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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 に含まれている PostgreSQL iDataAgent を使⽤した、PostgreSQL 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 PostgreSQL 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 の概要、および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 ソフトウェア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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本ドキュメントで説明する環境について 

PostgreSQL がインストールされた RHEL ホスト (rhel67-01) が 1 台、CommServe および MediaAgent がイン
ストールされた Windows ホスト (cs01-11) を 1 台⽤意します。PostgreSQL のバックアップ イメージは、cs01-11 

ホストのローカルディスクに格納します。 

PostgreSQL ホストに PostgreSQL iDataAgent をインストールします。PostgreSQL iDataAgent が 

PostgreSQL データベースのバックアップ / リカバリを⾏います。 

 

ドキュメントの後半で説明する Block Level Backup 機能を使⽤する場合は、PostgreSQL ホストに 

PostgreSQL iDataAgent に加えて MediaAgent をインストールする必要があります。 

 

必要に応じてホスト名等を置き換えてください。 
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PostgreSQL のインストール / 構成 

PostgreSQL 関係のパッケージのインストール 

PostgreSQL iDataAgent を使⽤するには、postgresql、postgresql-libs、postgresql-server および 

postgresql-devel が必要です。インストールされていない場合はインストールします。 

今回は RHEL のインストールメディアにバンドルされている 8.4.20 を使⽤します。 
# yum list installed | grep postgresql 
postgresql.x86_64                    8.4.20-2.el6_6                    @rhel-dvd 
postgresql-devel.x86_64              8.4.20-2.el6_6                    @rhel-dvd 
postgresql-libs.x86_64               8.4.20-2.el6_6                    @rhel-dvd 
postgresql-server.x86_64             8.4.20-2.el6_6                    @rhel-dvd 
# 

 

ディスクの構成 (必要に応じて) 

デフォルトのインストール パスで PostgreSQL を構築する場合は、本⼿順は不要です。本ドキュメントでは Block 

Level Backup 機能のためにディスクを追加し、追加したディスク上に PostgreSQL データベースを構成します。 

1. ディスクのパスを確認します(今回は /dev/sdb が PostgreSQL ⽤のディスクです)。 
# ls -al /dev/disk/by-path 
total 0 
drwxr-xr-x 2 root root 140 Apr  5 02:22 . 
drwxr-xr-x 6 root root 120 Apr  5 02:22 .. 
lrwxrwxrwx 1 root root   9 Apr  5 02:22 pci-0000:00:10.0-scsi-0:0:0:0 -> 
../../sda 
lrwxrwxrwx 1 root root  10 Apr  5 02:22 pci-0000:00:10.0-scsi-0:0:0:0-part1 -> 
../../sda1 
lrwxrwxrwx 1 root root  10 Apr  5 02:22 pci-0000:00:10.0-scsi-0:0:0:0-part2 -> 
../../sda2 
lrwxrwxrwx 1 root root   9 Apr  5 02:22 pci-0000:00:10.0-scsi-0:0:1:0 -> 
../../sdb 
lrwxrwxrwx 1 root root   9 Apr  5 02:22 pci-0000:02:05.0-scsi-1:0:0:0 -> 
../../sr0  
# 

2. fdisk を使⽤してパーティションを作成します。 
# fdisk /dev/sdb 
Device contains neither a valid DOS partition table, nor Sun, SGI or OSF 
disklabel 
Building a new DOS disklabel with disk identifier 0x2fd9cefc. 
Changes will remain in memory only, until you decide to write them. 
After that, of course, the previous content won't be recoverable. 
 
Warning: invalid flag 0x0000 of partition table 4 will be corrected by w(rite) 
 
WARNING: DOS-compatible mode is deprecated. It's strongly recommended to 
         switch off the mode (command 'c') and change display units to 
         sectors (command 'u'). 
 
Command (m for help): n 
Command action 
   e   extended 
   p   primary partition (1-4) 
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p 
Partition number (1-4): 1 
First cylinder (1-2610, default 1): [Enter] 
Using default value 1 
Last cylinder, +cylinders or +size{K,M,G} (1-2610, default 2610): [Enter] 
Using default value 2610 
 
Command (m for help): w 
The partition table has been altered! 
 
Calling ioctl() to re-read partition table. 
Syncing disks. 
# fdisk -l /dev/sdb 
 
Disk /dev/sdb: 21.5 GB, 21474836480 bytes 
255 heads, 63 sectors/track, 2610 cylinders 
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes 
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes 
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes 
Disk identifier: 0x2fd9cefc 
 
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System 
/dev/sdb1               1        2610    20964793+  83  Linux 
# 

3. 作成したパーティションを使⽤して、vg01 ボリューム グループを作成します。 
# vgcreate vg01 /dev/sdb1 
  Physical volume "/dev/sdb1" successfully created 
  Volume group "vg01" successfully created 
# 

4. vg01 ボリューム グループ上に 10GB の lv01 論理ボリュームを作成します。  
# lvcreate -n lv01 -L 10g vg01 
  Logical volume "lv01" created. 
# lvdisplay /dev/vg01/lv01 
  --- Logical volume --- 
  LV Path                /dev/vg01/lv01 
  LV Name                lv01 
  VG Name                vg01 
  LV UUID                3O7VJV-vtkU-lSHE-X8VU-FCwz-UHkg-0xnkNW 
  LV Write Access        read/write 
  LV Creation host, time rhel67-01.cv.local, 2016-04-05 02:43:44 +0900 
  LV Status              available 
  # open                 0 
  LV Size                10.00 GiB 
  Current LE             2560 
  Segments               1 
  Allocation             inherit 
  Read ahead sectors     auto 
  - currently set to     256 
  Block device           253:2 
 
# 

5. lv01 論理ボリュームを ext4 でフォーマットします。 
# mkfs.ext4 /dev/vg01/lv01 
mke2fs 1.41.12 (17-May-2010) 
Filesystem label= 
OS type: Linux 
Block size=4096 (log=2) 
Fragment size=4096 (log=2) 
Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks 
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655360 inodes, 2621440 blocks 
131072 blocks (5.00%) reserved for the super user 
First data block=0 
Maximum filesystem blocks=2684354560 
80 block groups 
32768 blocks per group, 32768 fragments per group 
8192 inodes per group 
Superblock backups stored on blocks: 
        32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632 
 
Writing inode tables: done 
Creating journal (32768 blocks): done 
Writing superblocks and filesystem accounting information: done 
 
This filesystem will be automatically checked every 31 mounts or 
180 days, whichever comes first.  Use tune2fs -c or -i to override. 
# 

6. lv01 論理ボリュームを /pgsql/data にマウントします。 
# mkdir /pgsql 
# mkdir /pgsql/data 
# mount -t ext4 /dev/vg01/lv01 /pgsql/data 
# mount | grep pgsql 
/dev/mapper/vg01-lv01 on /pgsql/data type ext4 (rw) 
# 
# cat /etc/fstab 
 
# 
# /etc/fstab 
# Created by anaconda on Mon Apr  4 18:41:00 2016 
# 
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk' 
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info 
# 
/dev/mapper/vg_rhel7601-lv_root /                       ext4    defaults        1 
1 
UUID=cbfa1edb-0db5-4800-a806-feb4c71c451f /boot                   ext4    
defaults        1 2 
/dev/mapper/vg_rhel7601-lv_swap swap                    swap    defaults        0 
0 
tmpfs                   /dev/shm                tmpfs   defaults        0 0 
devpts                  /dev/pts                devpts  gid=5,mode=620  0 0 
sysfs                   /sys                    sysfs   defaults        0 0 
proc                    /proc                   proc    defaults        0 0 
/dev/mapper/vg01-lv01   /pgsql/data             ext4    defaults        1 1 
# 

 

PostgreSQL の初期化 

本ドキュメントでは、PostgreSQL のデータファイルは /pgsql/data に、WAL は /pgsql/wal に配置しています。 

1. WAL ⽤の各ディレクトリを作成し、/pgsql 以下のフォルダの所有者を postgres に変更します。 
# mkdir /pgsql/wal 
# chown -R postgres:postgres /pgsql 
# ls -al /pgsql 
total 32 
drwxr-xr-x   5 postgres postgres  4096 Apr  5 02:55 . 
dr-xr-xr-x. 26 root     root      4096 Apr  5 02:48 .. 
drwxr-xr-x   2 postgres postgres  4096 Apr  5 02:55 data 
drwx------   2 postgres postgres 16384 Apr  5 02:44 lost+found 
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drwxr-xr-x   2 postgres postgres  4096 Apr  5 02:55 wal 
# 

2. initdb コマンドを発⾏して、PostgreSQL データベースを初期化します。データベースのエンコーディングおよびロ
ケールは initdb コマンドの中で指定します。指定しない場合はデフォルトの en_US.UTF-8 ロケールになります。 

# su - postgres -c "initdb -D /pgsql/data --encoding=UTF-8 --locale=ja_JP.UTF-8" 
The files belonging to this database system will be owned by user "postgres". 
This user must also own the server process. 
 
The database cluster will be initialized with locale ja_JP.UTF-8. 
initdb: could not find suitable text search configuration for locale ja_JP.UTF-8 
The default text search configuration will be set to "simple". 
 
fixing permissions on existing directory /pgsql/data ... ok 
creating subdirectories ... ok 
selecting default max_connections ... 100 
selecting default shared_buffers ... 32MB 
creating configuration files ... ok 
creating template1 database in /pgsql/data/base/1 ... ok 
initializing pg_authid ... ok 
initializing dependencies ... ok 
creating system views ... ok 
loading system objects' descriptions ... ok 
creating conversions ... ok 
creating dictionaries ... ok 
setting privileges on built-in objects ... ok 
creating information schema ... ok 
vacuuming database template1 ... ok 
copying template1 to template0 ... ok 
copying template1 to postgres ... ok 
 
WARNING: enabling "trust" authentication for local connections 
You can change this by editing pg_hba.conf or using the -A option the 
next time you run initdb. 
 
Success. You can now start the database server using: 
 
    postgres -D /pgsql/data 
or 
    pg_ctl -D /pgsql/data -l logfile start 
 
# 

 

PostgreSQL 設定ファイル (postgresql.conf) の編集 

PostgreSQL の各種設定項⽬は postgresql.conf ファイルで設定可能です。postgresql.conf ファイルはデータデ
ィレクトリに置かれています(データディレクトリが /pgsql/data の場合は /pgsql/data/postgresql.conf です)。  

以下の項⽬を編集します。 

WAL の有効化 

WAL (Write Ahead Logging) はトランザクション ロギングを⾏う機能です。トランザクション ログのバックアップや 

Point-in-Time のリカバリを⾏うためには有効にする必要があります。 
archive_command = 'cp %p /pgsql/wal/%f' 
archive_mode = on 
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上記以外の WAL に関するパラメータについては、http://www.postgresql.org/docs/8.4/static/runtime-

config-wal.html を参照してください。 

SQL ⽂をログに出⼒ (オプション) 

PostgreSQL iDataAgent を使⽤したバックアップを⾏う場合、pg_start_backup() や pg_end_backup() 等の
SQL ⽂が Comvmault から PostgreSQL データベースに対して発⾏されます。以下のパラメータを設定することで、
PostgreSQL 側からもいつ SQL ⽂が発⾏されたかを確認することができます。 

注意: すべての SQL ⽂がログに出⼒されるので、ログのサイズが肥⼤化する恐れがあります。ディスクの容量等を確
認しながら使⽤してください。 
logging_collector = on 
log_line_prefix = '%t ' 
log_statement = 'all' 

上記以外のログに関するパラメータについては、http://www.postgresql.org/docs/8.4/static/runtime-config-

logging.html を参照してください。 

 

起動スクリプト ファイルの編集 

デフォルトでは、PostgreSQL のデータベースは /var/lib/pgsql/data ディレクトリに配置されます。PostgreSQL 起
動スクリプト ファイル (/etc/init.d/postgresql) も /var/lib/pgsql/data ディレクトリに配置されている前提で作成さ
れるため、何もせずに service コマンドで起動しようとするとエラーになります。  
# service postgresql start 
 
/var/lib/pgsql/data is missing. Use "service postgresql initdb" to initialize the 
cluster first. 
                                                           [FAILED] 
# 

上記エラーを回避するために /etc/init.d/postgresql ファイルのパラメータの値を変更します。 

3. /etc/init.d/postgresql ファイル内で /var/lib/pgsql ディレクトリ以下を使⽤しているパラメータを確認します。 
# grep "/var/lib/pgsql" /etc/init.d/postgresql 
PGDATA=/var/lib/pgsql/data 
PGLOG=/var/lib/pgsql/pgstartup.log 
# 

4. /etc/init.d/postgresql ファイルを編集します。 
# vi /etc/init.d/postgresql 
# 

5. 値が変更されたことを確認します。 
# grep 'PGDATA=\|PGLOG=' /etc/init.d/postgresql 
PGDATA=/pgsql/data 
PGLOG=/pgsql/pgstartup.log 
# 

6. postgresql.service ファイルの変更を systemd に反映します。 
# systemctl daemon-reload 
# 
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PostgreSQL の起動 

PostgreSQL サービスを起動します。 

1. systemctl start コマンドで PostgreSQL のサービスを起動します。 
# service postgresql start 
Starting postgresql service:                               [  OK  ] 
# 

2. sytemctl status コマンドで正常に起動していることを確認します。 
# service postgresql status 
postmaster (pid  2552) is running... 
# 

 

postgres ユーザーの環境変数の変更 

PostgreSQL のインストール時に postgres ユーザーが作成されますが、postgres ユーザーの設定ファイル 

(.bash_profile) にも PGDATA 環境変数が設定されているので、変更します。 

7. postgres ユーザーでログインします。 
# su - postgres 
$ 

8. .bash_profile の内容を確認します。 
$ cat .bash_profile 
 [ -f /etc/profile ] && source /etc/profile 
 
PGDATA=/var/lib/pgsql/data 
export PGDATA 
$ 

9. .bash_profile の設定を変更します。 
$ vi .bash_profile 

10. .bash_profile の内容を確認し、必要に応じて再読み込みをします。 
$ cat .bash_profile 
[ -f /etc/profile ] && source /etc/profile 
 
PGDATA=/pgsql/data 
export PGDATA 
$ . .bash_profile 
$ env | grep PGDATA 
PGDATA=/pgsql/data 
$ 
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動作確認⽤データベースの構成 

PostgreSQL のインストール時にはシステム データベースのみ存在します。今回は db01 という名前の⼀般データベ
ースを作成して、バックアップ / リストアの動作確認を⾏います。 

以下の操作はすべて postgres ユーザーで実⾏しています。 

db01 データベースの作成 

PostgreSQL 上に db01 という名前のデータベースを作成します。SQL ⽂ではなく PostgreSQL 側のコマンドを使
⽤します。 

1. psql -l コマンドで既存のデータベースを確認します。 
$ psql -l 
                                  List of databases 
   Name    |  Owner   | Encoding |  Collation  |    Ctype    |   Access 
privileges 
-----------+----------+----------+-------------+-------------+-------------------
---- 
postgres  | postgres | UTF8     | ja_JP.UTF-8 | ja_JP.UTF-8 | 
 template0 | postgres | UTF8     | ja_JP.UTF-8 | ja_JP.UTF-8 | =c/postgres 
                                                             : 
postgres=CTc/postgres 
 template1 | postgres | UTF8     | ja_JP.UTF-8 | ja_JP.UTF-8 | =c/postgres 
                                                             : 
postgres=CTc/postgres 
(3 rows) 
 
$ 

2. createdb コマンドで db01 データベースを作成します。 
$ createdb -E UTF8 -T template0 --lc-collate=ja_JP.UTF-8 --lc-ctype=ja_JP.UTF-8 
db01 
$ 

3. psql コマンドでデータベースが作成されたことを確認します。 
$ psql -l 
                                  List of databases 
   Name    |  Owner   | Encoding |  Collation  |    Ctype    |   Access 
privileges 
-----------+----------+----------+-------------+-------------+-------------------
---- 
 db01      | postgres | UTF8     | ja_JP.UTF-8 | ja_JP.UTF-8 | 
 postgres  | postgres | UTF8     | ja_JP.UTF-8 | ja_JP.UTF-8 | 
 template0 | postgres | UTF8     | ja_JP.UTF-8 | ja_JP.UTF-8 | =c/postgres 
                                                             : 
postgres=CTc/postgres 
 template1 | postgres | UTF8     | ja_JP.UTF-8 | ja_JP.UTF-8 | =c/postgres 
                                                             : 
postgres=CTc/postgres 
(4 rows) 
 
$ 
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PostgreSQL への接続 

PostgreSQL に接続するには、psql コマンドを使⽤します。db01 データベースには以下の 2 ⽅法で接続すること
ができます。 

psql コマンドでデータベース名を指定して接続 

psql コマンドでログインする際に、データベース名を指定することができます。指定しない場合やユーザーのデフォルト
のデータベースに接続します。 

1. psql コマンドの -d オプションに接続するデータベースの名前を指定します。  
$ psql -d db01 
psql (8.4.20) 
Type "help" for help. 
 
db01=# 

2. データベース名を確認します。 
db01=# SELECT current_database(); 
 current_database 
------------------ 
 db01 
(1 row) 
 
db01=# 

psql 実⾏中にデータベースを変更する場合 

あるデータベースに接続していて、別のデータベースに接続したい場合は \connect コマンドを実⾏することで接続
先を変更することができます。 

1. 現在接続しているデータべースの名前を確認します。 
postgres=# SELECT current_database(); 
 current_database 
------------------ 
 postgres 
(1 row) 
 
postgres=# 

2. \connect コマンドで接続するデータベースを指定します。 
postgres=# \connect db01 
You are now connected to database "db01" as user "postgres". 
db01=# 

3. データベース名を確認します。 
db01=# SELECT current_database(); 
 current_database 
------------------ 
 db01 
(1 row) 
 
db01=# 
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TABLE01 表の作成およびデータの格納 

バックアップ、リストアの検証を⾏うために簡易的な TABLE01 表を db01 データベース上に作成します。 

列名 タイプ ⽬的 

ID INTEGER ID (値は SEQ01 シーケンスを使⽤して採番) 

DATA VARCHAR(32) ランダムな⽂字列を格納 

TIME TIMESTAMP current_timestamp 関数を使⽤して SQL ⽂が発⾏された時刻を格納 

1. CREATE TABLE ⽂を発⾏します。 
db01=# CREATE TABLE TABLE01 (ID INTEGER, DATA VARCHAR(32), TIME TIMESTAMP); 
CREATE TABLE 
db01=# 

2. CREATE SEQUENCE ⽂を発⾏します。 
db01=# CREATE SEQUENCE SEQ01 START WITH 1; 
CREATE SEQUENCE 
db01=# 

3. 表とシーケンスが作成されていることを確認します。 
db01=# \d 
           List of relations 
 Schema |  Name   |   Type   |  Owner 
--------+---------+----------+---------- 
 public | seq01   | sequence | postgres 
 public | table01 | table    | postgres 
(2 rows) 
 
db01=# 

4. 以下の SQL ⽂を発⾏して表にデータを格納していきます。 
db01=# INSERT INTO TABLE01 VALUES (NEXTVAL('SEQ01'), md5(random()::text), 
current_timestamp); 
INSERT 0 1 
db01=# SELECT * FROM TABLE01; 
id |               data               |            time 
----+----------------------------------+---------------------------- 
  1 | dd9c298021edad5baa4686e75f757072 | 2016-04-06 11:43:00.691925 
(1 row) 
 
db01=# 

5. SQL ⽂の発⾏は、psql コマンドのオプションで SQL ⽂を付けることで、OS のシェルからも SQL ⽂を発⾏する
こともできます。 

$ psql -d db01 -c "INSERT INTO TABLE01 VALUES (NEXTVAL('SEQ01'), 
md5(random()::text), current_timestamp)" 
INSERT 0 1 
$ psql -d db01 -c "SELECT * FROM TABLE01" 
 id |               data               |            time 
----+----------------------------------+---------------------------- 
  1 | dd9c298021edad5baa4686e75f757072 | 2016-04-06 11:43:00.691925 
  2 | 24b8b61fd5748a92abc04d704ca5beb2 | 2016-04-06 12:16:17.856155 
 (2 rows) 
 
$ 
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バックアップ イメージ格納先の構成 

バックアップ イメージを格納するためのディスク ライブラリおよびストレージ ポリシーを構成します。 

 

ディスク ライブラリの構成 

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) 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ホスト (cs01-11) 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] を右クリックし、[追加] > [ディスク ライブラリ] を選択します。 

3. [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 (DL01) 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。 

4. 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。 

 

ストレージ ポリシーの構成 

ストレージ ポリシーとは、バックアップ イメージの保持ポリシーです。ライブラリではバックアップ イメージの格納先を定
義していますが、ライブラリに格納されたバックアップ イメージをどのように保持するか、についてはライブラリではなくスト
レージ ポリシーで定義します。ストレージ ポリシーではライブラリに格納されたイメージの保持期間だけではなく、バッ
クアップ イメージの階層管理 (D2T、D2C、D2T2C 等) を定義することも可能です。 

また、Commvault ではバックアップ イメージに対する重複排除機能を提供していますが、重複排除の定義はストレ
ージ ポリシーで⾏います。Commvault では以下の 2 種類の定義⽅法を提供しています。 

 ストレージ ポリシー毎に重複排除を実⾏ (重複排除の情報はストレージ ポリシー間で共有されません) 

 グローバル重複排除ポリシーを作成し、グローバル重複排除ポリシーを使⽤するストレージ ポリシーを作成 (重
複排除の情報はストレージ ポリシー間で共有されます) 

以下では後者の定義⽅法を使⽤して、GDSP01 グローバル重複排除ポリシーおよび SP01 ストレージ ポリシーを
構成します。 

 

グローバル重複排除ポリシーの構成 

GDSP01 グローバル重複排除ポリシーを構成します。 

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、[新しいグローバル重複排除ポリシー] を選択します。 

3. [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。 
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4. ストレージ ポリシーで使⽤するライブラリとして DL01 を選択して [次へ] をクリックします。  

5. ストレージ ポリシーで使⽤する MediaAgent として cs01-11 を選択して [次へ] をクリックします。 

6. [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。 

7. 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。 

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 GDSP01 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。 

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] 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。 

3. [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。 

4. ストレージ ポリシー名を⼊⼒するページが表⽰されたら、[ストレージ ポリシー名] フィールドに SP01 を⼊⼒し
て [次へ] をクリックします。 

5. 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。 

6. 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 GDSP01 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。 

7.  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。 

8.  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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PostgreSQL インスタンスの構成 

Commvault から PostgreSQL データベースのバックアップ / リカバリを⾏なうために、PostgreSQL インスタンスを登
録します。  

注意: PostgreSQL インスタンスを構成するには、RHEL ホスト (rhel67-11) に PostgreSQL iDataAgent がイン
ストールされていること、および PostgreSQL iDataAgent で使⽤するストレージ ポリシーが構成されていることが前
提となります。PostgreSQL iDataAgent のインストール、およびインストールされている場合は、CommCell ブラウザ
の [クライアント コンピュータ] ノード以下に [クライアント名 (rhel67-01)] および [PostgreSQL] ノードが表⽰され
ます。表⽰されていない場合は正しくインストールされているか確認してください。 

以下では rhel67-01 ホスト上の PostgreSQL データベースを使⽤して pg01 インスタンスを構成します。 

1. CommCell ブラウザから、[クライアント コンピュータ] > [rhel67-01] > [PostgreSQL] ノードを右クリックし、
[すべてのタスク] > [新しい PostgreSQL インスタンス] を選択します。 

 

2. [PostgreSQL のインスタンス作成ダイアログ] が表⽰されたら、以下の項⽬を⼊⼒します。 
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(サーバー プロパティ) 

インスタンス名 : 任意の名前 

Postgres ユーザー名 : PostgreSQL OS ユーザー名 

Postgres ユーザー パスワード / 確認⽤パスワード : 上記ユーザーのパスワード 

保守データベース : 保守データベースとして使⽤されているシステム データベース (デフォルトは postgresql) 

バイナリ ディレクトリ : psql がインストールされているディレクトリ (pg_config --bindir でも確認可能) 

ライブラリ ディレクトリ : libpq.so がインストールされているディレクトリ (pg_config --libdir でも確認可能) 

アーカイブ ディレクトリ : WAL の出⼒先ディレクトリ 

ポート : PostgreSQL のポート (デフォルトは 5432) 

(ログ バックアップ) 

ログ バックアップ ストレージ ポリシー : WAL のバックアップで使⽤するストレージ ポリシー 

アーカイブ削除 : WAL のバックアップ後にトランザクション ログの削除を⾏う場合は選択 

3. ⼊⼒後、[OK] をクリックします。 

4. 登録が完了すると、CommCell ブラウザの PostgreSQL ノードの下にインスタンス ノードが作成されます。 

インスタンス ノードの下に DumpBasedBackupSet と FSBasedBackupSet の 2 種類のバックアップ セットが
作成されます。 
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DumpBasedBackupSet のバックアップ / リストア 

DumpBasedBackupSet は、pg_dump を使⽤したデータベースのダンプのバックアップになります。
PostgreSQL データベースの中の任意のデータベースのみをバックアップすることができますが、増分バックアップ (トラ
ンザクション ログのバックアップ) はできず、フル バックアップのみ実⾏することができます。リストアに関してはデータベー
ス レベルと表レベルのリストアができます。 

サブクライアントの構成 

db01 データベースのバックアップを⾏う db01 サブクライアントを作成します。 

1. CommCell ブラウザから、[PostgreSQL] > [pg01] ノードを展開します。 

2. DumpBasedBackupSet 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. [PostgreSQL サブクライアントの作成] ダイアログが表⽰されたら、[サブクライアント] フィールドにサブクライアン
トの名前を⼊⼒して [コンテント] をクリックします。 
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4. [コンテント] タブが表⽰されたら、[構成] をクリックします。 

 

5. [PostgreSQL データベース構成] ダイアログが表⽰されたら、データベースを検出するために [検出] をクリック
します。 

 
  



 

 22

6. データベースの⼀覧が表⽰されたら、バックアップ対象のデータベースの [サブクライアント名] リストをクリックして、
作成するサブクライアントを選択します。 

 

7. [PostgreSQL データベース構成] ダイアログの [OK] をクリックします。 

 
  



 

 23

8. [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] リストからストレージ ポリシーを選択して [OK] 

をクリックします。 

 

9. [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] リストからストレージ ポリシーを選択して [OK] 

をクリックします。 
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10. [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。 

 
 

バックアップの実⾏ 

db01 サブクライアントを実⾏します。 

1. db01 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。 

 

2. [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 タイプ] から [フル] を選択し
て [OK] をクリックします。 
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3. ジョブが完了するのを待ちます。 

/var/log/commvault/PostGresBackupChild.log ログを確認すると、バックアップ中に pg_dump コマンドを実⾏
していることが確認できます。 

 

リストア 

DumpBasedBackupSet のリストアでは PostgreSQL のサービスは起動している必要があります。 

 

データベースの削除 

db01 データベースを削除します。 

1. psql コマンドを使⽤して現在のデータベースの状態を確認します。 
$ psql -l 
                                  List of databases 
   Name    |  Owner   | Encoding |  Collation  |    Ctype    |   Access 
privileges 
-----------+----------+----------+-------------+-------------+-------------------
---- 
 db01      | postgres | UTF8     | ja_JP.UTF-8 | ja_JP.UTF-8 | 
 postgres  | postgres | UTF8     | ja_JP.UTF-8 | ja_JP.UTF-8 | 
 template0 | postgres | UTF8     | ja_JP.UTF-8 | ja_JP.UTF-8 | =c/postgres 
                                                             : 
postgres=CTc/postgres 
 template1 | postgres | UTF8     | ja_JP.UTF-8 | ja_JP.UTF-8 | =c/postgres 
                                                             : 
postgres=CTc/postgres 
(4 rows) 
 
$ psql -d db01 -c "SELECT * FROM TABLE01" 
 id |               data               |            time 
----+----------------------------------+---------------------------- 
  1 | dd9c298021edad5baa4686e75f757072 | 2016-04-06 11:43:00.691925 
  2 | 24b8b61fd5748a92abc04d704ca5beb2 | 2016-04-06 12:16:17.856155 
(2 rows) 
 
$ 

2. dropdb コマンドを使⽤して db01 データベースを削除します 
$ dropdb db01 
$ 

3. psql コマンドを使⽤して db01 データベースが削除されたことを確認します。 
$ psql -l 
                                  List of databases 
   Name    |  Owner   | Encoding |  Collation  |    Ctype    |   Access 
privileges 
-----------+----------+----------+-------------+-------------+-------------------
---- 
 postgres  | postgres | UTF8     | ja_JP.UTF-8 | ja_JP.UTF-8 | 
 template0 | postgres | UTF8     | ja_JP.UTF-8 | ja_JP.UTF-8 | =c/postgres 
                                                             : 
postgres=CTc/postgres 
 template1 | postgres | UTF8     | ja_JP.UTF-8 | ja_JP.UTF-8 | =c/postgres 
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                                                             : 
postgres=CTc/postgres 
(3 rows) 
 
$ 

 

リストアの実⾏ 

1. db01 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。 

 

2. [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。 
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3. バックアップされたデータベースの⼀覧が表⽰されたら、db01 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。 

 

4. PostgreSQL データベース リストア オプション ダイアログが表⽰されたら、リストア先のデータベースを選択して 

[OK] をクリックします。 

 

5. ジョブが完了するのを待ちます。 

 

リストア後の確認 

1. psql コマンドを使⽤して db01 データベースがリストアされていることを確認します。 
$ psql -l 
                                  List of databases 
   Name    |  Owner   | Encoding |  Collation  |    Ctype    |   Access 
privileges 
-----------+----------+----------+-------------+-------------+-------------------
---- 
 db01      | postgres | UTF8     | ja_JP.UTF-8 | ja_JP.UTF-8 | 
 postgres  | postgres | UTF8     | ja_JP.UTF-8 | ja_JP.UTF-8 | 
 template0 | postgres | UTF8     | ja_JP.UTF-8 | ja_JP.UTF-8 | =c/postgres 
                                                             : 
postgres=CTc/postgres 
 template1 | postgres | UTF8     | ja_JP.UTF-8 | ja_JP.UTF-8 | =c/postgres 
                                                             : 
postgres=CTc/postgres 
(4 rows) 
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$ 

2. SQL ⽂を発⾏してデータも正しく戻っていることを確認します。 
$ psql -d db01 
psql (8.4.20) 
Type "help" for help. 
 
db01=# SELECT * FROM TABLE01; 
 id |               data               |            time 
----+----------------------------------+---------------------------- 
  1 | dd9c298021edad5baa4686e75f757072 | 2016-04-06 11:43:00.691925 
  2 | 24b8b61fd5748a92abc04d704ca5beb2 | 2016-04-06 12:16:17.856155 
(2 rows) 
 
db01=# \q 
$ 
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FSBasedBackupSet のバックアップ / リストア 

FSBasedBackupSet は WAL と連携したトランザクション ログのバックアップに対応しているため Point-in-Time のリ
ストアが可能ですが、バックアップ / リストアの対象はインスタンス全体となります。 

 

サブクライアントの構成 

FSBasedBaskupSet の場合、default 以外のサブクライアントを構成することはできません。 

1. default サブクライアントを右クリックして、[プロパティ] を選択します。 

 

2. [default 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、[ストレージ デバイス] タブを選択します。 
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3. [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] リストからストレージ ポリシーを選択して [OK] 

をクリックします。 

 
 

バックアップ ジョブの実⾏ 

フル バックアップではデータベースと WAL、増分バックアップでは WAL のバックアップを⾏います。 

PostgreSQL 側のログを有効にしている場合は、PostgreSQL 側のログに SELECT pg_start_backup() および 

pg_stop_backup() ⽂が出⼒されます。 

フル バックアップの実⾏ 

1. default 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。 
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2. [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 タイプ] から [フル] を選択し
て [OK] をクリックします。 

 
 

増分バックアップの実⾏ 

1. default 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。 

 

2. [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 タイプ] から [増分] を選択し
て [OK] をクリックします。 
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リストアの実⾏ 

リストア ジョブ開始前のデータベースの状態は以下の通りです。 

(フル バックアップを 13:16、増分バックアップを 14:19、13:20、13:22 に実⾏しています。) 
$ psql -d db01 -c "SELECT * FROM TABLE01" 
 id |               data               |            time 
----+----------------------------------+---------------------------- 
  1 | dd9c298021edad5baa4686e75f757072 | 2016-04-06 11:43:00.691925 
  2 | 24b8b61fd5748a92abc04d704ca5beb2 | 2016-04-06 12:16:17.856155 
  3 | fbf68527bd0a78ea8332ac84c9f781b7 | 2016-04-06 13:14:54.910555 
  4 | d8e4fd8805d30438e935ff221559cd78 | 2016-04-06 13:15:13.117672 
  5 | d7c402b0af0c31d0612f637a8918ad4d | 2016-04-06 13:15:49.245961 
  6 | ce767fd48732cc2690ed5d7f7daa2fd2 | 2016-04-06 13:16:04.262248 
  7 | 2e6ef924c0d123f9d81bb4a996473830 | 2016-04-06 13:16:19.278154 
  8 | 29a183134aa19f872ac4665ffec60710 | 2016-04-06 13:16:34.309776 
  9 | 4f9cadb4d9811ef40ab0406a565112a0 | 2016-04-06 13:16:49.335018 
 10 | b4b56bc7a5c37fe26b3241cda5ef6e8c | 2016-04-06 13:18:43.556803 
 11 | b4e42cc014cc4ae896925df3cd9b0d12 | 2016-04-06 13:19:13.570929 
 12 | d106b527251ffd805b54df8ad84cba11 | 2016-04-06 13:19:43.585293 
 13 | c236cce1fce3fb30d9b99d00e5acc56f | 2016-04-06 13:20:13.6047 
 14 | efc5b9a1081d7675e2119e5ebd4a8c94 | 2016-04-06 13:20:43.622784 
 15 | 68712f68149b1d0c453682934213ef23 | 2016-04-06 13:21:13.661595 
 16 | f01b90ed433ab5f8b33b8f6474c23fa2 | 2016-04-06 13:21:43.687837 
 17 | 905192c13943f2e8a5be96b1cfe3c83b | 2016-04-06 13:22:13.705722 
(17 rows) 
 
$ 

Commvault 側でも以下のコマンドでバックアップ ジョブの履歴を確認することができます。 
# /opt/commvault/Base/qlogin 
Enter User Name : admin 
Password : ******** 
User logged in successfully. 
# /opt/commvault/Base/qlist jobhistory -c rhel67-01 -a Q_POSTGRESS -i pg01 -b 
FSBasedBackupSet -dispjobTime 
JOBID    STATUS       STORAGE POLICY    SUBCLIENT    INSTANCE    StartTime               
EndTime 
-----    ------       --------------    ---------    --------    ---------               
------- 
37       Completed    SP01              default      pg01        2016/04/06 
13:22:55     2016/04/06 13:23:29 
36       Completed    SP01              default      pg01        2016/04/06 
13:20:59     2016/04/06 13:21:25 
35       Completed    SP01              default      pg01        2016/04/06 
13:19:13     2016/04/06 13:20:09 
34       Completed    SP01              default      pg01        2016/04/06 
13:16:13     2016/04/06 13:17:23 
# 

 

最新の状態へのリストア 

1. PostgreSQL のサービスを停⽌します。 
# service postgresql stop 
Stopping postgresql service:                               [  OK  ] 
# 

2. データおよび WAL のフォルダを削除するかリネームします。 
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3. [FSBasedBackupSet] を右クリックして、[すべてのタスク] > [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、[最新のバックアップ] を選択して [内容の表⽰] をクリックします。 
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5. バックアップされたデータベースの⼀覧が表⽰されたら、[FSBasedBackupSet] 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. [PostgreSQL データベース リストア オプション ダイアログ] が表⽰されたら、[OK] をクリックします。 

 

7. [ユーザーへのブロードキャスト警告メッセージ] ダイアログが表⽰されたら、[はい] をクリックします。 

 

8. ジョブが完了するのを待ちます。 

 

リストア後の確認 

1. psql コマンドを使⽤してデータベースがリストアされていることを確認します。 
$ psql -l 
                                  List of databases 
   Name    |  Owner   | Encoding |  Collation  |    Ctype    |   Access 
privileges 
-----------+----------+----------+-------------+-------------+-------------------
---- 
 db01      | postgres | UTF8     | ja_JP.UTF-8 | ja_JP.UTF-8 | 
 postgres  | postgres | UTF8     | ja_JP.UTF-8 | ja_JP.UTF-8 | 
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 template0 | postgres | UTF8     | ja_JP.UTF-8 | ja_JP.UTF-8 | =c/postgres 
                                                             : 
postgres=CTc/postgres 
 template1 | postgres | UTF8     | ja_JP.UTF-8 | ja_JP.UTF-8 | =c/postgres 
                                                             : 
postgres=CTc/postgres 
(4 rows) 
 
$ 

2. SQL ⽂を発⾏してデータも正しく戻っていることを確認します。 
$ psql -d db01 -c "SELECT * FROM TABLE01" 
 id |               data               |            time 
----+----------------------------------+---------------------------- 
  1 | dd9c298021edad5baa4686e75f757072 | 2016-04-06 11:43:00.691925 
  2 | 24b8b61fd5748a92abc04d704ca5beb2 | 2016-04-06 12:16:17.856155 
  3 | fbf68527bd0a78ea8332ac84c9f781b7 | 2016-04-06 13:14:54.910555 
  4 | d8e4fd8805d30438e935ff221559cd78 | 2016-04-06 13:15:13.117672 
  5 | d7c402b0af0c31d0612f637a8918ad4d | 2016-04-06 13:15:49.245961 
  6 | ce767fd48732cc2690ed5d7f7daa2fd2 | 2016-04-06 13:16:04.262248 
  7 | 2e6ef924c0d123f9d81bb4a996473830 | 2016-04-06 13:16:19.278154 
  8 | 29a183134aa19f872ac4665ffec60710 | 2016-04-06 13:16:34.309776 
  9 | 4f9cadb4d9811ef40ab0406a565112a0 | 2016-04-06 13:16:49.335018 
 10 | b4b56bc7a5c37fe26b3241cda5ef6e8c | 2016-04-06 13:18:43.556803 
 11 | b4e42cc014cc4ae896925df3cd9b0d12 | 2016-04-06 13:19:13.570929 
 12 | d106b527251ffd805b54df8ad84cba11 | 2016-04-06 13:19:43.585293 
 13 | c236cce1fce3fb30d9b99d00e5acc56f | 2016-04-06 13:20:13.6047 
 14 | efc5b9a1081d7675e2119e5ebd4a8c94 | 2016-04-06 13:20:43.622784 
 15 | 68712f68149b1d0c453682934213ef23 | 2016-04-06 13:21:13.661595 
 16 | f01b90ed433ab5f8b33b8f6474c23fa2 | 2016-04-06 13:21:43.687837 
 17 | 905192c13943f2e8a5be96b1cfe3c83b | 2016-04-06 13:22:13.705722 
(17 rows) 
 
-bash-4.1$ 

 

指定した時刻へのリストア 

id 10 のデータが挿⼊される前の時点 (14:02:00) にリストアします。 

1. PostgreSQL のサービスを停⽌します。 
# systemctl stop postgresql.service 
# 

2. データおよび WAL のフォルダを削除するかリネームします。 

3. [FSBasedBackupSet] を右クリックして、[すべてのタスク] > [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、[最新のバックアップ] を選択して [内容の表⽰] をクリックします。 

5. バックアップされたデータベースの⼀覧が表⽰されたら、[FSBasedBackupSet] 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. [PostgreSQL データベース リストア オプション ダイアログ] が表⽰されたら、[特定の時点] を選択します。 
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7. フル バックアップ後の任意の時刻 (2016/04/01 13:20:00) を選択して [OK] をクリックします。 

 

8. [ユーザーへのブロードキャスト警告メッセージ] ダイアログが表⽰されたら、[はい] をクリックします。 

9. ジョブが完了するのを待ちます。 

 

リストア後の確認 

1. psql コマンドを使⽤してデータベースがリストアされていることを確認します。 
$ psql -l 
                                  List of databases 
   Name    |  Owner   | Encoding |  Collation  |    Ctype    |   Access 
privileges 
-----------+----------+----------+-------------+-------------+-------------------
---- 
 db01      | postgres | UTF8     | ja_JP.UTF-8 | ja_JP.UTF-8 | 
 postgres  | postgres | UTF8     | ja_JP.UTF-8 | ja_JP.UTF-8 | 
 template0 | postgres | UTF8     | ja_JP.UTF-8 | ja_JP.UTF-8 | =c/postgres 
                                                             : 
postgres=CTc/postgres 
 template1 | postgres | UTF8     | ja_JP.UTF-8 | ja_JP.UTF-8 | =c/postgres 
                                                             : 
postgres=CTc/postgres 
(4 rows) 
 
$ 

2. SQL ⽂を発⾏して、指定した時間のデータまでが戻っていることを確認します。 
$ psql -d db01 -c "SELECT * FROM TABLE01" 
 id |               data               |            time 
----+----------------------------------+---------------------------- 
  1 | dd9c298021edad5baa4686e75f757072 | 2016-04-06 11:43:00.691925 
  2 | 24b8b61fd5748a92abc04d704ca5beb2 | 2016-04-06 12:16:17.856155 
  3 | fbf68527bd0a78ea8332ac84c9f781b7 | 2016-04-06 13:14:54.910555 
  4 | d8e4fd8805d30438e935ff221559cd78 | 2016-04-06 13:15:13.117672 
  5 | d7c402b0af0c31d0612f637a8918ad4d | 2016-04-06 13:15:49.245961 
  6 | ce767fd48732cc2690ed5d7f7daa2fd2 | 2016-04-06 13:16:04.262248 
  7 | 2e6ef924c0d123f9d81bb4a996473830 | 2016-04-06 13:16:19.278154 
  8 | 29a183134aa19f872ac4665ffec60710 | 2016-04-06 13:16:34.309776 
  9 | 4f9cadb4d9811ef40ab0406a565112a0 | 2016-04-06 13:16:49.335018 
 10 | b4b56bc7a5c37fe26b3241cda5ef6e8c | 2016-04-06 13:18:43.556803 
 11 | b4e42cc014cc4ae896925df3cd9b0d12 | 2016-04-06 13:19:13.570929 
 12 | d106b527251ffd805b54df8ad84cba11 | 2016-04-06 13:19:43.585293 



 

 37

(12 rows) 
 
$ 
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Block Level Backup を利⽤したバックアップ / リストア 

Block Level Backup とは、ボリューム マネージャやハードウェア アレイが提供するスナップショット機能と連携した⾼
速バックアップを実現する機能です。バックアップ⾃体はボリューム単位で⾏われますが、リストアはボリュームに含まれ
る個々のファイルレベルで⾏うことが可能です。 

PostgreSQL iDataAgent では、FSBasedBackupSet のバックアップにおいて Block Level Backup と連携させる
ことができます。インスタンスレベルでのリカバリだけではなく、表レベルでのリカバリや表データのエクスポート⾏うことが
可能です。 

 

Block Level Backup の有効化 

ストレージ ポリシーの構成 

Block Level Backup を実⾏するには、ストレージ ポリシーに「スナップ コピー」というタイプのコピーを追加する必要
があります。SP01 ストレージ ポリシーにスナップ コピーを追加します。 

1. CommCell ブラウザから [ポリシー] > [ストレージ ポリシー] ノードを展開します。 

2. SP01 ストレージ ポリシーを右クリックし、[すべてのタスク] > [新しいスナップショット コピーの作成] を選択しま
す。 
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3. [Snap Copy properties] ダイアログが表⽰されたら、[コピー名] にコピーの名前 (Spool Copy) を、ライブラリ 

DL01 を、MediaAgent に cs01-11 を選択して [保持] タブをクリックします。 

 

4. [保持] タブが表⽰されたら、[スプール コピー (保持しない)] を選択して [OK] をクリックします。 
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5. SP01 ストレージ ポリシーに Spool Copy コピーが追加されたことを確認します。 

 
 

サブクライアントの構成 

サブクライアントのプロパティを編集して、Block Level Backup を有効にします。 

FSBasedBaskupSet の場合、default 以外のサブクライアントを構成することはできません。 

1. CommCell ブラウザから、[クライアント コンピュータ] > [rhel67-01] > [PostgreSQL] > [pg01] ノードを展
開し、[FSBasedBackupSet] を選択します。 

2. default サブクライアントを右クリックして、[プロパティ] を選択します。 
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3. [default 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 バックアップ オプション] タブを選択しま
す。 

 

4. [詳細 バックアップ オプション] タブが表⽰されたら、[Use Volume Copy (Block Level Backup - supports 

partial restore for databases and schema objects)] オプションを選択します。 
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5. [ユーザーへのブロードキャスト警告メッセージ] ダイアログが表⽰されたら、[OK] をクリックします。 

 

6. [default サブクライアント プロパティ] ダイアログの [OK] をクリックします。 

 
 

バックアップ ジョブの実⾏ 

Block Level Backup はフル バックアップ時のみ使⽤されます。増分バックアップ (トランザクション ログのバックアップ) 

は通常のバックアップになります。 

フル バックアップの実⾏ 

1. default 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。 
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2. [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 タイプ] から [フル] を選択し
て [OK] をクリックします。 

 
 

フル バックアップ ジョブ中の動作について 

Block Level Backup と連携したフル バックアップでは、3 つのジョブが実⾏されます。 

1. スナップ バックアップ (スナップショットの作成) 

PostgreSQL の静⽌点の確保、および PostgreSQL データベースが配置されているボリュームの LVM スナップショッ
トが作成されます。 
# lvscan 
  ACTIVE   Original '/dev/vg01/lv01' [10.00 GiB] inherit 
  ACTIVE   Snapshot '/dev/vg01/cvnv_1259565494' [4.00 GiB] inherit 
  ACTIVE            '/dev/vg_rhel7601/lv_root' [35.60 GiB] inherit 
  ACTIVE            '/dev/vg_rhel7601/lv_swap' [3.91 GiB] inherit 
# 

スナップ コピー ジョブが終了した時点ではディスク ライブラリにバックアップ イメージは格納されていません。 

2. バックアップ (トランザクション ログのバックアップ) 

WAL のバックアップが⾏われます。 

3. バックアップ コピー (スナップ バックアップのデータのバックアップ) 

スナップ バックアップ ジョブで作成されたスナップショットをマウントして、バックアップ ジョブを実⾏します。バックアップ コ
ピー ジョブの終了後、スナップ バックアップ ジョブで作成されたスナップショットは削除されます。 

 

リストア ジョブの実⾏ 

Block Level Backup を使⽤しない場合は、FSBasedBackupSet のバックアップからのリストアはインスタンス レベル
しかできませんが、Block Level Backup を使⽤した場合、インスタンス レベルのリストア、表レベルのリストアおよ
び表データのエクスポートの 3 種類のリストアが可能になります。 
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インスタンス レベルのリストア 

1. PostgreSQL のサービスを停⽌します。 

2. データおよび WAL のフォルダを削除するかリネームします。 

3. [FSBasedBackupSet] を右クリックして、[すべてのタスク] > [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、[最新のバックアップ] を選択して [内容の表⽰] をクリックします。 

 

5. バックアップされたデータベースの⼀覧が表⽰されたら、[FSBasedBackupSet] 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. [PostgreSQL データベース リストア オプション ダイアログ] が表⽰されたら、[OK] をクリックします。 

7. [ユーザーへのブロードキャスト警告メッセージ] ダイアログが表⽰されたら、[OK] をクリックします。 

8. ジョブが完了するのを待ちます。 

 

表レベルのリストア 

表レベルのリストアを⾏なう場合、PostgreSQL のサービスは起動している必要があります。 

以下では table01 表のリストアを⾏います。 

1. table01 表を削除します。 
$ psql -d db01 -c "DROP TABLE TABLE01" 
DROP TABLE 
$ psql -d db01 -c "\dt" 
No relations found. 
$ 

2. [FSBasedBackupSet] を右クリックして、[すべてのタスク] > [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] ダイアログが表⽰されたら、[最新のバックアップ] および [テーブル ビュー] を選択して [内容
の表⽰] をクリックします。 

 

4. table01 表 (/db01/public/table01) 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。 
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5. [PostgreSQL テーブル レベルのリストア オプション ダイアログ] が表⽰されたら、[ログの宛先パスとダンプ ファイ
ル] に WAL のリストア先 (リストア ジョブ完了時に削除されます) を指定して [OK] をクリックします。 

 
6. ジョブが完了するのを待ちます。 

7. psql コマンドを発⾏して table01 表がリストアされていることを確認します。 
$ psql -d db01 -c "\dt" 
          List of relations 
 Schema |  Name   | Type  |  Owner 
--------+---------+-------+---------- 
 public | table01 | table | postgres 
(1 row) 
 
$ 

 

表データのエクスポート 

PostgreSQL のサービスは起動していても停⽌していても問題ありません。 

 

1. table01 表を削除します。 
$ psql -d db01 -c "DROP TABLE TABLE01" 
DROP TABLE 
$ psql -d db01 -c "\dt" 
No relations found. 
$ 
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2. [FSBasedBackupSet] を右クリックして、[すべてのタスク] > [ブラウズとリストア] を選択します。 

3. [ブラウズとリストア] ダイアログが表⽰されたら、[最新のバックアップ] および [テーブル ビュー] を選択して [内容
の表⽰] をクリックします。 

4. table01 表 (/db01/public/table01) 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。 

5. [PostgreSQL テーブル レベルのリストア オプション ダイアログ] ダイアログが表⽰されたら、[Skip Import] を選
択し、[ログの宛先パスとダンプ ファイル] に WAL のリストア先 (リストア ジョブ完了時に削除されます) を指定
して [OK] をクリックします。 

 

6. ジョブが完了するのを待ちます。 

7. ジョブが完了すると、[PostgreSQL テーブル レベルのリストア オプション ダイアログ] ダイアログで指定したフォル
ダの下にファイルが出⼒されます。 

# ls -l /pgsql/mnt 
total 4 
drwxrwxrwx 2 root     root     4096 Apr 11 11:43 1173 
# cd /psql/mnt/1173 
# ls -l 
total 4 
-rw-rw-rw- 1 root root 1019 Apr 11 11:43 db01_dataTables_table01 
# file db01_dataTables_table01 
db01_dataTables_table01: PostgreSQL custom database dump - v1.11-0 
# 

このファイルは PostgreSQL のダンプファイルの形式です。pg_restore コマンド等を使⽤してデータベースにイン
ポートすることができます。 



 

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 


