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はじめに 

 

ActiveImage Protector for CLUSTERPRO Linux は、NEC との協業によりサーバーの高可用性を実現す

る NEC のクラスタソフトウェア CLUSTERPRO 向けに作られたバックアップ・リカバリーソリューションです。 

クラスタ構成されたサーバーのクラスタボリューム（ミラーボリューム、共有ボリューム）への対応により、システ

ムおよびクラスタボリュームをディスクイメージングで確実、高速にバックアップすることが可能となりました。そ

して、万が一の障害発生時には、システム及びクラスタボリュームを迅速に復元し、素早くシステムを再稼働さ

せることが可能になります。 

 

本ドキュメントでは ActiveImage Protector の使用方法について説明しています。  

本製品をご利用される前に必ずお読みください。また、ドキュメントファイルは更新されることがありますので、

サポート情報ページから最新版を取得してください。 

 

<サポート情報ページ> 

http://www.netjapan.co.jp/e/support/faq/product.php 

http://www.netjapan.co.jp/e/support/faq/product.php�
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----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. システム要件 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ActiveImage Protector 3.0 for CLUSTERPRO Linux を使用するには、次のシステム要件を満たしてい

る必要があります。 

※注記: IA-32・AMD64 アーキテクチャ以外のシステムはサポートされません。 

 

・ サポートされるクラスタ製品 

下記のクラスタ製品をサポートします。 

 

- CLUSTERPRO X 3.0 for Linux 

 - CLUSTERPRO X 2.1 for Linux 

 

・ オペレーティングシステム 

   [Red Hat Enterprise Linux] 

   ---------------------------- 

Red Hat Enterprise Linux 6.1 (IA32, x86_64) 

Red Hat Enterprise Linux 6.0 (IA32, x86_64) 

Red Hat Enterprise Linux 5.6 (IA32, x86_64) 

Red Hat Enterprise Linux 5.5 (IA32, x86_64) 

Red Hat Enterprise Linux 5.4 (IA32, x86_64) 

 

* 下記のモジュールがセットアップされていない環境では、本製品のセットアップを開始する前に、システ

ムの yum コマンド、もしくは rpm コマンドにより、下記に対応する RPM パッケージをセットアップする

必要があります。 

        libstdc++.i686, libuuid.i686, glibc.i686 

 

   [CentOS] 

   ---------------------------- 

CentOS 5.6 (IA32, x86_64) 

CentOS 5.5 (IA32, x86_64) 

CentOS 5.4 (IA32, x86_64) 

    

・ メインメモリ 

   512MB 必須 (1024MB 以上を推奨) 

   リカバリーCD 環境 は 768MB 必須 

 

・ CPU 

   Pentium 4 または同等以上の CPU 
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・ セットアップ時に必要なストレージの空き容量 

   20MB 以上 

   *リカバリーCD 環境 の生成時には、ベースとするインストールメディアの 

    容量 + 1GB の領域が / (ルートディレクトリ) 上に必要 

 

・ CD-ROM ドライブ  リカバリー環境 CD の起動に必要  

 

・ サポートされるファイルシステム 

   Linux Ext2 / Linux Ext3 / Linux Ext4 / Linux Swap /  

   Linux LVM (ボリュームグループおよび論理ボリューム) / Linux RAID 

   *上記以外のファイルシステムのイメージファイルは、フルセクタバック 

    アップにより取得可能 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ActiveImage Protector のインストールとアンインストール 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ActiveImage Protector をインストールする前に、システム要件を確認してください。 

 

2-1. ActiveImage Protector をインストールするには 
ActiveImage Protector をインストールするときは、次の手順で行なってください。 

 

1. コンピューターのメディア ドライブに 製品 CD をセットします。 

 

2. 製品 CD 内のインストールフォルダ上のインストーラーを、実行します。 

 

※注記: インストールは、root 権限を持つユーザーで実行してください。 

 

 [コンソール上の操作] 

 

 

 

 

 

エンドユーザーライセンス契約書が表示されます。インストーラーを継続するには、”agree” を入力し、 

[Enter]キーを実行して下さい。 

 

つづけて 25 桁のアクティベーションキーの入力をおこなうことができます。ライセンスキーを入力せずに、 

[Enter]キーを実行すると、ActiveImage Protector は、60 日間の評価版モードで動作します。 

 

3. プログラムが /opt/NetJapan にセットアップされ、システム起動時に ActiveImage Protector サー

ビスが自動的に起動するように構成されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# pwd 
<製品 CD のマウントポイント> 
# bash ./NetJapanAIPInstaller-3.0.0 
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2-2. カスタム インストール オプション （aipcontrol 単体のセットアップ） 
1. ActiveImage Protector コンソールのみをインストールするには、オプションとして "-r" を指定します。

このオプションでは、ActiveImage Protector サービス、マウントドライバ、スナップショットドライバはセ

ットアップされません。 

 

[コンソール上の操作] 

 

 

 

 

上記の実行により、プログラムが /opt/NetJapan にセットアップされます。 

 

2-3. カスタム インストール オプション （aip サービス 単体のセットアップ） 
1. ActiveImage Protector サービスのみをインストールするには、オプションとして "-s" を指定します。

このオプションでは、ActiveImage Protector コンソール、およびマウントドライバはセットアップされません。 

 

[コンソール上の操作] 

 

 

 

 

上記の実行により、ActiveImage Protector サービスが /opt/NetJapan にセットアップされます。 

 

2-4. カスタム インストール オプション （--skip-modules） 
1. “–skip-modules” オプションを指定すると、インストーラーは、スナップショットドライバ・マウントドライ

バのインストール処理を実行せずに、セットアップ処理を完了します。通常、スナップショットドライバがセッ

トアップされない場合は、インストーラーは、インストール処理を中断しますが、このオプションの指定により、

スナップショットドライバ・マウントドライバを、後からインストールことができます。スナップショットドライバ・

マウントドライバをセットアップするには、セットアップ処理の完了後に、”aipmng –-modupdate” コ

マンドを実行する必要があります。 

 

[コンソール上の操作] 

 

 

 

 

上記の実行により、ActiveImage Protector サービスが /opt/NetJapan にセットアップされます。 

 

 

 

# pwd 
<製品 CD のマウントポイント> 
# bash ./NetJapanAIPInstaller-3.0.0 -r 

# pwd 
<製品 CD のマウントポイント> 
# bash ./NetJapanAIPInstaller-3.0.0 -s 
 

# pwd 
<製品 CD のマウントポイント> 
# bash ./NetJapanAIPInstaller-3.0.0 –skip-modules 
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2-5. ActiveImage Protector をアンインストールするには 
ActiveImage Protector をアンインストールするときは、次の手順で行なってください。 

 

1. ActiveImage Protector をアンインストールするときは、オプションとして "-u" を指定します。 

下記の操作の実行により、/opt/NetJapan のプログラムがアンインストールされ、ActiveImage 

Protector サービスの自動実行が解除されます。 

 

[コンソール上の操作] 

 

 

 

 

 

2. 以下のディレクトリが存在する場合は、手動で削除します。 

ディレクトリ（/opt/NetJapan）および、含まれるサブフォルダ（LOGS、PROFILES、SCHEDULES）とファ

イル 

 

2-6. カーネルモジュールのオンラインアップデート （aipmng --modupdate） 
ActiveImage Protector のセットアップを完了した後に、システムのカーネル・バージョンなどの更新により、 

マウントドライバ、スナップショットドライバを再セットアップするには、“aipmng –-modupdate” を使用し

ます。 

このプログラムは、オンライン経由で上記のカーネルモジュールをアップデートします。 

"aipmng" コマンドは、システム上の任意のパス上から実行することができます。 

 

[コンソール上の操作] 

 

 

 

 

 

   ・オプションの概要 

      --all         : マウントドライバとスナップショットドライバを更新します 

      --mount     : マウントドライバを更新します 

      --snapshot  : スナップショットドライバを更新します 

 

 

 

 

 

 

# pwd 
<製品 CD のマウントポイント> 
# bash ./NetJapanAIPInstaller-3.0.0 -u 
 

# aipmng --modupdate { --all | --mount | --snapshot} 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. リカバリー環境のテスト 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

リカバリー環境とは、後述するリカバリー環境 CD からブートした、Linux ベースの起動環境を指します。 

 

リカバリー環境では、ActiveImage Protector を Linux システム上にインストールすることなく、バックアッ

プイメージの作成や復元を行うことができます。 

 

また、システムボリュームの復元は、Linux システムの稼働中に行なうことはできないため、リカバリー環境で

作業する必要があります。 

 

まず、お使いのコンピューターで、リカバリー環境が正しく起動できるか確認する必要があります。リカバリー環

境の起動方法は「4. リカバリー環境の起動」を参照してください。 

 

※注記: リカバリー環境 CD の作成には、稼働中のシステムのセットアップ ISO イメージファイル (i386 版

の DVD ISO イメージ) が必要です。  

 

※注記: リカバリー環境 CD の生成時には、ベースとするインストールメディアの容量 + 1GB の領域が / 

(ルートディレクトリ) 上に必要です。 

 

3-1. リカバリー環境 CD の作成手順 – Red Hat Enterprise Linux 5 (CentOS 5) 
1. Red Hat Enterprise Linux 5 (CentOS 5) 環境のリカバリー環境 CD の作成を行うには、 

上記の OS のセットアップ ISO イメージファイル(32 ビット版)が必要です。バージョン 5.5 の ISO イメー

ジファイルは下記のファイル名で公開されています。 

 

  rhel-server-5.5-i386-dvd.iso (RHEL 5.5 の場合) 

  CentOS-5.5-i386-bin-DVD.iso (CentOS 5.5 の場合) 

 

※注記: 稼働中のオペレーティングシステムのアーキテクチャが x86_64 (AMD64)の場合であっても、 

        上記の 32 ビット版の ISO イメージファイルを使用して、リカバリー環境 CD を作成 

        する必要があります。 

 

2. ActiveImage Protector の次のパスに移動します。 

 

[コンソール上の操作] 

 

 

 

 

 

# cd /opt/NetJapan/ISOPrep/rhel5 
# pwd 
/opt/NetJapan/ISOPrep/rhel5 
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3. 次のコマンドを入力し、ISO イメージファイルを作成します。 

 

[コンソール上の操作] 

 

 

 

 

 

作成処理が完了すると、/opt/NetJapan/ISOPrep/rhel5/AIPLinux.ISO として、 

リカバリー環境 CD の ISO イメージが生成されます。 

 

3-2. リカバリー環境 CD の作成手順 – Red Hat Enterprise Linux 6 
1. Red Hat Enterprise Linux 6 環境のリカバリー環境 CD の作成を行うには、上記の OS のセットアップ

ISOイメージファイル(32ビット版)が必要です。バージョン 6.0の ISOイメージファイルは下記のファイル

名で公開されています。 

 

  rhel-server-6.0-i386-dvd.iso (RHEL 6.0 の場合) 

 

※注記: 稼働中のオペレーティングシステムのアーキテクチャが x86_64 (AMD64)の場合であっても、 

        上記の 32 ビット版の ISO イメージファイルを使用して、リカバリー環境 CD を作成 

        する必要があります。 

 

2. ActiveImage Protector の次のパスに移動します。 

 

[コンソール上の操作] 

 

 

 

 

 

3. 次のコマンドを入力し、ISO イメージファイルを作成します。 

 

[コンソール上の操作] 

 

 

 

 

作成処理が完了すると、/opt/NetJapan/ISOPrep/rhel6/AIPLinux.ISO として、 

リカバリー環境 CD の ISO イメージが生成されます。 

 

# pwd 
/opt/NetJapan/ISOPrep/rhel5 
# ./ISOPrep_el5 <ISO イメージファイルのパス> 

# cd /opt/NetJapan/ISOPrep/rhel6 
# pwd 
/opt/NetJapan/ISOPrep/rhel6 

# pwd 
/opt/NetJapan/ISOPrep/rhel6 
# ./ISOPrep_el6 <ISO イメージファイルのパス> 
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3-3. リカバリー環境 CD の作成手順 – 上記以外のディストリビューション 
1.Red Hat Enterprise Linux 5 (CentOS 5)、Red Hat Enterprise Linux 6 以外の環境のリカバリー環

境 CD の作成を行うには、下記の OS のセットアップ ISO イメージファイル(32 ビット版)が必要です。

RHEL/CentOS バージョン 5.5 の ISO イメージファイルは下記のファイル名で公開されています。 

 

  rhel-server-5.5-i386-dvd.iso (RHEL 5.5 の場合) 

  CentOS-5.5-i386-bin-DVD.iso (CentOS 5.5 の場合) 

 

※注記: 稼働中のオペレーティングシステムのアーキテクチャが x86_64 (AMD64)の場合であっても、 

        上記の 32 ビット版の ISO イメージファイルを使用して、リカバリー環境 CD を作成 

        する必要があります。 

 

2. ActiveImage Protector の製品 CD に収録されている、ISOPrep/Generic ディレクトリに移動します。 

 

[コンソール上の操作] 

 

 

 

 

 

3. 次のコマンドを入力し、ISO イメージファイルを作成します。 

 

[コンソール上の操作] 

 

 

 

 

 

genericISO_RHEL5 では、オプションの指定により、RHEL5(CentOS5)の各バージョンの 

リリース時のカーネルを適用したリカバリー環境 CD を作成することができます。これにより、使用中の 

環境上にインストールされているハードウェアのデバイスドライバと適合する、リカバリー環境 CD を 

用意することができます。 

 

サポートされているオプションのパラメーターは、リリースバージョンと、アーキテクチャです。 

 

リリースバージョン: 

5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 のいずれかを指定することができます。 

 

 

 

# cd <製品 CD のマウントポイント>/ISOPrep/Generic 
# pwd 
<製品 CD のマウントポイント>/ISOPrep/Generic 

# pwd 
<製品 CD のマウントポイント>/ISOPrep/Generic 
# bash ./ ISOPrep_generic_el5  <ISO イメージファイルのパス> <リリースバージョン> <アーキテクチャ> 
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アーキテクチャ: 

32, 64 のいずれかを指定することができます。 

32 を指定した場合は、i386(i586)版のカーネルを適用したリカバリー環境 CD が作成されます。 

64 を指定した場合は、x86_64 版のカーネルを適用したリカバリー環境 CD が作成されます。 

 

リリースバージョンとアーキテクチャを指定しない場合の既定値は、5.6/32 ビットとなります。 

 

作成処理が完了すると、/tmp/AIPLinux.ISO として、 

リカバリー環境 CD の ISO イメージが生成されます。 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. 製品の起動 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

<Linux システム上で起動する> 
セットアップが完了すると、ActiveImage Protector サービスが自動的に開始され、/opt/NetJapan にセ

ットアップされたモジュールを使用した各種操作が可能となります。 

 

  ActiveImage Protector のプログラムディレクトリには、バックアップウィザード・復元ウィザードがセットアッ

プされています。 

 

  バックアップウィザードを開始するには、次のコマンドを実行します。 

 

[コンソール上の操作] 

 

 

 

  復元ウィザードを開始するには、次のコマンドを実行します。 

 

[コンソール上の操作] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# aipmng --backup 

# aipmng --restore 
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<リカバリー環境を起動する> 
ActiveImage Protector をリカバリー環境で起動するには、CD-ROM ドライブが最初に起動するように 

BIOS が設定されていることを確認してください。また、リカバリー環境で USB デバイスを使用する場合、コン

ピューターを起動する前に USB デバイスを接続しておく必要があります。 

リカバリー環境を起動するには、CD-ROM ドライブにリカバリー環境 CD をセットして、コンピューターを起動し

ます。 

 

4-1. リカバリー環境の起動 
 

4-1.1. CD からブートすると、システムがレスキューモードとして起動します。 

 

 

4-1.2. [Driver disk]: デバイスドライバを動的にロードすることができます。 

       デバイスドライバは、現在起動している環境向けにビルドされたものだけがロード可能です。 
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4-1.3. [Setup Networking]: システムに接続されているネットワークアダプタの設定を行います。 

       通常はここで [Yes] を選択し、続けてネットワークアダプタの設定を開始します。 

 
 

4-1.4. [Configure Network Interface]: ネットワークアダプタ(eth0)の設定を行います。 

       [Yes] を選択し、続けてネットワークアダプタ(eth0)の設定を開始します。 

 
 

4-1.5. [Network Configuration for eth0]: ネットワークアダプタ(eth0)の設定を行います。 

       "Enable IPv4 support" のチェックを有効にして、[OK]を選択します。 
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4-1.6. [IPv4 Configuration for eth0]: ネットワークアダプタ(eth0)の IPv4 設定を行います。 

       "Dynamic IP configuration" もしくは "Manual address configuration" を指定して、 

       [OK]を選択します。 

 
 

4-1.7. [Rescue]: ここでは [Skip]を選択します。RHEL6 ベースの復元環境では、First Aid Kit 

quickstart menu 上で、”shell” を選択して、[OK]を選択します。 

 
 

4-1.8. プロンプトが表示されます。 
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 4-1.9. 下記のコマンドを入力し、ActiveImage Protector サービスを開始します。 

 

 

 

 

 

  カーネルモジュールのロードが行われた後に、ActiveImage Protector  

  サービスが開始され、ふたたびプロンプトが表示されます。 

  次のコマンド入力して、ActiveImage Protector のプログラムディレクトリへ移動します。 

 

 

 

 

 

 ActiveImage Protector のプログラムディレクトリには、バックアップウィザード・復元ウィザードがセットアッ

プされています。 

 

  バックアップウィザードを開始するには、次のコマンドを実行します。 

 

[コンソール上の操作] 

 

 

 

 

 

  復元ウィザードを開始するには、次のコマンドを実行します。 

 

[コンソール上の操作] 

 

 

 

 

 

詳細な操作手順は、11. システムボリュームのリカバリー を参照して下さい。 

 

 

 

 

 

 

Sh-3.2# ./startaip 

Sh-3.2# cd /lxBin 

# pwd 
/lxBin 
# ./aipbackup 

# pwd 
/lxBin 
# ./aiprestore 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. リモートの接続/表示 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ActiveImage Protector には、他のコンピューターにインストールされている ActiveImage Protector を

リモートから管理するための機能があります。ユーザーは、aipcontrol コマンドを介して ActiveImage 

Protector の機能にアクセスできます。 

 

※注記: リモート接続機能を利用する場合は、接続先のコンピューターで ActiveImage Protector のサー

ビスをインストールしてサービスが起動している必要があります。 

 

※注記: リモート接続中は、イメージのマウントや解除を行なうことはできません。 

 

※注記: リモート接続機能は、接続先の AIP サービスを aipcontrol を介した操作を実行することができま

す。 

接続先のマシンのバックアップ・リストアウィザードを直接操作するには、SSH などを介して接続先 

マシンのシェルへ直接ログインする必要があります。 

 

リモートコンピューターと接続するためには、管理側と被管理側の双方のオペレーティングシステム上で、下記

の TCP/UDP ポートを iptables 上の例外として設定する必要があります。 

 

- TCP ポート 48236 

- UDP ポート 48238 

- UDP ポート 48239 

- TCP/UDP ポート 445 

 

5-1. リモート接続用のパスワードの設定 

リモート接続を利用するには、リモート接続先のコンピュータ上で、リモート接続用のパスワードを 

事前に設定する必要があります。 

 

リモート接続用のパスワードを設定するには、remotepass コマンドを使用します。 
他のコンピュータの aipcontrol を介してパスワードを設定することはできません。 

ローカルシステム上で下記のコマンドを入力して、パスワードを設定します。 

 

[コンソール上の操作] 

 

 

 

 

 

 

# cd /opt/NetJapan 

# pwd 

/opt/NetJapan 

# ./aipcontrol 

> remotepass <新しいパスワード> 

 

 



 20 

5-2. リモート経由の AIP サービスへの接続・切断 

接続先のコンピューターの AIP サービスに接続するには、aipcontrol 上で下記のコマンドを実行します。 

 

[コンソール上の操作] 

 

 

 

 

 

 

 

現在接続されているコンピューターの情報を表示するには、serviceinfo コマンドを実行します。 

下記は、ローカルマシン上でコマンドを実行した際の表示例です。 

 

[コンソール上の操作] 

 

 

 

 

 

 

 

bye コマンドを実行することで、リモートコンピューターを切り離すことができます。 

[コンソール上の操作] 

 

 

 

5-3. リモート経由の AIP サービスへの接続(ノンインタラクティブモード) 

aipcontrol はノンインタラクティブモードをサポートします。ノンインタラクティブモードを使用すると、バックアッ

プタスクの開始など、特定のタスクを接続先のコンピューター上で実行することができます。 

バックアップタスクを単体で実行するには、下記のコマンドを入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> bye 

 

> serviceinfo 

Service Version: 3.0.2.673 

Service User: localhost.localdomain¥root 

Computer Name: localhost.localadmin 

IP Adress: 10.1.0.177 

# cd /opt/NetJapan 

# pwd 

/opt/NetJapan 

# ./aipcontrol 

> remote <IP アドレス> 48236 <パスワード> 

# aipcontrol -r <ipaddress> 48236 createimage <プロファイル名> <パスワード> 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. バックアップ イメージファイル 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ActiveImage Protector はドライブ全体、ボリュームを指定してバックアップすることができます。

ActiveImage Protector では次のようなバックアップをおこなうことができます。 

 

<フルバックアップ（ベース）> 

選択したドライブ、ボリューム上にある全てのデータを保存します。 

 

<差分バックアップ（差分）> 

上記のフルバックアップイメージファイル(ベース)の内容と、選択したドライブ、ボリューム上にある全てのデー

タを比較して保存します。フルバックアップイメージファイルに含まれるデータは差分バックアップイメージには

含まれないためディスク容量が節約できます。 

 

ファイルの種類 

ActiveImage Protector は拡張子に .aiv・.aix を用いたファイルを使用します。 

それぞれのファイルタイプを次に示します。 

 

<ActiveImage Protector のファイルタイプ> 

.aiv フルバックアップで作成されたバックアップイメージの拡張子です。 

.aix バックアップイメージを書き込み可能としてマウントしたとき、変更内容を保存した差分バックアップイ

メージの拡張子です。 

 

サイズの指定により、バックアップイメージを分割したとき、拡張子は 5 桁の数字で示されます。00001 から

始まり分割数に併せて数値が加算されます。 

分割されたバックアップイメージ群には .aiv ファイルが一つ作成されます。 

イメージファイル名として、”SystemImage” を入力した場合の例) 

 SystemImage.<source>.aiv (フルバックアップ) 

SystemImage.<source>.aiv_00001.CHNK  

（分割バックアップファイル） 

SystemImage.<source>.aiv_00002.CHNK 

（分割バックアップファイル） 

SystemImage.<source>.aiv_x00001.aix 

（フルバックアップ対する差分バックアップファイル） 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. バックアップイメージファイルの作成 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

この章では、バックアップウィザードを使用したバックアップイメージファイルの 

作成手順についてご紹介しています。 

 

バックアップウィザードでは、下記の単位のバックアップ元からのイメージファイルの 

作成をサポートしています。 

 

 - ディスク全体のバックアップ 

 - パーティションのバックアップ 

 - LVM ボリュームグループのバックアップ 

 - LVM 論理ボリュームのバックアップ 

 

7-1. 手動によるバックアップの実行例 
ここでは、ディスク全体のバックアップイメージファイルを作成する手順をもとに、バックアップ ウ
ィザードの操作フローをご紹介します。その他のバックアップ元からのイメージファイルの作成手

順は、この項目以降に個別に記載されています。 

 
1. 以下のコマンドの入力により、ActiveImage Protector バックアップウィザードを開始します。 

 

[コンソール上の操作] 

 

 

 

2. 操作メニューが表示されます。 

[1] Create Backup - バックアップイメージファイルを作成します。 

[2] Config – イメージファイルの命名規則を変更します。 

[3] Profile Management - 既存のプロファイルを編集します。 

 [4] Schedule Management - 既存のスケジュールを管理します。 

[5] Exit. – バックアップウィザードを終了します。 

 

# aipmng --backup 
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バックアップイメージファイルの作成を開始するために、[1]と[Enter]キーを入力します。 

 

3. バックアップ元の種別を選択します。 

[1] Backup Disk - 指定したディスク全体のバックアップイメージファイルを取得します。 

 [2] Backup Partition - 指定したボリュームのバックアップを取得します。 

 [3] Backup Volume Group - 指定した LVM ボリュームグループのバックアップを取得します。 

 [4] Backup Logical Volume - 指定した LVM ボリュームグループ上の論理ボリュームのバックアップを取得します。 

 

 

 

ここでは、/dev/sda のバックアップイメージファイルを取得することを想定して、[1]と[Enter]キーを入力しま

す。 
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4. イメージファイル名の入力画面が表示されます。 

拡張子 .aiv を含むイメージファイル名 (例: sysbackup.aiv) を入力し、[Enter]キーを入力します。 

 
 

5. 保存先パスの入力画面が表示されます。 

保存先のパス(例: /mnt/img)を入力し、[Enter]キーを入力します。 

 

 

※注記: 保存先はあらかじめ作成しておく必要があります。 
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6. 編集可能なバックアップオプションの一覧が表示されます。 

設定の完了後に、[9]と[Enter]キーを入力します。 

[1] Password Protect & Encrypt - イメージファイルのパスワードと暗号化の設定をおこないます。 

[2] Compress Image - イメージファイルの圧縮率の設定をおこないます。 

[3] Backup of full sectors - Ext2/3/4 ファイルシステムのスマートセクター バックアップの設定をおこないます。 

[4] Execution Priority - バックアップ タスクの優先順位を変更します。 

[5] Split image into chunks - イメージファイルの分割オプションを指定します。 

[6] Run scripts - バックアップタスクの処理の進行に前後して実行されるスクリプトを指定します。 

[7] Ignore bad sectors –不良セクターのスキップ機能の有効・無効を指定します。 

[8] Use network throttle – バックアップ時に消費するネットワークの最大帯域幅を指定します。 

[9] Finish – バックアップタスクを開始します。 

 

 

7. バックアップタイプの一覧が表示されます。 

[1] Backup Now - 即時バックアップを実行します。 

[2] Schedule Backup - バックアップをスケジューリングします。 
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8. バックアップのサマリが表示されます。プロファイルを保存する場合は [Y]と[Enter]キーを入力します。 

プロファイルを保存する場合は [Y]と[Enter]キーを入力します。 

 

 

9. タスクの実行種別が表示されます。 

[1] foreground - フォアグラウンド タスクとしてバックアップを開始します。 

 [2] background - バックグラウンド タスクとしてバックアップを開始します。 

[1]または[2]を選択し、[Enter]キーを入力すると、バックアップタスクが開始されます。 

 

 

 

※注記: バックグラウンドタスクとして実行した場合、タスクの進行状況の確認には ps コマンドなどを使用し

てください。 下記のコマンドの例では、現在実行中のタスク ID が表示されます。 

[コンソール上の操作] 

 

 
# ps aux |grep aipcopy 
root 5197 (中略) 0:00 aipcopy –s 
root 5261 (中略) 0:10 aipcopy 1002 
root 5333 (中略) 0:00 grep aipcopy 
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7-1-1. ディスク全体のバックアップを作成する 

1. 以下のコマンドの入力により、ActiveImage Protector バックアップウィザードを開始します。 

 

[コンソール上の操作] 

 

 

2. バックアップウィザードが開始されます 

3. [1] Create Backup を選択します 

4. [1]Backup Disk を選択します 

5. バックアップ元として選択可能なディスクの一覧が表示されます 

 バックアップ元として指定するディスクの番号を入力します 

 

6. 拡張子 .aiv を含む、イメージファイル名を入力します。[Enter]キーを押します。 

7. 保存先のパスを入力し、[Enter]キーを押します。 

8. Image Options が表示されます。ここではバックアップタスクに関する 

 パラメーターを変更することができます。詳細は[7-1-6. イメージ・オプション （バックアップ オプション）]を

参照してください。 

9. [9]Finish を選択します。 

10. Select Backup Type が表示されます。 

すぐにバックアップを開始するには、[1] Backup Now を選択します。 

11. スケジュールによりバックアップを実行する場合は [2] Schedule Backup を選択します。 

 (スケジュール設定の詳細は[7-1-5. スケジュール種別の設定・オプション]を参照して下さい) 

12. save it as a backup profile for feature user? [Y/N] 

  [Y]を選択すると、これから実行するバックアップタスクのプロファイルを ini ファイルとして保存することがで

きます。プロファイルには名称を設定することができます。プロファイルは、<インストールパス>/profiles に 

保存されます。 

13. Start backup now? [Y/N] に [Y]を入力して [Enter]を実行して先に進みます。 

14. バックアッププロセスの開始 

 [1] foreground - フォアグラウンド プロセスとしてバックアップタスクを開始します。 

 [2] background - バックグラウンド プロセスとしてバックアップタスクを開始します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# aipmng --backup 
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7-1-2. パーティションのバックアップを作成する 

1. 以下のコマンドの入力により、ActiveImage Protector バックアップウィザードを開始します。 

 

[コンソール上の操作] 

 

 

2. バックアップウィザードが開始されます 

3. [1] Create Backup を選択します 

4. [2]Backup Partition を選択します 

5. バックアップ元として選択可能なパーティションの一覧が表示されます 

6. バックアップ元として指定するパーティションの番号を入力します 

7. 拡張子 .aiv を含む、イメージファイル名を入力します。[Enter]キーを押します。 

8. 保存先のパスを入力し、[Enter]キーを押します。 

9. Image Options が表示されます。ここではバックアップタスクに関するパラメーターを変更することができ

ます。詳細は[7-1-6. イメージ・オプション （バックアップ オプション）]を参照してください。 

10. [9]Finish を選択します。 

11. Select Backup Type が表示されます。 

12. すぐにバックアップを開始するには、[1] Backup Now を選択します。 

    スケジュールによりバックアップを実行する場合は [2] Schedule Backup を選択します。 

    (スケジュール設定の詳細は[7-1-5. スケジュール種別の設定・オプション]を参照して下さい) 

 

13. save it as a backup profile for feature user? [Y/N] 

[Y]を選択すると、これから実行するバックアップタスクのプロファイルを ini ファイルとして保存することがで

きます。プロファイルには名称を設定することができます。プロファイルは、<インストールパス>/profiles に 

保存されます。 

14. Start backup now? [Y/N] に [Y]を入力して [Enter]を実行して先に進みます。 

  

15. バックアッププロセスの開始 

 [1] foreground - フォアグラウンド プロセスとしてバックアップタスクを開始します。 

 [2] background - バックグラウンド プロセスとしてバックアップタスクを開始します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# aipmng --backup 
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7-1-3. LVM ボリューム グループのバックアップを作成する 

1. 以下のコマンドの入力により、ActiveImage Protector バックアップウィザードを開始します。 

 

[コンソール上の操作] 

 

 

2. バックアップウィザードが開始されます 

3. [1] Create Backup を選択します 

4. [3]Backup Volume Group を選択します 

5. バックアップ元として選択可能な LVM ボリューム グループの一覧が表示されます 

6. バックアップ元として指定する LVM ボリューム グループの番号を入力します 

7. 拡張子 .aiv を含む、イメージファイル名を入力します。[Enter]キーを押します。 

8. 保存先のパスを入力し、[Enter]キーを押します。 

9. Image Options が表示されます。ここではバックアップタスクに関する 

    パラメーターを変更することができます。詳細は[7-1-6. イメージ・オプション （バックアップ オプション）]

を参照してください。 

10. [9]Finish を選択します。 

11. Select Backup Type が表示されます。 

12. すぐにバックアップを開始するには、[1] Backup Now を選択します。 

    スケジュールによりバックアップを実行する場合は [2] Schedule Backup を選択します。 

 (スケジュール設定の詳細は[7-1-5. スケジュール種別の設定・オプション]を参照して下さい) 

 

13. save it as a backup profile for feature user? [Y/N] 

  [Y]を選択すると、これから実行するバックアップタスクのプロファイルを 

  ini ファイルとして保存することができます。プロファイルには名称を設定 

  することができます。プロファイルは、<インストールパス>/profiles に 

  保存されます。 

 

14. Start backup now? [Y/N] に [Y]を入力して [Enter]を実行して先に進みます。 

 

15. バックアッププロセスの開始  

 [1] foreground - フォアグラウンド プロセスとしてバックアップタスクを開始します。 

 [2] background - バックグラウンド プロセスとしてバックアップタスクを開始します。 

 

 

 

 

 

 

# aipmng --backup 
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7-1-4. LVM 論理ボリュームのバックアップを作成する 

1. 以下のコマンドの入力により、ActiveImage Protector バックアップウィザードを開始します。 

 

[コンソール上の操作] 

 

 

2. バックアップウィザードが開始されます 

3. [1] Create Backup を選択します 

4. [4]Backup Logical Volume を選択します 

5. バックアップ元として選択可能な LVM 論理ボリュームの一覧が表示されます 

6. バックアップ元として指定する LVM 論理ボリュームの番号を入力します 

7. 拡張子 .aiv を含む、イメージファイル名を入力します。[Enter]キーを押します。 

8. 保存先のパスを入力し、[Enter]キーを押します。 

9. Image Options が表示されます。ここではバックアップタスクに関する 

    パラメーターを変更することができます。詳細は[7-1-6. イメージ・オプション （バックアップ オプション）]

を参照してください。 

10. [9]Finish を選択します。 

11. Select Backup Type が表示されます。 

12. すぐにバックアップを開始するには、[1] Backup Now を選択します。 

     スケジュールによりバックアップを実行する場合は [2] Schedule Backup を選択します。 

     (スケジュール設定の詳細は[7-1-5. スケジュール種別の設定・オプション]を参照して下さい) 

 

13. save it as a backup profile for feature user? [Y/N] 

  [Y]を選択すると、これから実行するバックアップタスクのプロファイルを 

  ini ファイルとして保存することができます。プロファイルには名称を設定 

  することができます。プロファイルは、<インストールパス>/profiles に 

  保存されます。 

 

14. Start backup now? [Y/N] に [Y]を入力して [Enter]を実行して先に進みます。 

 

15. バックアッププロセスの開始  

 [1] foreground - フォアグラウンド プロセスとしてバックアップタスクを開始します。 

 [2] background - バックグラウンド プロセスとしてバックアップタスクを開始します。 

 

 

 

 

 

 

# aipmng --backup 
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7-1-5. バックアップタスクのパフォーマンス・スロットリング 

パフォーマンス・スロットリング機能を使用すると、実行中のバックアップタスクのパフォーマンスを

動的に変更することができます。 
 
現在実行中の、バックアップタスクのタスク ID を、“aipmng –cmd tasks” コマンドを使用して確認し

ます。下記の例では、1001 が、現在実行中のバックアップタスクのタスク ID になります。 
 

 

 

 

 

 “aipmng –cmd task <タスク ID> perf <スロットル値>” コマンドを使用して、タスクのパフォーマン

スを設定します。スロットル値の最大は 100(最速・既定)、最低は 1 になります。 
下記の例では、タスク ID 1001 のパフォーマンスを、%50 に制限しています。 

 

 

 

 

 

7-1-6. スケジュール種別の設定・オプション 

 

 [1] 1 回のみのスケジュール実行 (Run Once) 

Input the starting date (format "YYYY-mm-DD") 

  スケジュールタスクの実行日を入力します。(例: 2011-01-01) 

 

 Input the starting time(format "HH:MM") 

  スケジュールタスクの実行時刻を入力します。(例: 15:30) 

 

 サマリが表示されます。 

 

 Create this schedule [Y/N] に [Y] を入力すると、スケジュールが作成されます。 

 

 [2] 週次スケジュールの実行 (Weekly) 

スケジュールによるバックアップ タスクの実行日を選択します。 

数字を使って曜日を指定します。 

 

[1] Sunday, [2] Monday, [3] Tuesday, [4] Wednesday, [5] Thursday, [6] Friday, [7] Saturday 

 

 曜日は複数同時に指定することができます。たとえば、日曜日と火曜日を実行日として 

 指定する場合は、"1 3"と入力します。 

# aipmng –cmd tasks 
1001 Create Image aip#temp7760  Start: 2011-05-15 16:48:35 
MEDIUM ACTIVE 5.5% done 

# aipmng –cmd task 1001 perf 50 
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 Input the Base(Full) backup start time (format "HH:MM") 

  ベース(フル)バックアップイメージファイルの取得時刻を入力します。(例: 15:30) 

 

 つづけて差分のバックアップ スケジュールを設定する場合は、Set Differential backup  

 schedule ? [Y/N] で [Y] を入力します。 

 

 Input the Differential backup start time (format "HH:MM") 

  差分バックアップイメージファイルの取得開始時刻を入力します。(例: 18:30) 

 

 Input the Differential backup end time (format "HH:MM") 

  差分バックアップイメージファイルの取得終了時刻を入力します。(例: 20:30) 

 

 Input the Differential backup repeat time(minutes) 

  差分バックアップタスクの実行間隔を分単位で指定します。 

 たとえば、取得開始時刻が 18:30、取得終了時刻が 21:30、実行間隔が 30 分の場合、 

 差分バックアップタスクが 18:30、19:00、19:30、20:00、20:30 に実行されます。 

 

 

サマリが表示されます。 

 Create this schedule [Y/N] に [Y] を入力すると、スケジュールが作成されます。 

  

 [3] 月次スケジュールの実行 (Monthly) 

スケジュールによるバックアップ タスクの実行日を選択します。 

 32 は、月末を示します。 

 実行日は複数同時に指定することができます。たとえば、1 日、10 日、月末を 

 実行日として指定する場合は、"1 10 32"と入力します。 

 

 Input the Base(Full) backup start time (format "HH:MM") 

  ベース(フル)バックアップイメージファイルの取得時刻を入力します。(例: 15:30) 

 

 つづけて差分のバックアップ スケジュールを設定する場合は、Set Differential backup  

 schedule ? [Y/N] で [Y] を入力します。 

 

 Input the Differential backup start time (format "HH:MM") 

  差分バックアップイメージファイルの取得開始時刻を入力します。(例: 18:30) 

 

 Input the Differential backup end time (format "HH:MM") 

  差分バックアップイメージファイルの取得終了時刻を入力します。(例: 20:30) 
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 Input the Differential backup repeat time(minutes) 

  差分バックアップタスクの実行間隔を分単位で指定します。 

 たとえば、取得開始時刻が 18:30、取得終了時刻が 21:30、実行間隔が 30 分の場合、 

 差分バックアップタスクが 18:30、19:00、19:30、20:00、20:30 に実行されます。 

 

 サマリが表示されます。 

 

 Create this schedule [Y/N] に [Y] を入力すると、スケジュールが作成されます。 

 

7-1-7. イメージ・オプション （バックアップ オプション） 

 
[1] イメージファイルのパスワードの設定 (Password protect) 

Password Protect? [Y/N] に [Y] を入力すると、イメージファイルにパスワードを設定することができます。 

Input the password / Input again によりパスワードを設定します。 

 

 Encrypt? [Y/N] に [Y] を入力すると、イメージファイルを暗号化することができます。 

 下記の 2 種類の暗号化オプションが指定可能です。 

 Fast and strong / AES Military Grade (slower) 

 

[2] イメージファイルの圧縮率の設定 (Compress Image) 

Compress Image? [Y/N] に [Y] を入力すると、イメージファイルの圧縮率を変更することができます。 

 

 圧縮率には、下記の 3 種類のオプションが指定可能です。 

 Uncompressed, Standard (larger but faster), High(smallest but slowest). 

 

[3] スマートセクターの設定 (Backup of full sectors) 

Backup of full sectors? [Y/N] に [Y] を入力すると、Ext2/Ext3/Ext4 でフォーマットされた領域上の未使用セ

クタも含めて全てのセクタをイメージファイルにバックアップします。そのためバックアップにかかる所要時間、イ

メージのファイルサイズは大幅に増加します。 

既定では、バックアップタスクは、指定したドライブ / ボリュームの使用しているセクタのみをバックアップしま

Uncompressed 
イメージ圧縮オプションを選択しないときは、データを圧縮しません。保存先のディスク

容量を気にせずに、データを高速にバックアップする場合に効果的です。 

Standard 
データの圧縮とバックアップスピードを適切に判断し、最もバランスの取れたバックアッ

プを行います。 

High 
バックアップの実行にシステムリソースを多く使用します。少しでもイメージサイズを小

さくしたい場合に有効です。ただしバックアップには相応の時間を必要とします。 
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す。 

 

[4] タスクの優先順位 (Execution Priority) 

バックアップタスクのプロセスの優先順位を設定します。 

設定可能な優先順位は、High/Medium/Low/Lowest の 4 段階です。デフォルトでは「Lowest」に設定されてい

ます。 

 

[5] イメージファイルの分割設定 (Split image into chunks) 

 イメージファイルの自動分割サイズをメガバイト単位で指定します。 

 非分割とする場合はサイズとして 0 を設定します。分割されたバックアップイメージのファイルには、00001、

00002 のように順序番号が用いられます。また拡張子として CHNK が付与されます。 

 

 [6] スクリプトの指定 (Run scripts) 

スナップショットの取得前・スナップショットの取得後・バックアップイメージファイルの作成完了後の時点で実行

するシェルスクリプトを指定することができます。シェルスクリプトの実行時間のタイムアウトを分単位で指定 

することができます。 

 

※注記: 指定したスクリプトファイル内で、ユーザーとの対話操作を行わないようにしてください。 

 

- Run a script before the snapshot is taken? [Y/N] 

  スナップショットの取得前に実行されるスクリプトを指定します。例として、MySQLなどのデータベースを停止

して、バックアップが可能な状態に設定する操作が行なえます。 

 

- Run a script after the snapshot is taken? [Y/N] 

スナップショットの取得後に実行されるスクリプトを指定します。スナップショット実行前のスクリプトを使用して

休止状態にしていたアプリケーションまたはデータベースを稼動状態にする操作が行なえます。データベース

などはこの段階で再開すれば、停止時間を最少に抑えられます。 

 

- Run a script after the image is created? [Y/N] 

  バックアップイメージファイルの取得後に実行されるスクリプトを指定します。例として完成したバックアップイ

メージファイルをオフサイトや、LTO などのテープメディアにコピーする操作などが行なえます。 

 

[7] 不良セクターのスキップ (Ignore bad sectors) 

不良セクターのスキップ機能の有効・無効を指定します。 

 

[8] ネットワークの帯域設定 (Use network throttle) 

バックアップ時に消費するネットワークの最大帯域幅を指定します。 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. ファイルとディレクトリの復元 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

個々のファイルやディレクトリを復元するには、aipcontrol の イメージのマウント機能を使用して、ファイルと

ディレクトリを復元します。 

 

※注記: リモート接続中は、バックアップイメージのマウントやマウントの解除を行なうことはできません。 

 
8-1. バックアップイメージのマウント 
バックアップイメージのマウントには、マウントポイントの割り当てが必要です。 

 

バックアップイメージに複数のボリュームが含まれているときは、マウント元のボリューム番号を指定して、

各ボリュームにマウントポイントを割り当てます。ボリューム番号を指定しない場合は、バックアップイメー

ジ上の先頭のボリューム(ボリューム番号:1)がマウントされます。バックアップイメージは、デフォルトで

は読み取り専用としてマウントされますが、書き込み可能イメージとしてマウントすることもできます。 

 

[コンソール上の操作] 

 

 

 

 

 

 

8-2. 書き込み可能としてマウントする 
マウントするバックアップイメージを書き込み可能イメージとしてマウントするときは writeable オプションを

追加してマウントします。書き込み可能としてマウントすると、バックアップイメージから不要なデータを削除し

たり、ファイルの変更・追加ができるようになります。 

 

[コンソール上の操作] 

 

 

 

 

 

※注記: 書き込み可能としてマウントして変更した部分は、バックアップイメージのマウント解除時に、差分とフ

ァイルして変更が保存されます。保存される差分バックアップイメージは、.aix という拡張子で作成されます。 

 

 

 

# cd /opt/NetJapan 

# pwd 

/opt/NetJapan 

# ./ aipcontrol mount <image path>:<ボリューム番号> <マウントポイント> 

# cd /opt/NetJapan 

# pwd 

/opt/NetJapan 

# ./ aipcontrol mount <image path>:<ボリューム番号> <マウントポイント> writeable 
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8-3. バックアップイメージのマウントを解除する （アンマウント） 
ActiveImage Protector バックアップイメージをマウントすると、マウントを解除するか、バックアップイメージ

をマウントしたコンピューターを再起動しない限り、マウント状態が維持されます。 

バックアップイメージのマウントの解除は次の手順で行ないます。[force] オプションを有効にすると、マウント

中のバックアップイメージが使用されていても、強制的にマウントが解除されます。 

 

[コンソール上の操作] 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. バックアップイメージの検証 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

バックアップイメージの品質と整合性を定期的に検証することが重要です。ActiveImage Protector では 

[イメージの検証] 機能を使用することで簡単にバックアップイメージのチェックを行なうことができます。 

 

aipcontrol を使用して、イメージファイルの整合性を確認するには、下記のコマンドを実行します。 

 

[コンソール上の操作] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# cd /opt/NetJapan 

# pwd 

/opt/NetJapan 

# ./ aipcontrol unmount <マウントポイント>: [force] 

# cd /opt/NetJapan 

# pwd 

/opt/NetJapan 

# ./ aipcontrol verify <image path> [pw:<password>] 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. バックアップイメージの復元 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

バックアップイメージを復元するには 2 通りの方法があります。1 つ目の方法は、システムボリューム以外の

ボリュームを Linux システムの稼動中に復元する方法です。2 つ目の方法は、リカバリー環境から復元を行

なう方法です。 

 

※注記: システムボリュームを復元する場合や、ベアメタルリカバリーをおこなう場合は、リカバリー環境から

復元を行なう必要があります。 

※注記: リカバリー環境を起動して復元を行なうとき、バックアップイメージの保存先がネットワーク共有フォル

ダに保存されている場合は、リカバリー環境の起動時にネットワーク設定を行なう必要があります。 

 

<バックアップイメージの復元手順の例：> 
1. 以下のコマンドの入力により、ActiveImage Protector 復元ウィザードを開始します。 

 

[コンソール上の操作] 

 

 

 

2.  操作メニューが表示されます。 

[1] Restore a LVM system. - with one boot partition and some Volume Groups. 

     ブートパーティションと、単一または複数の LVM ボリュームグループを一括で復元します。 

 [2] Restore indivisual image - disk, partition, volume group or logical volume. 

     単一のイメージファイルから、ディスク・パーティション・LVM ボリュームグループ・ 

     LVM ボリュームグループ上の論理ボリュームを復元する場合にはこのオプションを選択します。 

 

ここでは [2] を選択します。 

# aipmng --restore 
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3. 復元メニューが表示されます。 

1. Restore a disk - イメージファイルからディスク全体を復元します。 

 2. Restore a partition - イメージファイルから特定のボリュームを復元します。 

 3. Restore a volume group - イメージファイルから LVM ボリュームグループを復元します。 

 4. Restore a logical volume - イメージファイルから LVM ボリュームグループ上の論理ボリュームを復元します。 

 

ここでは [2] を選択します。 

 

4. 復元元のイメージファイルのパスを入力し、[Enter]キーを入力します。 

イメージファイルの例: /mnt/shared_volume/aip.local.SystemImage.sda.aiv 
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5. 復元元(イメージファイルに含まれるボリュームのバックアップ)の一覧が表示されます。 

 

 

ここでは [1] Volume1 を選択します。 [1] と [Enter]キーを入力します。 

 

6. 復元先として選択可能なボリュームの一覧が表示されます。 

ここでは [1] /dev/sda1 を選択します。 [1] と [Enter]キーを入力します。 

 

Restore "mbr"? [Y/N] - マスターブートレコード(MBR)をイメージファイルから復元する場合は、[Y]を入力

します。 

Restore "track0"? [Y/N] - ファーストトラックをイメージファイルから復元する場合は、[Y]を入力します。 
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7. これから開始される復元タスクのサマリが表示されます。[Y] を入力すると、復元タスクが開始されます。 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. システムボリュームのリカバリー 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

システムボリュームのバックアップイメージの復元が必要な場合には、リカバリー環境でコンピューターを起動

します。リカバリー環境は、Linux システム上で動作している ActiveImage Protector と同様の動作をしま

す。（一部利用できない機能があります） 

ネットワーク上のリソースにアクセスするには、ネットワークドライブをリカバリー環境上のマウントポイントにマ

ップする必要があります。 

 

※注記: ActiveImage Protector をリカバリー環境で起動するには、CD-ROM ドライブが最初に起動する

ように BIOS が設定されている必要があります。 

 

11-1. ネットワークドライブのマウント手順 
1. 復元環境の起動後、下記コマンド入力し、ActiveImage Protector サービスを開始します。 

[コンソール上の操作] 

 

 

2. マウントポイントを作成します。 

[コンソール上の操作] 

 

 

3. 共有フォルダーをマウントします。 

 

3-1. cifs を使用したマウント 

(コマンドの書式) 

 

 

 

 

(共有フォルダー側のユーザー名 "test"、パスワード"test2"、共有フォルダー "winshare"、IP アドレス

"192.168.0.1" をマウントする場合 の例) 

[コンソール上の操作] 

 

 

 

 

 

 

 

sh-3.2# ./startaip 

sh-3.2# mkdir /tmp/backup 

sh-3.2# mount -t cifs -o user=test,pass=test2 //192.168.0.1/winshare /tmp/backup 

mount -t cifs -o user=<ユーザー名>または<ドメイン名>/<ユーザー名>,pass=<パスワード >//<ホス

ト名または IP アドレス>/<共有フォルダー> <マウントポイント> 
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3-2. nfs を使用したマウント 

(コマンドの書式) 

 

 

 

(nfs サーバー IP "192.168.0.1"、エクスポートするディレクトリ "/home/test" にマウントする場合 

の例) 

[コンソール上の操作] 

 

 

 

11-2. システムボリュームのリカバリー手順 
1. 復元するバックアップイメージが USB ドライブに格納されている場合には、そのドライブをコンピューター

に接続します。 

 

2. リカバリー環境を起動するため、ActiveImage Protector リカバリー環境 CD をコンピューターの CD ド

ライブにセットします。 

 

3. コンピューターを再起動します。 

 

4. 復元ウィザードを実行して、システムボリュームを復元します。 

 

5. 復元が完了したら CD を取り出して、復元したシステムボリュームからシステムを再起動します。 

 

システムの再起動-[コンソール上の操作] 

 

 

システムのシャットダウン-[コンソール上の操作] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mount -t nfs <nfs サーバー名または IP アドレス>:/<エクスポートするディレクトリ> <マウントポイント> 

sh-3.2# mount -t nfs 192.168.0.1:/home/test /tmp/backup 

sh-3.2# reboot 

sh-3.2# poweroff 
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[1] LVM システムディスクの復元 (Restore a LVM system) 

ブートパーティション(/boot)と、LVM を一括して復元するにはこの復元オプションを使用します。 

 

以下のコマンドの入力により、ActiveImage Protector 復元ウィザードを開始します。 

 

[コンソール上の操作] 

 

 

 

 

 

 

“[1] Restore a LVM system” を選択します。続けて、システムのディストリビューションを選択します。 

Red Hat Enterprise Linux 6 のシステムを復元する場合には、”[1] RHEL 6” を指定します。 

Red Hat Enterprise Linux 6 以外のシステムを復元する場合には、”[2] Other system” を 

選択します。 

 

＊LVM ボリュームグループ のみを復元する場合は、"[2]Restore indivisual image." -> "[3] 

Restore a volume group" を使用してください。 

＊LVM ボリュームグループ 上の論理ボリュームのみを復元する場合は、"[2]Restore indivisual 

image." -> "[4] Restore a logical volume" を使用してください。 

 

specify the boot image file 

ブートパーティション(/boot) のイメージファイルのパスを指定します。 

 

specify Volume Group image 

オペレーティングシステムの LVM ボリュームグループのイメージファイルのパスを指定します。 

 

Select the target disks for restore 

復元先のディスクを指定します。 

 

Start restore the image files? [Y/N] に [Y] を入力すると、復元処理が開始されます。 

 

 

 

 

 

 

 

# cd /lxBin 
# pwd 
/lxBin 
# ./aiprestore 
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[2] 単体イメージファイルの復元 

以下のコマンドの入力により、ActiveImage Protector バックアップウィザードを開始します。 

 

[コンソール上の操作] 

 

 

 

 

 

 

[2]Restore indivisual image を選択します。つぎの復元オプションが表示されます。 

 

  [1] Restore a disk. 

  ディスク全体を、バックアップイメージファイルから復元します。 

  [2] Restore a partition. 

  パーティションを、バックアップイメージファイルから復元します。 

  [3] Restore a volume group 

  LVM ボリューム グループを、バックアップイメージファイルから復元します。 

  [4] Restore a logical volume 

  LVM ボリューム グループ上の論理ボリュームを、バックアップイメージファイルから復元します。 

 

[2-1] 単体イメージファイルからのディスク全体の復元 (Restore a disk)  

単体イメージファイルからディスク全体を復元するときには以下のステップにしたがって操作します。 

 

specify the disk image file  

  バックアップイメージファイルのパスを指定します。 

 

select the target disk for restore 

  復元先のディスクを指定します。 

 

 Restore "mbr"? 

  イメージファイルに含まれている MBR(マスター ブート レコード)を、対象のディスクに復元します。 

 

 Restore "track0"? 

  イメージファイルに含まれている第一トラックを、対象のディスクに復元します。 

 

 Start  restore the image files? [Y/N] に [Y] を入力すると、復元処理が開始されます。 

 

 

# cd /lxBin 
# pwd 
/lxBin 
# ./aiprestore 
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[2-2] 単体イメージファイルからのパーティションの復元 (Restore a partition) 

単体イメージファイルからパーティションの復元するときには以下のステップにしたがって操作します。 

 

specify the disk image file 

  バックアップイメージファイルのパスを指定します。 

 

 select the target disk for restore 

  復元先のディスクを指定します。 

 

 Restore "mbr"? 

  イメージファイルに含まれている MBR(マスター ブート レコード)を、対象のディスクに復元します。 

 

 Restore "track0"? 

  イメージファイルに含まれている第一トラックを、対象のディスクに復元します。 

 

 Start restore the image files? [Y/N] に [Y] を入力すると、復元処理が開始されます。 

 

[2-3] 単体イメージファイルからの LVM ボリュームグループの復元 (Restore a volume group) 

単体イメージファイルから LVM ボリュームグループの復元するときには以下のステップにしたがって操作しま

す。 

 

specify the volume group image file 

  バックアップイメージファイルのパスを指定します。 

 

 Select the target volume group for restore 

  復元先のボリュームグループを指定します。 

 

 Start restore the image files? [Y/N] に [Y] を入力すると、復元処理が開始されます。 

 

[2-4] 単体イメージファイルからの LVM 論理ボリュームの復元 (Restore a volume group) 

単体イメージファイルから LVM 論理ボリュームの復元するときには以下のステップにしたがって操作します。 

 

specify the logical volume image file 

  バックアップイメージファイルのパスを指定します。 

 

select the target logical volume for restore 

  復元先の LVM 論理ボリュームを指定します。 

 

 Start  restore the image files? [Y/N] に [Y] を入力すると、復元処理が開始されます。
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----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12. 推奨事項 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

■ リカバリー環境 CD （Linux ベースの CD ブート環境） をテストしてください 

正しく起動するか、また、リストアが必要なローカルドライブとネットワーク デバイスにアクセスできるか確認し

てください。 

 

■ イメージの保存先のディスク領域の使用状況を確認してください 

十分な空き領域を確保できるように ActiveImage Protector バックアップ イメージの保存先となるディスク

領域を確認してください。ストレージ スペースが不十分な場合はバックアップ タスクの実行は失敗します。 

 

■ ログファイルを確認してください 

ログファイルの内容を定期的にチェックしてください。これらのログ ファイルには、バックアップ タスクのステー

タスが記録されるため、バックアップ タスクが正しく完了したかどうかを確認することができます。バックアップ 

タスクの実行に失敗した場合には、失敗の詳細が示されるため、問題となっている状況に適切に対処できま

す。 

 

■ パスワードによる暗号化を使用して、バックアップ イメージを保護してください 

ActiveImage Protector バックアップ イメージには、ディスク ドライブのすべての内容が含まれるため、パ

スワードによる暗号化を使用して、データを確実に保護する必要があります。 

 

■ バックアップ タスクに複数のボリュームを含めるようにしてください 

複数のボリュームを対象とするデータベースまたはアプリケーションを使用している場合には、バックアップ タ

スクに複数のボリュームを含めるようにしてください。ActiveImage Protector のスナップショットは、複数の

ボリュームに対して同時に動作するため、これらのアプリケーションとデータベースに対して整合性が保証され

ます。 
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