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はじめに

システムの概要
目的
『データアーカイバーマネージャー Linux 版』は、光ディスクライブラリ機器であるデータアーカイバー（以下、
“DA 装置 ” と呼称）に格納されるオブジェクトを、OpenStack Object Storage（以下、“Swift” と呼称）の API
によって操作可能とするシステムです。このシステムにより Swift の API をサポートする一般のプログラムから、
DA 装置を利用することが可能となります。また、クラウドストレージゲートウエイ（S3QL）を追加設置するこ
とにより、NAS ファイルシステムとして利用することも可能です。
DA 装置は、マガジンへの記録を特徴とするストレージであり、Swift が通常想定しているハードディスクベース
のストレージとは異なる部分があります。この差異を埋めるために『データアーカイバーマネージャー Linux 版』
では Swift 機能の拡張や変更を行い、独自のマガジン管理システムを提供します。マガジン管理は、マガジン管
理者を設定した上で、API または Web インターフェースのいずれかを用いて行うことができます。本操作ガイド
は、『データアーカイバーマネージャー Linux 版』の Web インターフェースを中心に説明したものです。API に
ついては API 仕様書を参照してください。

特徴
∫ オブジェクトは Swift-object-server 管理のディスクストレージではなく、DA 装置内のマガジンに格納されま
す。
∫ オブジェクトはユーザメタデータをサポートします。
∫ オブジェクトは冗長化（複数のマガジンへのミラー記録）が可能です。
∫ Swift のコンテナとマガジンの関連付けを指定できます。
∫ オブジェクトを収納したマガジンはオフライン（DA 装置から取り出されている状態）となることが可能であ
り、Swift もそれに応じた動作をします。
∫ DA 装置から取り出されたメディアは、オブジェクト本体としてのデータの他に、オブジェクト名やユーザメタ
データを保持します。
∫ データアーカイバーマネージャーLinux 版

バージョン３では、 従来の 1.2 TB マガジン専用の DA 装置（LB-

DH8 シリーズ）
、1.2 TB マガジンと 3.6 TB マガジンに対応した DA 装置（LB-DH7 シリーズ）に加え、
1.2 TB マガジンと 3.6 TB マガジンと 6.0 TB マガジンに対応した DA 装置（LB-DH6 シリーズ）の操作が
可能です。

以降のページでは、各商品の名称について、次のように表示します。
データアーカイバーマネージャー Linux 版 > DA マネージャー
データアーカイバー > DA 装置
※LB-DH6/LB-DH7 シリーズでは、装置と接続するサーバーを含めて DA 装置と表示します。
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システムの概要
ユーザー

システム管理者



マガジン管理者






データベース

オブジェクト
読み出し

システム管理

オブジェクト
書き込み

マガジン管理

マガジン /DA 情報
読み出し
マガジン /DA 情報
書き込み


キャッシュ


DA マネージャー

オブジェクト読み出し



オブジェクト
一時書き込み



認証

Keystone

オブジェクト書き込み
( バッチ )

オブジェクト読み出し ( バッチ )


DA 装置

マガジン取り出し
マガジン装てん

 マガジン

システムに必要なもの ( 代表例 )
A Red Hat Enterprise Linux 7 またはCent OS 7

D Maria DB
E キャッシュ用 HDD
F Keystone

が動作可能なサーバー

B DA 装置
C 1 つ以上のマガジン
必要に応じてお使いいただくもの

G 棚など
DA 装置に収まらないマガジンを保管します。

利用者について
1
2

3

ユーザー
オブジェクトやデータの書き込み、読み取り、コンテナの管理を行います。
マガジン管理者
ユーザー機能の使用に加え、すべてのマガジンの管理や、マガジンを保管する棚の管理を行います。システム
管理者がマガジン管理者を兼ねることもできます。
システム管理者
マガジン管理者機能の使用に加え、システムの各種設定や DA 装置の管理などを行います。
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Swift 概要
本操作ガイドをご使用になる前提として、通常の Swift の概要を以下に説明します。
∫ Swift は分散オブジェクトストレージシステムであり、複数のノード上で複数のサーバープログラムが連携して
動作することにより、可用性・堅牢性・冗長性を持つストレージシステムを実現しています。
∫ Swift は以下の 2 種類のノードによってシステムを構成します。
≥ プロキシノード : Swift API のエンドポイントとして、swift-proxy-server が動作します。
≥ ストレージノード : データを格納するノードです。swift-account-server, swift-container-server, swiftobject-server が動作し、それぞれがストレージ上に、アカウント・コンテナ・オブジェクトというデータを
管理します。また、データ保守のための非同期プロセスも動作します。
∫ データはアカウント・コンテナ・オブジェクトという階層構造の中で管理されています。
≥ 利用者はアカウントの単位で認証されます。
≥ アカウントは複数のコンテナを持つことができます。コンテナは概念としてはファイルシステムのディレクト
リと相似ですが、コンテナの中にコンテナを持つことはできません。
≥ コンテナの中には複数のオブジェクトを格納することができます。
≥ アカウント・コンテナ・オブジェクトにはそれぞれデータを任意で 1 つ以上付与することができます。オブ
ジェクトの作成時間情報 (Date) や、オブジェクトのハッシュ値 (Etag) など Swift から付与されるデータを、
本操作ガイドでは「システムメタデータ」と呼称します。また、ユーザーが任意のデータを付与することもで
きます。これを本操作ガイドでは「ユーザメタデータ」と称します。
∫ アカウント、コンテナ、オブジェクトを操作するために、HTTP ベース (REST) の API を使います。

通常の Swift との差異
DA 装置が持つマガジンは、HDD や SSD と異なり、以下のような特性を持っています。
≥ マガジンを構成しているメディアは、WORM (Write Once Read Many) です。
≥ マガジン内のデータを削除しても空き容量は増えません。
≥ マガジンのチェンジ中は、マガジンへのアクセスはできません。
≥ マガジンの操作を行うために、DA マネージャーでは独自の API を追加しています。

お知らせ
≥『DA マネージャー』独自の API は、API 仕様書（API Speciﬁcation of DATA ARCHIVER Manager）を
参照してください。
≥ DA マネージャーのインストール方法については、インストールガイドを参照してください。
≥ システム管理者を対象とした DA マネージャーの使用方法については、管理者マニュアルを参照してくださ
い。
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Swift のアカウント・コンテナ・オブジェクトと、マガジンの対応
本システムでの Swift のアカウント・コンテナ・オブジェクトと、DA 装置内のマガジンとの対応関係は以下のよ
うになります。
Swift におけるオブジェクトは、DA マネージャーではマガジンへ格納されます。なおミラーされるオブジェクト
は、同一マガジンではなく別のマガジンへ記録されます。
≥ 6.0 TB マガジンと 3.6 TB マガジンを使用している場合のマガジン使用例
アカウント
(= プロジェクト )

アカウント
(= プロジェクト )

コンテナ

コンテナ
6.0 TB マガジン

オブジェクト

オブジェクト

6.0 TB マガジン
ミラー
3 コンテナ割り当て済み
マガジン

マガジングループ
3.6 TB マガジン

オブジェクト

オブジェクト

3.6 TB マガジン
ミラー

マガジングループ
6.0 TB マガジン

3.6 TB マガジン

6.0 TB マガジン

3.6 TB マガジン

6.0 TB マガジン

3.6 TB マガジン

2 アカウント割り当て済み
マガジン
(= マガジンセット )

オブジェクト

1 アカウント未割り当て
マガジン

DA マネージャーにおけるマガジンの位置づけは以下のとおりです。
1

どのアカウントにも割り当てられていないマガジンがあります。

2

まず、マガジンをアカウントに割り当てます。アカウント単位に割り当てられたマガジンの集合を「マガジン
セット」と呼称します。

3

次に、アカウントに割り当てられた未使用マガジンを使用して「マガジングループ」を作成します。
≥「コンテナ登録 / 変更」画面でコンテナを作成し、コンテナ単位で使用するマガジンを割り当てます。
「マガ
ジン自動追加」(>33) が有効の場合、マガジンセット（未記録）から必要に応じてコンテナへのマガジン
割り当てが自動的に行われます。コンテナに割り当てられたマガジンには「マガジングループ」が割り当て
られます。
≥ マガジングループはミラー値の数のマガジンで構成されます。なお、マガジンには１つのオブジェクトだけ
が格納されるのではなく、同時に複数のオブジェクトが格納されます。
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お知らせ
≥ アカウント、コンテナには異なる種類のマガジン（1.2 TB マガジン /3.6 TB マガジン /6.0 TB マガジン）
を混在して割り当てることが可能です。
≥ マガジングループには、同じ種類のマガジンのみ割り当てられます。
≥ DA マネージャー環境でコンテナ登録した未使用マガジンは別の DA マネージャー環境で使用しないでくださ
い。
≥ コンテナ未登録のマガジンを別の DA マネージャー環境で使用する場合は、必ず元環境で「マガジン廃棄」を
行い登録解除してください。

マガジングループと冗長性の関係（ミラー）
本システムでは、マガジンのミラーリングによりオブジェクトの冗長性を確保することができます。
冗長度は「コンテナ管理」の「コンテナ登録」における「ミラー値」(>33) により設定可能です。
オブジェクトは「ミラー値」の設定数分のマガジンに多重に記録されます。それらのマガジンは「マガジングルー
プ」としてグループ化され、同じ「マガジングループ ID」で識別されます。マガジングループを構成するマガジ
ン数 ( ミラー値 ) が、本システムのオブジェクトの冗長性を保証する多重化数となります。なお、この多重化の仕
組みは Swift の持つ自動再配置等の機能は持ちません。
ミラー値設定 = 2 とした場合に、あるオブジェクトが記録される論理マガジングループと、物理的なマガジン配
置の関係を以下に示します。
ストレージノード
マガジングループ

マガジン 02

マガジン 02
オブジェクト
実体

オブジェクト
マガジン 07

マガジン 07
オブジェクト
実体
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システム構成例
上位アプリケーションサーバーとの接続構成例
本システムは以下の構成をとることが可能です。
≥ プロキシノードと DA 装置が接続されるストレージノードで構成し、
HTTP/REST API および独自 API でアクセ
スする分散オブジェクトストレージ
≥ 上記構成のプロキシノードの上位にファイルシステムとして S3QL を配置し、NFS/CIFS プロトコルによりア
クセスする NAS ストレージ

オブジェクトストレージとしての構成例

NAS ストレージとしての構成例

アプリケーションサーバー

アプリケーションサーバー

NAS 接続 (NFS/CIFS プロトコル )

REST/HTTP

S3QL
プロキシノード
･ Keystone
･ データベース
ストレージノード
･ キャッシュ

プロキシノード
･ Keystone
･ データベース
ストレージノード
･ キャッシュ

DA 装置

DA 装置

お知らせ
≥ 各構成において、DA 装置にはサポートストレージ (>109) を任意に使用することが可能です。
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データの書き込みと読み取りの仕組み
利用形態
クライアントからは、DA マネージャーが実行されているサーバーは、オブジェクトストレージ、または NAS
（S3QL をインストールした場合）として見えています。
複数 PC からの同時読み取りは DA マネージャーが順次処理を行います。
複数 PC からの同時書き込みは DA マネージャーがキャッシュ※に一時保存し、スケジュールに従ってマガジン
への書き込み処理を行います。
※DA マネージャーは、データへのアクセスを高速化するためにキャッシュを使用します。キャッシュにないオブ
ジェクトのマガジンからの読み取り、マガジンへの書き込みはバッチ処理で行われます。

書き込みの流れ
オブジェクトストレージの場合

NAS の場合

アプリケーションサーバー

プロキシノード

Swift 互換 API

アプリケーションサーバー

DAM API

S3QL

データベース

独自 API

プロキシノード

Swift 互換 API

データベース

独自 API

ストレージノード

DA 制御 API
ストレージノード

キャッシュ

DA 制御 API

スケジューラー

キャッシュ
スケジューラー

バッチ処理

バッチ処理

DA 装置

DA 装置
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オブジェクトストレージの場合
DA マネージャーはライトキャッシュ機能とバッチ処理を用いてデータをマガジンに書き込みます。
1

アプリケーションサーバーは書き込みたいオブジェクトをプロキシノードへ PUT します。

2

プロキシノードはこのオブジェクトを受信し、ストレージノードのキャッシュに保存します。必要に応じてメ
タデータを設定することができます。

3

キャッシュに保存されたオブジェクトは、あらかじめ設定された時刻または一定の時間間隔で起動される同期
バッチにより、マガジンへ記録されます。

4

マガジンへの記録が完了したオブジェクトは、有効期限切れのリードキャッシュとして残り、キャッシュ空き
容量不足になったときに自動的に削除されます。

NAS の場合
1

アプリケーションサーバーは、S3QL にアクセスし、ファイルを書き込みます。S3QL ではファイル名→オブ
ジェクト名の変換を行い、プロキシノードにオブジェクトを PUT します。

2

以降は、上記オブジェクトストレージの場合と同じ動作をします。

お知らせ
≥ 複数のニアラインオブジェクト (>16) に同時にアクセスすると、頻繁なマガジン交換が発生する場合があり
ます。その場合、オブジェクトの転送速度が低下し、操作に対する反応時間が長くなることがあります。
≥ 一度 PUT したオブジェクトは、同期前にオブジェクトの削除や更新を行っても、キャッシュに保存されたオ
ブジェクトが削除 / 更新されないため、同期バッチによりマガジンへ記録されます。
≥ NAS ストレージとして使用する場合、共有フォルダー上でアプリケーションから直接ファイルを開くと、ア
プリケーションによっては共有フォルダー上にテンポラリーファイル / フォルダーを作成することがありま
す。テンポラリーファイル / フォルダーが作成されると、マガジン容量を消費するため、いったん共有フォ
ルダーとは別の場所にファイル / フォルダーをコピーして、そのファイルを開くことをお勧めします。
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データの書き込みと読み取りの仕組み

マガジンへの書き込みの仕様
記録方式
マガジンは、光ディスクの技術を用いたライトワンスメディアです。
マガジンへの書き込みには ISO9660 フォーマットを用います。
マガジン内の各ディスクへは RAID 技術を用いて記録しています。RAID レベルはコンテナごとに RAID 0、
RAID 5、RAID 6 から選択できます。

暗号化
マガジンへの書き込み時、データを暗号化して記録することができます。これにより、正しい暗号キーを持たない
システムでの読み取りや改ざんを防ぐことができます。
暗号化の方法はコンテナごとに、次の 4 種類から選択できます。
1

暗号化しない

2

DA マネージャーのインストール時に設定されるシステムキーで暗号化

3

任意のアカウントキーで暗号化 (>28)

4

コンテナごとに任意のコンテナキーで暗号化 (>32)

暗号キーはデータベースで管理されています。アプリケーションが暗号化されたマガジンへの読み取り / 書き込
みを行うとき、DA マネージャーはデータベースから自動的に暗号キーを取り出して DA 装置に設定します。その
ため、アプリケーションは暗号化されていることを意識せずに読み取り / 書き込みを行えます。
システムキー、アカウントキー、コンテナキーは、ファイルへ保存されます。
システムキーは DA マネージャーのインストール途中に生成され、DA マネージャーがインストールされるサー
バー上にシステムキーのファイルが保存されます。
アカウントキーはアカウント管理でのコンテナデフォルト設定時にアカウントキーファイルの生成を実行すると、
コンテナデフォルト設定操作を行っている PC 上に保存されます。
コンテナキーは新規コンテナの作成時にコンテナキーファイルの生成を実行すると、コンテナ作成操作を行ってい
る PC 上に保存されます。
通常使用中はシステムキー、アカウントキー、コンテナキーはデータベースで管理、利用されていますが、データ
ベース障害等が発生した場合、保存されているファイルを使用した復旧が必要になります。このときにシステム
キーファイル、アカウントキーファイル、コンテナキーファイルがない場合には、データベースの復旧も、暗号化
されたマガジンの読み取り / 書き込みも不可能になります。また、暗号化されたコンテナのデータを他の DA マ
ネージャーで利用する場合、インポート前にシステムキーファイル、アカウントキーファイル、またはコンテナ
キーファイルが必要です。そのためシステムキーファイル、アカウントキーファイル、コンテナキーファイルとも
安全な場所に保管し、管理されることを強くお勧めします。
お知らせ
≥ LB-DH7 シリーズの DA 装置をドライブシステム数１の構成で使用する場合は、3.6 TB マガジンを使用して
ください。
≥ LB-DH6 シリーズの DA 装置をドライブシステム数１の構成で使用する場合は、6.0 TB マガジンまたは
3.6TB マガジンを使用してください。
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データの書き込みと読み取りの仕組み

データ読み取りの流れ
オブジェクトストレージの場合

NAS の場合

アプリケーションサーバー

プロキシノード

Swift 互換 API

アプリケーションサーバー

DAM API

S3QL

データベース

独自 API

プロキシノード

Swift 互換 API

データベース

独自 API

ストレージノード

DA 制御 API
ストレージノード

キャッシュ

DA 制御 API

スケジューラー

キャッシュ
スケジューラー

バッチ処理

バッチ処理

DA 装置

DA 装置

オブジェクトストレージの場合
DA マネージャーはリードキャッシュ機能とバッチ処理を用いて、データをマガジンから読み取ります。
1

アプリケーションサーバーは読み取りたいオブジェクトを指定して GET リクエストをプロキシノードへ送り
ます。オブジェクトがすでにストレージノードのリードキャッシュに存在する ( オンラインオブジェクト
(>16)) 場合、リードキャッシュのオブジェクトをアプリケーションへ転送します。

2

指定したオブジェクトがストレージノードのリードキャッシュに存在しない ( ニアラインマガジンのファイル
リード設定がオフ時のニアラインオブジェクトまたはオフラインオブジェクト ) 場合、GET リクエストはエ
ラーとなります。この場合、アプリケーションサーバーは、マガジンからオブジェクトを読み出してリード
キャッシュへ格納する要求をプロキシノードへ API で発行します。

3

オブジェクト読み取り要求されると読み取りバッチが生成され、スケジューラーへ登録されます。読み取り要
求されたオブジェクトがオフラインである場合は、同時にマガジン管理者にマガジン装てん要求メールを送信
します。

4

バッチが実行されると、対象マガジンがドライブシステムに装てんされ、要求されたオブジェクトがキャッ
シュへ読み込まれます。

5

アプリケーションサーバーは、読み取り要求を行ったオブジェクトがキャッシュに読み込まれたかどうかを、
API を使用して確認します。
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データの書き込みと読み取りの仕組み

オブジェクトがキャッシュに読み込まれたら、アプリケーションサーバーはオブジェクトを指定して再度
GET し、リクエストをプロキシノードへ送ります。

7

リードキャッシュに保存されたオブジェクトは、マガジンからキャッシュに読み出されたとき、もしくは最後
にアクセスされたときから、「ストレージノード設定」で設定された期間、リードキャッシュ上に残ります。
期限が切れたキャッシュは、キャッシュ空き容量が不足したとき自動的に削除されます。

NAS の場合
1

アプリケーションサーバーは S3QL へアクセスし、ファイルを取得しようとします。S3QL はファイル名→オ
ブジェクト名変換を行い、プロキシノードへ GET リクエストを送ります。オブジェクトがすでにストレージ
ノードのリードキャッシュに存在する ( オンラインオブジェクト (>16)) 場合、プロキシノードはリード
キャッシュのオブジェクトを S3QL へ転送し、S3QL はアプリケーションサーバーへ転送します。

2

指定したオブジェクトがストレージノードのリードキャッシュに存在しない ( ニアラインマガジンのファイル
リード設定がオフ時のニアラインオブジェクトまたはオフラインオブジェクト ) 場合、GET リクエストはエ
ラーとなり、S3QL からのファイルの取得に失敗します。

3

この場合は API を使用してファイル読み取り要求を行います。API はファイル名→オブジェクト名変換を行
い、プロキシノードへオブジェクト読み取り要求を行います。オブジェクトのキャッシュへの読み取りは、上
記オブジェクトストレージの

4

3 以降と同じ動作をします。

アプリケーションサーバーは、読み取り要求を行ったファイルがキャッシュに読み込まれたかどうかを、API
を使用して確認します。

5

ファイルがキャッシュに読み込まれたら、アプリケーションサーバーは再度 S3QL へアクセスし、ファイルを
取得します。

6

リードキャッシュに保存されたオブジェクトは、マガジンからキャッシュに読み出されたとき、もしくは最後
にアクセスされたときから、「ストレージノード設定」で設定された期間、リードキャッシュ上に残ります。
期限が切れたキャッシュは、キャッシュ空き容量が不足したとき自動的に削除されます。

お知らせ
≥ LB-DH7 シリーズの DA 装置をドライブシステム数１の構成で使用する場合は、3.6 TB マガジンを使用して
ください。
≥ LB-DH6 シリーズの DA 装置をドライブシステム数１の構成で使用する場合は、6.0 TB マガジンまたは
3.6 TB マガジンを使用してください。
≥ NAS ストレージとして使用する場合、共有フォルダー上でアプリケーションから直接ファイルを開くと、ア
プリケーションによっては共有フォルダー上にテンポラリーファイル / フォルダーを作成することがありま
す。テンポラリーファイル / フォルダーが作成されると、マガジン容量を消費するため、いったん共有フォ
ルダーとは別の場所にファイル / フォルダーをコピーして、そのファイルを開くことをお勧めします。
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マガジンの所在による読み取り動作の違い
読み取ろうとするオブジェクトがキャッシュにあるかマガジンにあるか、またそのマガジンがどこにあるかによっ
て、オブジェクトの読み取り操作と読み取りにかかる時間が異なります。
オンライン

オンラインオブジェクトは、オンラインマガジン※ 1 に保存されている、もしくはキャッ

オブジェクト

シュに読み出されている状態のオブジェクトです。このオブジェクトは即時に読み取るこ
とができます。オブジェクトをオンラインマガジンから読み出した場合はキャッシュに保
存されます。
キャッシュ有効容量が減少すると、「キャッシュ初期設定」(>58) で設定された条件に基
づきオブジェクト単位で自動的に削除されます。オブジェクトがキャッシュから削除され
ると、オブジェクトの状態はマガジンの所在によってはニアラインオブジェクトもしくは
オフラインオブジェクトに変化することがあります。
※1

オンラインマガジン : ドライブシステムに装てんされている状態のマガジン

ニアライン

ニアラインオブジェクトは、ニアラインマガジン※ 2 に保存されているオブジェクトのう

オブジェクト

ち、キャッシュに読み出されていないオブジェクトです。ニアラインマガジンのファイル
リード設定をオンに設定することで、アプリケーションからの読み取り要求に応じて、保
存されているマガジンが自動的にドライブシステムに装てんされ、オブジェクトがキャッ
シュに読み出されます。
オブジェクトがキャッシュに読み出されるとオンラインオブジェクトに変化し、
「キャッ
シュ初期設定」(>58) で設定された一定期間は即時に読み取ることができます。
セットアップ時の設定によっては、異なる動作となります。
「ニアラインマガジンのファイ
ルリード設定」(>77)
※2

ニアラインマガジン : DA 装置内にはあるが、ドライブシステムに装てんされていな
い状態のマガジン

オフライン

オフラインオブジェクトは、オフラインマガジン※ 3 に保存されているオブジェクトのう

オブジェクト

ち、キャッシュに読み出されていないオブジェクトです。アプリケーションからの読み取
り要求に応じて、保存されているマガジンを DA 装置に装てんするよう、自動的にマガジ
ン管理者に要求メールが送信されます。マガジンを DA 装置に装てんすると自動的にドラ
イブシステムに装てんされ、オブジェクトがキャッシュに読み出されます。
オブジェクトがキャッシュに読み出されるとオンラインオブジェクトに変化し、
「キャッ
シュ初期設定」(>58) で設定された一定期間は即時に読み取ることができます。
※ 3 オフラインマガジン : DA 装置外にある状態のマガジン。DA 装置を停止した場合は、
DA 装置内でもオフラインマガジンとなります。
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バッチ処理の種類
マガジンへの処理はすべてバッチ処理で行われます。
バッチ処理には、定時 / 定期実行バッチと即時バッチの 2 種類があります。

定時 / 定期実行バッチ
ライトキャッシュに保存されているオブジェクトをマガジンに保存する処理やマガジンのコピーは定期バッチとし
て実行されます。このバッチは、「キャッシュ同期設定」(>59) および「マガジンコピー設定」(>71) で設定し
たスケジュールに従って実行されます。

即時バッチ
オブジェクトの参照などマガジンからの読み取り処理は、即時バッチとして処理されます。
また、
「キャッシュ同期設定」(>59) および「マガジンコピー設定」(>71) で「一回実行」で実行するものも、
即時バッチとして処理されます。
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システムの設定と管理

概要

ユーザー / 各管理者が使用する機能
DA マネージャーの管理者は、システム構成や管理サーバーを含めた DA マネージャー全体の管理者 ( システム管
理者 ) と、マガジンの管理者 ( マガジン管理者 ) に分けられます。システム管理者はマガジン管理者を兼ねること
もできます。それぞれの管理者が担う役割は、下記のとおりです。

ユーザーの役割
使用する機能
役割

DA マネージャーの
Web インターフェース

左記以外の機能

または API
コンテナの管理
≥ コンテナ登録、変更、

○

−

○

−

ライトプロテクト、ファイナライズ
≥ マガジンセットの状況確認
（システム管理者から許可されている場
合は未割り当てマガジンからの割り当
ても可能）

マガジン管理者の役割（ユーザーの役割に追加される役割）
使用する機能
役割

DA マネージャーの
Web インターフェース

左記以外の機能

または API
DA 装置へのマガジンの装てん、取り出し

[LB-DH8 シリーズ ]
DA 装置の操作パネル
○

[LB-DH7/LB-DH6 シリーズ ]
DA 装置の Web インター
フェース

お知らせ
≥ DA 装置の操作パネル（LB-DH8 シリーズ）、Web インターフェースの使用方法に関しては、ご使用になる
DA 装置のオペレーターガイドをご覧ください。
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ユーザー / 各管理者が使用する機能

システム管理者の役割（マガジン管理者の役割に追加される役割）
使用する機能
DA マネージャーの

役割

Web インターフェース

左記以外の機能

または API
DA 装置の管理
≥ DA 装置の登録／停止

○

−

○

−

≥ システム状態の確認 など
キャッシュの管理
≥ キャッシュ初期設定
≥ キャッシュ同期設定

など

ユーザーアカウントの管理
≥ アカウントの作成

−

≥ ロールの設定など
データベースの管理
≥ DB のバックアップなど
ファイルサーバー、Web サーバーの管理

OpenStack（Keystone）の
機能を利用

−

MariaDB の管理機能

−

OS（Linux）の管理機能

○

−

その他の管理
≥ メールサーバー設定
≥ コンテナ初期値設定など

お知らせ
≥ DA マネージャーの Web インターフェースまたは API 以外の機能に関しては、サーバー管理者が各機能の設定
を行い、DA マネージャーはその情報を参照して利用します。
各機能の詳細や設定方法に関しては、各マニュアルもしくは市販の参考書籍をお読みください。
≥ マガジン管理者、システム管理者は、所属するドメインに対する管理者ではありません。管理者が行う設定
は全ドメインで共通の設定であり、管理者メニューには全ドメインの情報が表示されます。
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DA マネージャー利用の準備
Web インターフェース (>23) を使用して、DA 装置の登録およびマガジンの登録を行ってください。

DA マネージャーへのログイン
DA マネージャーにログインします。
1

Web ブラウザーで下記アドレスにアクセスする
http://(DA マネージャーの FQDN もしくは IP アドレス )/DA
または
https://(DA マネージャーの FQDN もしくは IP アドレス )/DA
※https を使用する場合は、管理サーバーに SSL/TLS 通信の設定を行う必要があります。
※DA マネージャーへは https でログインすることをお勧めします。
ログイン画面が表示されます。

2

システム管理者の所属するドメイン名、プロジェクト（アカウント）名、ユーザー名およびパスワードを入力
し、DA マネージャーにログインする

お知らせ
≥ DA マネージャーのバージョン 2.5 以降ではログイン時にドメイン名の指定が必要です。
バージョン 2.4 以前
で作成したアカウントでログインする場合は、ドメイン名に「default」を入力してください。

DA マネージャーの設定
DA 装置の登録
DA マネージャーにシステム管理者でログインし、Web インターフェース左側のメニューより「システム管理」
→「DATA ARCHIVER 登録 / 停止」を選び、「登録」をクリックして DA 装置の登録を行います。(>65)

マガジンの登録
新規マガジンを DA マネージャーに登録するために、DA 装置にマガジンを装てんします。
お知らせ
≥ 6.0 TB マガジンは LB-DH8、LB-DH7 シリーズではご使用いただけません。
≥ 3.6 TB マガジンは LB-DH8 シリーズではご使用いただけません。
≥ 1.2 TB マガジンは LB-DH8 シリーズの DA 装置への装てんを推奨します。
≥ LB-DH7 シリーズの DA 装置をドライブシステム数１の構成で使用する場合は、3.6 TB マガジンを使用してください。
≥ LB-DH6 シリーズの DA 装置をドライブシステム数１の構成で使用する場合は、6.0 TB マガジンまたは
3.6TB マガジンを使用してください。
1 「マガジン装填 / 取出」(>40) を参照して、マガジンドロワーを引き出す
2 DA 装置に新しいマガジンを装てんする
3 「マガジンドロワーの再ロック」(>42) を参照して、マガジンドロワーを再ロックする
装てんが完了すると、DA マネージャーは新規マガジンを自動的に認識し、使用可能になります。
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DA マネージャー利用の準備

その他の初期設定
必要に応じて、以下の項目を設定してください。
≥「キャッシュ初期設定」(>58)
≥「キャッシュ同期設定」(>59)
≥「マガジンコピー設定」(>71)

≥「ユーザーグループ設定」(>72)
≥「コンテナ初期値設定」(>74)
≥「ストレージノード設定」(>76)

メール送信機能を使用する場合は、以下の項目も設定してください。
≥「メールサーバー設定」(>73)

≥ Keystone に各ユーザーのメールアドレスを設定
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Web インターフェースの使用
Web インターフェースへのアクセス
Web ブラウザーで下記アドレスにアクセスします。
http://(DA マネージャーの FQDN もしくは IP アドレス )/DA
または
https://(DA マネージャーの FQDN もしくは IP アドレス )/DA
※https を使用する場合は、管理サーバーに SSL/TLS 通信の設定を行う必要があります。
※DA マネージャーへは https でログインすることをお勧めします。

Web インターフェース画面の基本構成
例 : システム管理者用メニュー画面






A Logout
クリックすると、ログアウトします。

B メニュー
メニューを選択すると、それぞれの項目のサブメニューが表示されます。サブメニューを選択すると、メ
ニューの内容が

C に表示されます。

≥ メニュー項目は、ユーザー / マガジン管理者 / システム管理者によって異なります。

C メニュー内容
B で選択したサブメニューの内容が表示されます。

23

準備

Web インターフェースの使用

お知らせ
≥ 一覧表示画面の操作方法
一覧を表示する画面は、基本的に同じ構成になっています。下記を参考に操作してください。






A 検索
条件を設定して「検索」をクリックすると、条件に合う結果のみがリストに表示されます。

B ソート
各項目名の右にある「

」をクリックすると、リスト内のマガジンを並べ替えることができます。ま

た、項目間の境界線をドラッグして、各項目の幅を変更することができます。

C チェックボックス
選択できる場合に表示されます。すべて選択したい場合は、一番上のチェックボックスにチェックを入
れてください。

D ページ移動
件数が多い場合、表示したいページを入力して切り替えられます。ボタンをクリックしてページを移動
できます。またドロップダウンリストから 1 ページ当たりの表示件数を選択できます。
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Web インターフェースメニュー一覧
ログインする権限 ( ユーザー / マガジン管理者 / システム管理者 ) によって、使用可能なメニューが異なります。
メニュー項目 ( 対象ユーザー )

内容

アカウント管理

コンテナ作成の際に使用する初期値を設定し

コンテナデフォルト設定

ます。(>27)

すべてのユーザー

マガジン分配

アカウント未割り当てのマガジンをアカウン
トに割り当てます。(>29)

コンテナ管理
すべてのユーザー

コンテナ登録 / 変更

コンテナの登録と変更を行います。(>31)

コンテナライトプロテクト

コンテナを書き込み禁止 / 書き込み禁止解除
します。(>36)

マガジン管理

コンテナファイナライズ

コンテナをファイナライズします。(>37)

マガジン装填要求リスト

オブジェクトの書き込み / 読み取りに応じた
マガジンの装てん要求のリストを表示しま

マガジン管理者

す。(>39)

システム管理者

マガジン装填 / 取出

マガジンを指定せずに、DA 装置のマガジン
ドロワーのロック解除を許可します。(>40)

マガジン指定取出

取り出したいマガジンを指定して、DA 装置
のマガジンドロワーのロック解除を許可しま
す。(>43)

暗号キーインポート

移動元の暗号化されたコンテナの暗号キーを
インポートします。(>54)

コンテナインポート

移動元 DA マネージャーのコンテナを移動先
DA マネージャーにインポートします。
(>52)

マガジンコピー

コピー元マガジンをコピー先マガジンにコ
ピーするバッチを登録します。(>48)

マガジン復旧

データ消失のおそれがあるマガジンから、新
しいマガジンへデータを移動させます。
(>49)

マガジン廃棄

不要になったマガジンの廃棄を行います。
(>55)

マガジンリスト

DA マネージャーのデータベースに登録され
ているマガジンのリストを表示します。
(>45)

マガジン分配

アカウント未割り当てのマガジンをアカウン
トに割り当てます。(>47)
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メニュー項目 ( 対象ユーザー )

内容

システム管理

DA 装置の登録や削除などを行います。
(>65)

システム管理者

DATA ARCHIVER 登録 /
停止
DATA ARCHIVER 状態表
示

DATA ARCHIVER 設定

ストレージノードに接続されている DA 装置
の状態を確認します。
ストレージノードに接続されている DA 装置
のスキャンを行います。(>67)
ストレージノードに接続された DA 装置の記
録に使用可能なドライブシステム数を設定し
ます。(>68)

システム構成表示

システムの構成情報を表示します。(>69)

システム状態表示

システムの状態を表示します。(>70)

キャッシュファイル解放

キャッシュ有効容量が不足したときなどに、
手動でキャッシュファイルを有効期限切れに
します。(>61)

キャッシュ初期設定

期限切れキャッシュの削除単位、利用可能な
キャッシュ容量下限値を設定します。(>58)

キャッシュ同期設定

キャッシュの同期方法を設定します。(>59)

マガジンコピー設定

マガジンコピーを行うスケジュールを設定し
ます。(>71)

ユーザーグループ設定

Keystone に登録したグループ情報を設定し
ます。(>72)

メールサーバー設定

システムからシステム管理者 / マガジン管理
者にメール通知するための、メールサーバー
設定を行います。(>73)

コンテナ初期値設定

アカウント管理に表示されるコンテナデフォ
ルト設定の初期値を設定します。(>74)

ストレージノード設定

RAID のエラーしきい値レベル、ログの出力
レベルの設定、DA 装置の低消費電力制御の
設定、Read キャッシュの有効期限の設定、
ニアラインマガジンのファイルリード設定を
行います。(>76)
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アカウントの管理
主な機能

担当者

≥「コンテナ登録」画面の表示初期値を設定
≥ マガジンセットの状況確認や、所属するアカウントへマガジンの割り当て
ユーザー

マガジン
管理者

システム
管理者

※「アカウント管理」で管理できるのは、ログインする権限 ( ユーザー / マガジン管理者 / システム管理者 ) にかか
わらず、ログイン時に指定したプロジェクト ( アカウント ) に関してです。

コンテナデフォルト設定
コンテナに登録されるマガジンに対するパラメータを設定します。
ここでの設定は、Web インターフェースを使用してコンテナを作成（
「コンテナの登録」(>32)）する際の初期
値となります。
1

Web インターフェースにログインする

2

メニューから「アカウント管理」→「コンテナデフォルト設定」を選ぶ
コンテナデフォルト設定画面が表示されます。









3

必要な情報を入力する

A コンテナ作成−デフォルト RAID レベル
コンテナへのマガジン登録時に適用されるデフォルトの RAID レベルを選択します。
「RAID 0」/「RAID 5」/「RAID 6」
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B 暗号化
コンテナに適用される暗号化レベルを設定します。
「暗号化なし」/「システムキーでの暗号化」/「アカウントキーでの暗号化」
アカウントキーで暗号化するには、以下の操作を行います。
アカウントキーファイル新規生成 / 生成及びダウンロード
1 「実行」をクリックする
2 アカウントキーワードを入力し、「OK」をクリックする
アカウントキーファイルのダウンロードが開始されます。
アカウントキーファイルのアップロード
1 「参照」※をクリックして、ファイルをフルパスで指定する
※ Web ブラウザーによりボタン名は異なります。
2 「アップロード」をクリックする

C マガジン自動追加
コンテナ容量が不足し、かつ空きマガジンが存在する場合に、コンテナにマガジンを自動追加するかどう
か設定します。
「無効」/「有効」

D ミラー
データを同時に複数のマガジンに記録する場合、同時記録数を指定します。ミラーを作成しない場合は、
ミラー値「1」を指定してください。

E 重複排除
コンテナにデフォルトで適用される重複排除の実行状態を設定します。
「する」/「しない」

F ファイルパック
コンテナにデフォルトで適用されるファイルパックの実行状態を設定します。
パック化を実行する場合は、パック対象ファイル容量、パック容量のデフォルト値を合わせて設定しま
す。
4 「設定」をクリックする

お知らせ
≥ アカウントキーファイルの新規生成時に、同じアカウントキーワードを使用しても、内容の異なるアカウン
トキーファイルがダウンロードされます。
≥ アカウントキーファイルを失うと、そのキーで暗号化されたすべてのオブジェクトは読むことができなくな
ります。
≥ アカウントキーファイルは、使用するブラウザーに設定されているフォルダー、またはユーザーの指定した
フォルダーへダウンロードされます。アカウントキーファイルは慎重に扱い、安全な場所に保管されること
を強くお勧めします。
≥ アカウントキーファイル生成時のキーワードに文字数の制限はありませんが、簡潔で覚えやすいキーワード
を設定することをお勧めします。
≥ 暗号化非対応の DA 装置が登録された環境では、暗号化関連の項目がグレーアウトされ、選択できなくなりま
す。
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マガジン分配
マガジンセットの状況を確認したり、「コンテナ初期値設定」(>74) で「アカウントマガジン追加」を「有効」に
設定している場合は、ユーザーが所属するアカウントへマガジンの割り当てを行えます。
1

Web インターフェースにログインする

2

メニューから「アカウント管理」→「マガジン分配」を選ぶ
マガジン分配画面が表示されます。
≥「アカウントマガジン追加」が無効の場合
マガジンセットに割り当てられているマガジンの状況が確認できます。

≥「アカウントマガジン追加」が有効の場合
アカウントで使用するマガジンを登録できます。

3

アカウントに登録したいマガジンを選択し、

をクリックする

登録可能なマガジン（アカウントに属さない空マガジン）が「登録可能マガジン」に表示されています。登録
したいマガジンを選択し、「マガジン ( 未記録 )」欄へマガジンを移動させ、マガジンを１つ以上登録してくだ
さい。
4 「登録」をクリックする
マガジンがアカウントに登録されます。

お知らせ
≥「登録可能マガジン」にはオフラインマガジンは表示されません。
≥ バーコード情報が登録されていないマガジンは、バーコード情報が空欄になります。
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主な機能

担当者

≥ コンテナの作成、構成変更、ライトプロテクト、ファイナライズ
コンテナの仕組みについては、「Swift のアカウント・コンテナ・オブジェク
トと、マガジンの対応」(>8) を参照してください。
ユーザー

マガジン
管理者

システム
管理者

※「コンテナ管理」で管理できるのは、ログインする権限 ( ユーザー / マガジン管理者 / システム管理者 ) にかかわ
らず、ログイン時に指定したプロジェクト ( アカウント ) のコンテナに関してです。
コンテナ管理の流れ ( 一例 )
1

コンテナを作成します。マガジンの登録、暗号化の設定も行います。(B)

2

必要に応じて、コンテナ一覧を確認します。(A)

3

必要に応じて、コンテナにマガジンを追加します。(C)
必要に応じて、コンテナをライトプロテクトします。また、必要に応じてライトプロテクトを解除します。
(D)
必要に応じて、コンテナをファイナライズします。(E)






Account

Account

Account

Container1

Container1

Container1

Magazine1

Magazine1

Magazine1

Magazine2

各操作の説明はこちらをお読みください。

A コンテナ一覧表示 >31 ページ
B コンテナの登録 >32 ページ
C コンテナの構成変更 >35 ページ
D コンテナのライトプロテクト >36 ページ
E コンテナのファイナライズ >37 ページ

お知らせ
≥ マガジンはあらかじめ登録しておく必要があります。「マガジン分配」(>47) を参照してください。
≥ コンテナの暗号化、ファイナライズの設定に応じて、マガジンが暗号化、ファイナライズされます。
≥ NAS ストレージとして使用する場合は、作成したコンテナを管理サーバーに S3QL でマウントする必要があ
ります。
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コンテナ一覧表示
1
2

Web インターフェースにログインする
メニューから「コンテナ管理」→「コンテナ登録 / 変更」を選ぶ
コンテナ登録 / 変更画面が表示されます。



















A コンテナ名
コンテナ作成時に設定したコンテナ名が表示されます。

B RAID レベル
C

コンテナ作成時に設定した RAID レベルが表示されます。
「RAID 0」/「RAID 5」/「RAID 6」
暗号化
コンテナ作成時に設定したコンテナの暗号化状態が表示されます。
「無し」：
「システム暗号化」：
「アカウント暗号化」：
「コンテナ暗号化」：

暗号化なし
システムキーによる暗号化
アカウントキーによる暗号化
コンテナキーによる暗号化

D 重複排除
E
F
G
H
I

コンテナ作成時に設定した重複排除の実行状態が表示されます。
「する」/「しない」
ファイルパック
コンテナ作成時に設定したファイルパックの実行状態が表示されます。
「する」/「しない」
総コンテナ容量
コンテナの総容量が表示されます。
ライトプロテクト状況
「コンテナのライトプロテクト」で設定したライトプロテクト状態が表示されます。
「書込み可能」/「書込み防止」
ファイナライズ状況
「コンテナのファイナライズ」でファイナライズしたかどうか表示されます。
「未ファイナライズ」/「ファイナライズ済み」/「ファイナライズ中」
インポート状態
コンテナがインポートされたものかどうか表示されます。
「はい」：
「いいえ」：

3

コンテナ名

インポートされたコンテナ
自身で作成したコンテナ

A を選び、クリックする

コンテナの構成マガジン一覧画面が表示されます。
お知らせ
≥ 必要に応じて、コンテナへのアクセス権を API で設定してください。
≥ コンテナ登録 / 変更画面には、Web インターフェースにログインしたアカウントで作成したコンテナのみが
一覧表示されます。
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コンテナの登録
１つ以上のマガジンをグループ化してコンテナとして管理します。
1

Web インターフェースにログインする

2

メニューから「コンテナ管理」 →「コンテナ登録 / 変更」を選ぶ
コンテナ登録 / 変更画面が表示されます。

3 「コンテナ作成」をクリックする
コンテナの登録画面が表示されます。









TENTATIVE





4

必要な情報を入力する

A コンテナ名（最大 256 バイト）
B RAID レベル
C 暗号化
「暗号化なし」：

暗号化しない

「システムキーでの暗号化」： システムキーで暗号化する
「アカウントキーでの暗号化」： アカウントキーで暗号化する
「コンテナキーでの暗号化」： コンテナキーで暗号化する
アカウントキーで暗号化するには、事前に「コンテナデフォルト設定」(>27) でアカウントキーを設定
しておいてください。
コンテナキーで暗号化するには、以下の操作を行います。
コンテナキーファイル新規作成： 生成及びダウンロード
1 「実行」をクリックする
2 コンテナキーワードを入力し、「OK」をクリックする
コンテナキーファイルのダウンロードが開始されます。
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コンテナキーファイルアップロード
1 「参照」※をクリックして、ファイルをフルパスで指定する
※ Web ブラウザーによりボタン名は異なります。
2 「アップロード」をクリックする

D マガジン自動追加
コンテナの容量が不足した場合にはコンテナにマガジンを追加する必要がありますが、それを自動で行う
か手動で行うかを設定します。
有効：コンテナ容量が不足するとき、マガジンセットから自動でマガジンをコンテナに追加します。マ
ガジンセットに未使用のマガジンが登録されているか定期的に確認してください。
未使用マガジンがない場合にコンテナ容量が不足するとコンテナへのオブジェクト記録がエラー
になります。
無効：マガジンセットからコンテナへのマガジン追加は手動で実行する必要があります。
マガジン追加を行わない場合にはコンテナへのオブジェクト記録はエラーになります。

E ミラー値
データを同時に複数のマガジンに記録する場合、同時記録数を指定する。ミラーを作成しない場合は、ミ
ラー値「1」を指定してください。

F 重複排除
キャッシュ内に保存されているオブジェクトと PUT されたオブジェクトの内容が重複した場合に、重複
排除を実行するかどうか設定します。
「する」/「しない」

G ファイルパック
小容量オブジェクトのパック化を実行するかどうか設定します。
パック化を実行する場合は、チェックボックスにチェックを入れ、パック対象ファイル容量とパック容量
を設定します。

H マガジンの登録
登録可能なマガジン ( コンテナに属さないブランクマガジン ) が「登録可能マガジン」に表示されていま
す。コンテナに登録したいマガジンを選択し、
移動させます。
≥ マガジンを 1 つ以上登録してください。
5 「登録」をクリックする
コンテナが作成されます。
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お知らせ
≥ 登録済みマガジンの設定は変更されません。新規に登録するマガジンに対して適用されます。
≥ コンテナキーファイルの新規生成時に、同じコンテナキーワードを使用しても、内容の異なるコンテナキー
ファイルがダウンロードされます。
≥ コンテナキーファイルを失うと、そのキーで暗号化されたすべてのオブジェクトは読むことができなくなり
ます。
≥ コンテナキーファイルは、使用するブラウザーに設定されているフォルダー、またはユーザーの指定し
たフォルダーへダウンロードされます。コンテナキーファイルは慎重に扱い、安全な場所に保管されるこ
とを強くお勧めします。
≥ コンテナキーファイル生成時のキーワードに文字数の制限はありませんが、簡潔で覚えやすいキーワードを
設定することをお勧めします。
≥ コンテナに追加されたマガジンは、オブジェクトの記録がなくても同期実行時に管理情報が同期されます。
≥ コンテナ作成後はコンテナ名、RAID レベル、暗号化、重複排除の有効 / 無効、ファイルパックの有効 / 無効を
変更できません。
≥「登録可能マガジン」にはオフラインマガジンは表示されません。
≥ マガジンセットに 1.2TB マガジン、3.6 TB マガジン、6.0 TB マガジンが混在している場合、
「マガジン自
動追加」では容量の大きいマガジンから順番に使用されます。
≥ マガジン登録時には、「ミラー値」の倍数の同じ種類のマガジンを追加する必要があります。
≥ NAS ストレージとして使用する場合は、作成したコンテナを管理サーバーに S3QL でマウントする必要があ
ります。
≥ バーコード情報が登録されていないマガジンは、バーコード情報が空欄になります。
≥ 暗号化非対応の DA 装置が登録された環境では、暗号化関連の項目がグレーアウトされ、選択できなくなりま
す。
≥「重複排除」を実行すると、キャッシュ内に保存されているオブジェクトと PUT されたオブジェクトの内容
が重複した場合に、該当データがマガジンへ記録されなくなります。
≥ ファイルパックを有効にすると、マガジンへ記録を行うタイミングでキャッシュ内に保存された小容量オブ
ジェクトのパック化が実行されます。
≥ ミラーリングしているマガジンは、ミラーを構成するすべてのマガジンが DA 装置に装てんされている状態で
使用してください。
≥ ミラーリングしているマガジンの一部がオフラインになると、以下の条件で該当コンテナへの PUT が実行で
きなくなります。
ファイルパック有効時：1 本のマガジンがオフラインになったとき
ファイルパック無効時：半数を超えるマガジンがオフラインになったとき
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コンテナの構成変更
コンテナへのマガジンの登録、登録解除を行います。
1

Web インターフェースにログインする

2

メニューから「コンテナ管理」→「コンテナ登録 / 変更」を選ぶ
コンテナ登録 / 変更画面が表示されます。(>31)

3

変更したいコンテナの「変更」をクリックする
コンテナの変更画面が表示されます。







4

必要な設定をする

A マガジン自動追加 (>33)
B ミラー値 (>33)
C ファイルパック (>33)
ファイルパックが有効な場合、パック対象ファイル容量とパック容量の設定が変更できます。

D マガジンの登録
登録可能なマガジン ( コンテナに属さないブランクマガジン ) が「登録可能マガジン」に表示されていま
す。コンテナに登録したいマガジンを選択し、

をクリックして、
「マガジングループ（未登録）
」

に移動させます。
「マガジングループ（記録済）」には、すでに登録されて使用中のマガジンが表示されます。
5 「登録」をクリックする

お知らせ
≥ コンテナに追加されたマガジンは、オブジェクトの記録がなくても同期実行時に管理情報が同期されます。
同期後は「マガジングループ（記録済）」となります。
≥「マガジングループ（未記録）
」および「マガジングループ（記録済）」にあるマガジンは、登録を解除できま
せん。
≥ マガジン登録時には、「ミラー値」の倍数の同じ種類のマガジンを追加する必要があります。
≥ ミラー値を変更しても、すでにマガジングループ ID が付与されているマガジンの構成には適用されません。
変更後のミラー値は、新たなマガジンに対してマガジングループ ID を付与するタイミングで適用されます。
≥ バーコード情報が登録されていないマガジンは、バーコード情報が空欄になります。
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コンテナのライトプロテクト
コンテナを一時的にライトプロテクト ( 書込み防止 ) します。ライトプロテクトされている間、コンテナへのオブ
ジェクト記録は不可能になり、コンテナへのマガジン登録などのコンテナの構成変更 (>35) も不可能となりま
す。
1

Web インターフェースにログインする

2

メニューから「コンテナ管理」 →「コンテナライトプロテクト」を選ぶ
コンテナライトプロテクト画面が表示されます。

≥ 画面の基本操作については、24 ページの「お知らせ」を参照してください。
≥ 項目名については、「コンテナ一覧表示」(>31) を参照してください。
3

ライトプロテクトしたいコンテナをチェックボックスで選択する

4 「書込み防止」をクリックする
5 「OK」をクリックする

ライトプロテクトの解除
3

ライトプロテクトを解除したいコンテナをチェックボックスで選択する

4 「書込み可能」をクリックする
5 「OK」をクリックする

お知らせ
≥ ライトプロテクトは論理的なプロテクトであり、マガジン自体は変更されません。
≥ NAS ストレージとして使用しているコンテナに対して、ライトプロテクトの実行 / ライトプロテクトの解除
を行う場合は、必ず S3QL の Web インターフェースを使用して、ボリュームライトプロテクト画面から操
作を行ってください。(>99)
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コンテナのファイナライズ
今後変更を行わないコンテナをファイナライズします。
準備
≥ ファイナライズの前に、対象となるコンテナのオブジェクト状況、キャッシュ状況など、ファイナライズに
問題がないことを確認しておいてください。
1

Web インターフェースにログインする

2

メニューから「コンテナ管理」 →「コンテナファイナライズ」を選ぶ
コンテナファイナライズ画面が表示されます。

≥ 画面の基本操作については、24 ページの「お知らせ」を参照してください。
≥ 項目名については、「コンテナ一覧表示」(>31) を参照してください。
3

ファイナライズしたいコンテナをチェックボックスで選択する

4 「ファイナライズ」をクリックする
5 「OK」をクリックする
ファイナライズが実行されます。

お知らせ
≥ コンテナに属するマガジンすべてにファイナライズが実施されます。ファイナライズされたコンテナへのオ
ブジェクト記録は不可能になり、コンテナの構成変更 (>35) も不可能となります。
≥ ファイナライズを行うと、そのコンテナはリードオンリー ( 読み取りのみ可能 ) となり、新たな変更は受け付
けなくなります。
≥ キャッシュ同期の合間を利用してファイナライズされていくため、複数マガジンで構成されるコンテナはラ
イトキャッシュ状況により、ファイナライズ完了までに時間がかかる場合があります。
≥ ファイナライズ指定されたコンテナに未同期のキャッシュが存在する場合、該当マガジンはファイナライズ
前に同期が実施されます。
≥ NAS ストレージとして使用しているコンテナをファイナライズする場合は、必ず S3QL の Web インター
フェースを使用して、ボリュームファイナライズ画面から操作を行ってください。(>100)
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マガジンの管理
マガジンの管理では、新規のマガジンを DA マネージャーに登録したり、利用者のファイル要求に応じたりする
ために、マガジンを DA 装置に装てん、または DA 装置から取り出したりします。
主な機能

担当者

≥ DA マネージャーへの新規マガジンの登録と削除
≥ マガジンの DA 装置への装てん、取り出し
マガジン
管理者

マガジン管理の流れ ( 一例 )
1

新規マガジンを登録するために、DA 装置に装てんしま



す。装てんすると、自動的に DA マネージャーに登録さ

DA マネー
ジャー

マガジンをアカウントに割り当ててください。(B)

3

利用者がコンテナ内のファイルを読み取ろうとすると、必要

利用者

に応じてマガジン装てん要求メールが管理者に送付されま
す。管理者は、マガジン装填要求リストを確認します。(C)
4









れます。(A)
2

システム
管理者

DA 装置のマガジンドロワーに空きがない場合、マガジ
ンを取り出します。(D)

DA
装置

装てん要求のあったオフラインマガジンをマガジンドロ




ワーに装てんします。(D)
≥ 必要に応じて、DA 装置からマガジンを取り出して、棚な
≥ 必要に応じて、マガジンリストを確認します。(F)




≥ 必要に応じてマガジンを別の未使用マガジンにコピーしま

棚など

どに格納します。(D,



E)

す。(G)



≥ 必要に応じて、マガジンを復旧します。(H)
≥ 必要に応じて異なる DA マネージャーで作成したコンテナ
をインポートします。(D, I)
≥ 必要に応じて、マガジンを廃棄します。(J)
≥ 必要に応じて、API を使用したマガジン点検を実施します。(K)

A マガジンの登録 >21 ページ
B マガジンの割り当て >47 ページ
C マガジン装填要求リストの確認 >39 ページ
D マガジン装填 / 取出 >40 ページ
E マガジンの指定取り出し >43 ページ
F マガジンリストの表示 >45 ページ

G マガジンのコピー >48 ページ
H マガジンの復旧 >49 ページ
I コンテナインポート >52 ページ
J マガジンの廃棄 >55 ページ
K マガジンの点検 >56 ページ

お知らせ
≥ コンテナへのマガジン登録、マガジンの暗号化、ライトプロテクト、ファイナライズはコンテナ管理の中で
行います。「コンテナの管理」(>30) を参照してください。
≥ マガジンに 1 次元 /2 次元コードを貼る場合は、複数のマガジンで同じ 1 次元 /2 次元コードを使用しないでく
ださい。1 次元 /2 次元コードの仕様については、DA 装置のオペレーターガイドをご覧ください。
≥ マガジンの廃棄を行う場合は、間違いのないようにしてください。
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マガジンの管理

マガジン装填要求リスト
利用者から送られたファイル要求に応じたオフラインマガジンの装てん要求のリストを表示します。
1

マガジン管理者またはシステム管理者として Web インターフェースにログインする

2

メニューから「マガジン管理」→「マガジン装填要求リスト」を選ぶ
マガジン装填要求リスト画面が表示されます。



3

検索機能とソート機能を使って、リストを絞り込む
≥ 画面の基本操作については、24 ページの「お知らせ」を参照してください。

A 項目名
要求日時 :
ストレージノード :
IP:
総ファイルサイズ :
状況 :
タイプ :

ファイル要求のあった日時が表示されます。
ファイル要求したストレージノード名が表示されます。
ファイル要求したストレージノードの IP が表示されます。
要求されたファイルの総容量が表示されます。
ファイルの状態が表示されます。
「未処理」/ 「装填済み」
要求の種類が表示されます。
「S」：マガジンコピー（コピー元）/「D」：マガジンコピー（コピー先）/
「R」：読み取り / 「W」：書き込み / 「F」：ファイナライズ /「C」
：マガジン点検

≥ 上記以外の項目については、「マガジンリスト」(>45) を参照してください。
お知らせ
≥
≥
≥
≥

6.0 TB マガジンは LB-DH8、LB-DH7 シリーズではご使用いただけません。
3.6 TB マガジンは LB-DH8 シリーズではご使用いただけません。
1.2 TB マガジンは LB-DH8 シリーズの DA 装置への装てんを推奨します。
LB-DH7 シリーズの DA 装置をドライブシステム数１の構成で使用する場合は、3.6 TB マガジンを使用して
ください。
≥ LB-DH6 シリーズの DA 装置をドライブシステム数１の構成で使用する場合は、6.0 TB マガジンまたは
3.6 TB マガジンを使用してください。
≥ バーコード情報が登録されていないマガジンは、バーコード情報が空欄になります。
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マガジン装填 / 取出
マガジンドロワーの空きスロットに新規マガジンを装てんしたいときなどに、マガジンドロワーのロック解除を許
可します。
お知らせ
≥ DA マネージャー動作中、DA 装置のマガジンドロワーはロック解除禁止状態になります。DA マネージャー
からロック解除を許可すると、DA 装置でマガジンドロワーのロック解除が行えるようになります。
≥ LB-DH7 シリーズ、LB-DH6 シリーズの DA 装置では、DA マネージャーからロック解除を許可すると、選択
したマガジンドロワーが自動的にロック解除されます。
※モードを切り換えることで、自動的にロック解除されない設定にすることも可能です。
≥ マガジンドロワーが自動的にロック解除される設定で、複数のマガジンドロワーを選択してロック解除を
行った場合は、選択したマガジンドロワーが順番にロック解除されます。
≥ 取り出したいマガジンがある場合は、「マガジン指定取出」(>43) の操作を行うことをお勧めします。本機
能と比べて次の点が異なります。
` 各マガジンのアクセス状況、未同期キャッシュ容量などの情報を確認して、マガジン指定が可能です。
≥ マガジン取り出し時、DA 装置には指定したマガジンの位置が表示されます。
表示内容の詳細については、ご使用になる DA 装置のオペレーターガイドをご覧ください。
1

マガジン管理者またはシステム管理者として Web インターフェースにログインする

2

メニューから「マガジン管理」→「マガジン装填 / 取出」を選ぶ
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3

マガジンの管理

登録されている DA 装置の状態を表示する
マガジンドロワー内のスロットの状態が表示されます。

4

オンライン

現在 DA 装置内のドライブシステムにロードされているマガジン

ニアライン

DA 装置内にはあるが、ドライブシステムに装てんされていないマガジン

未フォーマット

ブランクマガジン

空き

マガジンなし

不明

マガジン ID が不明、またはマガジンの RFID 領域の一部が不正な状態のマガジン

管理外

DA マネージャーシステム以外で使用中で、本システムでは利用不可のマガジン

取り出したいマガジンが装てんされているドロワーを
ショートカット欄

B のチェックボックスから選択する

C をクリックすると、選択したいモジュールに画面がスクロールします。

5 「ドロワーオープン」をクリックする
DA 装置 の動作状態に従って、確認メッセージが表示されます。
6 「OK」をクリックする
≥「未同期のファイルがあります。」の確認メッセージで「OK」をクリックした場合は、ファイルの同期は
行われません。
≥「実行中ジョブは中断されます。」の確認メッセージで「OK」をクリックした場合は、読み取りなどの処
理が中断されます。
≥「オンラインマガジンはイジェクトされます。」の確認メッセージで「OK」をクリックした場合は、オン
ラインマガジンがイジェクトされます。
≥「中止」をクリックすると、ロック解除の許可を中止することができます。
※マガジンドロワーが自動的にロック解除される設定では、「中止」ボタンが「終了」ボタンに変わります。
≥

D に「ドロワーオープン可能」とメッセージが表示されると、DA 装置でマガジンドロワーのロック解除
が行えるようになります。

DA 装置 でロック解除を行い、マガジンドロワーを引き出します。
お知らせ
≥ 未同期オブジェクトのあるマガジンを取り出す場合、同期後に取り出すことを推奨します。
≥ ドロワーを指定してドロワーオープンを実行すると、ドロワーを再ロックしてマガジンをニアラインに戻す
までの間、指定したドロワーに同期の対象となるマガジンが存在するコンテナにはオブジェクトの PUT が
できなくなります。
≥ マガジンの入ったスロットを選択すると、マガジンの情報が表示されます。
※「メディアタイプ」でマガジンの種類を判断することができます。
≥ マガジン情報のスロット番号には、以下の番号が表示されます。
上段から順に、マガジンドロワー L1 〜 L5、R1 〜 R5 の各スロットに付与した通し番号
≥ LB-DH8シリーズの DA装置に3.6 TBマガジン /6.0 TB マガジンが装てんされた場合や、LB-DH7シリーズ
の DA 装置に 6.0 TB マガジンが装てんされた場合は、スロット状態が「不明」となります。
≥ バーコード情報が登録されていないマガジンは、バーコード情報が空欄になります。
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マガジンドロワーの再ロック
必要な作業が終わったら、マガジンドロワーを DA 装置に挿入します。
≥ マガジンドロワーを挿入したあと、DA 装置でマガジン取り出しモードを終了させると、マガジンドロワーが
ロック解除禁止状態になります。
お知らせ
≥ 作業が終わったら DA 装置の「Finish」を押してマガジン取り出しモードを終了させてください。
「Finish」
を押すまでは DA 装置はマガジンドロワーのロック解除可能状態にあり、DA マネージャーからマガジンへ
の読み取り / 書き込み等の動作はできません。「Finish」を押すと DA 装置はマガジンの装てん状況を確認す
るインベントリを実行したのち、動作可能になります。
≥「Finish」の操作方法については、ご使用になる DA 装置のオペレーターガイドをご覧ください。
≥ LB-DH7 シリーズ、LB-DH6 シリーズの DA 装置では、DA 装置のマガジンドロワーを閉めた時点でマガジン
取り出しモードが自動的に終了します。
※モードを切り換えることで、自動的にマガジン取り出しモードが終了しない設定にすることも可能です。
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マガジン指定取出
DA 装置内のマガジンを取り出す際に、マガジンの詳細内容を表示し、取り出すべきマガジンの絞り込みを支援します。
お知らせ
≥ DA マネージャー動作中、DA 装置のマガジンドロワーはロック解除禁止状態になります。DA マネージャー
からロック解除を許可すると、DA 装置でマガジンドロワーのロック解除が行えるようになります。
≥ LB-DH7 シリーズ、LB-DH6 シリーズの DA 装置では、DA マネージャーからロック解除を許可すると、選択
したマガジンが入っているマガジンドロワーが自動的にロック解除されます。
※モードを切り換えることで、自動的にロック解除されない設定にすることも可能です。
≥ マガジンドロワーが自動的にロック解除される設定で、複数のマガジンドロワーを選択してロック解除を
行った場合は、選択したマガジンが入っているマガジンドロワーが順番にロック解除されます。
1

マガジン管理者またはシステム管理者として Web インターフェースにログインする

2

メニューから「マガジン管理」→「マガジン指定取出」を選ぶ
マガジン指定取出画面が表示されます。





3

検索機能とソート機能を使って、目的のマガジンを探す
≥ 画面の基本操作については、24 ページの「お知らせ」を参照してください。

A 項目名
DATA ARCHIVER:
状況 :

4

マガジンが入っている DA 装置が表示されます。
マガジンの状態が表示されます。
「オンライン」/「ニアライン」

最終更新日時 :

最後に更新された日時が表示されます。

未同期サイズ :

マガジンに書き込まれていないファイルの合計サイズが表示されます。

≥ 上記以外の項目については、「マガジンリスト」(>45) を参照してください。
オフライン化したいマガジンをチェックボックスで選択する

5 「取出し」をクリックする
6 「OK」をクリックする
≥「未同期のファイルがあります。」の確認メッセージで「OK」をクリックした場合は、ファイルの同期は行
われません。
≥「実行中ジョブは中断されます。」の確認メッセージで「OK」をクリックした場合は、読み取りなどの処
理が中断されます。
≥「オンラインマガジンはイジェクトされます。」の確認メッセージで「OK」をクリックした場合は、オン
ラインマガジンがイジェクトされます。
≥「中止」をクリックすると、ロック解除の許可を中止することができます。
※マガジンドロワーが自動的にロック解除される設定では、「中止」ボタンが「終了」ボタンに変わります。
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B に「ドロワーオープン可能」とメッセージが表示されると、DA 装置でマガジンドロワーのロック解除

が行えるようになります。
マガジン指定取り出しを実行すると該当マガジンのドロワー内での位置が DA 装置に表示されます。
DA 装置でロック解除を行い、マガジンドロワーを引き出します。
≥ 表示内容の詳細については、ご使用になる DA 装置のオペレーターガイドをご覧ください。
≥ マガジンドロワーの再ロックについては、42 ページをご覧ください。

お知らせ
≥ 未同期オブジェクトのあるマガジンを取り出す場合、同期後に取り出すことを推奨します。
≥ コンテナ内の同期対象マガジンを取り出すと、ドロワーを再ロックしてマガジンをニアラインに戻すまでの
間、指定したマガジンが所属するコンテナにはオブジェクトの PUT ができなくなります。
≥ バーコード情報が登録されていないマガジンは、バーコード情報が空欄になります。
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マガジンリスト
1

マガジン管理者またはシステム管理者として Web インターフェースにログインする

2

メニューから「マガジン管理」→「マガジンリスト」を選ぶ
マガジンリスト画面が表示されます。



3

検索機能とソート機能を使って、リストを絞り込む

A 項目名
マガジン ID:

マガジン ID が表示されます。

バーコード :

マガジンに１次元コードもしくは２次元コードが貼られている場合、その内容が
表示されます。

グループ：

マガジングループ ID (>54) が表示されます。

コンテナ :

マガジンがコンテナに登録されている場合、コンテナ名が表示されます。

アカウント：

マガジンを所有するユーザーが表示されます。

ドメイン :

アカウントが所属するドメイン名が表示されます。

空き容量 :

空き容量が表示されます。

メディアタイプ :

マガジンの種類が表示されます。
「6.0 TB magazine」/「3.6 TB magazine」/「1.2 TB magazine」

RAID レベル :

RAID レベルが表示されます。
「RAID 6」/「RAID 5」/「RAID 0」/「-」: マガジングループが割り当てられ
ていない
≥ マガジンが実際にフォーマットされていなくても、マガジングループが割り当
てられた段階で、設定内容がマガジンの RAID レベルとして表示されます。

フォーマット済：

フォーマット済みの場合「Yes」、そうでない場合「No」と表示されます。

ファイナライズ済： ファイナライズ済みの場合「Yes」
、そうでない場合「No」と表示されます。
ライトプロテクト済 ( ソフト ) :

マガジンが論理的にライトプロテクトされている場合「Yes」
、そうでない場合
「No」と表示されます。
≥ DA マネージャーにはマガジンを論理的にライトプロテクトする機能はありませ
ん。別のアプリケーションで設定されている可能性があります。
（「コンテナの
ライトプロテクト」とは異なる機能です）
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ライトプロテクト済 ( ハード ): マガジンの書き込み防止スイッチの状態が表示されます。DA 装置に装てんされ
てからドライブシステムに装てんされるまでの間は「不明」
、一度でもドライブシ
ステムに装てんされたのちは、書き込み防止スイッチが書き込み防止になってい
る場合「Yes」
、そうでない場合「No」と表示されます。
暗号化 :

暗号化されている場合、使用する鍵に応じて「システム暗号化」、「アカウント暗
号化」もしくは「コンテナ暗号化」と表示されます。暗号化されていない場合は
「無し」が表示されます。マガジンにマガジングループが割り当てられていない場
合は「-」と表示されます。
≥ マガジンが実際に暗号化されていなくても、マガジングループが割り当てられ
た段階で、設定内容がマガジンの暗号化として表示されます。

マガジン状態 :

マガジンの状態が表示されます。
「オンライン」/「ニアライン」/「オフライン」

所在区分 :

マガジンが DA 装置に装てんされている場合「DATA ARCHIVER ( )」と表示さ
れます。( ) 内には装てんされている DA 装置名が表示されます。マガジンが DA
装置に装てんされていない場合は「その他」と表示されます。

B コンテナ
クリックすると、コンテナの変更画面 (>35) に移動します。

お知らせ
≥ バーコード情報が登録されていないマガジンは、バーコード情報が空欄になります。
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マガジン分配
アカウントで使用するマガジンを登録します。（マガジン管理者用の設定画面です）
1

マガジン管理者またはシステム管理者として Web インターフェースにログインする

2

メニューから「マガジン管理」→「マガジン分配」を選ぶ
マガジン分配画面が表示されます。






3

必要な情報を入力する

A ドメインの選択
マガジンを登録するアカウントが所属しているドメインを選択します。

B アカウントの選択
マガジンを登録するアカウントを選択します。

C マガジンの登録
登録可能なマガジン ( アカウントに属さないブランクマガジン ) が「登録可能マガジン」に表示されてい
ます。アカウントに登録したいマガジンを選択し、

をクリックして、「マガジン ( 未記録 )」に移

動させます。マガジンを 1 つ以上登録してください。
4 「登録」をクリックする

お知らせ
≥ バーコード情報が登録されていないマガジンは、バーコード情報が空欄になります。
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マガジンコピー
DA 装置に装てんされている記録済みマガジンを、選択した未フォーマットマガジンにコピーするバッチを登録します。
≥ 登録したバッチを実行する場合は、マガジンコピー設定 (>71) を参照してください。
準備
≥ 操作の前に未フォーマットマガジンが DA 装置に装てんされていることを確認しておいてください。
≥ アカウントに割り当てられているマガジンは、未フォーマット状態でもコピー先には指定できないため、
コピー先に指定したいマガジンは、アカウントへの割り当てを行わないでください。
1
2

マガジン管理者またはシステム管理者として Web インターフェースにログインする
メニューから「マガジン管理」→「マガジンコピー」を選ぶ
マガジンコピー画面が表示されます。





3





以下の項目を設定する

A ドメイン
B
C
D

コピーを実行するアカウントが所属しているドメインを選択します。
アカウント
コピーするマガジンが割り当てられているアカウントを選択します。
コンテナ名
コピー元マガジンが割り当てられているコンテナを選択します。
コンテナに含まれるコピー元マガジンが絞り込まれます。
コピーモード
コピーモードを選択します。
通常コピー :
高速コピー :

コピー元マガジン内のデータをファイル単位で新しいマガジンへコピーします。
コピー元マガジンのディスクイメージを新しいマガジンへコピーします。

E コピー元マガジン
コピー元マガジンを選択します。
F コピー先マガジン
アカウントに割り当てられていない未フォーマットマガジンから、コピー先のマガジンを選択します。
4 「登録」をクリックする
5 「OK」をクリックする
お知らせ
≥ マガジンコピー動作が開始されると、コピー完了まで中断 / 停止できません。マガジンコピー中にサーバーの
停止 / 再起動 / 電源オフを行わないでください。
≥ コピー元マガジンには、ファイナライズ済み、または、空き容量がなくなり記録できなくなったマガジンを
指定することを推奨します。
コピー元マガジンには記録可能なマガジンも指定可能ですが、その場合はコンテナライトプロテクトでオブ
ジェクトの書き込みを防止してください。
≥ コピー情報が複数登録されている場合は、登録されているコピー情報が順番に実行されます。
≥ コピー完了後、コピー先マガジンはコピー元マガジンのミラーとして扱われます。
≥ コピー元マガジン、コピー先マガジンには同じ種類のマガジンを指定してください。
≥ バーコード情報が登録されていないマガジンは、バーコード情報が空欄になります。
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マガジンの復旧
マガジンの修復機能は、マガジンが以下のような状態になった場合に使用します。
≥ RAID による修復可能なリードエラーが頻発する
≥ 書き込みに失敗する
≥ RFID が読めない、書けない
データ消失など致命的なエラーが発生する前に、修復機能により RFID も含めたマガジン内のデータを健全な状態
に戻します。
修復機能としては、新しいマガジンへのデータコピーを行うマガジン復旧（通常復旧 / 高速復旧）と、新しいマガ
ジンを使用せず、指定したマガジンを追記可能な状態に戻すマガジン修復が選択できます。
復旧元マガジンの状態によっては、高速復旧とマガジン修復が正常に実行できない場合があります。処理に失敗し
た場合は以下の順で処理を再実行してください。
≥ マガジン修復に失敗した場合 → 高速復旧を実行
≥ 高速復旧に失敗した場合 → 通常復旧を実行
マガジン復旧により、データを新しいマガジンへコピーした場合は、マガジン復旧が正常に終了したあとに、復旧
元マガジンは自動的に廃棄されます。
1
2

マガジン管理者またはシステム管理者として Web インターフェースにログインする
メニューから「マガジン管理」→「マガジン復旧」を選ぶ
マガジン復旧画面が表示されます。











3

以下の項目を設定または確認する
A ドメイン
復旧を実行するアカウントが所属しているドメインを選択します。
B アカウント
復旧するマガジンが割り当てられているアカウントを選びます。
C コンテナ名
復旧するマガジンが割り当てられているコンテナを選びます。
D 復旧モード
復旧モードを選びます。
通常復旧：

復旧元マガジン内のデータをファイル単位で新しいマガジンへコピーします。

高速復旧：

復旧元マガジンのディスクイメージを新しいマガジンへコピーします。

マガジン修復：

書き込みに失敗した情報を破棄してマガジンを追記可能な状態に戻します。

E 復旧元マガジン
DA 装置に装てんされているフォーマット済みマガジンから、復旧元のマガジンを選びます。

F 復旧先マガジン
G

アカウントに割り当てられていない未フォーマットマガジンから、復旧先のマガジンを選びます。
復旧モードにマガジン修復を選択すると、復旧先マガジン欄がグレーアウトされ選択できなくなります。
復旧状況
復旧モード：
状態：
復旧元マガジン：
復旧先マガジン：

復旧モードが表示されます。
マガジン復旧の実行状態を表示します。復旧中 / 正常終了 / エラー終了
復旧元のマガジン ID（バーコード）が表示されます。
復旧先のマガジン ID（バーコード）が表示されます。

4 「復旧」をクリックする
5 「OK」をクリックする
マガジン復旧が実行されます。
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お知らせ
≥ 復旧状況欄はマガジン復旧を開始するまでは前回の状況を表示します。
≥ マガジンコピーとの差について
マガジンコピーではコピー完了後もコピー元マガジンが利用可能ですが、マガジン復旧でデータを新しいマ
ガジンへコピーした場合は、復旧完了後に復旧元マガジンが利用できなくなります。
また、マガジンコピーはマガジンコピー設定の内容に応じてコピーが実行されますが、マガジン復旧は即時
実行となります。
≥ 復旧元マガジン、復旧先マガジンには同じ種類のマガジンを指定してください。
≥ バーコード情報が登録されていないマガジンは、バーコード情報が空欄になります。
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インポート機能について
インポート機能では異なる DA マネージャー間でコンテナのデータの共有を行うため、インポートを行います。

インポートの流れ（一例）
1
2
3

移動元の DA マネージャーから移動先の DA マネージャーに暗号キーを送付します
移動先の DA マネージャーに送付した暗号キーを取り込みます
移動先の DA マネージャーにコンテナ情報をインポートします

 インポート

 暗号キー送付※1

 暗号キー取り込み※1

Copy

 インポート※2
※1
※2

必要な場合実施
暗 号 化 コ ン テ ナ は、イ ン
ポート 3 の前に暗号キー
の取り込み 2 が必要

DA 装置

拠点 A

拠点 B

DA 装置

各操作の説明はこちらをお読みください。

A コンテナのインポート >52 ページ
B 暗号キーのインポート >54 ページ
お知らせ
≥ ミラー構成のコンテナをインポートする場合は、そのコンテナの全マガジンを装てんするのではなく、コン
テナ内通番が連続する 1 組のマガジンを、移動先 DA マネージャー環境に登録されている DA 装置に装てん
してください。
≥ DA マネージャー環境でコンテナ登録した未使用マガジンは別の DA マネージャー環境で使用しないでくださ
い。
≥ コンテナに未登録のマガジンであっても、一度システムに登録されたマガジンを別の DA マネージャー環境で
使用する場合は、必ず元環境で「マガジン廃棄」を行い、システムから該当マガジンに関するすべての情報
を削除してください。
≥ NAS ストレージとして使用していたコンテナをインポートする場合は、必ず以下の手順で管理情報をマガジ
ンに同期してください。管理情報が正しく同期されていない場合、移動先の DA マネージャー環境でコンテ
ナがボリュームにマウントできない場合があります。
1 移動元の DA マネージャー環境でコンテナをボリュームからアンマウントする。
2 アンマウント後、キャッシュ同期設定画面で同期を即時実行し、管理情報をマガジンに同期する。
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コンテナのインポート
コンテナのインポートは、移動元の DA マネージャーのコンテナを移動先の DA マネージャーにインポートする
場合に使用します。
準備
≥ 移動元の DA マネージャーのコンテナを構成するマガジンを移動先の DA 装置に装てんし、
マガジンの装てん
状況を確認するインベントリが完了していることを確認しておいてください。
≥ 必要に応じて、暗号キーをインポートしておいてください。(>54)
1

マガジン管理者またはシステム管理者として Web インターフェースにログインする

2

メニューから「マガジン管理」→「コンテナインポート」を選ぶ
インポート画面が表示されます。



3

インポート先アカウントを選択する

4

検索機能とソート機能を使って、インポートしたいコンテナのマガジンを探す

A 項目名
システム識別 ID：

どの DA マネージャーで作成されたかどうかを示す ID が表示されます。

コンテナ ID：

作成した DA マネージャー内のコンテナ ID が表示されます。

コンテナ内通番 :

コンテナ内のマガジンの通番が表示されます。（ミラーは同じ番号となります）

コンテナ内マガジン数 :

コンテナがファイナライズされている場合、コンテナ内のマガジン数が表示
されます。( ミラー分は含みません )
コンテナがファイナライズされていない場合、０と表示されます。

状態：

インポートの状態が表示されます。
「未実行」/「インポート待ち」/「インポート中」/「インポート失敗」

≥ 上記以外の項目については、「マガジンリスト」(>45) を参照してください。
5

インポートしたいコンテナの、コンテナ内通番＝１のマガジンをチェックボックスで選択する
≥ 複数のマガジンで構成されるコンテナでは、選択されたマガジンのコンテナ内通番が１から連続したものが自
動的に選択されます。同じコンテナ内でもコンテナ内通番が連続していないマガジンはインポートされません。

6 「実行」をクリックする
7 「OK」をクリックする
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お知らせ
≥ マガジンからのファイル読み取り動作が実行されている場合は、その処理が終了してからインポート要求
バッチが実行されるため時間がかかる場合があります。
≥ コンテナ名が移動先の DA マネージャーにすでに存在する場合、オリジナルのコンテナ名の後ろに「̲C」を
追加した名前でインポートを実行します。
≥ 暗号化されたコンテナをインポートする場合、インポートの開始前に、暗号キーを事前に移動先の DA マネー
ジャーに取り込む必要があります。(>54)
≥ インポートバッチの動作中はシステム管理画面のシステム状態表示にインポート状況が表示されます。

≥ インポートしたコンテナはデータの読み出しのみ可能な状態になるため、インポート先アカウントではデー
タ追記が実行できません。
≥ 移動元の DA マネージャー環境でコンテナに割り当てられているマガジンの一部が廃棄されていた場合、マガ
ジン廃棄によりコンテナ内通番が不連続になっているため、廃棄したマガジン以降に割り当てられたマガジ
ンがインポートされません。
≥ インポートに失敗したマガジンを再度インポートする場合は、インポート失敗時に作成されたオブジェクト
とコンテナを事前に API で削除してください。
≥ バーコード情報が登録されていないマガジンは、バーコード情報が空欄になります。
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暗号キーのインポート
暗号キー（システムキー、アカウントキーまたはコンテナキー）のインポートは、移動元の暗号化されたコンテナ
をインポートする場合に使用します。暗号化されていないコンテナに対しては、暗号キーのインポート操作は必要
ありません。
1

マガジン管理者またはシステム管理者として Web インターフェースにログインする

2

メニューから「マガジン管理」→「暗号キーインポート」を選ぶ
暗号キーインポート画面が表示されます。

3

暗号キーファイルのアップロード
1 「参照」をクリックして、ファイルをフルパスで指定する
※ Web ブラウザーによりボタン名は異なります。
2 「アップロード」をクリックする

お知らせ
≥ 暗号化非対応の DA 装置が登録された環境では、暗号化関連の項目がグレーアウトされ、選択できなくなりま
す。

マガジングループ ID について
コンテナのマガジンには、マガジングループ ID が設定されます。
ミラーや、コピー元マガジンとコピー先マガジンには、同じマガジングループ ID が設定されます。



A グループ
同じマガジングループ ID を持つマガジンからは、同じデータの読み取りができます。同じマガジングループ ID
を持つマガジンがデータベースに登録されると、それらのマガジンに書き込まれたニアラインオブジェクトを読み
取る場合、ドライブシステムに装てんされるマガジンは状況に応じて異なります。
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マガジンの廃棄
登録されたマガジンの廃棄を行います。
該当マガジンに関係するすべてのデータベース情報を削除し、DA マネージャーの管理から外します。
お知らせ
≥ マガジンの廃棄は次の場合にのみご使用ください。
1インポートしたコンテナを削除する場合
インポートしたコンテナを削除する場合は、コンテナ内のすべてのマガジンを廃棄したあとにコンテナの
削除を行ってください。
自身で作成したコンテナを削除する場合は、コンテナ削除後にマガジンが自動で廃棄されるため、削除前
にマガジンを廃棄する必要はありません。
2マガジン内のディスクが物理的に破損した場合
マガジンが物理的に破損した場合でも修復可能な場合があります。
マガジンの廃棄を行うと、廃棄したマガジン内のすべてのオブジェクトにアクセスできなくなるため、修
復が必要な場合はマガジンの廃棄は行わずお問い合わせください。
お問い合わせ先については購入先にご確認ください。
1

マガジン管理者またはシステム管理者として Web インターフェースにログインする

2

メニューから「マガジン管理」→「マガジン廃棄」を選ぶ
マガジン廃棄画面が表示されます。

3

検索機能とソート機能を使って目的のマガジンを探す
≥ 画面の基本操作については、24 ページの「お知らせ」を参照してください。
≥ 項目名については、「マガジンリスト」(>45) を参照してください。

4

廃棄したいマガジンをチェックボックスで選択する

5 「廃棄」をクリックする
6 「OK」をクリックする
マガジンの廃棄が実行され、選択されたマガジンに関する情報がデータベースから削除されます。
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お知らせ
≥ DA 装置に装てんされているマガジンは廃棄できません ( エラーとなります )。
「マガジン指定取出」を使用し
て、マガジンを DA 装置から取り出してから、マガジンを廃棄してください。
≥ ファイル / フォルダーの読み取りのための装てん要求があるマガジンを廃棄する場合、警告が表示されます。
廃棄を実行すると読み取りのための装てん要求は強制削除されます。
≥ ファイナライズ要求のあるマガジンを廃棄する場合、警告が表示されます。廃棄を実行するとそのマガジン
へのファイナライズ要求はキャンセルされます。
≥ コンテナに割り当てられているマガジンの一部を廃棄した場合、廃棄したマガジンに含まれるオブジェクト
はアクセスできなくなります。
≥ マガジンの廃棄を行う場合は、間違いのないように行ってください。マガジンの廃棄が実行されるとそのマ
ガジンを再度システムへ登録することはできません。DA 装置に装てんしても利用不可のマガジンとなりま
す ( マガジンドロワー内のスロット状態が「管理外」となります (>41))。
≥ コンテナに割り当てられている全マガジンを廃棄したとしても、コンテナ自身は削除されません。コンテナ
の削除は API でのみ可能です。API でコンテナを削除した場合、コンテナに割り当てられている全マガジン
は自動的に廃棄されます。
≥ コンテナに割り当てられているマガジンの一部を廃棄した場合、マガジン廃棄によりコンテナ内通番が不連
続となるため、廃棄したマガジン以降に割り当てられたマガジンのインポートができなくなります。
≥ バーコード情報が登録されていないマガジンは、バーコード情報が空欄になります。

マガジンの点検
登録されたマガジンの記録品位を点検します。
マガジン点検は API でのみ実行が可能です。
お知らせ
≥ LB-DH7 シリーズの DA 装置では、3.6 TB マガジンのマガジン点検のみ実行することができます。
≥ LB-DH6 シリーズの DA 装置では、3.6 TB マガジンと 6.0 TB マガジンのマガジン点検を実行することがで
きます。
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キャッシュの管理
主な機能

担当者

≥ キャッシュの初期設定、書き込みデータのマガジンとの同期設定、キャッシュファイル
の解放など、キャッシュに関する管理機能
※「データの書き込みと読み取りの仕組み」(>11) をお読みください。

システム管理者

それぞれの機能は、次のような場合に使用します。
キャッシュに関する設定を変更したい場合

キャッシュ初期設定 >58 ページ
ライトキャッシュの同期設定をしたい場合

キャッシュ同期設定 >59 ページ
キャッシュ有効容量不足やキャッシュフルが発生し、リードキャッシュやライトキャッシュを解放したい場合

キャッシュファイル解放 >61 ページ

お知らせ
≥ 期限切れキャッシュをすべて削除しても、なおキャッシュ有効容量が不足している場合、ファイルの読み書
きができなくなります。その場合は「キャッシュファイル解放」(>61) でリードキャッシュを解放してくだ
さい。
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キャッシュ初期設定
1

システム管理者として Web インターフェースにログインする

2

メニューから「システム管理」→「キャッシュ初期設定」を選ぶ
キャッシュ初期設定画面が表示されます。




3

以下の項目を設定する

A ストレージノード
B 期限切れキャッシュの削除単位
期限切れリードキャッシュを削除する際に、一度の処理で削除するキャッシュの容量を指定します。
( 単位：0.01 GB ( 小数点第 2 位まで入力してください ))

C 利用可能なキャッシュ容量下限値
システム管理者へ容量不足を通知するキャッシュ有効容量 ( 単位：GB)
≥ ライトキャッシュと有効期限内リードキャッシュの総容量が大きくなるとキャッシュ有効容量が少なく
なり、本下限値を下回った時点でシステム管理者へ通知メールが送信されます。
4 「設定」をクリックする
5 「OK」をクリックする
お知らせ
≥ 期限切れキャッシュの削除単位が小さい値に設定されている場合、読み書きするファイルのサイズに応じて
自動削除回数が増えます。
≥ キャッシュ有効容量が利用可能なキャッシュ容量下限値を下回り、システム管理者へ通知メールが送信され
た場合は、キャッシュファイル解放などでライトキャッシュをマガジンへ同期させ、期限切れリードキャッ
シュの容量を増やしてください。
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キャッシュ同期設定
ライトキャッシュを同期するスケジュールを設定します。
1

システム管理者として Web インターフェースにログインする

2

メニューから「システム管理」→「キャッシュ同期設定」を選ぶ
キャッシュ同期設定画面が表示されます。














3

以下の項目を設定する

A 即時
すぐに同期します。

B 時刻指定
指定した時刻に、1 回同期します。

C 時間間隔
一定間隔で同期を行います。( 単位：分 )

D 曜日指定
1 同期を行いたい曜日をチェックボックスで選択する
2 同期を開始する時刻を設定する

E 日間隔
1 何日ごとに同期を実行するか設定する
2 同期を開始する時刻を設定する

F オフ
スケジュールをオフ設定します。

G マガジン自動同期ライトキャッシュ閾値
マガジンへの同期を自動で開始するライトキャッシュの容量を設定します。
≥ 0 を設定すると同期は自動では開始されません。
≥ マガジンごとのライトキャッシュ容量が閾値以上になると、マガジンへの同期が自動的に実行されます。

H キャッシュ削除閾値
期限切れキャッシュを自動で削除するキャッシュ空き容量を設定します。
期限切れキャッシュの自動削除は以下のタイミングで開始されます。
≥ キャッシュ化により有効期限内リードキャッシュが作成され、キャッシュ空き容量がキャッシュ削除閾
値を下回った時
≥ オブジェクトの PUT によりライトキャッシュが作成され、キャッシュ空き容量がキャッシュ削除閾値を下回った時
4

AB：「実行」をクリックする
CDEFGH：「登録」をクリックする

5 「OK」をクリックする
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お知らせ
≥ マガジンからのファイル読み取り動作が実行されている場合は、その処理が終了してから実行されるため
時間がかかる場合があります。
≥ 開始時刻以降に追加されたライトキャッシュは次の同期開始時に同期されます。
≥ マガジンへの同期が開始されると、同期完了まで中断 / 停止できません。マガジンへの同期中にサーバーの
停止 / 再起動 / 電源オフを行わないでください。
≥ 1 本のマガジンに対する最大同期回数は、1.2 TB マガジンでは約 7900 回、3.6 TB マガジンでは約
15600 回、6.0 TB マガジンでは約 17700 回です。
最大回数を超えると、マガジンの残容量にかかわらず該当マガジンへの同期が実行できなくなります。
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キャッシュファイル解放
キャッシュ有効容量が不足した場合やキャッシュフルになった場合に、有効キャッシュ領域を増やすことができま
す。
1

システム管理者として Web インターフェースにログインする

2

メニューから「システム管理」→「キャッシュファイル解放」を選ぶ
キャッシュファイル解放画面が表示されます。








A キャッシュ容量
キャッシュ総容量：

キャッシュの総容量が表示されます。

未同期キャッシュ容量： 同期が完了していないライトキャッシュ容量が表示されます。
利用可能量 :

リードキャッシュまたはライトキャッシュとして利用可能なキャッシュ有効容
量が表示されます。

D 項目名
有効期限 :

リードキャッシュの場合、キャッシュの有効期限が表示されます。

マガジン :

ファイルが保存されている、もしくはファイルを保存するマガジン ID (1 次元 /2
次元コード ) が表示されます。

サイズ :

ファイルサイズが表示されます。

タイプ :

キャッシュの種類が表示されます。
「R」：リードキャッシュ /「W」
：ライトキャッシュ

ファイル名 :

キャッシュされているファイル名が表示されます。

61

設定と管理

3

キャッシュの管理

検索機能とソート機能を使って、リストを絞り込む
≥ 画面の基本操作については、24 ページの「お知らせ」を参照してください。
≥ リードキャッシュには、以下の 4 種類があります。
` 参照済み有効期限内リードキャッシュ

` 参照済み期限切れリードキャッシュ

` 未参照有効期限内リードキャッシュ

` 未参照期限切れリードキャッシュ

「参照済み」 B と「解放済みを含む」 C のチェックボックスを使用して、検索対象となるキャッシュの種
類を選んでください。
チェックボックス 検索対象のキャッシュ
B j C j 未参照有効期限内リードキャッシュ
j 参照済み有効期限内リードキャッシュ
j

未参照有効期限内リードキャッシュ、未参照期限切れリードキャッシュ
参照済み有効期限内リードキャッシュ、参照済み期限切れリードキャッシュ

お知らせ
≥ バーコード情報が登録されていないマガジンは、バーコード情報が空欄になります。
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ライトキャッシュファイル解放

4

ライトキャッシュのうち未同期ファイルに「同期」が表示されるので、同期させたいファイルの「同期」をク
リックする

5 「OK」をクリックする
同期が実行されます。同期実行中は「同期中」と表示されます。
お知らせ
≥ 指定したファイルが同期されるマガジンに、他に同期するべきファイルがある場合、そのファイルも同時に
同期されます。
≥ 読み取り処理が実行されているときは、その処理の完了後に同期されるため、同期開始までに時間がかかる
場合があります。
≥ 同期されるファイルサイズにより時間がかかる場合があります。
≥ マガジンへの同期が開始されると、同期完了まで中断 / 停止できません。マガジンへの同期中にサーバーの
停止 / 再起動 / 電源オフを行わないでください。
≥ 同期開始後に画面を更新すると、「同期中」表示が「同期」表示に戻りますが、同期処理は完了まで実行され
ます。
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リードキャッシュファイル解放

4

削除したいリードキャッシュファイルをチェックボックスで選択する

5 「解放」をクリックする
6 「OK」をクリックする
リードキャッシュファイルが解放されます。
お知らせ
≥ 解放したリードキャッシュファイルは期限切れリードキャッシュになり、以下のタイミングで自動的に削除
されます。
≥キャッシュ化により有効期限内リードキャッシュが作成され、キャッシュ空き容量がキャッシュ削除閾値
を下回った時
≥オブジェクトの PUT によりライトキャッシュが作成され、キャッシュ空き容量がキャッシュ削除閾値を下
回った時
≥ リードキャッシュファイルを解放する場合、参照済みで有効期限の短いものから解放することをお勧めしま
す。
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システムの管理
主な機能

担当者

≥ DA 装置の登録や、システム構成の表示など、システム全体に関する管理機能

システム管理者

DATA ARCHIVER 登録 / 停止
ストレージノードに接続されている DA 装置 を、DA マネージャーの管理下に置いたり、外したりできます。
また管理下に置いた DA 装置 の起動や停止を行うことができます。
1

システム管理者として Web インターフェースにログインする

2

メニューから「システム管理」→「DATA ARCHIVER 登録 / 停止」を選ぶ
DATA ARCHIVER 登録 / 停止画面が表示されます。




≥ 画面の基本操作については、24 ページの「お知らせ」を参照してください。

B 項目名
DATA ARCHIVER: DA 装置名が表示されます。
シリアル番号 :

DA 装置のシリアル番号が表示されます。

デバイスノード :

DA マネージャーの内部管理用デバイスノードです。利用者 ( 一般ユーザー ) から
は見えません。

状態 :

「通常稼動」: DA マネージャー管理下で、現在動作中
「停止中」: DA マネージャー管理下で、停止状態へ移行中
「停止」: DA マネージャー管理下で、停止状態
「切断」: DA マネージャー管理下だが、現在接続されていない
「未登録」: 電源入り状態で接続されているが、DA マネージャー管理外

3

操作する DA 装置が接続されているストレージノードの状態を表示する (A)

DA 装置の登録
「状態」欄が「未登録」の DA 装置をデータベースに登録します。
4 「登録」をクリックする
5 「OK」をクリックする
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DA 装置 の削除
「状態」欄が「停止」または「切断」の DA 装置の情報をデータベースから削除します。
4 「削除」をクリックする
5 「OK」をクリックする
≥ リストから削除されます。
DA 装置 の起動
「状態」欄が「停止」の DA 装置 を起動します。
4 「起動」をクリックする
5 「OK」をクリックする
DA 装置 の停止
「状態」欄が「通常稼動」の DA 装置 を停止します。
4 「停止」をクリックする
5 「OK」をクリックする
DA 装置 の電源オン
「状態」欄が「切断」の DA 装置 の電源を入れます。
≥ 電源オンは、「データアーカイバー低消費電力制御設定」(>76) が「オン」の場合にのみ有効です。
4 「電源オン」をクリックする
5 「OK」をクリックする

お知らせ
≥ 登録済み以外の DA 装置 は、読み取り / 書き込み等の動作には利用できません。
≥ バッチ処理が実行中の DA 装置を停止させる場合、停止までに時間がかかる場合があります。
≥ メンテナンス等で DA 装置 の電源を切ったり、取り外したりする場合には、「状態」が「通常稼動」/「停止
中」以外であることを確認してから行ってください。
≥ DA 装置を停止させると、DA 装置内のマガジンはすべてオフライン状態になります。コンテナ中で同期の対
象であるマガジンがオフラインになると、そのマガジンが所属するコンテナへのオブジェクトの PUT はで
きなくなります。
≥ DA 装置名は、DA 装置の設定で変更することができます。DA 装置の種類、設置場所などがわかるように設
定することを推奨します。
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DATA ARCHIVER 状態表示
ストレージノードに接続されている DA 装置の状態を確認します。
また、DA マネージャー起動後に接続された DA 装置をスキャンし、DA マネージャーに認識させることができま
す。
1

システム管理者として Web インターフェースにログインする

2

メニューから「システム管理」→「DATA ARCHIVER 状態表示」を選ぶ
DATA ARCHIVER 状態表示画面が表示されます。




≥ 画面の基本操作については、24 ページの「お知らせ」を参照してください。

B 項目名
DATA ARCHIVER: DA 装置名が表示されます。
プロダクト ID:

DA 装置のプロダクト ID が表示されます。

状態 :

DA 装置のスキャン結果が表示されます。
「正常」: 正常に認識された状態です。
「未スキャン」: マガジンドロワー内のマガジンがスキャンされていません。
「ロック解除許可中」: マガジンドロワーのロック解除が許可されています。
「ドロワー開放中」: マガジンドロワーが開放中です。
「ユニット動作中」: DA 装置が動作中です。
「未初期化」: DA 装置の初期化が実行されていません。
「切断」：DA 装置が切断されています。
「ハードエラー」
：DA 装置が故障しています。
「不明なデバイス」：不明なデバイスです。
「その他の異常」
：その他の異常が発生しています。

3

操作する DA 装置が接続されているストレージノードの状態を表示する (A)

DA 装置のスキャン
ストレージノードに新たに接続した DA 装置をスキャンし、DA マネージャーに認識させます。
4 「スキャン」をクリックする
≥ スキャンにより新たに認識した DA 装置は、DA 装置の登録を行うことで使用可能になります。
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DATA ARCHIVER 設定
DA 装置のライト使用可能最大ドライブシステム数を設定します。
1

システム管理者として Web インターフェースにログインする

2

メニューから「システム管理」→「DATA ARCHIVER 設定」を選ぶ
DATA ARCHIVER 設定画面が表示されます。



3

以下の項目を設定する
DA 装置が接続されているストレージノード
DA 装置

A の状態を表示します。

B を選択し、ライト使用可能ドライブシステム数を入力します。

登録できるライト使用可能最大ドライブシステム数は DA 装置に接続されたドライブシステム数以下でなけ
ればなりません。
例 : ライト使用可能ドライブシステム数を２に設定した場合の動作
≥ 最大２台のドライブシステムで同時に記録が実行されます。
≥ ２台のドライブシステムで記録が実行されている間、残ったドライブシステムはリード専用のドライブ
システムとして使用されます。
4 「変更」をクリックする
お知らせ
≥ ライト使用可能ドライブシステム数が設定されていても、ライト処理を行うバッチが登録されていない場合
は、リード処理が行われます。
≥ ライト使用可能ドライブシステム数を 0 に設定すると、システムに接続されたすべてのドライブシステムが
ライト処理に使用されます。
≥ LB-DH7 シリーズ、LB-DH6 シリーズの DA 装置で 1.2 TB マガジンへのデータ書き込みを行う場合、
システ
ムに接続されたドライブシステム数が２以上であれば、ライト使用可能ドライブシステム数の設定にかかわ
らずデータの書き込みを実行することができます。
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システム構成の表示
使用している DA マネージャーのバージョン、登録している DA 装置の情報を確認する場合に使用します。
1

システム管理者として Web インターフェースにログインする

2

メニューから「システム管理」→「システム構成表示」を選ぶ
システム構成表示画面が表示されます。

3

左側のツリー表示から見たい項目を選ぶ
≥

をクリックするとツリーが展開され、Storage Node、DA 装置が表示されます。

≥「Proxy Node」、
「Storage Node」、「Drive」、
「Changer」をクリックした場合、右側に情報が表示され
ます。
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システム状態表示
システム全体の状態や、データベースおよびキャッシュの使用状況、DA 装置の状態を確認する場合に使用しま
す。
1

システム管理者として Web インターフェースにログインする

2

メニューから「システム管理」→「システム状態表示」を選ぶ
システム状態表示画面が表示されます。













A 再表示
クリックすると、最新の情報に更新します。

B 総コンテナ数
削除されたコンテナはカウントされません。

C 総マガジン数
DA マネージャーが認識していないマガジン (「マガジンリスト」の表示で「不明」となっているマガジ
ン ) はカウントされません。

D DATA ARCHIVER
状態が「通常稼動」の台数が表示されます。

E 使用量
データベースの使用量が表示されます。

F キャッシュ状態
キャッシュフォルダーの使用容量が表示されます。

G インポート待ちジョブ数
インポートが指示されて完了していないジョブの数が表示されます。

H インポート中アカウント / コンテナ名
インポート中のアカウント / コンテナ名が表示されます。

I ドロワー状態
DA 装置のマガジンドロワーのロック状態が表示されます。
「ロック」:

DA 装置でのマガジンドロワーのロック解除操作を禁止しています。

「アンロック」:

DA 装置でのマガジンドロワーのロック解除操作を許可しています。

J スロット状態
DA マネージャーが認識していないマガジン (「マガジンリスト」の表示で「不明」となっているマガジ
ン ) もカウントされます。
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マガジンコピー設定
マガジンコピーを行うスケジュールを設定します。
1

システム管理者として Web インターフェースにログインする

2

メニューから「システム管理」→「マガジンコピー設定」を選ぶ
マガジンコピー設定画面が表示されます。








3

以下の項目を設定する

A 即時
すぐにマガジンコピーします

B 時刻指定
指定した時刻に、１回マガジンコピーします

C 時間間隔
一定時間でマガジンコピーを行います。( 単位：分 )

D 曜日指定
1 マガジンコピーを行いたい曜日をチェックボックスで選択する
2 マガジンコピーを開始する時刻を設定する

E 日間隔
1 何日ごとにマガジンコピーを実行するか設定する
2 マガジンコピーを開始する時刻を設定する

F オフ
スケジュールをオフ設定します
4

AB：「実行」をクリックする
CDEF：「登録」をクリックする

5 「OK」をクリックする
お知らせ
≥ マガジンコピー動作が開始されると、コピー完了まで中断 / 停止できません。マガジンコピー中にサーバーの
停止 / 再起動 / 電源オフを行わないでください。
≥ コピー実行可能なドライブシステムがないときは、時間がかかる場合があります。
≥ 開始時刻以降に追加されたマガジンコピーの設定は次のマガジンコピー開始時にコピーを開始します。
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利用者の登録と管理
DA マネージャーの利用者管理には、OpenStack の Keystone を使用します。
利用者 ( ユーザー / マガジン管理者 / システム管理者 ) やそのグループの登録 / 削除は Keystone で行い、DA マ
ネージャーはその情報を参照して利用します。
利用者やグループの登録 / 削除については、各マニュアルもしくは市販の参考書籍をお読みください。

ユーザーグループ設定
Keystone に登録した利用者とグループの情報を、DA マネージャーから参照して利用できるようにします。
1

システム管理者として Web インターフェースにログインする

2

メニューから「システム管理」→「ユーザーグループ設定」を選ぶ
ユーザーグループ設定画面が表示されます。




3



以下の項目を設定する（最大 255 文字）
Keystone の設定に従って、設定してください。

A 一般ユーザーグループ※
Web インターフェースにアクセス可能な利用者のグループ

B マガジン管理者グループ※
マガジン管理機能を使用許可されている利用者のグループ

C システム管理者グループ※
システム管理機能を使用許可されている利用者のグループ
※あらかじめ Keystone で role を作成 / 割り当てておいてください。
4 「設定」をクリックする
5 「OK」をクリックする
設定が反映され、Keystone のユーザー名で DA マネージャーにログインできるようになります。
お知らせ
≥「ユーザーグループ設定」の内容と Keystone の設定が異なると、DA マネージャーにログインできなくなり
ます。
≥ Keystone の設定を変更する場合は、必ず「ユーザーグループ設定」を先に変更し、その後同じ内容を
Keystone に設定してください。
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メールサーバー設定
DA マネージャーでは、キャッシュ有効容量が利用可能なキャッシュ容量下限値を下回ったときなど、様々な場面
でメール通知を行います。このメール通知のための、メールサーバーに関する設定を行います。
1

システム管理者として Web インターフェースにログインする

2

メニューから「システム管理」→「メールサーバー設定」を選ぶ
メールサーバー設定画面が表示されます。







3

以下の項目を設定する
「メール送信」チェックボックスのチェックによりメール通知あり / メール通知なしを切り換えることができ
ます。メール通知を行うには、「メール送信」にチェックを入れた状態で下記の設定を行ってください。

A SMTP サーバー名（最大 255 バイト）
SMTP サーバーのホストネーム (FQDN) または IP アドレス

B SMTP ポート番号
C SMTP ドメイン名 ( 最大 63 バイト )
D SMTP 認証
「SMTP 認証」チェックボックスのチェックにより SMTP 認証を使用する / 使用しないを切り換えるこ
とができます。SMTP 認証を使用する場合は、「SMTP 認証」にチェックを入れた状態で下記の設定を
行ってください。
CRAM-MD5/
LOGIN/PLAIN:

SMTP 認証方法を指定します。

ユーザー ID:

SMTP 認証で使用するユーザー ID を指定します。（最大 255 バイト）

パスワード :

SMTP 認証で使用するパスワードを指定します。（最大 255 バイト）

4 「設定」をクリックする
5 「OK」をクリックする
お知らせ
≥ メール通知ありからメール通知なしに切り換えると、データベース内に保存されている未送信メールはすべ
て削除されます。
≥ メール通知なしに設定している場合は、メールの生成が行われません。
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コンテナ初期値設定
以下の設定を行います。
≥ アカウントのコンテナデフォルト設定 (>27) の初期値
≥ ユーザーによるアカウントへのマガジンの割り当て可否
1

システム管理者として Web インターフェースにログインする

2

メニューから「システム管理」→「コンテナ初期値設定」を選ぶ
コンテナ初期値設定画面が表示されます。











3

以下の項目を設定する

A コンテナ作成 - デフォルト RAID レベル
ここで指定された RAID レベルがアカウントのコンテナデフォルト設定 (>27) の初期値になります

B コンテナ作成 - 選択可能暗号化モード

C
D
E

≥「有効」で選択された暗号化モードがコンテナデフォルト設定 (>27)、および、コンテナの登録 (>32)
で選択可能になります
≥「デフォルト」で選択されたモードがアカウントのコンテナデフォルト設定 (>27) の初期値になります
マガジン自動追加
この指定がアカウントのコンテナデフォルト設定 (>27) の初期値になります
ミラー
この指定がアカウントのコンテナデフォルト設定 (>27) の初期値になります
アカウントマガジン追加
無効：
有効：

システム管理者とマガジン管理者のみがアカウントにマガジンを割り当てることができます。
ユーザーが自分でマガジンを割り当てることができます。

F 重複排除
この指定がアカウントのコンテナデフォルト設定 (>27) の初期値になります

G ファイルパック
この指定がアカウントのコンテナデフォルト設定 (>27) の初期値になります
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4 「設定」をクリックする
5 「OK」をクリックする
お知らせ
≥ 暗号化非対応の DA 装置が登録された環境では、暗号化関連の項目がグレーアウトされ、選択できなくなりま
す。
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ストレージノード設定
RAID のエラーしきい値レベル、ログの出力レベルの設定、DA 装置の低消費電力制御の設定、Read キャッシュ
の有効期限の設定、ニアラインマガジンのファイルリード設定を行います。
1

システム管理者として Web インターフェースにログインする

2

メニューから「システム管理」→「ストレージノード設定」を選ぶ
ストレージノード設定画面が表示されます。







3

以下の項目を設定する

A 記録エラー閾値
DA 装置での記録操作中に、マガジンを構成する複数のディスクでエラーが同時発生した場合、記録を続
けることができるエラー数を RAID 5/6 の各レベルごとに設定します。
2:

同時に 2 つまでのエラーを許容する (RAID 6 のみ )

1:

1 つのエラー発生は許容する (RAID 5/6)

0:

エラーは許容しない (1 つのエラーでもエラー報告する ) (RAID 5/6)

≥ RAID 0 でフォーマットされているマガジンへの記録の際には、設定値に関係なく「0」として動作し
ます。

B ログ出力レベル
DA マネージャーの動作状況はログに出力されます。その出力レベルを２種類より選択してください。
最小 :

DA マネージャーの動作状況が確認できるレベル

詳細 :

DA マネージャーの詳細な動作状況が確認できるレベル

C データアーカイバー低消費電力制御設定
DA 装置の低消費電力制御を設定します。
オン :

DA 装置の低消費電力制御を行う

オフ :

DA 装置の低消費電力制御を行わない

低消費電力移行猶予
時間 :

DA 装置への最後のアクセスから低消費電力状態へ移行するまでの時間を指定
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D Read キャッシュ有効期限
マガジンからリードキャッシュに読み出したデータの有効期限 ( 単位：日 )

E ニアラインマガジンのファイルリード設定
オン：

マガジンを自動ロードしてファイルの読み取りを行います

オフ：

エラーとして扱います

4 「設定」をクリックする
5 「OK」をクリックする
お知らせ
≥「データアーカイバー低消費電力制御設定」が「オフ」の場合、電源がオフになっている DA 装置については、
手動で電源をオンにしてください。
≥ 低消費電力制御により電源がオフにされた DA 装置がある状態で「データアーカイバー低消費電力制御設定」
を「オン」から「オフ」へ変更する場合は、
「オフ」へ変更したあと DA 装置の電源を手動でオンにしてくだ
さい。
≥ DA 装置の電源を手動でオンにした場合、管理サーバーを再起動してください。
≥ 低消費電力制御により電源がオフになっている LB-DH7 シリーズ、
LB-DH6 シリーズの DA 装置には、DA マ
ネージャーが DA 装置を認識した時点で、自動的に電源オンが実行されます。
≥ 低消費電力制御により DA 装置の電源がオフになっている状態で DA マネージャーを再起動すると、
LB-DH8
シリーズの DA 装置には「電源オン」ボタンが表示されますが、LB-DH7 シリーズ、LB-DH6 シリーズの
DA 装置には自動的に電源オンが実行されるため、ボタンが表示されません。
≥ Read キャッシュ有効期限に長い日数を設定すると、キャッシュ空き容量不足になる場合に自動で削除でき
る期限切れリードキャッシュファイルが不足し、読み書きができなくなる可能性が増しますので、お気をつ
けください。
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お知らせ
≥ Dashboard の専用 Web インターフェースを使用してシステムの動作状況を確認します。

Dashboard の概要
∫ Dashboard は、オブジェクトストレージシステムに接続された DA マネージャー構成要素（プロキシノード / ス
トレージノード）の動作状況を確認する専用の機能です。

オブジェクトストレージシステム

アプリケーションサーバー
Dashboard
DA マネージャー
データベース

プロキシノード

キャッシュ

ストレージノード
システム管理者

DA 装置
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Dashboard へのログイン
Dashboard にログインします。
1

Web ブラウザーで下記アドレスにアクセスする
http://(DA マネージャーの FQDN もしくは IP アドレス )/dashboard
または
https://(DA マネージャーの FQDN もしくは IP アドレス )/dashboard
※https を使用する場合は、管理サーバーに SSL/TLS 通信の設定を行う必要があります。
※DA マネージャーへは https でログインすることをお勧めします。
ログイン画面が表示されます。

2

システム管理者として Dashboard にログインする

お知らせ
≥ DA マネージャーのバージョン 2.5 以降ではログイン時にドメイン名の指定が必要です。
バージョン 2.4 以前
で作成したアカウントでログインする場合は、ドメイン名に「default」を入力してください。

プロキシノードの表示
システムに接続されているプロキシノードの動作状況および参照しているデータベースの情報を確認する場合に使
用します。
1

メニューから「ノード監視」→「プロキシノード」を選ぶ

2

プロキシノードの状態を確認する (A)




B 項目名
プロキシノード状態 : プロキシノードの動作状態が表示されます。
mariaDB 状態 :

プロキシノードが参照しているデータベースの情報が表示されます。
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ストレージノードの表示
システムに接続されているストレージノードの動作状態、キャッシュ使用状況およびストレージノードに接続され
た DA 装置のマガジン使用状況を確認する場合に使用します。
1

メニューから「ノード監視」→「ストレージノード」を選ぶ

2

ストレージノードの状態を確認する (A)










B キャッシュ情報
キャッシュ情報を円グラフで表示します。
キャッシュ総容量 :

キャッシュの総容量が表示されます。

未同期キャッシュ容量 : 同期が完了していないライトキャッシュの容量が表示されます。
利用可能容量 :

リードキャッシュまたはライトキャッシュとして利用可能なキャッシュの容量が
表示されます。

有効期限内リード
キャッシュ容量 :

有効期限内のリードキャッシュ容量が表示されます。

システム使用容量 :

キャッシュ領域内のシステム使用容量が表示されます。

キャッシュ補足情報 : 同期が完了していないファイルのファイル数と同期完了までの推定時間が表示さ
れます。

C マガジン情報
リストからドメイン名 / アカウント名 / マガジン種類を選択し、マガジン情報を表示します。（E）
登録済マガジン数 :

アカウントに登録済みのマガジン数が表示されます。

登録可能マガジン数 :

登録可能なマガジン ( アカウントに属さないマガジン ) の数が表示されます。

マガジン（記録済）数 : 登録済みマガジンのうち、記録済みマガジンの数が表示されます。
マガジン（未記録）数 : 登録済みマガジンのうち、未記録マガジンの数が表示されます。
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D マガジン使用詳細
選択したドメイン名 / アカウント名 / マガジン種類を元に、マガジンごとの詳細情報を表示します。
≥ 各マガジンには、ドメイン名 / アカウント / コンテナ / マガジン ID/ バーコード情報に合わせて、
以下の
情報が表示されます。
最終同期時刻：

マガジンへ最後に同期を実行した時刻が表示されます。

同期状態：

マガジンへの同期実行状態に合わせて、「成功」、「待機中」、「失敗」が表示されま
す。

記録済容量：

マガジンの記録済み容量が表示されます。

記録予定容量：

マガジンに記録予定の未同期キャッシュ容量が表示されます。

利用可能容量：

マガジンに記録可能な容量が表示されます。

状態：

マガジンの状態が表示されます。
表示されるマガジンの状態は次のとおりです。
非動作：

処理を実行していないマガジン

同期中：

同期処理実行中のマガジン

同期まち：

同期バッチ待ち状態のマガジン

キャッシュ中：

リードキャッシュに読み出し中のマガジン

コピー中：

マガジンコピー実行中のマガジン

オフライン：

オフラインマガジン

お知らせ
≥ バーコード情報が登録されていないマガジンは、バーコード情報が空欄になります。
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S3QL 利用の準備
S3QL の概要
∫ DA マネージャーにクラウドストレージゲートウェイ (S3QL ノード ) を追加設置することにより、DA 装置を
NAS ファイルシステムとして利用することが可能となります。
∫ S3QL では、専用の Web インターフェースを使用して、DA 装置を NAS ファイルシステムとして利用するため
の設定と管理を行うことができます。
∫ S3QL ノードは、インストール時に DA マネージャーの 1 つのアカウントに関連付けられます。
∫ 関連付けられるアカウントは、どのドメインに所属するアカウントでも任意に選択できます。
∫ S3QL ノードからは関連付けられたアカウントに対してのみアクセスが可能であり、それ以外のアカウントにア
クセスすることはできません。
∫ NAS ファイルシステムのボリュームは、S3QL の Web インターフェースを使用して作成します。
∫ ボリューム作成時には、ボリュームとしてマウントするコンテナを指定する必要がありますが、アカウント内に
存在しないコンテナを指定した場合は、関連付けられているアカウント内に指定したコンテナが作成されます。
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S3QL ユーザー / ボリューム管理者が使用する機能
S3QL では、ユーザー / グループの登録・認証を外部ディレクトリサービスで行います。
各ユーザーは、一般ユーザー (S3QL ユーザー ) とボリューム管理者に分けられ、ボリューム管理者として登録さ
れたユーザーは、Web インターフェースで追加の機能を使用することができます。
ユーザーをボリューム管理者として登録するには、Web インターフェースを使用して、ユーザーの所属するグ
ループをボリューム管理者グループとして登録する必要があります。
各ユーザーが使用可能な機能は以下のとおりです。

S3QL ユーザーが使用する機能
≥ ボリュームの状態確認
ボリュームの残容量 / マウント状態 / ファイル同期状態などの確認

ボリューム管理者が使用する機能 (S3QL ユーザーが使用する機能に追加される機能 )
≥ ボリュームの管理
ボリューム登録、変更、マウント、アンマウント、ライトプロテクト、ファイナライズ
≥ システムの状態確認
アクセス状態 /S3QL キャッシュ残容量 / マウントパラメータなどの確認
≥ システムの管理
各容量の利用可能量の警告しきい値設定、ボリューム管理者グループの設定、S3QL ログ出力設定、メール
サーバー設定
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S3QL へのログイン
S3QL にログインします。
1

Web ブラウザーで下記アドレスにアクセスする
http://(DA マネージャーの FQDN もしくは IP アドレス )/s3ql
または
https://(DA マネージャーの FQDN もしくは IP アドレス )/s3ql
※https を使用する場合は、管理サーバーに SSL/TLS 通信の設定を行う必要があります。
※DA マネージャーへは https でログインすることをお勧めします。
ログイン画面が表示されます。

2

S3QL にログインする
外部ディレクトリサービスに設定した S3QL ユーザー名とパスワードを入力してログインします。

S3QL の設定
DA マネージャーの設定
S3QL の設定を行う前に DA マネージャーの設定を行います。(>21)

S3QL の初期設定
必要に応じて、以下の項目を設定してください。
≥「システム設定」(>103)
メール送信機能を使用する場合は、以下の項目も設定してください。
≥「メールサーバー設定」(>104)
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S3QL メニュー一覧
ログインする S3QL ユーザーの権限 (S3QL ユーザー、ボリューム管理者 ) によって、使用可能なメニューが異
なります。
メニュー項目 ( 対象 S3QL ユーザー )

内容

ボリューム状態表示

S3QL ノードで管理しているボリュームの状態を

ボリューム状態表示

表示します。(>87)

S3QL ユーザー
ボリューム管理者

ボリューム管理
ボリューム管理者

ボリューム登録 / 変更

ボリュームの登録と変更を行います。(>89)

ボリュームマウント

ボリュームのマウント / アンマウントを行いま
す。(>97)

ボリュームライトプロテクト

ボリュームの書込み禁止 / 書込み禁止解除を行い
ます。(>99)

システム状態表示

ボリュームファイナライズ

ボリュームをファイナライズします。(>100)

システム状態表示

システムの状態を表示します。(>101)

システム設定

各容量の利用可能量の警告しきい値、ボリューム
管理者グループ、S3QL ログ出力先設定を行いま
す。(>103)

メールサーバー設定

システムからボリューム管理者にメール通知する
ための、メールサーバー設定を行います。
(>104)

ボリューム管理者

システム設定
ボリューム管理者
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ボリューム状態表示
主な機能

担当者

≥ S3QL ノードに登録されているボリュームの状態確認

S3QL
ユーザー

ボリューム
管理者

※「ボリューム状態表示」で確認できるのは、ログイン時に指定した S3QL ユーザーがアクセス可能なボリューム
に関してのみです。

ボリューム状態表示
S3QL ノードに登録されているボリュームの状態を確認します。
1

S3QL の Web インターフェースにログインする

2

メニューから「ボリューム状態表示」→「ボリューム状態表示」を選ぶ
ボリューム状態表示画面が表示されます。



≥ 画面の基本操作については、24 ページの「お知らせ」を参照してください。

A 項目名
ボリューム名 :

ボリューム名が表示されます。

ボリューム残容量 :

ボリュームの残容量が表示されます。

総ボリューム容量 :

ボリュームとして S3QL に登録されたコンテナの総容量が表示されます。

ライトプロテクト状況 : ボリュームのライトプロテクト状態が表示されます。
「書込み可能」/「書込み防止」
ファイナライズ状況 : ボリュームがファイナライズされているかどうか表示されます。
「未ファイナライズ」/「ファイナライズ済み」/「ファイナライズ中」
インポート状態 :

ボリュームとしてマウントされたコンテナがインポートされたものかどうか表示
されます。
「はい」/「いいえ」

マウント状態 :

ボリュームがマウントされているかどうか表示されます。
「はい」/「いいえ」

ファイル同期状態 :

ボリューム内のファイルの同期状態が表示されます。
「未同期」: ボリューム内に未同期ファイルが 1 つ以上存在する
「同期済」: ボリューム内に未同期ファイルが存在しない
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主な機能

担当者

≥ ボリュームの登録、構成変更、マウント / アンマウント、ライトプロテクト、ファイナ
ライズ
ボリューム管理者

※「ボリューム管理」で確認できるのは、ログイン時に指定した S3QL ユーザーがアクセス可能なボリュームに関
してのみです。
ボリューム管理の流れ ( 一例 )
1

必要に応じて、ボリューム一覧を確認します。(A)

2

必要に応じて、ボリュームを登録します。登録したボリュームにマウントするコンテナの作成や、コンテナへ
のマガジン登録も同時に行います。(B)

3

必要に応じて、ボリュームとしてマウントしているコンテナにマガジンを追加します。(C)

4

必要に応じて、ボリュームを S3QL ノードにマウントします。また、S3QL ノードからアンマウントします。
(D)

5

必要に応じて、ボリュームをライトプロテクトします。また、ライトプロテクトを解除します。(E)

6

必要に応じて、ボリュームをファイナライズします。(F)

各操作の説明はこちらをお読みください。

A ボリューム一覧表示 >89 ページ
B ボリュームの登録 >91 ページ
C ボリュームの構成変更 >95 ページ
D ボリュームのマウント >97 ページ
E ボリュームのライトプロテクト >99 ページ
F ボリュームのファイナライズ >100 ページ

お知らせ
≥ コンテナへ登録 / 追加するマガジンは、あらかじめアカウントに登録しておく必要があります。「マガジン分
配」(>47) を参照してください。
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ボリューム一覧表示
1

S3QL の Web インターフェースにログインする

2

メニューから「ボリューム管理」→「ボリューム登録 / 変更」を選ぶ
ボリューム登録 / 変更画面が表示されます。























≥ 画面の基本操作については、24 ページの「お知らせ」を参照してください。

A ボリューム名
ボリューム名が表示されます。

B ボリューム残容量
ボリュームの残容量が表示されます。

C 総ボリューム容量
ボリュームとして S3QL に登録されたコンテナの総容量が表示されます。

D ボリュームマウント可能残容量

E
F
G

マウント済みのボリュームに割り当てられていない S3QL キャッシュの容量が表示されます。
マウント済みのボリュームに割り当てられている S3QL キャッシュの合計が S3QL キャッシュ総容量の
80 % よりも大きい場合、ボリュームマウント可能残容量は負の値になります。
ライトプロテクト状況
ボリュームのライトプロテクト状態が表示されます。
「書込み可能」/「書込み防止」
ファイナライズ状況
ボリュームがファイナライズされているかどうか表示されます。
「未ファイナライズ」/「ファイナライズ済み」/「ファイナライズ中」
インポート状態
ボリュームとしてマウントされているコンテナがインポートされたものかどうか表示されます。
「はい」/「いいえ」

H 分割オブジェクトサイズ

I
J

S3QL がプロキシノードにオブジェクトを PUT する際の最大オブジェクトサイズが表示されます。ボ
リュームに書き込まれたファイルのサイズが分割オブジェクトサイズよりも大きい場合、プロキシノード
にオブジェクトを PUT する際、ファイルは複数のオブジェクトに分割されます。
キャッシュサイズ
ボリュームに割り当てられている S3QL キャッシュの容量が表示されます。
メタデータアップロード間隔
S3QL メタデータのアップロード間隔が表示されます。
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K マウント状態
ボリュームのマウント状態が表示されます。
「マウント完了待ち」：
「マウント」：
「アンマウント」
：
「アンマウント完了待ち」：
「異常マウント」
：
「異常アンマウント」：

マウント処理の完了待ち状態
ボリュームがマウントされている状態
ボリュームがアンマウントされている状態
アンマウント処理の完了待ち状態
ボリュームはマウントされているが、不正な状態
ボリュームはアンマウントされているが、不正な状態

お知らせ
≥ ボリュームとしてマウントしているコンテナにマガジンが割り当てられていない場合のみ、ボリューム一覧
表示画面からボリュームの削除が実行できます。
≥ ボリュームの削除を実行するには、ボリュームを「アンマウント」状態にする必要があります。
≥ ボリュームの削除を実行すると、ボリュームにマウントされていたコンテナも削除されます。
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ボリュームの登録
S3QL ノードにボリュームを登録します。登録したボリュームにマウントするコンテナの作成、S3QL ノードへ
のボリュームのマウントも同時に行います。また、コンテナへのマガジン登録も同時に行います。
1

S3QL の Web インターフェースにログインする

2

メニューから「ボリューム管理」→「ボリューム登録 / 変更」を選ぶ
ボリューム登録 / 変更画面が表示されます。(>89)
3 「ボリューム作成」をクリックする
ボリュームの登録画面が表示されます。
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4

ボリュームの管理

必要な情報を入力する

A ボリューム名（最大 251 バイト）
「ボリューム名とコンテナ名は同じ」をチェックすると、コンテナ名にはボリューム名と同じ名前が自動
で設定されます。

B コンテナ名
コンテナ名入力後に検索を実行し、DA マネージャーのアカウント内に同じ名前のコンテナが存在するか
どうか確認します。同じ名前のコンテナがすでに存在し、そのコンテナが一度もマウントされていない場
合は、既存コンテナの設定値を元に、RAID レベル、暗号化、マガジン自動追加、ミラー値、重複排除、
ファイルパックの設定が更新され、変更できなくなります。すでに別のボリュームで利用されているコン
テナのコンテナ名を使用することはできません。
検索実行後にコンテナ名を変更する場合は、一度リセットを実行してコンテナとの関連付けを解除してく
ださい。
コンテナ名と Keystone サーバーのホスト名の合計は 213 バイト以下にしてください。

C RAID レベル
「RAID 0」/「RAID 5」/「RAID 6」

D 暗号化
「暗号化なし」：

暗号化しない

「システムキーでの暗号化」： システムキーで暗号化する
「アカウントキーでの暗号化」： アカウントキーで暗号化する
「コンテナキーでの暗号化」： コンテナキーで暗号化する
アカウントキーで暗号化するには、事前に「コンテナデフォルト設定」(>27) でアカウントキーを設定
しておいてください。
コンテナキーで暗号化するには、以下の操作を行います。
コンテナキーファイル新規作成： 生成及びダウンロード
1 「実行」をクリックする
2 コンテナキーワードを入力し、「OK」をクリックする
コンテナキーファイルのダウンロードが開始されます。
コンテナキーファイルアップロード
1 「参照」※をクリックして、ファイルをフルパスで指定する
※ Web ブラウザーによりボタン名は異なります。
2 「アップロード」をクリックする

E マガジン自動追加
ボリュームとしてマウントしているコンテナの容量が不足した場合にはコンテナにマガジンを追加する必
要がありますが、それを自動で行うか手動で行うかを設定します。
「有効」/「無効」

F ミラー値
データを同時に複数のマガジンに記録する場合、同時記録数を指定します。ミラーを作成しない場合は、
ミラー値「1」を指定してください。
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G 重複排除
キャッシュ内に保存されているオブジェクトと PUT されたオブジェクトの内容が重複した場合に、重複
排除を実行するかどうか設定します。
「する」/「しない」

H ファイルパック
小容量オブジェクトのパック化を実行するかどうか設定します。
パック化を実行する場合は、チェックボックスにチェックを入れ、パック対象ファイル容量とパック容量
を設定します。

I マウント先ノード
マウント先の S3QL ノードが表示されます。

J 分割オブジェクトサイズ

K

L
M

S3QL がプロキシノードにオブジェクトを PUT する際の最大オブジェクトサイズを設定します。ボ
リュームに書き込まれたファイルのサイズが分割オブジェクトサイズよりも大きい場合、プロキシノード
にオブジェクトを PUT する際、ファイルは複数のオブジェクトに分割されます。
キャッシュサイズ
ボリュームに割り当てる S3QL キャッシュの容量を設定します。
各ボリュームのキャッシュサイズには、ボリュームで取り扱うファイルの最大サイズよりも大きな容量を
確保してください。
キャッシュの容量が不足すると、ボリュームへのファイルコピーに失敗する場合があります。
各ボリュームのキャッシュサイズの合計が S3QL キャッシュ総容量の 80 % を超えるとボリューム登録
時に警告が表示されます。
メタデータアップロード間隔
S3QL メタデータのアップロード間隔を設定します。
マガジンの登録
登録可能なマガジンが「登録可能マガジン」に表示されています。ボリュームとしてマウントされるコン
テナに登録したいマガジンを選択し、

をクリックして、
「マガジングループ ( 未登録 )」に移動させ

ます。
≥ マガジンを 1 つ以上登録してください。
5 「登録」をクリックする
ボリュームが登録され、指定したコンテナがボリュームとしてマウントされます。
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お知らせ
≥ 登録済みマガジンの設定は変更されません。新規に登録するマガジンに対して適用されます。
≥ S3QL ノード上に同じ名前のボリュームを２個以上登録することはできません。
≥ コンテナキーファイルの新規生成時に、同じコンテナキーワードを使用しても、内容の異なるコンテナキー
ファイルがダウンロードされます。
≥ コンテナキーファイルを失うと、そのキーで暗号化されたすべてのオブジェクトは読むことができなくなり
ます。
≥ コンテナキーファイルは、使用するブラウザーに設定されているフォルダー、またはユーザーの指定し
たフォルダーへダウンロードされます。コンテナキーファイルは慎重に扱い、安全な場所に保管されるこ
とを強くお勧めします。
≥ コンテナキーファイル生成時のキーワードに文字数の制限はありませんが、簡潔で覚えやすいキーワードを
設定することをお勧めします。
≥ コンテナに追加されたマガジンは、オブジェクトの記録がなくても同期実行時に管理情報が同期されます。
≥ コンテナ作成後はコンテナ名、RAID レベル、暗号化、重複排除の有効 / 無効、ファイルパックの有効 / 無効を
変更できません。
≥「登録可能マガジン」にはオフラインマガジンは表示されません。
≥ マガジンセットに 1.2 TB マガジン、3.6 TB マガジン、6.0 TB マガジンが混在している場合、
「マガジン自
動追加」では容量の大きいマガジンから順番に使用されます。
≥ マガジン登録時には、「ミラー値」の倍数の同じ種類のマガジンを追加する必要があります。
≥ バーコード情報が登録されていないマガジンは、バーコード情報が空欄になります。
≥ 暗号化非対応の DA 装置が登録された環境では、暗号化関連の項目がグレーアウトされ、選択できなくなりま
す。
≥「重複排除」を実行すると、キャッシュ内に保存されているオブジェクトと PUT されたオブジェクトの内容
が重複した場合に、該当データがマガジンへ記録されなくなります。
≥ ファイルパックを有効にすると、マガジンへ記録を行うタイミングでキャッシュ内に保存された小容量オブ
ジェクトのパック化が実行されます。
≥ ミラーリングしているマガジンは、ミラーを構成するすべてのマガジンが DA 装置に装てんされている状態で
使用してください。
≥ ミラーリングしているマガジンの一部がオフラインになると、以下の条件で該当コンテナへの PUT が実行で
きなくなります。
ファイルパック有効時：1 本のマガジンがオフラインになったとき
ファイルパック無効時：半数を超えるマガジンがオフラインになったとき
≥ 別のDAマネージャー環境でNASストレージとして使用していたコンテナをインポートして使用する場合は、
以下の手順でボリュームを登録してください。
1 DA マネージャーの Web インターフェースを使用して、該当マガジンのコンテナインポートを実行する。
2 インポート完了後、ボリューム登録画面で該当のコンテナ名を指定してボリュームを登録する。
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ボリュームの構成変更
ボリュームとしてマウントされているコンテナへのマガジンの登録、登録解除を行います。
1

S3QL の Web インターフェースにログインする

2

メニューから「ボリューム管理」→「ボリューム登録 / 変更」を選ぶ
ボリューム登録 / 変更画面が表示されます。(>89)
変更したいボリュームの「変更」をクリックする

3

ボリュームの変更画面が表示されます。










4

必要な情報を入力する

A ボリューム名
アンマウント状態のボリュームは、ボリューム名が変更できます。

B マガジン自動追加 (>92)
C ミラー値 (>92)
D ファイルパック
ファイルパックが有効な場合、パック対象ファイル容量とパック容量の設定が変更できます。

E マガジンの登録
登録可能なマガジンが「登録可能マガジン」に表示されています。ボリュームとしてマウントされるコン
テナに登録したいマガジンを選択し、

をクリックして、「マガジングループ（未登録）」に移動さ

せます。
「マガジングループ（記録済）」には、すでに登録されて使用中のマガジンが表示されます。
5 「登録」をクリックする
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お知らせ
≥ コンテナに追加されたマガジンは、オブジェクトの記録がなくても同期実行時に管理情報が同期されます。
同期後は「マガジングループ（記録済）」となります。
≥「マガジングループ（未記録）
」および「マガジングループ（記録済）」にあるマガジンは、登録を解除できま
せん。
≥ マガジン登録時には、「ミラー値」の倍数の同じ種類のマガジンを追加する必要があります。
≥ ミラー値を変更しても、すでにマガジングループ ID が付与されているマガジンの構成には適用されません。
変更後のミラー値は、新たなマガジンに対してマガジングループ ID を付与するタイミングで適用されます。
≥ バーコード情報が登録されていないマガジンは、バーコード情報が空欄になります。
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ボリュームのマウント
ボリュームのマウント / アンマウントを行います。アンマウントされている間、ボリュームへのファイル書き込み
は実行できなくなりますが、ボリュームの構成変更 (>95) は実行することができます。
1

S3QL の Web インターフェースにログインする

2

メニューから「ボリューム管理」→「ボリュームマウント」を選ぶ
ボリュームマウント画面が表示されます。



≥ 画面の基本操作については、24 ページの「お知らせ」を参照してください。

A 項目名
アクセス状態 :

ボリュームへのアクセス状態が表示されます。
「アクセス中」: ファイル書込み / 更新 / 読出し中、または、フォルダーオープン状態
「非アクセス」: ボリュームへのアクセスが無い状態

ファイル同期状態 :

ボリューム内のファイルの同期状態が表示されます。
「未同期」: ボリューム内に未同期ファイルが 1 つ以上存在する
「同期済」: ボリューム内に未同期ファイルが存在しない

≥ 上記以外の項目については、「ボリューム一覧表示」(>89) を参照してください。

マウントの実行
3

マウントしたいボリュームの「マウント」をクリックする
ボリュームマウントの実行画面が表示されます。

4

必要な情報を入力し「マウント」をクリックする
≥ キャッシュサイズ、メタデータアップロード間隔については再マウント時に設定を変更することができま
す。
≥ 各ボリュームのキャッシュサイズの合計がS3QLキャッシュ総容量の80 %を超えるとマウント時に警告が
表示されます。
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アンマウントの実行
3

アンマウントしたいボリュームをチェックボックスで選択する

4 「アンマウント」をクリックする
5

ボリュームの状態に従って、確認メッセージが表示されます。
確認ダイアログで「アンマウント」
、もしくは「強制アンマウント」をクリックする
ボリュームやファイルにアクセスしている間は、「アンマウント」を実行できません。
「アンマウント」を実行するとボリュームは「アンマウント完了待ち」状態となり、ボリュームに対するアク
セスが無くなった時点でアンマウント処理が実行されます。
「強制アンマウント」を実行するとボリュームに対するアクセスの完了を待たずにボリュームのアンマウント
が実行されます。

お知らせ
≥ ボリュームに対するアクセスの完了を待たずに強制アンマウントを実行すると、正常なアンマウント処理が
実行できず、異常アンマウント状態になる可能性があります。
≥ 強制アンマウントは、何らかの異常が発生し、アンマウントが実行できなくなった場合の救済措置として実
行する処理であるため、障害発生時以外では使用しないでください。
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ボリュームのライトプロテクト
ボリュームを一時的にライトプロテクト ( 書込み防止 ) します。ライトプロテクトされている間は、ボリュームへ
のファイル書き込みが実行できなくなり、また、マガジン登録などのボリュームの構成変更 (>95) も実行できな
くなります。
1

S3QL の Web インターフェースにログインする

2

メニューから「ボリューム管理」→「ボリュームライトプロテクト」を選ぶ
ボリュームライトプロテクト画面が表示されます。

≥ 画面の基本操作については、24 ページの「お知らせ」を参照してください。
≥ 項目名については、「ボリューム一覧表示」(>89) を参照してください。

ライトプロテクトの実行
3

ライトプロテクトしたいボリュームをチェックボックスで選択する

4 「書込み防止」をクリックする
5 「OK」をクリックする

ライトプロテクトの解除
3

ライトプロテクトを解除したいボリュームをチェックボックスで選択する

4 「書込み可能」をクリックする
5 「OK」をクリックする
お知らせ
≥ ライトプロテクトは論理的なプロテクトであり、マガジン自体は変更されません。
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ボリュームのファイナライズ
今後変更を行わないボリュームをファイナライズします。ボリュームをファイナライズするとボリュームとしてマ
ウントされているコンテナもファイナライズされます。
準備
≥ ファイナライズの前に、対象となるボリューム / コンテナのキャッシュ状況など、ファイナライズに問題がな
いことを確認しておいてください。
1

S3QL の Web インターフェースにログインする

2

メニューから「ボリューム管理」→「ボリュームファイナライズ」を選ぶ
ボリュームファイナライズ画面が表示されます。

≥ 画面の基本操作については、24 ページの「お知らせ」を参照してください。
≥ 項目名については、「ボリューム一覧表示」(>89) を参照してください。
3

ファイナライズしたいボリュームをチェックボックスで選択する

4 「ファイナライズ」をクリックする
5 「OK」をクリックする
お知らせ
≥ ボリュームに属するすべての記録済みマガジンにファイナライズが実施され、ファイナライズされたボ
リュームへのファイル書き込みが実行できなくなります。また、マガジン登録などのボリュームの構成変更
(>95) も実行できなくなります。
≥ ファイナライズを行うと、そのボリュームはリードオンリー ( 読み取りのみ可能 ) となり、新たな変更は受
け付けなくなります。
≥ キャッシュ同期の合間を利用してファイナライズされていくため、複数マガジンで構成されるコンテナがボ
リュームとしてマウントされている場合は、ライトキャッシュ状況により、ファイナライズ完了までに時間
がかかる場合があります。
≥ ファイナライズ指定されたボリュームに未同期のキャッシュが存在する場合、該当マガジンはファイナラ
イズ前に同期が実施されます。
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システム状態表示
主な機能

担当者

≥ キャッシュ利用可能量、マウントパラメータ、ファイル同期状態などの確認

ボリューム管理者

※「システム状態表示」で確認できるのは、ログイン時に指定した S3QL ユーザーがアクセス可能なボリュームに
関してのみです。

システム状態表示
S3QL ノードに登録されているボリュームのシステム状態を確認します。
1

S3QL の Web インターフェースにログインする

2

メニューから「システム状態表示」→「システム状態表示」を選ぶ
システム状態表示画面が表示されます。



≥ 画面の基本操作については、24 ページの「お知らせ」を参照してください。

A 項目名
ボリューム名 :

ボリューム名が表示されます。

マウント状態 :

ボリュームのマウント状態が表示されます。
「マウント完了待ち」: マウント処理の完了待ち状態
「マウント」: ボリュームがマウントされている状態
「アンマウント」: ボリュームがアンマウントされている状態
「アンマウント完了待ち」: アンマウント処理の完了待ち状態
「異常マウント」: ボリュームはマウントされているが、不正な状態
「異常アンマウント」: ボリュームはアンマウントされているが、不正な状態

アクセス状態 :

ボリュームへのアクセス状態が表示されます。
「アクセス中」: ファイル書込み / 更新 / 読出し中、または、フォルダーオープン状態
「非アクセス」: ボリュームへのアクセスが無い状態

ボリュームキャッ
シュ残容量 :

ボリュームに割り当てられたキャッシュの残容量が表示されます。

ボリューム残容量 :

ボリュームの残容量が表示されます。
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分割オブジェクトサイズ : S3QL がプロキシノードにオブジェクトを PUT する際の最大オブジェクトサイ
ズが表示されます。ボリュームに書き込まれたファイルのサイズが分割オブジェ
クトサイズよりも大きい場合、プロキシノードにオブジェクトを PUT する際、
ファイルは複数のオブジェクトに分割されます。
キャッシュサイズ :

ボリュームに割り当てられている S3QL キャッシュの容量が表示されます。

メタデータアップロード間隔 : S3QL メタデータのアップロード間隔が表示されます。
ライトプロテクト状況 : ボリュームのライトプロテクト状態が表示されます。
「書込み可能」/「書込み防止」
ファイナライズ状況 : ボリュームがファイナライズされているかどうか表示されます。
「未ファイナライズ」/「ファイナライズ済み」/「ファイナライズ中」
インポート状態 :

ボリュームとしてマウントされたコンテナがインポートされたものかどうか表示
されます。
「はい」/「いいえ」

ファイル同期状態 :

ボリューム内のファイルの同期状態が表示されます。
「未同期」: ボリューム内に未同期ファイルが 1 つ以上存在する
「同期済」: ボリューム内に未同期ファイルが存在しない
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システム設定
主な機能

担当者

≥ 各容量の利用可能量の警告しきい値、S3QL ログ出力設定、メールサーバー設定など、
S3QL のシステム全体に関する管理機能
ボリューム管理者

システム設定
S3QL のシステム全体に関する設定を行います。
1

S3QL の Web インターフェースにログインする

2

メニューから「システム設定」→「システム設定」を選ぶ
システム設定画面が表示されます。





3

以下の項目を設定する

A 各容量の利用可能量の警告閾値
管理者へキャッシュ等の容量不足を通知するための警告しきい値を設定します。
ボリューム :

各ボリュームの残容量がしきい値未満になると「メールサーバー設定」(>104)
で登録した通知先にメール通知されます。( 単位 : GB)

S3QL キャッシュ : S3QL キャッシュの残容量がしきい値未満になると「メールサーバー設定」
(>104) で登録した通知先にメール通知されます。( 単位 :GB)
DAM キャッシュ :

ライトキャッシュと有効期限内リードキャッシュの総容量が大きくなり、キャッ
シュ有効容量がしきい値未満になると DA マネージャーのシステム管理者にメー
ル通知されます。( 単位 :GB)

B ボリューム管理者グループ（最大 255 文字）
ユーザーの所属するグループをボリューム管理者グループとして設定します。
※あらかじめ、外部ディレクトリサービスでユーザーにグループを割り当てておいてください。

C S3QL ログ出力先
S3QL ログの出力先を設定します。
「S3QL ログファイル」/「システムログ」/「システムログと S3QL ログファイル」
4 「設定」をクリックする
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メールサーバー設定
ボリュームキャッシュや S3QL キャッシュの残容量が警告しきい値を下回ったときなど、ボリューム管理者へ
メール通知を行うための、メールサーバーに関する設定を行います。
1

S3QL の Web インターフェースにログインする

2

メニューから「システム設定」→「メールサーバー設定」を選ぶ
メールサーバー設定画面が表示されます。









3

以下の項目を設定する
「メール送信」チェックボックスのチェックによりメール通知あり / メール通知なしを切り換えることができ
ます。メール通知を行うには、「メール送信」にチェックを入れた状態で下記の設定を行ってください。

A SMTP サーバー名（最大 255 バイト）
SMTP サーバーのホストネーム (FQDN) または IP アドレス

B SMTP ポート番号
C SMTP ドメイン名 ( 最大 63 バイト )
D SMTP 認証
「SMTP 認証」チェックボックスのチェックにより SMTP 認証を使用する / 使用しないを切り換えるこ
とができます。SMTP 認証を使用する場合は、「SMTP 認証」にチェックを入れた状態で下記の設定を
行ってください。
CRAM-MD5/
LOGIN/PLAIN:

SMTP 認証方法を指定します。

ユーザー ID:

SMTP 認証で使用するユーザー ID を指定します。（最大 255 バイト）

パスワード :

SMTP 認証で使用するパスワードを指定します。（最大 255 バイト）

E メール通知先 ( 最大 255 バイト )
ボリューム管理者へメール通知を行うための送信先アドレスを設定します。
4 「設定」をクリックする
5 「OK」をクリックする
お知らせ
≥ メール通知ありからメール通知なしに切り換えると、データベース内に保存されている未送信メールはすべ
て削除されます。
≥ メール通知なしに設定している場合は、メールの生成が行われません。
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Q&A

困ったときは

Q&A
わからないときや困ったときは、以下の項目を確認してください。
問題が解決しない場合のお問い合わせ先については、購入先にご確認ください。

キャッシュ、データベースについて
Q( 質問 )

A( 回答 )

マガジンへの書き込みが完了したかを知りた

≥「キャッシュファイル解放」(>61) を参照し、確認したい
マガジンを指定しキャッシュタイプを WRITE にして検索
してください。書き込みが完了していれば表示されません。
≥ 各マガジンの同期実行状態はDashboardのマガジン使用詳
細で確認できます。

い。

スケジュールどおりにキャッシュ同期されない
( 未同期キャッシュ容量が減らない )。

≥ キャッシュ処理は順番に実行されるため、マガジンからの
読み取り中はキャッシュ同期処理は待たされます。

キャッシュの容量を増やしたい。

≥ キャッシュに割り当てられているボリュームに HDD を増設
してください。

他の DA マネージャーのデータベースを統合
したい。

≥ 対応していません。

コンテナ、マガジンについて
Q( 質問 )

A( 回答 )

DA 装置に装てんした新品マガジンが、DA マ

≥「マガジン装填 / 取出」(>40) を参照して、新品マガジンを
装てんした DA 装置 のマガジンドロワーのスロットの状態
が「未フォーマット」であることを確認してください。「不
明」、「管理外」の場合、正常に認識されていません。

ネージャーに正しく登録されたかを確認した
い。
コンテナの最大容量を制限したい。

≥ 対応していません。

コンテナの暗号化、RAID レベルを変更したい。 ≥ コンテナの作成後は変更できません。
他の DA マネージャーで使用しているマガジ
ンを使用したい。

≥ Windows 版 DA マネージャーで記録したマガジンは利用で
きません。
≥ Linux 版で記録したマガジンであればコンテナインポート
(>52) を利用すれば可能です。

コンテナを削除したい。

≥ Web インターフェースでの削除はできません。
REST API でコンテナ内のすべてのオブジェクトを削除した
あと、コンテナを削除してください。コンテナ削除後はコンテ
ナに割り当てられたマガジンは自動的に廃棄されます。

NAS ストレージ構成で、コンテナが自動的に

≥ サーバーへの過大負荷により、コンテナへのデータ追加ができ
なくなった場合、データ消失が発生しないようにコンテナは自
動的にアンマウントされます。アンマウントされたコンテナ
は、再度マウントすることで利用可能になります。

アンマウントされる。
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困ったときは

Q&A

システムについて
Q( 質問 )

A( 回答 )

マガジン装てん依頼などのメール通知が届かな

≥ メールサーバーが正常に動作しているか確認してください。

い。

≥ Keystone のメールアドレス設定を確認してください。ご
自身で確認できない場合は、Keystone 管理者に依頼して
ください。
≥「ユーザーグループ設定」(>72)、「メールサーバー設定」
(>73) を確認してください。

Web インターフェースでの操作について
Q( 質問 )

A( 回答 )

Login 後時間がたつと認証エラーが発生する。

≥ Keystone の Token の有効期限を過ぎています。Logout
し、再度 Login し直してください。

接続できない。

≥ クライアント側の OS の設定で、DNS などネットワークの
設定を確認してください。
≥ ネットワーク管理者、DA マネージャーのシステム管理者に
相談してください。

表示がおかしい。

≥ 推奨ブラウザーを使用してください。
≥ Web ブラウザーの設定が正しいか確認してください。

オブジェクトの内容を変更したが変更前の状態
になっている。

≥ Swift の特性 ( 結果整合性 ) 上、各種状態が更新されるには少
し時間がかかる場合があります。しばらく待ってから確認
してください。

その他
Q( 質問 )

A( 回答 )

コンテナ名や Web インターフェースの入力で

≥ 文字の入力には、サロゲート領域以外の Unicode 文字を使

使用可能な文字の種類が知りたい。
サーバーのコンソールに「rejecting I/O to
offline device」のエラーが表示される。

用することができます。
≥ NIC がすべてオフラインになったため、DA 装置の制御ソフ
トと通信ができなくなっています。サーバーを HUB など
に接続し、NIC がオフラインにならない状態で使用してく
ださい。
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ソフトウェア動作環境
管理サーバー
管理サーバー ( データアーカイバーマネージャーをインストールする PC) は、以下の要件を満たしている必要が
あります。
対応 OS

Red HatR Enterprise LinuxR 7 または Cent OS 7

CPU

OS、データベース要件を満足するもの

メモリ

OS、データベース要件を満足するもの

ディスプレイ

OS 要件を満足するもの

ハードディスク

ソフトウェアイン

500 MB 以上の空き容量

ストール
キャッシュ

3.0 TB 以上
≥ Swift およびキャッシュ用に、それぞれ専用のボリュームを用意して
ください。

インターフェース

≥ LAN
≥ ストレージ接続用インターフェース
ストレージに応じたもの、SAS/FC/ ネットワーク

対応マガジン

1.2 TB Recordable マガジン (LM-BM12LB)
3.6 TB Recordable マガジン (LM-BM36XB、LM-BM36XD)
6.0 TB Recordable マガジン (LM-BM60XB、LM-BM60XD)

その他

サポートストレージ : データアーカイバー (LB-DH6)、
データアーカイバー (LB-DH7)、
データアーカイバー (LB-DH8)

※ご利用状況により、必要なリソース ( 管理サーバー構成、CPU、メモリ、ハードディスク、データベース ) は変
わります。
※推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。

その他
推奨 Web ブラウザー：

WindowsR Internet ExplorerR 11
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≥
≥
≥
≥
≥
≥
≥

ソフトウェア動作環境

Microsoft、Windows、Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Red Hat Enterprise Linux は Red Hat,Inc. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
QR コードは ( 株 ) デンソーウェーブの日本及びその他の国における登録商標です。
Linux は、Linus Torvalds 氏の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
UNIX は、The Open Group の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
NFS は、米国 Sun Microsystems,Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
その他、記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。

本製品は、以下の種類のソフトウェアから構成されています。
(1) パナソニック株式会社 ( パナソニック ) が独自に開発したソフトウェア
(2) 第三者が保有しており、パナソニックにライセンスされたソフトウェア
(3) GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version2.0 (GPL V2.0) もしくは Version3.0 (GPL V3.0) に基づきライセンスされたソフトウェア
(4) GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version2.1 (LGPL V2.1) もしくは Version3.0 (LGPL V3.0) に基づきライセンスされたソフト
ウェア
(5) GPL V2.0、GPL V3.0、LGPL V2.1、LGPL V3.0 以外の条件に基づきライセンスされたオープンソースソフトウェア
上記 (3) 〜 (5) に分類されるソフトウェアは、これら単体で有用であることを期待して頒布されますが、「商品性」または「特定の目的についての適合性」に
ついての黙示の保証をしないことを含め、一切の保証はなされません。詳細は、付属のインストールメディアに含まれるライセンス条件をご参照ください。
パナソニックは、本製品の発売から少なくとも３年間（GPL V3.0 または LGPL V3.0 に基づきライセンスされるソフトウェアの場合、前記期間に加えて本
製品の修補用部品又はカスタマーサポートを提供する期間）、以下の問い合わせ窓口にご連絡いただいた方に対し、実費にて、GPL V2.0、GPL V3.0、
LGPL V2.1、LGPL V3.0、またはソースコードの開示義務を課すその他の条件に基づきライセンスされたソフトウェアに対応する完全かつ機械読取り可能
なソースコードを、それぞれの著作権者の情報と併せて提供します。
問い合わせ窓口 : oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com
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特記事項
∫ 本ソフトウェアの使用、故障または何らかの不具合により生じたデータの損失ならびに、直接、間接の損害につ
きましては、保証期間中および保証期間経過後にかかわらず、当社は一切の責任を負いかねます。
∫ データアーカイバーマガジンに格納するデータはお客様の責任において管理してください。本ソフトウェアをご
使用になる前に必ず動作確認を行っていただくとともに、重要なデータに関しては、万一に備えてバックアップ
を行うようお願いいたします。
∫ パスワードが第三者に知られた場合、不正に利用される可能性があります。
インストール時の初期ユーザー名、パスワードは公開されているため、お客様ご自身の責任でユーザー名、パス
ワードを設定して管理してください。当社では不正利用された場合の責任は負いかねます。
∫ 本ソフトウェアおよび本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。
∫ 譲渡 / 廃棄時
DA マネージャー関係の情報が格納されている管理サーバー、キャッシュ用ストレージ、Maria DB を搭載した
サーバー、Keystone サーバー、クライアント PC、設定や暗号キーなどをバックアップした媒体を譲渡もしく
は廃棄するときは、情報漏えい防止のため初期化や物理的に破壊することをお勧めします。
∫ 納入時にシステム化されたもの以外で、管理サーバー内に DA 装置と無関係の別アプリが同居している環境で
は、DA マネージャーの動作は保証されません。
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用語解説
CIFS

Swift

Common Internet File System の略。Microsoft

OpenStack を構成するコンポーネントのひとつで、

社が公開したファイル共有プロトコル。

クラウドストレージを提供する。

Dashboard

S3QL

DA マネージャー構成要素の動作状況を確認する専用

オンラインデータストレージ向けファイルシステム。

の機能。

標準的な UNIX ファイルシステムを提供する。

ISO9660

Web インターフェース

1988 年に CD-ROM のために標準化されたファイ

ファイルの操作、本ソフトウェアの設定 / メンテナン

ルシステム。

スを行うためのインターフェース。ネットワーク越し
に http もしくは https で接続して使用する。

Keystone
OpenStack での各種サービスに対する統合認証。ド

1 次元 /2 次元コード

メイン、プロジェクト、ユーザー、グループ、ロール

マガジンの識別のために利用者がマガジンのユーザー

等を管理する。

ラベル貼付領域に貼付するコード。1 次元コードとし
て Code39、もしくは 2 次元コードとして QR コー

Maria DB

ドを使用して作成する。

MySQL と互換性を持つオープンソースのリレーショ

アカウント

ナルデータベース管理システム。

Swift におけるユーザーでありコンテナの所有者。

NFS

Keystone におけるプロジェクトと同意。

Network File System の略。主に UNIX 系 OS にお
いて利用される分散ファイルシステムおよびそのプロ

アカウントキー

トコル。

暗号化で使用する鍵。コンテナデフォルト設定時に指
定すると生成される。

OpenStack
2010 年に Rackspace Hosting（英語版）と

アカウントユーザー

NASA によって始められた IaaS クラウドコン

ファイル操作を行うことができるユーザー。

ピューティングプロジェクト。現在では 200 社以上

暗号化

が参加している。

不正なアクセスから守るために、暗号キーを使用して

RAID

書き込み内容を変更すること。本ソフトウェアは DA

Redundant Arrays of Inexpensive Disks の略。

装置が持つ暗号化機能を使用して暗号化を行う。暗号

複数のディスクもしくは機器を組み合わせることで冗

キーはシステムキー、アカウントキーもしくはコンテ

長性を向上させる技術。

ナキーを使用する。

REST
Representational State Transfer の略。HTTP リ
クエストに対してレスポンスを返送する Web アーキ

インポート
別の DA Manager Linux 版で作成したコンテナをマ
ガジンから取り込むこと。

テクチャスタイルのひとつ。

RFID
近距離の無線通信で情報を読み書きする仕組み。マガ
ジンに RFID タグ、DA 装置に RFID リーダー / ライ
ターが内蔵されており、マガジンの情報を管理する。
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用語解説

オブジェクト

システム管理者

ストレージへの記録対象物で、Windows のファイル

本ソフトウェアのすべてを管理することができるユー

に相当する。メタデータを付与することができる。

ザー。
マガジン管理者を兼ねることもできる。

オフラインオブジェクト
保存されているマガジンが DA 装置外にある状態のオ

システムキー

ブジェクトのうち、キャッシュに読み出されていない

暗号化で使用する鍵。本ソフトウェアのインストール

オブジェクト。

途中に生成される。

オフラインマガジン

システムメタデータ

DA 装置外にあるマガジン。DA 装置を停止した場合

オブジェクトの作成時間情報 (Date) や、オブジェク

は、DA 装置内でもオフラインマガジンとなります。

トのハッシュ値 (Etag) など Swift から付与されるメ
タデータ。アカウント・コンテナ・オブジェクトにそ

オンラインオブジェクト

れぞれ付与される。

保存されているマガジンがドライブシステムに装てん
されている状態、もしくはキャッシュに読み出されて

棚

いる状態のオブジェクト。

DA 装置より取り出したオフラインのマガジンを分け
て格納する場所。

オンラインマガジン

「棚」を「箱」や「段」、
「部屋」に置き換えてもよい。

DA 装置のドライブシステムに装てんされているマガ

ディレクトリサービス

ジン。

ネットワークに接続したサーバーを統一的に管理する

期限切れリードキャッシュ

ための機能。アクセス権限などの属性を対応づけた管

リードキャッシュのうち設定した有効期限を過ぎたも

理情報を使用して、ユーザーからのアクセスを制御す

の。キャッシュ空き容量が不足するとき自動的に削除

る。

される。

データアーカイバー
キャッシュ

スケーラブルなモジュール構成により、最大 76 〜

マガジン内のデータへのアクセスを高速化するために

532 本のマガジンを格納可能であり、本ソフトウェ

一時保存する領域。

アの制御の下、対応のマガジンにデータの読み取り、

リードキャッシュとライトキャッシュがある。

書き込みを行う。

キャッシュ有効容量

ドライブシステム

キャッシュ空き容量＋期限切れリードキャッシュ容

マガジンのデータ読み取り、データ書き込みを行うた

量。

めのシステム単位。
LB-DH8 シリーズは 12 台のドライブで構成され、

コンテナ

LB-DH7 シリーズ、LB-DH6 シリーズは 6 台のドラ

オブジェクトを格納する場所。Windows のボリュー
ムまたはフォルダに相当する。コンテナは複数作るこ

イブで構成される。

とができるが、コンテナの下にコンテナを作ることは

ドメイン

できない。

Keystone におけるプロジェクト、グループ、ユー
ザーの集合体。

コンテナキー
暗号化で使用する鍵。新規コンテナ作成時に指定する

ドロワー

と生成される。

DA 装置でマガジンを格納する場所。
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ニアラインオブジェクト

マガジン管理者

保存されているマガジンが DA 装置内にはあるがドラ

マガジン管理、コンテナ管理を行うことができるユー

イブシステムに装てんされていない状態のオブジェク

ザー。

トのうち、キャッシュに読み出されていないオブジェ
クト。

マガジングループ
冗長性確保のためデータは複数でグループ化されたマ

ニアラインマガジン

ガジンで多重化可能である。これをマガジングループ

DA 装置に装てんされているが、ドライブシステムに

と呼称する。

は装てんされていないマガジン。

マガジンセット
Swift のアカウント単位で割り当てられたマガジンの

バーコード

集合。

1 次元 /2 次元コードのこと。

マガジン装てん要求

バッチ処理
マガジンからのデータ読み取りやマガジンへのデータ
書き込みを行う処理。定時 / 定期実行バッチと即時

オフラインオブジェクトやニアラインオブジェクトの
読み取り / 書き込み要求が発生した場合に、そのオブ
ジェクトが格納されているマガジンを DA 装置へ装て

バッチの 2 種類がある。

んするために、本ソフトウェアよりマガジン管理者へ
送付される要求のこと。

ファイナライズ
追記不可となるように処理を行うこと。本ソフトウェ

マガジンドロワー

アではコンテナ単位で指定する。指定されたコンテナ

マガジンを格納したマガジンスタックを取り付けるた

に属するマガジンすべてにファイナライズが実施され

めの引き出し式の機構。

る。

メタ情報
フォーマット

ファイルの拡張属性として付与することができる、検

データの読み書きができるようにマガジンを初期化す

索のキーワードとなる情報。

ること。本ソフトウェアでは新規マガジンをコンテナ
に登録後、所定の条件で自動的にフォーマットを行う。

ユーザメタデータ
利用者が任意のデータを付与して作成したメタデー

プロジェクト

タ。アカウント・コンテナ・オブジェクトにそれぞれ

Keystone におけるユーザーのグループ。Swift にお

付与することができる。

けるアカウントと同意。

ライトプロテクト

ボリューム

コンテナに設定する論理的な書き込み禁止属性。マガ

記憶媒体における管理上の単位。S3QL でコンテナを

ジンそのものには変更は加えられない。

マウントすると、各コンテナがボリュームとして管理
される。

利用者
本システム利用のために Swift API を発行する主体。

ボリューム管理者
ボリューム管理、S3QL のシステム設定を行うことが
できる S3QL ユーザー。

マガジン
複数ディスクおよび RFID タグを内蔵した記録媒体。本
ソフトウェアでは複数マガジンをコンテナとして扱う。
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