰されたら、[Database] リストから Tenant Database を選択します。 

 バックアップ結果が表⽰されます。 
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リストアの実⾏ 

Tenant Database のリストア 

 Systems ビューから、[SYSTEMDB@<SID>] ノード (ルート ノード) を右クリックし、[Backup and 

Recovery] > [Recover Tenant Database] を選択します。 

 

 [Recovery of Tenant Database in <SID>] ダイアログが表⽰されます。[Specify tenant database] ペー
ジでは、リストア対象の Tenant Database を選択して [Next] をクリックします。 

 

 [Specify Recovery Type] ページでは、Recover the database to its most recent state を選択して 

[Next] をクリックします。 
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 [Locate Log Backups] ページが表⽰されたら、Locations テキストボックスに Log Backup の場所を指定し
て [Add] をクリックします。 

 

 Log Backup の場所がリストに追加されたことを確認して [Next] をクリックします。 
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 Tenant Database が起動している場合はオフラインに移⾏するためのプロンプトが表⽰されます。[OK] をクリ
ックします。 
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 バックアップ カタログが表⽰されます。リストア対象のデータを選択して [Next] をクリックします。 

 

 ログ バックアップの設定を⾏います。リストア後にログ領域を初期化をする場合は [Initialize Log Area] チェッ
クボックスを選択します。 
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 リストア ジョブの設定を確認して [Finish] をクリックします。 

 

 リストア ジョブが完了したら、[Close] をクリックして終了します。 
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コマンドラインによるバックアップの実⾏ 

SAP HANA のバックアップ / リストアはコマンドラインからも実⾏することが可能です。シェルスクリプトおよび cron 等
と組み合わせてバックアップジョブをスケジュール実⾏させることも可能です。 

 

データベース ユーザーの作成 

バックアップ⽤のデータベース ユーザーを作成します。 

1. hdbsql を使⽤して SYSTEM データベースにログインします。 
hana1:/usr/sap/HSB/HDB00> hdbsql -i 00 -n hana1:30013 -d SystemDB -u SYSTEM 
Password: ******** 
 
Welcome to the SAP HANA Database interactive terminal. 
 
Type:  \h for help with commands 
       \q to quit 
 
hdbsql SYSTEMDB=> 

2. create user ⽂を発⾏してユーザーを作成します。 
hdbsql SYSTEMDB=> create user backup_operator password Backup123 
0 rows affected (overall time 42.450 msec; server time 30.753 msec) 
 
hdbsql SYSTEMDB=> 

3. ユーザーに対して BACKUP OPERATOR 権限を付与します。 
hdbsql SYSTEMDB=> grant backup operator to backup_operator 
0 rows affected (overall time 7953 usec; server time 3297 usec) 
 
hdbsql SYSTEMDB=> 

4. パスワードの有効期限を無効にします。 
hdbsql SYSTEMDB=> alter user backup_operator disable password lifetime 
0 rows affected (overall time 5500 usec; server time 3667 usec) 
 
hdbsql SYSTEMDB=> 

5. データベースからログアウトします。 
hdbsql SYSTEMDB=> q 
hana1:/usr/sap/HSB/HDB00> 

 

Secure User Store の構成 

通常、hdbsql によるデータベース アクセス時にはユーザー名 / パスワードを指定する必要がありますが、Secure 

User Store の機能を使⽤することで、ユーザー名 / パスワードを指定せずにログインすることが可能です。シェルスク
リプト等からバックアップを実⾏する場合には有効です。 

1. hdbuserstore list コマンドを実⾏して、現在の Secure User Store の設定を確認します。 

hana1:/usr/sap/HSB/HDB00> hdbuserstore list 
DATA FILE       : /usr/sap/HSB/home/.hdb/hana1/SSFS_HDB.DAT 
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KEY FILE        : /usr/sap/HSB/home/.hdb/hana1/SSFS_HDB.KEY 
 
hana1:/usr/sap/HSB/HDB00> 

2. backupcmd キーを作成します。 

hana1:/usr/sap/HSB/HDB00> hdbuserstore -i SET backupcmd hana1:30013 
backup_operator 
Password: ******** 
hana1:/usr/sap/HSB/HDB00> 

3. hdbuserstore list コマンドを発⾏して、Secure User Store の状態を確認します。 

hana1:/usr/sap/HSB/HDB00> hdbuserstore list 
DATA FILE       : /usr/sap/HSB/home/.hdb/hana1/SSFS_HDB.DAT 
KEY FILE        : /usr/sap/HSB/home/.hdb/hana1/SSFS_HDB.KEY 
 
KEY BACKUPCMD 
  ENV : hana1:30013 
  USER: backup_operator 
hana1:/usr/sap/HSB/HDB00> 

4. 作成したキーを使⽤して、データベースにログインできることを確認します。 

hana1:/usr/sap/HSB/HDB00> hdbsql -U backupcmd 
 
Welcome to the SAP HANA Database interactive terminal. 
 
Type:  \h for help with commands 
       \q to quit 
 
hdbsql=> select current_date from dummy 
1 row selected (overall time 5979 usec; server time 273 usec) 
 
hdbsql=> q 
hana1:/usr/sap/HSB/HDB00> 

 

バックアップの実⾏ 

1. hdbsql コマンドの引数に backup data … using backint ⽂を使⽤することで、バックアップを実⾏します。 

hana1:/usr/sap/HSB/HDB00> hdbsql -U backupcmd "backup data for SYSTEMDB using 
backint ('BACKINT from CMD')" 
0 rows affected (overall time 124.006038 sec; server time 124.005031 sec) 
 
hana1:/usr/sap/HSB/HDB00> 
hana1:/usr/sap/HSB/HDB00> hdbsql -U backupcmd "backup data for HSB using backint 
('BACKINT from CMD')" 
0 rows affected (overall time 419.234196 sec; server time 419.233179 sec) 
 
hana1:/usr/sap/HSB/HDB00> 

 
  



 

Copyright © 2016 Commvault | All Rights Reserved. Commvault, Commvault and logo, the "CV" logo, Commvault 
Systems, Solving Forward, SIM, Singular Information Management, Simpana, Commvault Galaxy, Unified Data 
Management, QiNetix, Quick Recovery, QR, CommNet, GridStor, Vault Tracker, InnerVault, Quick Snap, QSnap, 
IntelliSnap, Recovery Director, CommServe, CommCell, ROMS, Commvault Edge, Simpana OnePass, and CommValue are 
trademarks or registered trademarks of Commvault Systems, Inc. All other third party brands, products, service names, 
trademarks, or registered service marks are the property of and used to identify the products or services of their 
respective owners. All specifications are subject to change without notice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CommVault Systems Japan 株式会社 

〒 100-0006 東京都千代⽥区有楽町 2-7-1 有楽町イトシア 12F 

http://www.commvault.co.jp 


