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免責事項 

下記事項は、弊社の一般的な製品の方向性に関する概要を説明するものです。また、情報提供を唯
一の目的とするものであり、いかなる契約にも組み込むことはできません。マテリアルやコード、
機能の提供をコミットメント（確約）するものではなく、購買を決定する際の判断材料になさらな
いでください。オラクルの製品に関して記載されている機能の開発、リリース、および時期につい
ては、弊社の裁量により決定されます。 
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概要 

Oracle Secure Backup 12.2 はオラクルのメディア管理ソリューションです。異種ファイル・システ

ムおよび Oracle データベースのディスク、テープ、クラウドへのバックアップを一元管理できます。

クラウド・ストレージを使用すると、クラウド・コンピュート・インスタンスのデータをバック

アップしたり、オンプレミス・データをオフサイトで保管したりすることができ、ボールティン

グ・サービスに代わる有効なソリューションを提供します。  バックアップ・イメージは、暗号化

された形式で Oracle Cloud Infrastructure Storage Classic コンテナに保管され、暗号鍵は Oracle 

Secure Backup 管理サーバーに保管されます。コンテナは、標準オブジェクト・ストレージとアー

カイブ・ストレージの 2 つのタイプがあります。標準コンテナは、リストア時にデータにより速く

アクセスでき、アーカイブ・コンテナは長期的な保持、アクセス頻度の低いデータ用です。アーカ

イブ・コンテナへのデータ保管にかかるコストは標準コンテナよりも安価ですが、リストアの場合、

データの取得には最長 4 時間の遅れが生じます。このホワイト・ペーパーは、Oracle Secure Backup

にすでに精通し、現在テープまたはディスク・デバイスを使用していて、新しいクラウド・スト

レージ・デバイスをすぐに使い始めたいユーザーを対象としています。  
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作業を開始する前に 

• Oracle Cloud Storage Classic コンテナをターゲットとして使用するように Oracle Secure Backup を設定す

るには、以下の手順を実行します。 

• Oracle Object Storage クラウド・サービスにサブスクライブする。 

• ログイン資格証明と ID ドメインを入手する。 

• クラウド・サーバーの CA 証明連鎖トラスト・ポイントをダウンロードする。 

• Oracle Secure Backup ソフトウェア・バージョン 12.2 を管理サーバー、メディア・サーバー、クライアン

トにインストールする。 

• ウォレットを作成し、証明書をインポートする。 

• クラウド・ストレージ・デバイスを作成する。 

• バックアップをテストする。 

 

Oracle Object Storageクラウド・サービスにサブスクライブする 

これは、Oracle Object Storage サービスへのアクセスに必要な基本要件です。次のリンクから有料またはトライ

アル版サービスにサブスクライブできます。 

https://cloud.oracle.com/en_US/storage-classic 

このサービスは、レプリケーションあり/なしのさまざまなオプションを提供します。また、長期保持用の安価

なストレージを実現するアーカイブ・ストレージ・サービスにもサブスクライブできます。各サービスと関連

コストの詳細は、上記のリンクから入手できます。 

IDドメインとログイン資格証明を入手する 

クラウド・サービスにサブスクライブすると、すべてのサービスに対し一意の ID が作成されます。これは ID ド

メインと言います。ユーザーは、クラウド・サービスと認可ユーザーを管理するための ID ドメイン管理者ユー

ザーも作成する必要があります。 

ID ドメインとユーザー資格証明を受け取ったら、それらを使用して、サービスにアクセスする必要がある他の

ユーザーのログイン・アカウントを作成できます。Oracle Secure Backup からストレージ・サービスにアクセス

するには、ストレージ管理者ロールを持つ別のユーザーを作成することをお奨めします。このユーザーには、

ストレージ読取り/書込みロールも必要です。 

新しいユーザーとロールの追加の詳細は、以下のリンクから入手できます。 

https://docs.oracle.com/en/cloud/get-started/subscriptions-cloud/csgsg/adding-users-and-assigning-roles.html 

  

https://cloud.oracle.com/en_US/storage-classic
https://docs.oracle.com/en/cloud/get-started/subscriptions-cloud/csgsg/adding-users-and-assigning-roles.html
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クラウド・サーバーのCA証明連鎖トラスト・ポイントをダウンロードする 

Oracle Secure Backup はクラウド・サーバーの CA 証明書を使って、クラウド・ストレージ・サービスに SSL 接

続を行います。ユーザーは CA 証明連鎖をダウンロードして、Oracle Secure Backup 管理サーバーとメディア・

サーバーに保存する必要があります。証明書をダウンロードするには、以下の手順に従ってください。 

1. Web ブラウザを開き、以下のリンクにアクセスします（以下の例では Firefox を使用しました）  

https://<identity domain>.storage.oraclecloud.com 

ブラウザに次のようなメッセージが表示されます。 

 

2. 緑のセキュリティ・ロックのアイコンをクリックして、詳細と証明書を表示してください。 

 

3. 矢印をクリックして、以下の詳細を表示してください。 

 

4. 詳細をクリックして、以下のダイアログ・ボックスを表示してください。 
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5. 「View Certificate」をクリックし、「Details」タブを選択して証明書の詳細を表示します。 

 

 

6. チェーンの最初の 2 つの証明書を 1 つずつ選択し、「Export」をクリックします。 

7. エクスポートされた証明書ファイルをローカル・メディアに保存します。 

 

Oracle Secure Backupソフトウェア・バージョン12.2を 

管理サーバー、メディア・サーバー、クライアントにインストールする 

Oracle Secure Backup 12.2 を OTN からダウンロードします。 

これで Oracle Secure Backup ソフトウェア・バージョン 12.2 を管理サーバー、メディア・サーバー、クライア

ントにインストールできます。インストールまたはアップグレードの詳細については、Oracle Secure Backup の

インストレーションのドキュメントを参照してください。 

 

ウォレットを作成し、証明書トラスト・ポイントをインポートする 

Oracle Secure Backup のインストールが完了したら、ダウンロードした証明書トラスト・ポイントを管理サーバー

とメディア・サーバーにコピーして、ウォレットを作成し、Oracle Secure Backup 証明書マネージャのコマンド

“obcm”を使って証明書をウォレットにインポートします。ウォレットを作成する際、パスワードを指定する必要

があります。パスワードは、後で証明書をインポートするときに必要になるため、覚えておいてください。 

  

http://www.oracle.com/technetwork/database/database-technologies/secure-backup/overview/index.html
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Usage: obcm wallet [--create/-c ] [--add/-a <trust point path>]  

[--cloudwallet/-L | --wpath/-w <wallet path>] 

-c: Create wallet 

-a: Add trust point to wallet 

-L: Create/Add to Cloud wallet 

-w: Create/Add to <wallet path> 

 

以下のコマンドを使ってウォレットを作成します。新しいパスワードの入力が求められます。 

# obcm wallet --create --cloudwallet 

Wallet Password: xxxx 

Wallet password (again): xxxx  

Wallet has been created. 

 

以下に示すように、証明書をウォレットに追加し、ダウンロードして管理サーバーとメディア・サーバーにコ

ピーした証明書ファイルを指定します。 

# obcm wallet --cloudwallet --add /home/opc/SymantecClass3SecureServerCA-G4.crt 

Wallet password: 

Trust point has been imported into wallet. 

 

# obcm wallet --cloudwallet --add /home/opc/VeriSignClass3PublicPrimaryCertificationAuthority- G5.crt 

Wallet password: 

Trust point has been imported into wallet. 

 

クラウド・ストレージ・デバイスを作成する 

以下に示すように、使い慣れた mkdev コマンドを使用して、新しいクラウド・ストレージ・デバイスを作成し

ます。クラウド・アカウントのパスワードの入力が求められます。コンテナは Oracle Secure Backup によって作

成されるため、既存のコンテナがない状態にしてください。オブジェクトを指定するか（高速リストア・アク

セスのため）、アーカイブ（長期保持、アクセス頻度の低いデータのため）のクラスを指定する必要がありま

す。リストアの場合、データをアーカイブ・コンテナから再び取得するには、4 時間の遅延が生じます。 
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# obtool mkdev --type cloudstorage --identitydomain <your identity domain> \ 

--url <identity domain>.storage.oraclecloud.com --mediaserver <name of media server>\ 

--user <user name> --querypassphrase\ 

--container <container name> <device name> 

--storageclass <object | archive> 

Password: xxxx 

また、以下のコマンドを使って、クラウド転送のタイムアウトを 10 秒に調整することをお奨めします。 

# obtool setp cloud/transfertimeout 10sec 

または、Oracle Secure Backup Web ツールを使用して、「Configure」 →「Basic」 → 「Devices」を選択できます。 

 

デバイスのページが表示されたら、「Add」をクリックして新しいデバイスを作成します。 

 

Type:で「cloudstorage」を選択してデバイス名を入力し、Mediaserver を選択し、Storage class で「Object」ま

たは「Archive」を選択します。 
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クラウド・アカウント名とパスワードを入力します。URL を取得するには、Oracle Cloud Dashboard の Storage 

Classic service type リ ン ク を ク リ ッ ク し 、 REST Endpoint を 見 つ け て く だ さ い 。 通 常 、 domain-

id.storage.oraclecloud.com という形式を持つホスト名コンポーネントだけを使用してください。 

pingdev obtool コマンドを使って、クラウド・デバイスが適切に設定されていること、アクセス可能であるこ

とを確認できます。 

# obtool pingdev <clouddevice> 

そ の 他 の オ プ シ ョ ン に つ い て は 、 『Oracle Secure Backup 12.2 Installation and Configuration Guide 』 の

「Configuring Cloud Storage Devices」の章を参照してください。 

 

バックアップをテストする 

これで、データセットを作成し、バックアップを新たに構成されたクラウド・ストレージ・デバイスに送信で

きます。バックアップ・イメージの手動および自動コピー（ステージング）などその他の機能については、

Oracle Secure Backup の管理者ガイドを参照してください。 

  

 

https://docs.oracle.com/cd/E91325_01/OBINS/initial_config_domain.htm#OBINS-GUID-A72C990F-AEC6-49AD-96BB-E83B618A82EB
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