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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、NEC iStorage M Series と Commvault の IntelliSnap 機能がどのように連携するのかを、動
作検証の結果をもとに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 

Commvault 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 および Commvault 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 の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 

 

NEC iStorage M Series について 

NEC iStorage M Series は、⾼信頼・⾼性能・⾼機能を実現した SAN 対応のディスクアレイ製品です。MAID 

(Massive Array of Inactive Disks) 技術を採⽤することで、消費電⼒を抑えることも可能です。また、アクセスプ
ロトコルの異なる SAN/NAS を統合するユニファイドストレージ機能も提供し、各種業務サーバーやファイルサーバー
集約し、運⽤を簡素化させることが可能になります。 

 

Commvault について 

Commvault 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 Commvault 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 

 

NEC iStorage M Series と Commvault の連携について 

NEC iStorage M Series および管理ツール (iStorage ControlCommand、WebSAM iStorageManager) と 

Commvault が連携し、アプリケーション (Oracle Database、Microsoft SQL Server、等) や仮想マシン 

(VMware / Hyper-V) の整合性を確保した状態でストレージ内にバックアップを取得することができます。 また、ス
トレージ内に取得したバックアップから、テープやクラウド等の 2 次ストレージにバックアップを取得することが可能にな
ります。連携するアプリケーションや接続⽅式については、Commvault 社のドキュメントサイト 

(http://documentation.commvault.com/commvault/) を参照してください。 
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動作検証について 

動作検証概要 

今回の動作検証では、以下の項⽬の確認を⾏ないました。 

 Commvault から NEC iStorage M Series のレプリケーション機能を制御できること。 

 NEC iStorage M Series の筐体内に格納されたバックアップ データ (Replication Volume / SnapShot 

Volume) から、Commvault を使⽤してデータのリストアができること（ボリューム単位、ファイル単位）。 

 NEC iStorage M Series の筐体内に格納されたバックアップ データ (Replication Volume / SnapShot 

Volume) を、Commvault を使⽤して 2 次ストレージに格納できること、および 2 次ストレージに格納したデー
タから、Commvault を使⽤してリストアができること。 

 

検証環境概要 

検証環境の概要は以下の通りです。 

 

 
 

業務サーバーからは、NEC iStorage M310 に対して FC 経由で接続しています。業務サーバー上のボリュームを 

NEC iStorage M Series のもつスナップショット (iStorage DynamicSnapVolume) またはレプリケーション 

(iStorage DynamicDataReplication) の機能を使⽤して 1 次バックアップを取得します。その後、1 次バックアップ
から、NEC iStorage HS に対して 2 次バックアップを取得します。ストレージ側の制御や、バックアップ データの管理
はすべて Commvault が⾏います。 
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Commvault のコンポーネントは、業務サーバーに File System iDataAgent および MediaAgent をインストールし、
バックアップ サーバーに CommServe および MediaAgent をインストールしました。 

 

NEC iStorage M Series のストレージ構成について 

今回の動作検証では、NEC iStorage M Series の DynamicDataReplication および DynamicSnapVolume 

機能と連携したバックアップ / リストアの検証を⾏います。各機能⽤のボリュームを⽤意します。 

 

DynamicDataReplication 

 

DynamicDataReplication の場合、業務サーバーに対して Master Volume (MV) および Control Volume 

(CV) を割り当てます。バックアップサーバーに対して Replication Volume (RV) および Control Volume (CV) を
割り当てます。今回の検証では MV および RV を 1 つずつ構成し、MV は業務サーバーの M: ドライブにマウントし
ました。 

Commvault と NEC iStorage M Series を連携させるためには、業務サーバーとバックアップ サーバーに iStorage 

ControlCommand をインストールして、ボリューム対応表を作成する必要があります。ボリューム対応表を作成する
には以下のコマンドを実⾏します。 
C:\> iSMvollist -cr 

バックアップ ジョブ実⾏時以外は、RV はバックアップ サーバーの OS から参照できないようにしておく必要があります。
マスクするには以下のコマンドを実⾏します。また、マスク後はボリューム対応表を再作成しないでください。 
C:\> iSMrc_rvmode -rv <RV_NAME> -rvflg ld -rvacc na -force 
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DynamicSnapVolume 

 
 

DynamicSnapVolume の場合、業務サーバーに対して Base Volume (BV) および Control Volume (CV) を割
り当てます。バックアップサーバーに対して Link Volume (LV) および Contorol Volume (CV) を割り当てます。今
回の検証では BV および LV を 1 つずつ構成し、BV は業務サーバーの B: ドライブにマウントしました。また、BV に
対して SnapShot Volume (SV) を 2 つ構成しました。 

Commvault と NEC iStorage M Series を連携させるためには、業務サーバーとバックアップ サーバーに iStorage 

ControlCommand をインストールして、ボリューム対応表を作成する必要があります。ボリューム対応表を作成する
には以下のコマンドを実⾏します。 
C:\> iSMvollist -cr 

バックアップ ジョブ実⾏時以外は、LV はバックアップ サーバーの OS から参照できないようにしておく必要があります。
マスクするには以下のコマンドを実⾏します。また、マスク後はボリューム対応表を再作成しないでください。 
C:\> iSMrc_chgmod -vol <LV_NAME> -volflg ld -volacc na 

 

検証機器のスペック、およびソフトウェアについて 

各機器のスペック、および使⽤したソフトウェアは以下の通りです。 

業務サーバー / バックアップ サーバー 

機種名 NEC Express 5800/R120f-2M 

CPU インテル(R) Xeon(R) プロセッサー E5-2690v3(12C/2.60GHz/30M) x 2 

メモリ 128GB 

内蔵 HDD SAS ディスク (2.5 型 15krpm/600GB) x 6 

OS Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard x64 Edition 
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SAN ストレージ 

機種名 NEC iStorage M310 

コントローラ数 2 台 

キャッシュメモリ 48GB (コントローラあたり 24GB) 

ディスク SAS ディスク (2.5 型 15krpm/600GB) x 48 

バックアップ ストレージ 

機種名 NEC iStorage HS3-30T 

物理容量 7.1TB 

iStorage必須ライセンス/ソフトウェア 

名称 iStorage ControlCommand 

名称 iStorage DynamicDataReplication 

名称 iStorage DynamicSnapVolume 

データ保護ソフトウェア 

名称 Commvault 

 

注: iStorage M110、M310、M510、M710、M310F、M710F を使⽤する場合は、ストレージ制御ソフト 

Rev.0948 以降を使⽤する必要があります。 
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NEC iStorage M Series の登録 

Commvault から NEC iStorage M Series を制御するために、Commvault 側にアレイを登録する必要があります。
登録する際に必要な情報は、サポートされているストレージの種類によって異なります。NEC iStorage M Series の
場合は、ディスクアレイ名の情報が必要です。 

 

ディスクアレイ名の取得 

iStorageManager にログインして、ディスクアレイの名称を確認します。 

1. iStorageManager にログインします。 

2. トップ画⾯上部にある [名前] の値を確認します。 

 
 

Commvault への NEC iStorage の登録 

iStorageManager から確認した名前を使⽤して、Commvault に NEC iStorage M Series を登録します。 

1. CommCell Console を起動し、ログインします。 

2. CommCell Console の [ストレージ] タブをクリックします。 

3. [アレイ管理] をクリックします。 

 
4. [アレイ管理] ダイアログが表⽰されたら、[追加] をクリックします。 
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5. [アレイのプロパティ] ダイアログが表⽰されたら、[スナップ ベンダ] リストから [NEC iStorage] を選択し、[名称] 

に iStorageManager から確認した NEC iStorage の名前を⼊⼒します。 

 
6. [OK] をクリックします。 

7. 「ユーザー アカウント」ダイアログが表⽰されるので、[はい] をクリックします。 
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8. [アレイ管理] ダイアログの⼀覧に登録した NEC iStorage の情報が登録されていることを確認して [OK] をクリ
ックします。  

 
 

iStorageManager の表⽰⽅法 

IntelliSnap によるバックアップ / リストア操作では、ストレージ側の機能を利⽤してデータ保護操作を⾏います。実
際にどのように動いているかは、NEC iStorage 側の GUI から確認することができます。 

DynamicDataReplication の場合 

1. iStorageManager にログインします。 

2. 左側のメニューから、[運⽤] - [レプリケーション] を選択します。 

3. [ﾚﾌﾟﾘ] ダイアログが表⽰されたら、状態を確認したいアレイを選択します。 
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4. ボリュームの⼀覧が表⽰されるので、対象のボリュームをダブルクリックします。 

 
5. [接続画⾯] ダイアログが表⽰されます。 

 
 



 

 15

DynamicSnapVolume の場合 

1. iStorageManager にログインします。 

2. 左側のメニューから、[運⽤] - [スナップショット] を選択します。 

3. [ｽﾅｯﾌﾟｼｮｯﾄ] ダイアログが表⽰されたら、状態を確認したいアレイを選択します。 

 
4. ボリュームの⼀覧が表⽰されたら、状態を確認したいボリュームを右クリックして [接続画⾯] を選択します。 
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5. [接続画⾯] ダイアログが表⽰されます。 
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SnapTest Tool による動作確認 

SnapTest Tool とは、IntelliSnap の各種操作 (アレイの検出、スナップショットの操作、等) を単体で実⾏できる
ツールです。IntelliSnap によるバックアップ ジョブを構成 / 実⾏する前に、SnapTest Tool によるアレイの検出、お
よびスナップショットの作成 / 削除の単体試験を⾏うことで、Commvault からスナップショットの制御ができることを
確認することができます。 

以下では DynamicSnapVolume (B: ドライブ) に対して SnapTest Tool を実⾏しています。 

 

SnapTest Tool の起動 

SnapTest Tool の実体は、Commvault の Base フォルダ以下にインストールされている SnapTest.exe です。
CLI のツールなので、コマンド プロンプトから実⾏します。 

1. コマンド プロンプトを起動して、SnapTest.ext を実⾏します。 
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2. SnapTest Tool の Introduction ページが表⽰されたら、[Enter] を押します。 

 
3. Main Menu ページが表⽰れたら、1 (FileSystem-MainMenu) を選択します。 
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スナップショット エンジンの検出 
1. Main Menu ページが表⽰されたら、2 (Advanced Operations) を選択します。 

 
2. Main Menu ページが表⽰されたら、2 (Miscellaneous Tasks) を選択します。 
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3. Miscellaneous Tasks ページが表⽰されたら、1 (Detect Snap Engine Type) を選択します。 

 
4. Snap Engine Detection ページが表⽰されたら、BV のドライブ レター (B:) を⼊⼒します。 
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5. Snap Engine 名として、NEC DynamicSnapVolume が表⽰されていることを確認します。 

 
 

スナップショットの作成 

DynamicSnapVolume を使⽤したスナップショットを作成します。 

1. SnapTest Tool の Main Menu ページから、1 (Perform Individual Snap Operations) を選択します。 
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2. Snap Engine Test ページが表⽰されたら、37 (NEC DynamicSnapVolume) を選択します。 

 
3. NEC DynamicSnapVolume ⽤のページが表⽰されたら、1 (Create Snap) を選択します。 

 
  



 

 23

4. NEC DynamicSnapVolume : Create Snap ページが表⽰されたら、スナップショット対象の BV のドライブ レ
ター (B:) を⼊⼒します  

 
5. Creating snapshot(s)... の結果が SUCCESS と表⽰されたことを確認します。 
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スナップショットの削除 

作成したスナップショットを削除します。 

1. NEC DynamicSnapVolume ⽤のページが表⽰されたら、2 (Delete Snap) を選択します。 

 
2. NEC DynamicSnapVolume : Delete Snap ページが表⽰されたら、削除対象の JOB ID (1) を⼊⼒します 
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3. Deleting snapshot... の結果が SUCCESS と表⽰されたことを確認します。 
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バックアップ データ格納先の構成 

SnapTest Tool による動作確認が終了し、スナップショットと連携したジョブが実⾏できることが確認できたら、スナッ
プショット連携のバックアップ ジョブを⾏うための準備を⾏います。 

 

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。今回の検証では NEC iStorage HS Series の CIFS 共有を使⽤して、ディスク ライブラリを構成しています。 

 

HS_01 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 (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。 
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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。 

 
5. 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 ポリシーの構成 

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。 

 

ストレージ ポリシーの作成 

SP_01 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。 
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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。 
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5. プライマリ コピーを格納するライブラリを選択するページでは、事前に作成した HS_01 ライブラリを選択して [次
へ] をクリックします。 

 
6. プライマリ コピーを書き込む MediaAgent を選択するページでは、バックアップ サーバー (bd2658331504) を

選択して [次へ] をクリックします。 
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7. ストリーム数についてはデフォルトのまま [次へ] をクリックします。 

 
8. 重複排除の設定をするページでは、 [はい] を選択解除して [次へ] をクリックします。 

 
9. 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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10. 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。 

 
 

ストレージ ポリシーへのスナップショット コピーの追加 

ストレージ ポリシーを作成した時点では、1 次 (Primary) タイプのコピーしか作成されていません。このコピーはディ
スク ライブラリに格納されるバックアップ イメージの定義です。ストレージ内に格納されるバックアップ イメージはスナッ
プショット コピーと呼ばれ、ストレージ ポリシーを作成した後に追加する必要があります。 

Snap Copy スナップショット 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. [SP_01] ノードを右クリックし、[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. [全般] タブが表⽰されたら、[コピー名] テキストボックスにスナップショット コピーの名称を、[ライブラリ] リストから 

HS_01 を、[MediaAgent] リストからはバックアップ サーバー (bd2658331504) を選択して [保持] タブを選
択します。 

 
4. [保持] タブが表⽰されたら、保持期限を指定して [OK] をクリックします 
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5. CommCell ブラウザの SP_01 ストレージ ポリシーの下に、構成した Snap Copy ノードが追加されていることを
確認します。 
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クライアントの設定  

クライアントの設定を⾏ないます。 

IntelliSnap の有効化 

Windows クライアント (業務サーバー) に File System iDataAgent および MediaAgent をインストールした時点
では、IntelliSnap の機能は有効になっていません。IntelliSnap を使⽤したデータ保護を⾏うためには、該当するク
ライアントで IntelliSnap の機能を有効にする必要があります。 

1. CommCell 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。 

2. 業務サーバー ノード (bd7494990354) を右クリックし、[プロパティ] を選択します。 

 
3. [bd7494990354 のクライアント コンピュータ プロパティ] ダイアログが表⽰されたら、[詳細] をクリックします。 
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4. [bd7494990354 の詳細クライアント プロパティ] のダイアログの [⼀般] タブが表⽰されたら、[IntelliSnap の
有効化] を選択して [OK] をクリックします。 

 
5. [bd7494990354 のクライアント 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。 
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サブクライアントの構成 

IntelliSnap を有効にしたサブクライアント (バックアップ ジョブ) を定義します。DynamicSnapVolume と連携して
B: ドライブのバックアップを⾏なう IS_01 サブクライアントと、DynamicDataReplicaiton と連携して M: ドライブのバ
ックアップを⾏なう IS_02 サブクライアントを構成します。LV および RV はバックアップ サーバーにマウントします。 

 

1. CommCell ブラウザから、[クライアント コンピュータ] > [bd7494990354] > [File System] ノードを展開しま
す。 

2. [defaultBackupSet] 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。 

 
3. [サブクライアント プロパティ] ダイアログの [全般] タブが表⽰されたら、[サブクライアント名] フィールドにサブクラ

イアント名 (IS_01) を⼊⼒して [コンテント] タブをクリックします。 
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4. [コンテント] タブが表⽰されたら、バックアップ対象のフォルダを追加するために [パスの追加] をクリックします。 

 
5. [複数コンテント追加] ダイアログが表⽰されたら、[⾏ごとにパスを追加] フィールドに B:\ を⼊⼒して [OK] をク

リックします。 

 
6. [内容のブラウズ] ダイアログの [閉じる] をクリックします。 
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7. [コンテント] タブの [サブクライアントのコンテント] リストに B:\ が追加されていることを確認して [ストレージ デバ
イス] タブをクリックします。 

 
8. [データストレージポリシー] サブタブの [ストレージ ポリシー] リストから SP_01 を選択して [詳細] をクリックしま

す。 
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9. [IS_01 の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、[IntelliSnap の操作] タブをクリックしま
す。 

 
10. [IntelliSnap の操作] タブが表⽰されたら、[IntelliSnap] チェックボックスを選択します。  

 
11. [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。 
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12. [使⽤可能なスナップ エンジン] リストから [NEC DynamicSnapVolume] を選択し、[プロキシの使⽤] リスト
から [bd2658331504] (バックアップ サーバー) 選択して [OK] をクリックします。 

 
13. [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。 

14. [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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バックアップ ジョブ (スナップ コピー ジョブ) の実⾏ 

バックアップ ジョブを実⾏します。IntelliSnap を使⽤したバックアップでは、まず最初に「スナップ バックアップ」ジョブが
実⾏されて、ストレージ内にバックアップ イメージが取得されます。 

 

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] > [ma01] > [File System] ノードを展開し、

[defaultBackupSet] ノードを選択します。 

2. 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、バックアップのタイプを選択して [OK] をクリ

ックします。 

 
4. ジョブ コントローラを表⽰して、ジョブが完了するのを確認します。 
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スナップ コピー ジョブ中のストレージの動作について (DynamicSnapVolume) 
 

1. バックアップ ジョブ開始前の状態。FS_SV2 (SV) にはスナップショットが作成されていない状態です。 

 
2. スナップ コピー ジョブが開始すると、BV に対するスナップショットが作成されます。 
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3. FS_SV2 が FS_LV (LV) に関連付けられます。LV がバックアップ サーバーにマウントされ、SV の内容のカタログ
が作成されます。 

 
4. カタログの作成が完了すると、FS_SV2 と FS_LV との関連付けが解除されます。 

 
5. スナップ コピー ジョブが完了します。 
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スナップ コピー ジョブ中のストレージの動作 (DynamicDataReplication) 
1. バックアップ ジョブが開始する前の状態。MV と RV はセパレート状態になっています。 

 
2. スナップ コピー ジョブが開始すると、同期処理が開始します。 

 
3. 同期処理が完了します。 

 
4. 同期処理が完了すると、セパレートされます。 
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5. セパレートされた RV が、バックアップ サーバーにマウントされ、RV の内容のカタログが作成されます。 

 
6. カタログ処理が終了すると、RV がバックアップ サーバーからマウント解除されます。 

 
 

 

作成されたスナップショットの確認 
 

1. CommCell ブラウザから、[クライアント コンピュータ] > [bd7494990354] > [File System] ノードを展開し、
[defaultBackupSet] ノードを選択します。 

2. サブクライアントを右クリックして [スナップのリスト] を選択します。 

 
3. [IntelliSnap 操作中に作成されたスナップ] ダイアログが表⽰されます。 
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ストレージ内に格納されたデータからのリストア 

Replication Volume(RV) からのリストアでは、ボリューム全体がリストアされるため、個々のファイルリストアを⾏なう
ことはできません。個々のファイルリストアを⾏なうには、LV または RV をプロキシにマウントして、個々のファイルをネッ
トワーク経由でリストアする必要があります。 

Commvault のスナップ コピー ジョブを利⽤すると、Replication Volume(RV) 内に格納されたデータから個々のフ
ァイル リストアを⾏なうことができます。 

 

ストレージ側の復元機能を利⽤したボリューム単位のリストア 

ストレージ側の復元機能を利⽤したボリューム単位のリストアを⾏ないます。 

1. バックアップされたファイルの⼀部もしくはすべてを削除します。 

2. CommCell ブラウザから、[クライアント コンピュータ] > [bd7494990354] > [File System] ノードを展開し、
[defaultBackupSet] ノードを選択します。 

3. サブクライアントを右クリックして [スナップのリスト] を選択します。 
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4. [IntelliSnap 操作中に作成されたスナップ] ダイアログが表⽰されたら、リストア対象のスナップショットを右クリッ
クして、[使⽤可能な場合、ハードウェア側の復元機能を使⽤] を選択します 

 
5. [確認] ダイアログが表⽰されたら、テキストボックスに [確認] と⼊⼒して [OK] をクリックします(UI 上は

「Confirm」となっていますが 「確認」を⼊⼒します)。 

 
6. ジョブが完了するのを待機します。 
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リストア処理中のストレージの動作 (DynamicSnapVolume) 
1. リストア処理開始前の状態。 

 
2. SV から BV に対してリストア処理が実⾏されます。 
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3. リストアが完了すると、リストア前の状態に戻ります。 

 
 

リストア処理中のストレージの動作 (DynamicDataReplication) 
1. リストア処理開始前の状態。 

 
2. RV から MV に対してリストア処理が実⾏されます。 
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3. リストアが完了すると、リストア前の状態に戻ります。 

 
 

個別ファイルのリストア 

個別ファイルのリストアを⾏ないます。この場合、LV または RV をプロキシホストにマウントさせる必要があります。 

1. 正しくリストアできたことを確認するため、バックアップされたファイルの⼀部もしくはすべてを削除します。 

2. CommCell ブラウザから、[クライアント コンピュータ] > [bd7494990354] > [File System] ノードを展開し、
[defaultBackupSet] ノードを選択します。 

3. 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 オプション] 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。 
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6. [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、[詳細] をクリックします。 

 
7. [詳細 リストア オプション] ダイアログが表⽰されたら、 [データ パス] タブをクリックします。 
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8. [データ パス] ページが表⽰されたら、[プロキシの使⽤] リストから [bd2658331504] (バックアップ サーバー) を
選択して [OK] をクリックします。 

 
9. [選択された全項⽬のリストア オプション] ダイアログの [OK] をクリックします。 

10. リストア ジョブが完了するのを待機します。 
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リストア処理中のストレージの動作 (DynamicSnapVolume) 
1. リストア処理開始前の状態。 

 
2. FS_SV2 が FS_LV (LV) に関連付けられます。LV がバックアップ サーバーにマウントされ、SV 内のファイルがバ

ックアップ サーバーから業務サーバーに転送されます。 
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3. ファイルの転送が完了すると、FS_SV2 と FS_LV との関連付けが解除されます。 

 
4. リストア ジョブが完了します。 

 

リストア処理中のストレージの動作 (DynamicDataReplication) 
1. リストア処理開始前の状態。 
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2. RV がバックアップ サーバーにマウントされ、RV 内のファイルがバックアップ サーバーから業務サーバーに転送され
ます。 

 
3. ファイルの転送が完了すると、RV がバックアップ サーバーからマウント解除されます。 

 
4. リストア ジョブが完了します。 
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バックアップ コピーの作成およびバックアップ コピーからのリストア 

バックアップ コピーとは、バックアップ ジョブにより作成されたスナップショット (スナップ コピー) に対して、スナップショット
のデータをプロキシ ホスト経由でバックアップし、ライブラリに格納されたバックアップ イメージのことを指します。 

 

バックアップ コピーの作成 

ジョブの状態の確認 

1. CommCell ブラウザから、[ポリシー] > [ストレージ ポリシー] > [SP_01] ノードを展開します。 

2. [1 次] ノードを右クリックして、[ビュー] > [ジョブ] を選択します。 
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3. [ストレージ ポリシーのジョブ フィルタ] ダイアログが表⽰されたら、[タイムレンジ] チェックボックスを選択解除して 

[OK] をクリックします。 

 
4. ジョブの⼀覧が表⽰されたら、バックアップ コピー対象のジョブのステータスが [コピー予定] となっていることを確

認します。 

 
  



 

 58

バックアップ コピー ジョブの実⾏ 

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. [SP_01] ノードを右クリックして、[すべてのタスク] > [バックアップ コピーの実⾏] を選択します。 

 
3. [バックアップ コピー 対象] ダイアログが表⽰されたら、[OK] をクリックします。 

 
4. ジョブ コントローラを表⽰して、ジョブが完了するのを確認します。 

ジョブの状態の確認 

1. ジョブの状態を再度確認するため、CommCell ブラウザから、[ポリシー] > [ストレージ ポリシー] > [SP_01] ノ
ードを展開します。 

2. [1 次] ノードを右クリックして、[ビュー] > [ジョブ] を選択します。 

3. [ストレージ ポリシーのジョブ フィルタ] ダイアログが表⽰されたら、[タイムレンジ] チェックボックスを選択解除して 

[OK] をクリックします。 
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4. ジョブの⼀覧が表⽰されたら、[コピー予定] ステータスになっていたジョブのステータスが [使⽤可能] となってい
ることを確認します。 

 
 

バックアップ コピーからのリストア 
1. 正しくリストアできたことを確認するため、バックアップされたファイルの⼀部もしくはすべてを削除します。 

2. CommCell ブラウザから、[クライアント コンピュータ] > [bd7494990354] > [File System] ノードを展開し、
[defaultBackupSet] ノードを選択します。 

3. 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 オプション] 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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5. [コピー プレシデンス設定] オプションを選択し、バックアップ コピーからリストアを⾏なうために値に 2 を指定して
から [内容の表⽰] をクリックします。 

 

ストレージ ポリシーの中では、各コピーに対して優先順位 (Precedence) が定義されていて、通常は優先順
位が⾼い (数値が低い) コピーのデータを使⽤してリストアが⾏われます。今回の検証環境、およびデフォルト
のストレージ ポリシーの構成ではスナップ コピーが 1、バックアップ コピーが 2 になります。明⽰的にバックアップ 

コピーからリストアを⾏なうために 2 を指定しています。 

6. バックアップされたファイルのディレクトリ ツリーが表⽰されるので、リストアしたいファイルを選択して [選択対象を
すべてリカバリ] を選択します。 

7. [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、[OK] をクリックします。 

8. ジョブ コントローラを表⽰して、ジョブが完了するのを確認します。 

9. ファイルがリストアされていることを確認します。 
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