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1
安全に関する全般的なガイ
ドライン
この章では以下の項目について説明しています。
■

製品安全の情報

■

記号の規則

■

識別子の規則

■

高電圧対策

■

ESD (静電放電)

■

可燃性ガス

■

バッテリ

■

レーザー

■

光ファイバー

製品安全の情報
このドキュメントは、基板、シャーシ、搭載済みの周辺機器に適用されます。ケガ、感電、
火災、装置の損傷を防ぐために、このドキュメントを注意深くお読みください。デバイスの
設置やメンテナンスの前に、すべての警告と注意事項を順守してください。
デバイスの設置と修理は、技術資格を有した人でのみ行ってください。
このガイドの中と、アプライアンスとストレージシェルフのマニュアルの中に記載されたガ
イドラインと組み立て指示を必ず実行してください。ガイドラインと指示を守ることで、既存
の製品認定と承認に確実に適合でき、適合を維持することができます。このガイドに指定
されている記載かつ規制されたコンポーネントのみお使いください。
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他の製品またはコンポーネントを使うと以下の結果を招きます。
■

UL 認証が無効になります

■

規制の承認が無効になります

■

製品販売対象地域または使用地域の製品規制に違反する結果になることがあります

■

製品の保証が無効になることがあります

記号の規則
警告の記号は、設置やメンテナンスの作業を行うときに守るべき安全上の注意事項を喚
起するものです。
表 1-1
記号

警告の記号
説明
リスクレベルの高い危険を示します。命を落とす
か深刻な傷害を招く可能性があります。

リスクレベルが中程度か低い危険を示します。比
較的軽いまたは中程度のケガを招く可能性があ
ります。
潜在的に危険を伴う状況を示します。これを回
避しなければ、装置の損傷、データ損失、パ
フォーマンスの低下、または予期しない結果を
招く可能性があります。

p.10 の 「識別子の規則」 を参照してください。

識別子の規則
次の表は、警告と安全の識別子について説明しています。

10

第 1 章 安全に関する全般的なガイドライン
識別子の規則

表 1-2

警告と安全の識別子

識別子

説明
静電放電 (ESD) 防止の識別。
静電気によるケガや障害を避けるため、ESD を
防止する手袋やリストストラップを身に着けるな
ど、厳密な ESD 防止策を講じてください。
重量警告の識別子。
デバイスを移動する前にその重さに注意してく
ださい。

システムディスクの装着と脱着に対する警告の
識別子。
次に示す適切な手順に従えない場合は、システ
ムディスクの装着や脱着を行わないでください。

電源の警告の識別子。
デバイスをオフにするときは、すべての電源を切
る必要があります。

マニュアルを読むための識別子。
デバイスを作動させる前にマニュアルを読んでく
ださい。

例: 0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

ドライブの識別子。
ディスクドライブが設置されているスロットの ID
番号を示します。

p.12 の 「高電圧対策」 を参照してください。
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高電圧対策

高圧電源はデバイスに電力を供給します。高圧電源 (建物の主電源を含む) に直接また
は間接的 (塗れた物を通して) に接触すると、致命的な危険にさらされる可能性がありま
す。
■

AC 電源を設置するときは、標準安全規則に従ってください。AC 電源を設置する作
業員は、高電圧と交流と取り扱う作業を行う資格を持っている必要があります。

■

作業している間は、時計、鎖、ブレスレット、指輪のような導電性の物を身に着けない
でください。

■

キャビネットに水で濡れていることに気づいた場合や、ラックが湿気を帯びている場合
は、すみやかに電源のスイッチを切ってください。

■

湿気の多い環境で使用しているときは、必ずデバイスを水のかからない場所に置い
てください。

高圧電源に対して不適切な操作をすると、火事や感電事故につながる可能性がありま
す。特定の領域を通過して AC ケーブルを接続したり配線する際は、標準のルールと規
制に従ってください。作業員は、高圧の交流電力で作動する機器を操作するための最新
の資格を持っている必要があります。

高圧の交流に対して作業するときは、絶縁された工具を使う必要があります。

電源がオンの状態で電源コードまたは PDU コードを抜き差ししないでください。 コード
の芯と導体との間のわずかな接触によって電気アークやスパークが発生することがあり、
これが火事やケガの原因になる可能性があります。
■

電源ケーブルのむき出しのワイヤは、配電盤に接続するまでは絶縁テープで包んで
おいてください。
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■

電源コードまたは PDU コードの付けはずしを行う前に、電源をオフにしてください。

■

電源コードまたは PDU コードを接続する前に、コードとラベルが設置要件に適合し
ていることを確認してください。

雷が発生する可能性のある嵐の日は、高電圧の電源と接続部に対して、またはその他の
導電性のものに対して作業しないようにしてください。
嵐による障害や傷害を防ぐために、必ずすべてのデバイスを適切に接地するようにして
ください。
p.13 の 「ESD (静電放電)」 を参照してください。

ESD (静電放電)
人体から出る静電気で基板上の静電気に弱い部品が損傷する可能性があります。
装置の設置やメンテナンスを行うときは、人身傷害やデバイスの障害を防ぐために、適切
な静電気安全注意事項を遵守してください。
人身傷害やデバイスの損傷を避けるために、ESD を防止する手袋や衣服とリストストラッ
プを身に着けてください。静電気に弱い部分であるという警告がある場合は、デバイスを
動作させるときに ESD を防止する手段を講じてください。デバイスを損傷から守るには、
操作中に次の点に注意してください。
■

デバイスを素手で触らないでください。人体からの静電放電によって基板上の静電気
に弱い部品が損傷する可能性があります。

■

電子回路は ESD によって損傷する傾向があります。ディスクを取り扱うとき、特に未
使用のディスクの場合は、ESD を防止するスーツや手袋とリストストラップを身に着け
てください。ディスクの端以外には触れないでください。

■

装置や部品を手に取るとき、物に置くとき、移送するときは、ESD を防止する適切な
袋を使ってください。

短絡を防ぐために、ねじやその他の金属部品をシャーシの中に忘れたり落としたりしない
でください。
デバイスを設置またはメンテナンスするときは、ツールの使用と配置についての規制に
従ってください。金属ツールによって起こるデバイスの短絡を避けることができます。
p.13 の 「可燃性ガス」 を参照してください。

可燃性ガス
可燃性または爆発性のガスや煙の発生している環境では、絶対にデバイスを設置または
操作しないでください。
どのような電子デバイスでも、可燃性ガスのある場所で操作すると非常に危険です。
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p.14 の 「バッテリ」 を参照してください。

バッテリ
Veritas 製品の設置とメンテナンスを行うときの作業員とデバイスの損傷を防ぐため、リチ
ウムイオンバッテリの操作に関する安全注意事項に従ってください。
必ず正しい交換用バッテリを使ってください。間違うと、爆発が起きる可能性があります。
■

バッテリは同じモデルか、製造元推奨の類似モデルを使ってください。

■

不用になったバッテリは、地域の定める指示に従って処分してください。

■

リチウムバッテリを火の中に投げ入れないでください。

p.14 の 「レーザー」 を参照してください。

レーザー
装置の設置やメンテナンスを行うときには、人身傷害やデバイスの障害を防ぐために、
レーザーに関する標準の安全注意事項を遵守してください。
光学インターフェース基板から放射されるレーザーは不可視の赤外線です。このレーザー
は目に永久的な傷害を与える可能性があります。
デバイスのメンテナンス中は、レーザー光が直接目に入らないよう注意してください。
デバイスを動作させるときはデバイスの障害を避けるために、次の対策を講じてください。
■

使われていない光学インターフェースと使われていないテイル部ファイバーの光コネ
クタには、すべてキャップを付けてください。

■

使用中の光ポートに接続する光テイル部ファイバーをはずすときは、キャップを使っ
てください。デバイスの光ポートとテイル部ファイバーの光コネクタには、防塵キャップ
を被せてください。

■

テイル部光ファイバーの付いた光コネクタに対してハードウェアループバックテストを
実行するときは、減衰器を使ってください。減衰器は、受信した光電力から光トラン
シーバを保護します。

■

光学タイムドメイン反射率計 (OTDR) を使うときは、ピアデバイスとローカルデバイス
との間のテイル部光ファイバーをはずしてください。このファイバーをはずすことで、
光学電力源から光トランシーバを保護します。

■

適切な安全処置がなされずに光ファイバーに接続されている光トランシーバをはずし
たり挿入したりしないでください。

p.15 の 「光ファイバー」 を参照してください。
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光ファイバー
光学インターフェース基板から出るレーザー光線や光ファイバー内部を通るレーザー光
線は、目に傷害を与える可能性があります。レーザー光線が目に当たらないよう注意して
ください。
光ファイバーを安全に使用することで、デバイスが適切に動作し、人身傷害とデバイスの
損害を避けることができます。
レーザーのファイバーコネクタと光ファイバーのインターフェース部は、特殊なツールと次
に列挙する素材でクリーニングする必要があります。
■

特殊なクリーニング用溶剤（イソアミロールを推奨）その次に良い溶媒がプロピルアル
コールです。他のアルコールやホルマリンは禁止します。

■

レンズを拭くための不織布

■

特殊圧縮ガス

■

綿棒（医療用または長繊維の綿）

■

光コネクタ用の特殊拡大鏡

ファイバー交換時は、使っていないファイバーのコネクタにキャップをしてください。細い
または鋭いものの周りでファイバーを曲げたり巻いたりしないでください。
p.17 の 「通電中のトラブルシューティングに関する注意事項 」 を参照してください。
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2
安全に関する詳細なガイド
ライン
この章では以下の項目について説明しています。
■

ラックの取り付けのガイドライン

■

通電中のトラブルシューティングに関する注意事項

■

重量物の持ち上げ

■

信号ケーブルの取りまとめ

ラックの取り付けのガイドライン
次のデバイスは EIA-310 に準拠しています。
■

NetBackup 5230 および 5330 Appliance

■

NetBackup 5230 ストレージシェルフ

■

NetBackup 5330 プライマリストレージシェルフと拡張ストレージシェルフ

ラックの設置は、必ず次に示すガイドラインに従って行います。
■

装置ラックの固定: 装置ラックは、落ちてこないように、動かない支持体に固定する必
要があります。1 つ以上のユニットを同時にスライドからラック前方に引き出すと、ラッ
クが倒れることがあります。また、ラックに設置されている他のデバイスの重さも考慮す
る必要があります。崩壊の危険があります。ラックが前方に傾くと、深刻な傷害につな
がる可能性があります。

■

室温の点検: 装置ラックにデバイスが設置されているときは、室温を 5 C (41 F) から
40 C (104 F) までの範囲にする必要があります。 室温が極端に変動すると、アプラ
イアンスにさまざまな問題が起きる可能性があります。

第 2 章 安全に関する詳細なガイドライン
通電中のトラブルシューティングに関する注意事項

■

通気の点検: 装置ラックは、適切な冷却を維持するために、デバイスの前面に十分な
空気の流れを提供する必要があります。 また、 Appliance に最大で毎時 2550 BTU
(英国熱量単位) を排気できる換気装置がラックに付いている必要があります。ラック
の選択と換気の方法は、装置が使われる環境に適合する必要があります。

■

AC 主電源の取り付け位置: AC 電源コードはデバイスを遮断する主要手段と考えら
れるため、設置されるときはすぐに手が届く場所に取り付ける必要があります。個々の
電源コードにすぐに手を伸ばして取り外すことができない場合は、ラックユニット全体
に対して AC 電源遮断器を設置する必要があります。この主遮断器はすぐに手が届
くところにある必要があり、ラックユニット全体の電源を制御していることをラベル表示
する必要があります。

■

設置したラックの接地: 感電による事故の可能性を避けるために、設置したラックに
は、安全に接地するための第 3 の導線を含める必要があります。デバイスの電源コー
ドがラックの交流コンセントに差し込まれている場合は、ラックそのものに適切な接地
を設ける必要があります。 デバイスは、適切に接地された交流コンセントに差し込む
必要があります。
過電流からの保護: 電源には過電流保護回路が内蔵されています。 電力消費が増
大すれば、電力供給が遮断されます。 Web UI などのハードウェア監視ユーティリティ
には、給電に問題があることを示す警告が表示されます。
以下に示す値は、各種デバイスの電源定格に基づいています。
電源の入力電流に応じた NetBackup 5220、5230、5330 Appliance:
■

AC 100 V から AC 127 V (9.2 A 時)

■

200VAC から 240VAC @ 4.4

NetBackup 5220 および 5230 ストレージシェルフ:
■

NetBackup 5330 プライマリストレージシェルフと拡張ストレージシェルフ:
■

200VAC @7.56A から 240VAC @6.3A

通電中のトラブルシューティングに関する注意事項
このセクションでは、電源がオンの状態でデバイスをトラブルシューティングするときに守
るべき安全上の注意事項について説明します。人身傷害やデバイスの障害を避けるた
めに、これらの安全上の注意事項を守ってください。
■

デバイスの設置とケーブルの接続を調べる前に、デバイスへのすべての電源がオフ
になっているか確認してください。ケーブルの接続が正しくないか、ケーブルが緩く
なっていると、それが原因で人身傷害またはデバイスの損害が起きる可能性がありま
す。

■

電源コード、PCU コード、通信ケーブルのコネクタには触れないでください。 これを
守らないと、感電する恐れがあります。
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■

デバイスの静電気に弱い部分を素手で触らないでください。人身傷害またはデバイ
スの損害を避けるために、ESD 予防の手段を講じてください。

電源がオンのときに電源コードか PDU コードに触れて操作を行う場合は、感電死を防ぐ
ために ESD 予防のリストストラップをはずす必要があります。 電源がオンのときのデータ
損失を避けるためには:
■

コードのプラグを抜かないこと。

■

デバイスへ電源をオフにする前に、すべてのディスクドライブの動作をオフにするこ
と。

■

電源を再接続する前に 1 分程度待つこと。

トラブルシューティングの間は、次の事項を確認してください。
■

トラブルシューティング対象の箇所に汚れがなく濡れていないこと。

■

コードに異常がなく、有効な接地の手段が講じられていること。
落雷のおそれのある悪天候の日にはトラブルシューティングを決して行わないこと。

p.17 の 「通電中のトラブルシューティングに関する注意事項 」 を参照してください。

重量物の持ち上げ
トレーニングを受け有資格者の作業員のみに、重量物の持ち上げが許されています。重
量物を持ち上げるときは、次の注意事項を守る必要があります。
■

重量物を持ち上げているときは、邪魔になる位置に立ったり、近づいたり、その下を
歩かないこと。

■

必須のツールがすべて揃っていて本来の状態であるか確認すること。

■

持ち上げるためのツールは、しっかりと壁または十分な耐荷重能力のある建具に固
定すること。

■

ロープを使う場合、ロープの両辺の間の角度が 90°より大きくならないようにすること。

■

作業員に話しかけるときは、簡単明確に指示すること。勘違いによる作業員の事故や
物品へ損害が起きる可能性を避けることができます。

信号ケーブルの取りまとめ
信号ケーブルは、高電流ケーブルや高電圧ケーブルから少なくとも 30 mm の間隔を空
けて、別にまとめておく必要があります。
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3
メンテナンスに関するガイド
ライン
この章では以下の項目について説明しています。
■

基本メンテナンス

■

メンテナンス要件と時間枠

■

メンテナンスツール

■

メンテナンスログ

基本メンテナンス
以降のセクションでは、NetBackup ハードウェアの一般的なメンテナンスに関する情報
を提供します。
NetBackup ハードウェアのメンテナンスの理由は次のとおりです。
■

装置の一般的な状態と現在のネットワークの動作状態を把握するため。

■

装置とソフトウェアに関する技術的な経験や知識を増やし、起きた問題にうまく対処し
たり潜在的な問題を未然に防ぐため。

■

警報と問題を迅速かつ正確に特定し、解決するため。

p.19 の 「メンテナンス要件と時間枠」 を参照してください。

メンテナンス要件と時間枠
次の表は、ハードウェアとソフトウェアのコンポーネントに関する必要条件と時間枠です。
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定期作業の必要条件と時間枠

表 3-1
担当者

場所

メンテナンスエン デバイスの場所
ジニア

メンテナンス要件

推奨時間枠

装置室とデバイスの周辺を点検

毎日

ラックのキャビネットを点検

毎月

デバイスの前面パネルの LED インジケー 稼働初日の週は毎日行い、その後の点
検は週 1 回でよい。
タをすべて点検
デバイスの背面パネルの LED インジケー 稼働初日の週は毎日行い、その後の点
検は週 1 回でよい。
タをすべて点検
ネットワークエン
ジニア

管理ソフトウェアの場 CPU の状態を調べる
所

稼働初日の週は毎日行い、その後の点
検は週 1 回でよい。

ディスクの状態を調べる

稼働初日の週は毎日行い、その後の点
検は週 1 回でよい。

RAID の状態を調べる

稼働初日の週は毎日行い、その後の点
検は週 1 回でよい。

ファンの状態を調べる

稼働初日の週は毎日行い、その後の点
検は週 1 回でよい。

電源の状態を調べる

稼働初日の週は毎日行い、その後の点
検は週 1 回でよい。

FC HBA の状態を調べる

稼働初日の週は毎日行い、その後の点
検は週 1 回でよい。

10GE NIC の状態を調べる

稼働初日の週は毎日行い、その後の点
検は週 1 回でよい。

RAID カードの状態を調べる

稼働初日の週は毎日行い、その後の点
検は週 1 回でよい。

p.20 の 「メンテナンスツール」 を参照してください。

メンテナンスツール
次の表に示すように、ハードウェアツールと診断ツールを用いたシステム機能の評価作
業には機械工具が必要です。
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表 3-2

メンテナンスの診断ツール

ツール

機能

NetBackup アプライアンス Web
コンソール

システムとコンポーネントの動作をリアルタイムで表示します。

NetBackup Appliance のシェルメ デバイスの実行状態を調べます。
ニュー
温度計

装置のある場所の室温を測定します。

湿度計

装置のある場所の湿度を測定します。

p.19 の 「基本メンテナンス」 を参照してください。

メンテナンスログ
メンテナンス作業のログを取るために、この表のコピーを作成しておいてください。継続し
てログを取ることは、傾向やパターンの特定に役立ち、装置のより良いメンテナンスにつ
ながります。電子的にコピーすることを推奨します。問題を追跡するためのソート可能な
表計算シートを作成できます。
p.19 の 「メンテナンス要件と時間枠」 を参照してください。
表 3-3

メンテナンスログ

要件/パラメータ

状態

環境内で動作している 動作温度
機器を調べる
動作湿度

□正常 □異常
□正常 □異常

防火性

□正常 □異常

塵

□正常 □異常

エンクロージャの電源

□正常 □異常

キャビネット内の環境を 電源系統
調べる
ケーブル系統

□正常 □異常
□正常 □異常

接地系統

□正常 □異常

保護系統

□正常 □異常

防塵系統

□正常 □異常

ケーブルのラベル表示 □正常 □異常

コメント

メンテナンス担当者
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要件/パラメータ

状態

インジケータの状態を調 システム電源のインジ
べる
ケータの状態

□正常 □異常

システムアラームのイン □正常 □異常
ジケータ
ディスクのオンライン状 □正常 □異常
態インジケータ
ディスクの読み書き状態 □正常 □異常
インジケータ
電源の作動および警報 □正常 □異常
インジケータ
ファンの作動および警
報インジケータ

□正常 □異常

NetBackup Appliance □正常 □異常
の状態
管理ネットワークポート
のリンクインジケータ

□正常 □異常

管理ネットワークポート □正常 □異常
のアクティブインジケー
タ
10GE NIC ポートの
□正常 □異常
ACT/LNK インジケータ
10GE NIC ポートの
□正常 □異常
GRN=10GE インジケー
タ
テープ出力カード (ファ □正常 □異常
イバーチャネル) ポート
のインジケータ (2/橙色)
テープ出力カード (ファ □正常 □異常
イバーチャネル) ポート
のインジケータ (4/緑)
テープ出力カード (ファ □正常 □異常
イバーチャネル) ポート
のインジケータ (8/黄)

コメント

メンテナンス担当者
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要件/パラメータ

状態

NetBackup Appliance CPU の状態
のシェルメニューの確認
ディスクの状態

□正常 □異常

コメント

□正常 □異常

RAID の状態

□正常 □異常

ファンの状態

□正常 □異常

電源の状態

□正常 □異常

温度

□正常 □異常

FC HBA の状態

□正常 □異常

問題とトラブルシュー
ティング
その他の問題
検証
日付

p.19 の 「メンテナンス要件と時間枠」 を参照してください。

メンテナンス担当者
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NetBackup 5220
Appliance の詳細
この章では以下の項目について説明しています。
■

寸法

■

NetBackup 5220 アプライアンスの前面パネルと背面パネル - 詳細

■

NetBackup 5220 ディスクドライブ LED

■

PCIe アドインカードスロットの指定

■

製品のマニュアル

寸法
すべての装置ラックの中で最も重いデバイスをラックの下部に設置する必要があります。
重いデバイスをラックの上部に設置すると、ラックがひっくり返る可能性があります。担当
者の負傷や装置の損傷の可能性があります。Storage Shelf はアプライアンスより重量が
あります。したがって、ラックの下部にストレージシェルフを設置する必要があります。アプ
ライアンスはストレージシェルフの上に設置します。
次のリストにアプライアンスの寸法を示します。
■

高さ: 3.5 インチ (8.7 cm)

■

幅: 16.9 インチ (43.0 cm)

■

深さ: 27.8 インチ (70.4 cm)

■

重量: 約 22.7 kg (50 lbs)

アプライアンスに提供されるラックレールは 31.5 インチ (800mm) に拡張対応です。 こ
のレールの品番は AXXPRAIL です。この長さはラックポストの間で可能な最大の深さで
す。ラックポスト間の間隔が 31.5 インチ (800mm) より長い場合、レールとアプライアンス
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を正しく設置することはできません。他のレールは長さが異なる可能性があります。 アプ
ライアンスの幅は 19 インチ (482.6 mm) です。
次のリストにストレージシェルフの寸法を示します。
■

高さ: 5.25 インチ (13.1 cm)

■

幅: 17.6 インチ (44.7 cm)

■

深さ: 22.1 インチ (56.1 cm)

■

重量: 32.5 Kg (71.7 lbs)
Storage Shelf に提供されるラックレールは 36 インチ (914 mm) に拡張可能です。
この長さはラックポストの間で可能な最大の深さです。ラックポスト間の間隔が 36 イン
チ (914mm) より長い場合は、レールとアプライアンスを正しく設置できません。スト
レージシェルフの幅は 19 インチ (482.6 mm) です。

NetBackup 5220 アプライアンスの前面パネルと背面
パネル - 詳細
このセクションでは、NetBackup 5220 アプライアンスの前面パネルと背面パネル、ポー
ト、インジケータについて説明します。
図 4-1

アプライアンスの前面パネル - 詳細

表 4-1

アプライアンスの前面パネルの詳細

番号

説明

1

アプライアンスのエンクロージャのハンドル (左側と右側に 1 つずつ)
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番号

説明

2

2.5 インチ 1 TB SAS ハードディスクドライブのストレージディスクドライブモ
ジュール (8 台)。ディスクドライブスロットは左から右に 0 から 7 のラベルが
付いています。スロット 7 はホットスペアディスクです。これらのディスクドライ
ブは RAID 6 グループを形成します。

警告: ディスクドライブを再整理しないでください。ディスクは、アプライアン
スの適切な操作のために出荷時に取り付けられたときのスロットのままにす
る必要があります。
3

ディスクドライブモジュールのハンドル (ディスクドライブモジュールごとに 1
つ)

4

スリムなドライブベイ (NetBackup 5220 では利用可能でない機能)

5

2 つのホットスワップ不可能な SATA ハードディスクディスクドライブ (HDD)
を含む Flex Bay。これらのディスクドライブは RAID 1 グループを形成しま
す。2 つの SATA ドライブはシステムディスクとしてアプライアンスに組み込
まれています。

6

コントロールパネル

コントロールパネルは、アプライアンスの前面パネルの右上隅にあります。
図 4-2

アプライアンスのコントロールパネル
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表 4-2
番号
1

アプライアンスのコントロールパネルの詳細
イメージ

LED の機能
ハードディスクの動作状態
ランダムな緑色のライトの点灯はハードディスクドライブの動
作状態 (SAS) を示します。
ライトの消灯はハードディスクの動作状態がないことを示しま
す。

2

NIC1 の動作状態
緑色の連続的な点灯は、システムと接続されているネットワー
クとのリンクを示します。
緑色のライトの点灯はネットワークの動作状態を示します。

3

NIC2 の動作状態
緑色の連続的な点灯は、システムと接続されているネットワー
クとのリンクを示します。
緑色のライトの点灯はネットワークの動作状態を示します。

4

システムの状態</para><para>橙色は、重要または回復可
能でない状態を示します。
緑は正常な動作を示します。
緑の点灯はパフォーマンスの低下を示します。
橙色の点灯は重要でない状態を示します。
ライトの消灯は、POST が実行中であるか、システムがオフ
になっていることを示します。

5

電源/スリープ
緑色の連続光は、システムの電源が入っているか、またはシ
ステムが S0 状態であることを示します。
緑色の点灯は、システムがスリープまたは ACPI S1 状態に
あることを示します。
ライトの消灯は、電源がオフになっているか、システムが ACPI
S4 または S5 状態にあることを示します。

6

システムの識別
青色はシステムの識別がアクティブであることを示します。
ライトの消灯は、システム識別がアクティブになっていないこ
とを示します。
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8 台の SAS ディスクドライブモジュールにそれぞれ 1 台のディスクドライブを備えていま
す。 キャリア内部の 1 つのディスクは「ディスクモジュール」に定義されます。
次の図は、アプライアンスのディスクドライブモジュールのスロット割り当てを示していま
す。スロット 7 にはホットスペアが含まれます。ディスクは工場でフォーマット済みです。
ディスクを元の場所から再整理しないでください。
図 4-3

アプライアンスのディスクドライブモジュールスロットの場所

各モジュールには 2 つの LED があります。 各モジュールの左側の LED (1) は電源ま
たは状態を示します。右側の LED (2) はエラーがある場合にディスクのエラーを示しま
す。
図 4-4

アプライアンスディスクドライブの LED

次の表は、アプライアンスのディスクドライブモジュールの LED が示す状態を一覧にした
ものです。
表 4-3

アプライアンスディスクドライブの LED が示す状態

LED

色

表示の意味

電源/動作

緑色に点灯

ディスクドライブの電源がオンです。

緑色に点滅

ディスクドライブのアクティビティが存在し
ます。

橙色に点灯

ディスクドライブのエラーが起きています。

消灯

ディスクドライブのエラーは起きていませ
ん。

エラー
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次の写真とリストでは、アプライアンスの背面パネルについて説明します。
図 4-5

アプライアンスの背面パネルの詳細

表 4-4

アプライアンスの背面パネルの詳細

番号

説明

1

ロープロファイルの PCIe (PCI Express) アドインカードスロット (2
つ)

2

フルハイトの PCIe アドインカードスロット (3 つ)

3

上部の電源モジュール

4

上部の電源コンセント

5

下部の電源コンセント

6

下部の電源モジュール

7

I/O 拡張モジュール (利用不可)

8

リモート管理ポート、別名 IPMI ポート

9

顧客の実働ネットワークまたはラボへの NIC2 イーサネットポート

10

ノートパソコンへの NIC1 専用管理イーサネットポート

11 と 12

USB 2.0 ポート

13

DB-9 シリアル B コネクタ (予約済み)

14

ビデオグラフィックアレイ (VGA) ポート

15

RJ-45 シリアル A コネクタ
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1 つの PCIe ライザーアセンブリに 5 つの PCIe アドオンカードスロットを備えています。
5 つの PCIe スロットは上から下と左から右に番号が付いています。次の図で 5 つのス
ロットを識別します。
図 4-6

アプライアンス PCIe スロット番号

一部のアプライアンス構成には、FC 上の VMware、最適化された重複排除、テープライ
ブラリの接続に使う FC HBA カードも含まれます。
FC HBA カードがスロット 2 または 4 に取り付けられているとき、FTMS (Fibre Transfer
Media Server) カードとして使うことができます。カードごとに 1 つのポートがイニシエー
タポートとして構成されます。このポートは次の図で黄色で示されています。各カードの
他のポートはターゲットポートとして構成され、青で示されています。スロット 3 に取り付け
た FC HBA カードはテープの重複排除イニシエータとして使うことができます。
図 4-7

FTMS ポート

NetBackup 5220 ディスクドライブ LED
次の図に、ディスクドライブの状態を表す LED を示します。 各ドライブには 2 つの LED
が付いています。 左の LED は電源と動作の状態を示します。 ドライブの右の LED は
エラーを示します。
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次の表に、NetBackup 5220 ディスクドライブの LED とコントロールパネルの LED につ
いての情報を一覧表示します。
NetBackup 5220 ディスクドライブ LED

表 4-5
LED

色 または状態

表示の意味

1 - 電源/動作

緑色に点灯

ディスクドライブのアクティビティが進行
中。

消灯

ディスクドライブのアクティビティがない
か、キャリアにディスクドライブがない。
2 - エラー

橙色

ディスクドライブでエラーが発生している。

消灯

ディスクドライブでエラーが発生していな
い。

アプライアンスの前面右側のコントロールパネルにシステムの LED があります。

NetBackup 5220 コントロールパネルの LED

表 4-6
文字

LED

表示

1

ハードディスクの 緑色の点灯はハードディスクの動作状態（SAS、SATA）を示します。
動作状態
ライトの消灯はハードディスクの動作状態がないことを示します。
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文字

LED

表示

2 およ
び3

NIC1/eth0 の動
作状態

緑色のライトは、アプライアンスとネットワークの間のリンクを示します。
緑色の点灯はネットワークの動作状態を示します。

NIC2/eth1 の動
作状態
4

システムの状態

緑は正常な動作を示します。
緑の点灯はパフォーマンスの異常を示します。
橙色の点灯は重要でない状態を示します。
橙色は、重要または回復可能でない状態を示します。
ライトの消灯は、POST が実行中であるか、アプライアンスがオフに
なっていることを示します。

5

電源/スリープ

連続的な緑色のライトは、アプライアンスに電源が入っているか、アプ
ライアンスが S0 状態であることを示します。
緑色の点灯は、アプライアンスがスリープまたは ACPI S1 状態にあ
ることを示します。
ライトの消灯は、電源がオフになっているか、アプライアンスが ACPI
S4 または S5 状態にあることを示します。

6

システムの識別

青色はアプライアンスの識別がアクティブであることを示します。
アプライアンスの識別がアクティブである場合はオフになります。

PCIe アドインカードスロットの指定
このセクションでは、複数のアドインカードに対応するスロットを定義します。
スロット 1 は次のロープロファイルブラケットのアドインカードに対応します。
■

2 ポート 10G アドインカード

■

4 ポート GE アドインカード

スロット 2 は次のロープロファイルブラケットのアドインカードに対応します。
■

2 ポート 10GE アドインカード

■

4 ポート GE アドインカード

■

2 ポート FC HBA カード

スロット 3 および 4 は次の高プロファイルブラケットのアドインカードに対応します。
■

2 ポート 10GE アドインカード

■

4 ポート GE アドインカード
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■

2 ポート FC HBA カード

スロット 5 は RAID コントローラカードのみのために予約されています。 アプライアンスに
ストレージシェルフがない場合、このスロットにはアドインカードが収容されません。

製品のマニュアル
次の表は、NetBackup 5220 アプライアンスと Storage Shelf についてのハードウェア関
連のマニュアルをリストしたものです。
表 4-7

NetBackup 5220 と Storage Shelf のハードウェア関連マニュアル

ドキュメント

説明

製品説明

アプライアンスとストレージシェルフのすべての側面につ
いて説明します。安全情報、コンプライアンス情報、環
境情報を提供します。

ハードウェアインストールガイド

ラック設置、ケーブル接続、およびデバイスの電源オン
に関する詳細情報を提供します。 アプライアンスとスト
レージシェルフに関連付けられたハードウェアを操作す
るユーザーは、すべての概念を理解してください。

NetBackup Appliance ソフトウェアのマニュアルは次の URL でアクセスできる Web サ
イトで入手できます。
http://www.veritas.com/docs/DOC2792
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Appliance の詳細
この章では以下の項目について説明しています。
■

NetBackup 5230 Appliance の寸法と重量

■

NetBackup 5230 アプライアンス前面パネル

■

NetBackup 5230 Appliance の前面パネルの LED

■

NetBackup 5230 および 5330 Appliance ディスクドライブの LED

■

NetBackup 5230 アプライアンスの背面パネル

■

NetBackup 5330 Appliance のイーサネットポートの LED

■

NetBackup 5230 Appliance FTMS サポート

■

NetBackup 5230 製品マニュアル

NetBackup 5230 Appliance の寸法と重量
2U アプライアンスの仕様は次のとおりです。
■

高さ 3.44 インチ (87.38 mm)

■

幅 16.93 インチ (430 mm)

■

奥行き 27.75 インチ (704.8 mm)

■

52 ポンド (23.58 kg)

p.44 の 「 NetBackup 5220 および 5230 ストレージシェルフの寸法と重量」 を参照して
ください。
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NetBackup 5230 アプライアンス前面パネル

以下のセクションは、NetBackup 5230 アプライアンスの物理的な機能について説明し
ます。
スロット 0 と 1 のディスクは、アプライアンスにオペレーティングシステムを提供します。
NetBackup 5230 アプライアンスには、8 つのデータストレージ用ディスクをスロット 4 か
ら 11 に装備しています。フォーマット済みストレージ容量が 1 TB あるディスクは、RAID6
グループと 4 TB のストレージを提供します。 3 TB のディスクを 14 TB のストレージに使
うこともできます。
次の図にストレージディスクを示します (図中の黄色い囲み)。赤く囲んだ部分が 2 台の
オペレーティングシステムディスクです。ホットスペアは前面パネルの右上隅のスロット 11
にあります。

5230 アプライアンスには、ストレージシェルフを 4 台まで追加できるストレージ拡張機能
があります。
p.37 の 「NetBackup 5230 アプライアンスの背面パネル」 を参照してください。

NetBackup 5230 Appliance の前面パネルの LED
図 5-1

前面パネルの LED
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LED の機能とインジケータ

表 5-1
番号

説明

1

システムの LED 内蔵 ID ボタン

2

ハードディスクドライブの動作状態表示用 LED

3

LED 統合型 ID ボタン

4

コールドリセットボタン

5

NIC4 の動作状態表示用 LED

6

NIC3 の動作状態表示用 LED

7

NMI ボタン（このボタンはマスク不可能な割り込みをトリガします。すべてのサーバー
データが失われます）

8

NIC1 の動作状態表示用 LED

9

NIC2 の動作状態表示用 LED

10

アプライアンスの状態表示用 LED

p.38 の 「NetBackup 5330 Appliance のイーサネットポートの LED」 を参照してくださ
い。

NetBackup 5230 および 5330 Appliance ディスクド
ライブの LED
ドライブベイのスロットには、左下隅から、0 から 11 までのラベルが付いています。 各ド
ライブには次のような 2 つの LED があります。
図 5-2

アプライアンスディスクドライブの LED
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ディスクドライブの LED

表 5-2
番号

説明

色

表示の意味

1

状態 LED

消灯

エラーなし

橙色に点灯

ディスクのエラー

橙色に点滅

RAID の再構築が進行中

消灯

ディスクがスピンダウンしている

緑色に点灯

ディスクが動作していない

緑色に点滅

ディスクがスピンアップしている

2

動作状態表示用
LED

場合によっては、緑色に コマンドが処理されている
点滅

p.35 の 「NetBackup 5230 Appliance の前面パネルの LED」 を参照してください。

NetBackup 5230 アプライアンスの背面パネル
次の図は NetBackup 5230 Appliance の背面パネルを示します。

次の表は、図に表示されているアプライアンスの背面パネル上のコンポーネントを一覧に
したものです。
表 5-3

アプライアンスの背面パネルのコンポーネント

番号

説明

1

1Gb イーサネットポート (左から右に、eth0/NIC1、eth1/NIC2、eth2/NIC3、
eth3/NIC4 のラベル付き)

2

ビデオグラフィックアレイ (VGA) ポート

3

シリアルポート (予約)

4

USB ポート (3)

5

リモート管理ポート
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番号

説明

6

10Gb イーサネットポート（左から右に、eth4/NIC5 および eth5/NIC6 のラベ
ル付き）

p.34 の 「NetBackup 5230 Appliance の寸法と重量」 を参照してください。

NetBackup 5330 Appliance のイーサネットポートの
LED
アプライアンスの背面パネルにある各イーサネットポートには LED が 2 つあります。 これ
らの LED はネットワーク接続の状態と伝送速度を示します。 次の図に 1 Gb イーサネッ
トポートの LED を示します。
図 5-3

1 Gb ポートの LED

次の表に、1 Gb イーサネット ポートの LED インジケータを一覧表示します。
表 5-4

1 Gb ポートの LED 表示

LED の場所

状態

説明

1

オフ

LAN 接続なし

緑色に点灯

LAN に接続済み

緑色に点滅

送信/受信の動作が発生

オフ

10 Mbps 接続

橙色に点灯

100 Mbps 接続

緑色に点灯

1000 Mbps 接続

2
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2 つの 10 GB イーサネットポートの LED は、以下の図に示すように、各ポートの左側と
右側にあります。
図 5-4

10 Gb NIC ポートの LED

次の表に、10 Gb イーサネット ポートとその LED インジケータを一覧表示します。
表 5-5

10 Gb ポートおよび LED

番号

コンポーネント

説明

1

アクティビティ/リンク LED

緑色に点灯 - オン、アクティブな接続
緑色に点滅 - 送信/受信の動作状態

2

速度 LED

オフ - 未使用
橙色に点灯 - 1 Gbps 送信
緑色に点灯 - 10 Gbps 送信

3

ポート2

N/A

4

ポート1

N/A

NetBackup 5230 Appliance FTMS サポート
NetBackup 5230 アプライアンスは、一部のファイバートランスポートメディアサーバー
(FTMS) の構成をサポートします。 NetBackup 5230 アプライアンスの構成によっては
FTMS をサポートしません。 ケーブル接続が正しいことを検証するためにイニシエータと
ターゲットの FC ポートの違いを理解する必要があります。
NetBackup 5230 アプライアンスの構成 D と E を示します。 これらの設定は FTMS を
サポートします。 黄色いポート (1) はターゲットポートです。 青色のポートはイニシエータ
ポートです。
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構成 D では、スロット 2 と 4 に挿入されたカードの青色のポートがイニシエータポートで
す。 構成 E では、スロット 2、3、4 に挿入されたカードの青色のポートがイニシエータ
ポートです。
FTMS をサポートするファイバーチャネルカードは PCIe スロット 5 と 6 に挿入します。
他のスロットのカードを FTMS 用に使うことはできません。
次に、D と E の構成を図と表に示します。
図 5-5

NetBackup 5230 アプライアンスの構成 D

表 5-6

NetBackup 5230 アプライアンスの構成 D コンポーネント

番号

コンポーネント

1

FC カードのターゲットポート

2

FC カードのイニシエータポート

3

SAS RAID ポート

4

10 Gb イーサネットポート

図 5-6

NetBackup 5230 アプライアンスの構成 E

表 5-7

NetBackup 5230 アプライアンスの構成 E コンポーネント

番号

コンポーネント

1

FC カードのターゲットポート
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番号

コンポーネント

2

FC カードのイニシエータポート

3

SAS RAID ポート

p.37 の 「NetBackup 5230 アプライアンスの背面パネル」 を参照してください。

NetBackup 5230 製品マニュアル
表 5-8 に NetBackup 5230 のアプライアンスおよび Storage Shelf のドキュメントの一
覧を示します。
表 5-8

NetBackup 5230 ハードウェアのマニュアル

ドキュメント

説明

Veritas NetBackup 5230 製品説明ガイド

NetBackup 5230 と接続されたストレージシェル
フのすべての側面について説明します。 コンプ
ライアンスおよび環境情報を提供します。

Veritas NetBackup 5230 Appliance ハードウェ アプライアンスとストレージシェルフに関するハー
ア取り付けガイド
ドウェアの取り付け、ケーブル、起動の手順につ
いて説明します。

次のマニュアルもご覧ください。
■

Veritas NetBackup Appliance 管理者ガイド

■

Veritas NetBackup Appliance コマンドリファレンスガイド

■

Veritas NetBackup Appliance リリースノート

次の URL に、NetBackup 5230 Appliance のその他のハードウェアとソフトウェアに関
するマニュアルが掲載されています。
http://www.veritas.com/support/DOC2792
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NetBackup 5220 および
5230 ストレージシェルフの
詳細
この章では以下の項目について説明しています。
■

NetBackup 5220 および 5230 ストレージシェルフの説明

■

NetBackup 5220 および 5230 ストレージシェルフの寸法と重量

■

アプライアンスとストレージシェルフの接続

■

ストレージシェルフディスクドライブの LED

NetBackup 5220 および 5230 ストレージシェルフの説
明
NetBackup 52xx アプライアンスは、シェルフの数を 0、1、2、3、4 のいずれかで発注で
きます。 このアプライアンスは、ストレージシェルフをまったく設けない状態で 4 TB のス
トレージ容量があります。
次の図に、ストレージシェルフの前面パネルと背面パネルを示します。
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次の表は前面パネルのコンポーネントを記述したものです。
表 6-1

前面パネルのコンポーネント

番号

説明

1

16 台あるうちのディスクドライブモジュール 1

2

ディスクモジュールリリースボタン

3

ディスクの状態表示用 LED

4

電源または動作 LED

5

スロット 16 - ホットスペア

次の図は背面パネルを示します。

次の表は背面パネルのコンポーネントを記述したものです。
表 6-2

背面パネルのコンポーネント

番号

説明

1

シリアルポート (Veritas 社の承認なしでは使わない)
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番号

説明

2

I/O モジュールリリースの起動

3

I/O モジュール #1

4

SAS_IN ポート

5

SAS_OUT ポート

6

I/O モジュール #2

7

電源とファン 1

8

電源とファン 2

p.44 の 「 NetBackup 5220 および 5230 ストレージシェルフの寸法と重量」 を参照して
ください。

NetBackup 5220 および 5230 ストレージシェルフの寸
法と重量
ストレージシェルフは、高さ 3U で、ドライブが 16 基あります。 ストレージシェルフのパラ
メータは次のとおりです。
■

高さ 5.25 インチ (13.1 cm)

■

幅 17.6 インチ (44.7 cm)

■

奥行き 22.1 インチ (56.1 cm)

■

重量は 71.65 ポンド (32.5 kg)

p.37 の 「NetBackup 5230 アプライアンスの背面パネル」 を参照してください。

アプライアンスとストレージシェルフの接続
複数のストレージシェルフを使う場合は、SAS ケーブルで最初のシェルフと 2 つ目のシェ
ルフを接続します。2 つ目のシェルフはアプライアンスに物理的には接続されません。
ファイバーチャネルポートやイーサネットポートで使うネットワークケーブルは付属してい
ません。ファイバーチャネルやイーサネットケーブルは、お客様で用意していただく必要
があります。
次の図は、アプライアンスとストレージシェルフの間のケーブル接続を示しています。

44

第 6 章 NetBackup 5220 および 5230 ストレージシェルフの詳細
アプライアンスとストレージシェルフの接続

図 6-1

NetBackup 5230 Appliance と 2 つのストレージシェルフの接続

表 6-3 に、アプライアンスと 2 つのストレージシェルフの構成を示します。
表 6-3

2 つのストレージシェルフへのアプライアンスの接続

番号

コンポーネント

1

アプライアンス

2

アプライアンス SAS_IN および SAS_OUT ポート

3A

アプライアンスに接続する Storage Shelf SAS_IN ポート

3B

別のストレージシェルフに接続する Storage Shelf SAS_IN ポート

4

別のストレージシェルフの SAS_IN ポートに接続する場合にのみ使う Storage
Shelf SAS_OUT ポート

5

ストレージシェルフ

NetBackup Appliance リリース 2.6.0.3 から、1 つのアプライアンスで 4 つまでのストレー
ジシェルフの使用がサポートされます。
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図 6-2

4 つのストレージシェルフと 1 つのアプライアンス

表 6-3 は 4 つのシェルフ構成のコンポーネントを示します。
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ストレージシェルフディスクドライブの LED
次の表では、ストレージシェルフ の LED とストレージシェルフのディスクドライブの LED
についての情報を一覧表示します。
ストレージシェルフの前面パネルには、2 つの異なる LED セットがあります。
■

LED はディスクドライブごとに 2 個あり、合計 16 個の LED が備わっています

■

6 個のシステム LED でデバイス全体の状態を示します

表 6-4

ストレージシェルフディスクドライブの LED

LED 名

状態

説明

ディスクの状態

緑

正常の動作

橙色

異常または動作停止

青

正常の動作

橙色

異常または動作停止

電源/動作

表 6-5

ストレージシェルフのシステム LED

LED 名

状態

説明

電源

消灯

オフ

緑色に点灯

オン

消灯

オフ

緑色に点灯

オン

橙色

1 つの電源がオフライン

赤色

両方の電源がオフライン

予約済み

なし

なし

IO モジュール 1 の動作状態

消灯

動作停止

緑色に点滅

動作中

消灯

動作停止

緑色に点滅

動作中

エンクロージャ全体のステータ
ス

IO モジュール 2 の動作状態
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LED 名

状態

説明

ハートビート

消灯

システムがオフ

4 秒ごとに 1 回緑色に点滅

1 つの SAS IN ポートがアプラ
イアンスまたは別のストレージ
シェルフに接続されている場
合。

2 秒ごとに 1 回緑色に点滅

2 つの SAS IN ポートがアプラ
イアンスおよび別のストレージ
シェルフに接続されている場
合。
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7
NetBackup 5330 計算ノー
ドとストレージシェルフの詳
細
この章では以下の項目について説明しています。
■

NetBackup 5330 計算ノードの概要

■

NetBackup 5330 計算ノード PCIe カードの構成

■

NetBackup 5330 ストレージシェルフとディスクドライブ

■

NetBackup 5330 ケーブルとコネクタ

■

動作の検証

NetBackup 5330 計算ノードの概要
計算ノードの前面パネルには、12 個のディスクドライブのスロットがあります。 スロットに
は左下隅の 0 から右上隅の 11 まで番号が付いています。

NetBackup 5330 計算ノードには 8 つのディスクドライブが含まれています。 スロット 0
から 5 には、オペレーティングシステムおよびシステムログのミラーボリューム、2 つのホッ
トスペアが含まれます。 スロット 6 と 7 は現在未構成で、将来の使用のために予約され
ています。 スロット 8 から 11 までには、空気の流れを保守するブランクキャリアが含まれ
ています。
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計算ノードの背面パネルには、埋め込まれたポートと PCIe カードスロットがあります。
埋め込まれたポートには以下があります（箇条書きリストの項目にポートを関連付ける番
号が付いています）。
■

4 つの 1 Gb イーサネットポート (アイテム 1)

■

1 つのビデオグラフィックアレイ（VGA）ポート（アイテム 2）

■

1 つのシリアルポート（Veritas テクニカルサポートのみが使用）(アイテム 3)

■

3 つの USB ポート（アイテム 4）

■

1 つのリモート管理のためのインテリジェントプラットフォーム管理インターフェース
（IPMI）ポート（アイテム 5）

■

2 つの 10 Gb イーサネットポート（アイテム 6）

背面パネルの左下に 2 つの電源モジュールが取り付けられています。 電源のうちの 1
つは、常時稼働している必要があります。 電源が両方とも適切に機能していない場合は、
デバイスをオフにします。
計算ノードの入力電源は、AC 120 V または AC 220 V です。

NetBackup 5330 計算ノード PCIe カードの構成
計算ノードの背面パネルには、1 から 6 の番号が付けられた 6 個の PCIe スロットが搭
載されています。 スロット 1、2、3 は PCIe ライザーアセンブリ 2 に配置されています。
スロット 4、5、6 は PCIe ライザーアセンブリ 1 に配置されています。

ライザー 2

ライザー 1

スロット 3
スロット 2
スロット 1

スロット 6
スロット 5
スロット 4

PCIe スロットはすべて出荷時に装備されます。 各スロットには、ファイバーチャネル（FC）
のホストバスアダプタ（HBA）カードか、イーサネットネットワークインターフェースカード
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（NIC）のいずれかがあります。 スロット 1 と 4 は、プライマリストレージシェルフへの接続
用に排他的に予約されています。
NetBackup 5330 の PCIe カードの構成を表に示します。
表 7-1

NetBackup 5330 計算ノードに利用可能な PCIe スロット構成

オプション

スロット 1

スロット 2

スロット 3

スロット 4 スロット 5 スロット 6

A

8Gb の FC
HBA

10 GbE NIC 10 GbE
NIC

8Gb の FC 10 GbE
HBA
NIC

10 GbE
NIC

B

8Gb の FC
HBA

10 GbE NIC 10 GbE
NIC

8Gb の FC 10 GbE
HBA
NIC

8Gb の
FC HBA

C

8Gb の FC
HBA

10 GbE NIC 10 GbE
NIC

8Gb の FC 8Gb の FC 8Gb の
HBA
HBA
FC HBA

D

8Gb の FC
HBA

8Gb の FC
HBA

10 GbE
NIC

8Gb の FC 8Gb の FC 8Gb の
FC HBA
HBA
HBA

E

8Gb の FC
HBA

8Gb の FC
HBA

8Gb の FC
HBA

8Gb の FC 8Gb の FC 8Gb の
HBA
HBA
FC HBA

NetBackup 5330 ストレージシェルフとディスクドライブ
NetBackup 5330 計算ノードは、次のように 2 種類の外部ディスクドライブストレージをサ
ポートしています。
■

プライマリストレージシェルフ

■

拡張ストレージシェルフ

メモ: プライマリストレージシェルフと拡張ストレージシェルフでは、AC 220 V 電源が必要
です。
各 NetBackup 5330 計算ノードには、1 つのプライマリストレージシェルフが必要です。
ストレージ容量を追加するために、1 台の 6TB のディスクドライブの拡張シェルフを 3TB
のドライブの拡張シェルフおよび 3TB のドライブのプライマリシェルフに追加できます。
重さを考慮して、ストレージシェルフはできるだけラックの下部または下部近くにインストー
ルする必要があります。ストレージシェルフが取り付けられて、計算ノードがインストールさ
れたとき、ファイバーチャネル（FC）、SAS、電源コードはユニット間で接続されます。FC
ケーブルは計算ノードをプライマリストレージシェルフに接続します。SAS ケーブルはプ
ライマリストレージシェルフを拡張ストレージシェルフに接続します。すべての接続が完了
したときに、ストレージシェルフと計算ノードをオンにして、ユニットを初期化して同期しま
す。
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メモ: 1 つ以上の拡張ストレージシェルフが使用されている場合は、プライマリシェルフか
ら最も遠くにあるシェルフを先にオンにします。その後で、プライマリシェルフに接続され
ている拡張シェルフをオンにします。次に、プライマリシェルフをオンにします。最後に、
計算ノードをオンにします。
インストール時のユニットの重さを減らすため、ディスクドライブは出荷時にはストレージ
シェルフにインストールされていません。ディスクは個別のパッケージで出荷されており、
各パッケージに 10 個のディスクが含まれています。6 個のパッケージは各ストレージシェ
ルフを完全に配置するために必要となります。個々のディスクは帯電防止袋に梱包され
ています。ディスクは、ストレージシェルフドローワを引き出し、各ディスクをスロットに挿入
して、ストレージシェルフにインストールする必要があります。ベストプラクティスとして、下
部のドローワから開始し、上に移動することをお勧めします。ディスクは一度に 1 つのド
ローワに挿入します。
各シェルフのドローワにはシェルフの上から順に 1 から 5 までの番号が付いています。

各ドローワのディスクスロットにはドローワの左側から順に 1 から 12 までの番号が付いて
います。

各ドローワの正面にある 3 つの LED は 3 つのスロットの各列に関する情報を提供しま
す。
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NetBackup 5330 ケーブルとコネクタ
次の種類のケーブルとコネクタが提供されています。
■

ラックの AC 電力配分装置（PDU）に各デバイスを接続する電源コード。
メモ: プライマリストレージシェルフと拡張ストレージシェルフでは、AC 220 V 電源が
必要です。NetBackup 5330 計算ノードは、入力電源 AC 120V または AC 220 V
に対応します。
次に、計算ノードとストレージシェルフの電源コネクタの電圧を一覧表示します。 緑色
のピンは接地部を示します。
計算ノードでは次の差し込み口（C-13）と導入口（C-14）のコネクタを使用します。

これらのコネクタは次の値を提供します。
■

電圧: 230、125 から 250 VAC

■

電流: 10CE、15UL（アンペア）

ストレージシェルフでは次の差し込み口（C-19）と導入口（C-20）のコネクタを使用し
ます。
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これらのコネクタは次の値を提供します。
■

電圧: 230、125 ～ 250 VAC、ただし、ストレージシェルフは 200 ～ 240 VAC の
みで稼働します。

■

電流: 16CE、20UL（アンペア）

■

計算ノードをプライマリストレージシェルフに接続するファイバーチャネル（FC）ケーブ
ル。

■

プライマリストレージシェルフを拡張ストレージシェルフに接続する SAS ケーブル。

■

FC と 10GbE ポート用の Small Form-factor Pluggable（SFP）モジュール。
SFP は PCIe ライザーのカードに出荷時に取り付けられています。
2 つの SFP が計算ノードの背面パネルにある 10GbE ポートと共に使用するために
提供されています。

計算ノードの I/O 構成によっては、次の種類のケーブルを入手する必要がある場合もあ
ります。
■

計算ノードの背面パネルとネットワーク上にある 1 Gb イーサネットポートと 10 Gb の
イーサネットポートの間のイーサネットケーブル。

■

計算ノードの背面パネルにあるインテリジェントプログラム管理インターフェース（IPMI）
ポートと、リモートアクセス用のネットワーク間のイーサネットケーブル。

■

計算ノードの背面パネルにある 8 Gb FC HBA ポートと、テープまたは他のデバイス
に接続するためのネットワーク間の追加の FC ケーブル。

動作の検証
アプライアンスシステム全体が正しく動作していることを確認します。
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アプライアンス機能の検証

1

計算ノードの電源の LED が緑であることを確認する。

2

計算ノードのディスクドライブ LED が緑であることを確認する。

3

前面パネルの計算ノード LED が緑であることを確認する。

4

プライマリおよび拡張シェルフの前面パネルの LED が緑であることを確認する。
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5

プライマリおよび拡張シェルフのドロワー LED が緑であることを確認する。

6

プライマリおよび拡張シェルフの電源キャニスタの LED が緑であることを確認する。

7

プライマリおよび拡張シェルフのファンキャニスタの LED が緑であることを確認する。

8

プライマリシェルフに 99 と表示されていることを確認する。
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9

最初の拡張シェルフに 00 と表示されていることを確認する。

10 2 番目の拡張シェルフに 01 と表示されていることを確認する。
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PCI アドインカード
この章では以下の項目について説明しています。
■

外部 RAID コントローラについて

■

2 ポート 8 Gb FC HBA について

■

デュアルポートの 10 GB イーサネットカードについて

外部 RAID コントローラについて
ストレージシェルフのストレージディスク用の RAID コントローラはアプライアンス内にあり
ます。この SAS RAID コントローラはアドインのカードとして PCIe スロット 1 に設置され
ます。カードには、SAS ケーブルでストレージシェルフに接続されている 2 つの SAS
ポートがあります。
RAID カードの機能は次のとおりです。
■

ミラーリング、パリティ、ダブルパリティ（RAID レベル 1 と 6）によって SAS または
SATA のハードディスクドライブを使ってデータ冗長をサポートします。

■

メンテナンス不要のバックアップ装置（MFBU）は最大で 10 年間データを保持できる
NAND フラッシュを使って構築されます。MFBU には、スーパーキャパシタが搭載さ
れています。

■

埋め込まれた 1-GB DDR3 1333-MHz キャッシュ（ECC DDR3 メモリ）

■

アプライアンスを使った高速通信のための x8 PCI Express* Generation 3 インター
フェース

■

6-Gb/s データ転送などの SAS 2.0 コンプライアンスを提供する LSI* SAS 2208
RAID-on-chip（ROC）コントローラ
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2 ポート 8 Gb FC HBA について

2 ポート 8 Gb FC HBA について
ファイバーチャネル (FC) ポートは、アプライアンスをクライアントまたは他のファイバート
ランスポートデータ転送デバイスに接続します。
寸法 - 2.54 インチ x 6.6 インチ (6.4516 cm x 16.764 cm) (低背型)
消費電力 - 標準値: 0℃ から 55℃ (32°F から 131°F) 時で 6.2 ワット
動作温度 - 0℃ から 55℃
保存温度 - -40℃ から +70℃ (-40°F から +158°F)
保存湿度- 10% RH から 90% RH (動作時、結露なし) および 5% RH から 93% RH
(停止時、結露なし)
p.59 の 「デュアルポートの 10 GB イーサネットカードについて」 を参照してください。

デュアルポートの 10 GB イーサネットカードについて
10Gb イーサネットカードは NetBackup 5230 アプライアンスで利用可能です。
寸法 - 2.54 インチ x 6.6 インチ (6.4516 cm x 16.764 cm) (低背型)
消費電力 - 標準値: 0℃ から 55℃ (32°F から 131°F) 時で 6.2 ワット
動作温度 - 0℃ から 55℃
保存温度 - -40℃ から +70℃ (-40°F から +158°F)
保存湿度- 10% RH から 90% RH (動作時、結露なし) および 5% RH から 93% RH
(停止時、結露なし)
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9
トラブルシューティング
この章では以下の項目について説明しています。
■

アプライアンスに起因する動作終了

■

室温の問題

■

シャーシの問題

■

電源モジュールの問題

アプライアンスに起因する動作終了
「保護」または「保護されている」という用語は、電源が動作終了またはロックした状態を示
します。アプライアンス自身とアプライアンスに接続されている他のコンポーネントを保護
する目的で、アプライアンスがオフになることがあります。この自己防衛は、短絡、電圧
オーバーロード、または電力サージが発生したときに起きる可能性があります。
両方の電源がともに不良の場合は、アプライアンスをオンにしないようにしてください。電
源が動作を停止すると、アプライアンスを冷却するため電源のファンが回らなくなります。
温度が上昇すると、アプライアンスに物理的障害が起きたり、潜在的なデータ消失を招く
可能性があります。
詳しくは、次の URL で『NetBackup 52xx Appliance トラブルシューティングガイド』を参
照してください。
http://www.veritas.com/docs/DOC2792

室温の問題
周囲温度が 35 ℃ より高くなると、複数の問題がデバイスに影響する可能性があります。
許容温度範囲に関する詳細は、「環境の仕様」セクションを参照してください。ラック環境
のすべての要素を注意して調べてください。以下に例を示します。
■

近くの装置が過度に暖かくなっていないか確かめてください。
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シャーシの問題

■

室温が仕様の範囲内であるか確かめてください。

■

デバイスに供給されている AC 電源が適切であるか確かめてください。

■

NetBackup Appliance の前面と背面に障害物がないか確かめてください。アプライ
アンスの前面から背面に向かって空気が無理なく絶えず流れている必要があります。

アプライアンスのコントロールパネルに付いたシステムアラームまたは場所インジケータが
赤のとき、警報の内容が NetBackup アプライアンス Web コンソールに表示されます。
次の種類の情報が表示されます。
表 9-1

室温の警報情報

アラーム表示

問題

影響されるコンポーネ 説明
ント

CPU コアの過熱

温度

CPU

室温はまだ限界値ではあ
りませんが、許容範囲の上
限に近づいています。

シャーシの吸気口の 温度
温度過昇

シャーシの吸気口

室温はまだ限界値ではあ
りませんが、許容範囲の上
限に近づいています。

ファンモジュールの欠 冷却デバイス
如

ファン

デバイスの欠如です。

p.61 の 「シャーシの問題」 を参照してください。

シャーシの問題
シャーシのカバーが損傷しているか不適切に取り付けられているため、問題が起きる可
能性があります。シャーシ前面と背面の空気の取り入れ口と吐き出し口が遮断されている
か損傷している可能性があります。シャーシの外部部品すべてを目視検査する必要があ
ります。
シャーシが損傷していたら、Veritas 社のテクニカルサポートにお問い合わせください。
損傷部分を写真に撮り、サポートエンジニアに見せてください。
修復できないような著しい損傷があれば、場合によってアプライアンスをオフにする必要
があります。実行中のすべてのプログラムとジョブを終了してください。オフにするには、
アプライアンス前面の電源ボタンを押してください。AC 主電源からの AC 電源コードの
プラグを抜いてください。ノートパソコン、ストレージデバイス、その他のサーバーなどの周
辺機器を終了し、はずしてください。
p.60 の 「室温の問題」 を参照してください。
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電源モジュールの問題

電源モジュールの問題
2 つの電源モジュールはホットスワップ対応です。ただし、アプライアンスの電源のうち 1
つが常に機能している必要があります。電源に欠陥がある場合は、すぐに新しい電源を
発注してください。機能している電源が 1 つしかないときは、その電源も故障した場合に
アプライアンスが危険な状態になります。アプライアンスに機能している電源が 1 つもな
い状態になると、内部温度が上昇し、シャーシ内のコンポーネントを傷めます。
電源モジュールのファンは取りはずしできません。ファンは内部でモジュールと一体に
なっています。ファンに問題が起きたら、電源モジュール全体を取り外して交換する必要
があります。
p.61 の 「シャーシの問題」 を参照してください。
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A
テクニカルリファレンス
この付録では以下の項目について説明しています。
■

環境仕様

■

技術仕様

■

規制、コンプライアンスについて

環境仕様
次の表は、NetBackup Appliance とストレージデバイスの必要条件の一覧です。
表 A-1

環境要件

コンポーネント

要件

動作温度

10℃ から 35℃ (41 °F から 95 °F)

保管温度

-40℃から 70℃ (-40°F から 158°F)

輸送温度

-40℃から 70℃ (-40°F から 158°F)

温度勾配

10℃ /h

動作湿度

10 % RH から 85 % RH

動作高度

-30 m から 3,000 m
高度 -60 m から +1,800 m では、周囲温度は 5℃ から 35℃ ま
で。高度が 1,800 m から 3,000 m の場合は、高度が 100 m 上
がるごとに環境温度は 0.6℃ 低下します。

保管高度

-30 m から 3,000 m

付録 A テクニカルリファレンス
技術仕様

コンポーネント

要件

騒音

< 72 dBA
この値は周囲温度 25℃ でのアプライアンスの最大騒音を表し
ています。

技術仕様
表 A-2 と表 A-3 に、デバイスの仕様を示します。
メモ: アプライアンスの重量には、10 個のディスクドライブモジュール、2 個の空のディス
クドライブキャリア、2 個の電源モジュールが含まれます。

メモ: ストレージシェルフの最大重量には、16 個のディスクドライブモジュールと 2 個の
電源モジュールが含まれます。

メモ: 移送重量は、デバイスの最大重量と移送資材の最大重量の合計です。
表 A-2

アプライアンスの仕様

パラメータ

説明

ラック情報

NetBackup 5230 Appliance に提供されるラックレー
ルは 30 インチ (752mm) まで伸ばすことができます。
この長さはラックポストの間で可能な最大の深さです。
ラックポスト間の間隔が 30 インチ (752 mm) より長い
場合は、レールとアプライアンスを正しく設置できませ
ん。

重量

重量: 23.58 Kg (52 lbs)

寸法

高さ: 3.45 インチ (8.76 cm) (ほぼ 2U)
幅: 17.24 インチ (43.8 cm)
深さ: 27.39 インチ (69.59 cm)

消費電力

最大 750 W

電源パラメータ

100 から 127 V 50/60 Hz にて 8.2 A
200 から 240 V 50/60 Hz にて 4.4 A

システム固有の可用性

≥ 99.95%
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付録 A テクニカルリファレンス
技術仕様

パラメータ

説明

平均修復時間（MTTR）

1hr

動作温度

+10℃ から +35℃（1 時間あたり最大変化率が 10℃
を超えないこと）

非動作温度

-40℃ から +70℃

非動作湿度

35℃ にて 90 %（結露がないこと）

音響騒音

音響パワー: 標準的なオフィス環境温度での作動条件
にて 7.0 dB。
(23℃ ± 2)

システム冷却要件

460 W 最大- 1570 BTU/時間
750 W 最大- 2560 BTU/時間

次の表に、ストレージシェルフの詳細について示します。
表 A-3

ストレージシェルフ技術仕様

パラメータ

説明

ラック情報

ラック設置の高さは、ラックキャビネット内でストレージ
シェルフによって占められる領域です。ストレージシェ
ルフのラックの高さは 3U です (5.25 インチ、13.35
cm)。ストレージシェルフは、幅 19 インチ (48.26 cm)
のラックキャビネットに取り付けてください。
Storage Shelf に提供されるラックレールは 36 インチ
(914 mm) に拡張可能です。この長さはラックポストの
間で可能な最大の深さです。ラックポスト間の間隔が
36 インチ (914mm) より長い場合は、レールとアプライ
アンスを正しく設置できません。

重量

最大重量: 32.5 kg (71.65 ポンド)
移送重量: 約 50 kg (110.23 ポンド)

寸法

高さ: 5.25 インチ (13.1 cm) (ほぼ 3U)
幅: 17.6 インチ (44.7 cm)
深さ: 22.1 インチ (56.1 cm)

消費電力

最大 580 W

電源パラメータ

AC 電圧範囲: 100 V から 127 V、200 V から 240 V
AC 周波数範囲: 47 Hz から 63 Hz
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付録 A テクニカルリファレンス
規制、コンプライアンスについて

パラメータ

説明

システム固有の可用性

≥ 99.95%

平均修復時間（MTTR）

1 時間未満

p.63 の 「環境仕様」 を参照してください。

規制、コンプライアンスについて
詳しくは、『安全とコンプライアンスガイド』を参照してください。 このガイドは、アプライア
ンス、計算ノード、およびストレージシェルフのすべての出荷コンテナに同梱されます。
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