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1
NetBackup 5230 の取り付
け
この章では以下の項目について説明しています。
■

製品のマニュアル

■

製品の概要

■

ハードウェアの取り付けについて

■

ハードウェアの取り付け

■

ケーブルについて

■

デバイスをオンにする前の情報確認

製品のマニュアル
この文書はお客様とエンドユーザーを対象としています。この章では、NetBackup 5230
アプライアンスとストレージシェルフのハードウェアの取り付けについて説明します。
表 1-1 と表 1-2 に、NetBackup 5230 アプライアンスと Symantec Storage Shelf のマ
ニュアルの一覧を示します。
表 1-1
ドキュメント

NetBackup Appliance と Symantec Storage Shelf のハードウェア関
連マニュアル
説明

Symantec NetBackup 5230 アプラ アプライアンスと付属のストレージシェルフを、あらゆる面か
イアンスと Symantec Storage Shelf ら説明します。全般的な安全情報、コンプライアンス情報、
製品説明
環境情報を提供します。
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ドキュメント

説明

NetBackup 5230 アプライアンスと 安全情報を詳しく説明しています。アプライアンスの定期的
Symantec Storage Shelf の安全と な監視と物理的なメンテナンスのガイドラインを提供します。
メンテナンスガイド

表 1-2

NetBackup Appliance と Symantec Storage Shelf のソフトウェア関連
マニュアル

ドキュメント

説明

Symantec NetBackup Appliance
管理者ガイド

NetBackup Appliance ソフトウェアのあらゆる側面と、企業
ネットワーク全域におけるストレージプール実装方法につい
て説明します。

Symantec NetBackup Appliance
リリースノート

このソフトウェアリリース固有の重要な情報を一覧で示しま
す。

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

NetBackup Appliance シェルコマンドについての詳しい情
報が含まれています。

NetBackup Appliance のマニュアルを入手する方法については、
http://www.symantec.com/docs/DOC2792 を参照してください。
p.8 の 「製品の概要」 を参照してください。

製品の概要
アプライアンスの 2 つのディスクドライブは、アプライアンスと RAID 1 アレイにオペレー
ティングシステムを提供します。また、アプライアンスには約 4 TB のストレージ容量を提
供する 8 台の 1 TB ストレージディスクドライブが含まれています。利用可能なストレージ
容量について詳しくは、『Symantec NetBackup 5230 アプライアンスと Symantec
Storage Shelf 製品説明』を参照してください。
少なくとも 1 つのストレージシェルフが含まれている構成では、アプライアンスの PCIe ア
ドインスロットに取り付けられた SAS RAID コントローラカードが必要になります。アプライ
アンスには、すべての構成の PCIe スロットに取り付けられたファイバーチャネルポート
カードも含まれています。
p.8 の 「寸法」 を参照してください。

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。
重いデバイスがラックの上部に設置された場合、ラックは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。Symantec Storage Shelf はアプライ
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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。
アプライアンスの重量と寸法は以下のとおりです。
■

23.58 kg (52 lbs)

■

奥行き 27.39 インチ (69.59 cm)

■

幅 17.24 インチ (43.8 cm)

■

高さ 3.45 インチ (8.76 cm)

アプライアンスに提供されるラックレールは 30 インチ (752mm) に拡張対応です。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 30 インチ (752
mm) より長い場合、レールとアプライアンスを正しく設置することはできません。アプライ
アンスの幅は 19 インチ (482.6 mm) です。
ストレージシェルフの重量と寸法は以下のとおりです。
■

32.2 kg (71 lbs)

■

奥行き 22.1 インチ (56.1 cm)

■

幅 17.6 インチ (44.7 cm)

■

高さ 3.5 インチ (8.8 cm)

Symantec Storage Shelf に提供されるラックレールは 36 インチ (914 mm) に拡張対
応です。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、レールとアプライアンスを正しく設置することはできま
せん。ストレージシェルフの幅は 19 インチ(482.6 mm)です。
p.9 の 「 アプライアンスの前面パネル」 を参照してください。

アプライアンスの前面パネル
アプライアンスの前面パネルには、12 のハードディスクドライブスロットと LED パネルが
あります。
すべての NetBackup 5230 アプライアンスが 12 のディスクスロットを備えています。ス
ロットには左下隅から 0 から 11 まで番号が付いています。アプライアンスには 2 台の
SAS ディスクがスロット 0 と 1 に取り付けられています。これらのディスクはオペレーティ
ングシステムとミラー化された RAID1 のサポートに使われます。2 つのシステムディスク
がアクティブになっていることにより、アプライアンスの動作中にどちらかのディスクをスワッ
プすることが可能になります。
8 つのストレージディスクがスロット 4 から 11 に取り付けられています。ホットスペアはア
プライアンスの右上隅のスロット 11 にあります。
システムディスクドライブは赤で囲まれています。ストレージディスクドライブは黄色で囲ま
れています。
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NetBackup 5230 では Symantec Storage Shelf によるストレージの提供が必要ありま
せん。標準アプライアンスには、フォーマット済みストレージ容量 4 TB を提供する 1 TB
ストレージディスクが含まれています。4 TB より多くのストレージが必要な場合には、
Symantec Storage Shelf を追加することができます。

小さいパネルがアプライアンスの右側に取り付けられます。パネルにはシステム LED と
操作ボタンが備えられています。LED はアプライアンスの機能についての情報を提供し
ます。詳しくは表 1-3で説明します。
NetBackup Appliance の前面パネル制御と機能

表 1-3
番号

説明

1

LED 統合型 AC 電源ボタン (電源をオフにする前にシャットダウンを実行します)

2

ハードディスクドライブの動作状態表示用 LED

3

システムの LED 内蔵 ID ボタン

4

システムのコールドリセットボタン (電源をすぐにオフにします)

5

NIC4/eth3 の動作状態表示用 LED (リンク時点灯、使用中は速度に応じて点滅)

6

NIC3/eth2 の動作状態表示用 LED (リンク時点灯、使用中は速度に応じて点滅)

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する。すべてのサーバーデー
タが失われます)

8

NIC1/eth0 の動作状態表示用 LED (リンク時点灯、使用中は速度に応じて点滅)

9

NIC2/eth1 の動作状態表示用 LED (リンク時点灯、使用中は速度に応じて点滅)

10

システムステータス LED (ステータスが良好の場合は緑色、エラーが起きた場合は橙色)
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各ハードディスクドライブには、次の図に示すように、ドライブのステータスを示す 2 つの
LED があります。最上部の LED (1) は、電源がオンの場合に緑色に点灯し、ディスクド
ライブがアクティブの場合に点滅します。この LED はドライブ動作 LED と呼ばれます。
下の LED (2) は、ディスクドライブにエラーが発生すると橙色に点灯します。それ以外の
場合には消灯します。この LED はドライブエラー LED と呼ばれます。

前面パネルの左側の黒いタグを引き出して、アプライアンスのシリアル番号を確認できま
す。

p.11 の 「 アプライアンスの背面パネル」 を参照してください。

アプライアンスの背面パネル
NetBackup Appliance の背面パネルでは、通信ポート、PCIe アドインカード、ホットス
ワップ対応電源へのアクセスを提供します。アドインカードはアプライアンスの出荷前に
工場で取り付けられます。
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表 1-4

NetBackup Appliance の背面パネル

番号

機能

1、2

電源モジュール #1、#2

3

NIC1/eth0 (プライベートネットワーク用に予約済み)このポートは 1 Gb コネクタ
です。

4、5、6

NIC2/eth1、NIC3/eth2、NIC4/eth3 はパブリックネットワーク用に使われます。こ
れら 3 つのポートはすべて 1 Gb コネクタです。

7

DB-15 VGA コネクタ

8

RJ45 シリアル A ポート(予約済み)

9

USB コネクタ

10

リモート管理 (IPMI) ポート

11

NIC5/eth4 と NIC6/eth5 (左から右): パブリックネットワーク用の 10 Gb ネットワー
クコネクタ

12

PCIe アドインアダプタスロット (SAS RAID コントローラ、ファイバーチャネル、10
Gb イーサネットカード用)

13

シリアル B ポート (予約済み)

p.13 の 「ストレージシェルフの前面パネル」 を参照してください。

FC HBA ターゲットポートとイニシエータポートについて
構成 D と E で FTMS をサポートしています。このような構成では、スロット 5 と 6 にある
各 FC HBA カード (1) のポート 1 がターゲットモードで構成されます。スロット 5 と 6 の
ポート 2、およびその他の FC ポートすべてがイニシエータモードで構成されます。
図 1-1

FC HBA カードのターゲットポートとイニシエータポート
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ストレージシェルフの前面パネル
Symantec Storage Shelf の前面パネルには 16 のドライブスロットがあります。各ドライ
ブスロットには、ドライブベイ、ドライブリリースボタン、2 つの LED があります。ドライブベ
イには、ディスクドライブとキャリアを含むディスクドライブモジュールを収納します。リリー
スボタンを使うと、ストレージシェルフからドライブを取りはずすことができます。LED はド
ライブの状態および活動についての情報を提供します。
ドライブスロットに加えて、前面パネルには 3 つの LED が 2 組フレームに組み込まれて
います。これらの LED は、ストレージシステムとシステムコンポーネントについての全体
的な情報を提供します。

表 1-5

Symantec Storage Shelf ディスクドライブの LED ステータスインジ
ケータ (1)

LED 名

状態

説明

ディスクの状態

緑

通常動作

橙色

異常または動作停止

緑

通常動作

橙色

異常または動作停止

電源/動作

表 1-6

Symantec Storage Shelf システム LED ステータスインジケータ (2)

LED 名

状態

説明

電源

消灯

オフ

緑色に点灯

オン

エンクロージャ全体の 消灯
ステータス
緑色に点灯

オフ

予約済み

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

N/A

N/A
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LED 名

状態

説明

I/O モジュール 1 の動 消灯
作状態
緑色に点滅

動作停止

I/O モジュール 2 の動 消灯
作状態
緑色に点滅

動作停止

ハートビート

消灯

システムがオフ

緑色に点滅

通常動作

動作中

動作中

p.14 の 「ストレージシェルフの背面パネル」 を参照してください。

ストレージシェルフの背面パネル
Symantec Storage Shelf の背面パネルには、2 つの I/O モジュールと 2 つの電源があ
ります。I/O モジュールにより、ストレージシェルフのストレージ容量が NetBackup
Appliance の RAID コントローラで利用可能になります。このセクションは、ストレージシェ
ルフの背面パネルについての情報を提供します。

ストレージシェルフの背面パネル

表 1-7
番号

要素

詳細

1

SAS_IN ポートの LED

消灯 - 利用可能なリンクなし
緑色に点灯 - リンク利用可能
緑色に点滅 - 動作中
赤色 - 電源の障害

2

SAS_IN ポート

NetBackup Appliance に接続
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番号

要素

詳細

3

SAS_OUT ポート

使用している場合、2 番目のストレージシェルフに接続

4

SAS_OUT ポートの LED

消灯 - 利用可能なリンクなし
緑色に点灯 - リンク利用可能
緑色に点滅 - 動作中
赤色 - 電源の障害

5

I/O モジュールの LED

消灯 - オフ
緑色に点灯 - 準備完了
緑色に点滅 - 適用なし
赤色 - 起動中

6

電源の LED

消灯 - 電源検出なし
緑色に点灯 - 電源は正常
緑色に点灯 - 電源がオンになっていない
赤色 - 電源をオンにすることができない

メモ: Symantec Storage Shelf を起動するとき、まず一次 I/O モジュール (背面パネル
の左側) が起動します。LED の色が起動後数秒で緑になります。一次モジュールが動作
状態になったら、二次 I/O モジュール (背面パネルの右側) の LED が起動します。
p.15 の 「ハードウェアの起動シーケンス」 を参照してください。

ハードウェアの起動シーケンス
NetBackup 5220 アプライアンスのようなアプライアンスには、アプライアンスとストレージ
シェルフの一致セットや、デバイスを開始するための特定のシーケンスが必須でした。こ
れらの仕様は、NetBackup 5230 アプライアンスでは不要です。
NetBackup 5230 アプライアンスとストレージシェルフの起動順序は次のとおりです。
■

アプライアンスをストレージシェルフに一致させる必要はありません。ブート順序は事
前設定され、固定です。

■

ストレージ構成のインポートが自動になりました。外部の構成を手動でインポートする
必要はありません。

■

最初にストレージシェルフをオンにしてから、アプライアンスをオンにする必要があり
ます。このシーケンスによって、確実にストレージシェルフがアプライアンスに認識さ
れます。
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■

次に、アプライアンスとストレージユニットの初期構成に進むことができます。

p.31 の 「ストレージシェルフの電源を入れる」 を参照してください。
p.32 の 「アプライアンスをオンにする」 を参照してください。

ハードウェアの取り付けについて
警告: NetBackup 機器とコンテナは、重さが 80 lbs (36.29 kg) を超える場合があります。
不適切に扱うと、ケガや機器の損傷を招く可能性があります。NetBackup 機器を扱うとき
には、適切な手法、ツール、資料を使ってください。
ハードウェアの取り付けの流れは次のとおりです。
■

NetBackup Appliance と Symantec Storage Shelf について理解する。

■

安全上の注意事項を確認する。

■

取り付け要件を確認する。
NetBackup 5230 アプライアンス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、レールとアプライアンスを正
しく設置することはできません。アプライアンスの幅は 19 インチ (482.6 mm) です。
Symantec Storage Shelf に提供されるラックレールは 36 インチ (914 mm) に拡張
対応です。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、レールとアプライアンスを正しく設置すること
はできません。ストレージシェルフの幅は 19 インチ(482.6 mm)です。

■

デバイスを開梱する。

■

NetBackup Appliance と Symantec Storage Shelf の装置ラックにラックレールを取
り付ける。ストレージシェルフはアプライアンスよりも重さがあります。すべてのストレー
ジシェルフをラックの下部、アプライアンスの下に取り付ける必要があります。

■

ラックレールに NetBackup Appliance と Symantec Storage Shelf を取り付ける。ア
プライアンスの高さは 2U でストレージシェルフの高さは 3U です。デバイスのガイド
ピンを使って、デバイスをレール上に正しく配置します。デバイスはラック内に完全に
収まります。

■

ねじは必要に応じてハードウェアに付属しています。ラックにねじを挿入します。ラッ
クにデバイスを固定するため、背面と前面のねじを使います。

■

アプライアンスのレールがねじの代わりに組み込みのピンを備えている場合は、ラック
ホールにピンを固定します。青いピンはレールの下部を示します。

■

NetBackup Appliance と Symantec Storage Shelf 間に 2 本の SAS ケーブルを
接続する。
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■

各デバイスに必要な 2 本の電源ケーブルを、適切な AC 電源に接続する。

■

ストレージシェルフを最初にオンにし、初期化する。2 つのストレージシェルフがある
場合は、アプライアンスに接続されていないストレージシェルフをオンにします。その
ストレージシェルフが初期化されたら、他のストレージシェルフをオンにし、初期化を
行います。

■

NetBackup Appliance をオンにする。

■

デバイスが正しく動作するか確認し、デバイスの設定を初期化する。

工具
次の工具と消耗品がハードウェアの取り付けに必要となります。
■

プラスドライバ M3 から M6

■

斜め切りプライヤ

■

ナイフ (開梱用)

■

ESD 防護服、リストストラップ、手袋

■

マルチメーター (任意)

梱包物の確認
デバイスを開梱する前に、梱包箱が損傷していないか確認してください。
アプライアンスの梱包箱には以下ものが含まれています。
■

NetBackup Appliance

■

アプライアンス用取り付けレール

■

ラックへアプライアンスを取り付けるためのスナップ式のねじロック

■

アプライアンス用の AC 電源ケーブル 2 本

■

ライセンス情報、マニュアルと USB スティックが梱包された書類。

1 つ以上のストレージシェルフがアプライアンスに付属している場合、各ストレージシェル
フの箱には次のものが含まれます。
■

Symantec Storage Shelf

■

各シェルフ用の取り付けレール

■

ラックへのレール取り付け用ねじ

■

ラックへのレール取り付け用ねじを固定するためのスナップ式のねじロック

■

各シェルフ用の AC 電源ケーブル 2 本

■

各シェルフ用の SAS コード 2 本
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デバイスを開梱する前に、次のことを確認します。
開梱前にデバイスを確認するには

1

受け取った箱の数が、納品書に記載された数と一致していることを確認します。

2

箱に損傷がないか確認します。箱がひどく損傷したり濡れている場合は、ステップ 5
を実行します。

3

輸送コンテナに貼付された衝撃確認ラベルを確認します。インジケータが赤の場合、
ステップ 5 を実行します。

4

箱が損傷していない場合は、デバイスを開梱します。

5

パッケージが損傷している場合は、開梱を止め、問題を確認します。ローカルエンジ
ニアリングマネージャに状況を報告します。

注意: 天気による影響から保護するため、未開梱のシステムは屋内で保管してください。
製品が損傷している場合、損傷した部品の写真を撮り、出荷記録と請求書と共に安全な
場所に保管してください。
p.18 の 「ESD 防護手段」 を参照してください。

ESD 防護手段
ESD 防護服、リストストラップ、手袋で静電気によるデバイスの損傷を防ぎます。防護力
は ESD 防護服が最も高く、次いでリストストラップ、防護手袋と続きます。
シマンテック社は利用可能な場合は ESD 防護服を着用することを推奨します。利用可
能でない場合、保護接地リストストラップを着用してください。それも利用できない場合は、
防護手袋を着用してください。
ESD 防護服を着用する場合、確実にボタンを留めてください。
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ESD 防護リストストラップまたはバンドの着用

1

ESD 防護リストストラップまたはバンドに手を通します。

2

ESD 防護リストデバイスを肌に密着させて留めます。

3

ESD 防護リストストラップには、プラグや金属のクリップが付いている場合がありま
す。環境に応じて、次の手順のいずれかを実行します。
■

作業台の ESD ジャックへプラグを挿入する。

■

作業を行うアプライアンス、ラックキャビネット、特定のコンポーネントのいずれか
の塗装されていない金属面に金属クリップを取り付ける。

適切なメーターを使うことで ESD から防護されていることを検証できます。メーターに適
用される指示に従ってください。
p.19 の 「環境仕様」 を参照してください。

環境仕様
表 1-8 は、NetBackup Appliance とストレージデバイスの必要条件の一覧です。
表 1-8

環境要件

コンポーネント

要件

ストレージシェルフの公称電圧

220VAC

動作温度

10 ℃から 35 ℃ (50 °F から 95 °F)

保管温度

-10 ℃から 50 ℃ (14 °F から 122 °F)

輸送温度

-40 ℃から 60 ℃ (-40 °F から 140 °F)

相対動作湿度範囲

10% から 80%

相対ストレージ湿度範囲

10% から 90%

相対輸送湿度範囲

5% から 90%

相対動作湿度勾配

時間あたり最大 10 °C (50 °F)

相対ストレージ湿度勾配

時間あたり最大 15℃ (59°F)

動作高度

-30 m から 3,000 m (-98.4 ft から 9842.5 ft)
-60 m から +1,800 m の高度では、周囲温度は 5
°C から 35 °C まで及びます。
高度が 1,800 m から 3,000 m まで及ぶとき、高度
が 100 m 上がるごとに環境温度は 0.6 °C 低下し
ます。
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コンポーネント

要件

保管高度

-30 m から 3,000 m

騒音

< 72 dB(A)
この値は気温が 25 ℃ (77 °F) の場合の NetBackup
Appliance の最大ノイズを表します。

p.17 の 「梱包物の確認」 を参照してください。

ラック準備の確認
ラックは次のように確認してください。
■

ラックが正しく取り付けられ、接地されていることを確認します。

■

NetBackup 5230 アプライアンス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、レールとアプライアンスを正
しく設置することはできません。アプライアンスの幅は 19 インチ (482.6 mm) です。

■

Symantec Storage Shelf に提供されるラックレールは 36 インチ (914 mm) に拡張
対応です。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、レールとアプライアンスを正しく設置すること
はできません。ストレージシェルフの幅は 19 インチ(482.6 mm)です。

■

ラックが壁から少なくとも 100 cm (およそ 3 フィート) 離れていることを確認します。

■

メンテナンス、適切な給気、効率的な放熱のためすべてのラック間のクリアランスが少
なくとも 120 cm (およそ 4 フィート) あることを確認します。

■

他の機器によってキャビネットと部屋の間の空気移動が妨げられないことを確認しま
す。適切な間隔をおくことはデバイスの冷却に必要です。

ハードウェアの取り付け
このセクションでは、ガイドレールをアプライアンス用およびストレージシェルフ用のラック
に取り付けられるために必要な手順を説明します。ガイドレールが固定されていれば、
ハードウェアを取り付けられます。ストレージシェルフは、必ずラック内のアプライアンスの
下に取り付けてください。ストレージシェルフはアプライアンスよりも重いため、ラック内の
できるだけ低い位置に配置する必要があります。ストレージシェルフが 2 つある場合は、
両方ともアプライアンスの下に取り付けます。
p.21 の 「ストレージシェルフの保護フィルムの除去」 を参照してください。
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ストレージシェルフの保護フィルムの除去
シマンテック社のストレージシェルフはシャーシ上部、下部、両側に保護フィルムが貼ら
れて出荷されています。前面パネルおよび背面パネルにはフィルムを貼ってありません。
ストレージシェルフをラックに取り付ける前に、フィルムを取り除いてください。フィルムを
外さないとストレージシェルフは正しく設置されません。
2 つの黄色いラベルはシャーシの背面上部と背面パネルのフロップの上にあります。 こ
れらのラベルには、アプライアンスおよびストレージシェルフのシリアル番号が記載されて
います。
保護フィルムをはがしてラベルを残しておくには
警告: ストレージシェルフを持ち上げる作業を支援できる人を 1 人確保してください。

1

保護フィルムから黄色いラベルの上部をはがしてください。

2

ラベルを捨てないようにしてください。

3

ストレージシェルフの背面上部から保護フィルムをはがしてください。

4

ストレージシェルフ上部のラベルを別の場所に貼るか、安全な場所に保管してくだ
さい。 後でラベルを確認する必要があることがあります。

5

ストレージシェルフの片端を持ち上げ、シャーシの下部からフィルムをはがします。

6

フィルムのおよそ半分をはがしたら、ストレージシェルフのもう片方の端を持ち上げ、
残りのフィルムをはがします。

7

ストレージシェルフの両側のフィルムをはがします。

8

すべてのフィルムをはがします。

p.21 の 「Symantec Storage Shelf ガイドレールの取り付け」 を参照してください。

Symantec Storage Shelf ガイドレールの取り付け
Symantec Storage Shelf には左右の取り付けレールが付属しています。これらのレー
ルは標準の 19 インチラックに取り付けます。レールの前面プレートは左と右にマーク付
けされています。レールの下部の 2 インチのへりが、ストレージシステムが置かれる棚と
なります。レールに組み込まれたエクステンダにより、レールをラックの深さに合わせて調
整できます。
注意: ユニットが重いため、ストレージシェルフはラックの下部または下部近くに取り付け
ることをお勧めします。
要件
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■

19 インチの装置ラック

■

利用可能な 3U スロット

■

6 個の M5 ねじ (付属)

■

6 個のケージナット (付属)

■

2 番のプラスドライバ

■

懐中電燈

Symantec Storage Shelf ガイドレールを取り付けるには

1

Symantec Storage Shelf が出荷された箱の中にある左の取り付けレールを取り付
けます。レールの前端にある取り付けプレートに Front Left というマークが付いてい
ます。

2

スナップ式のケージナットを次のようにラックに取り付けます。
■

ストレージシェルフが入っていたパッケージの中にあるスナップ式の M5 ケージ
ナットを用意します。

■

ストレージシェルフを取り付けるラックの前部および背部の 3U セクションの下か
ら 3 番目を確認します。
メモ: 取り付けレールは 1U の高さです。ラックのレールを固定するために使われ
る穴がその高さの中央にあります。

■

3

ラックの内側から、取り付けレールを取り付ける場所の前部および背部の切り抜
き部分にスナップ式のケージナットを挿入します。ナットが同じ高さに取り付けら
れているようにします。

へりが底部にあり、ラックの内側にあるように左の取り付けレールの方向を定めます。
ラックの深さに合わせてレールの長さを調整できます。
メモ: ストレージシェルフを支えるレールのへりは、ラックの内側にあり、レールの底部
にある必要があります。

4

レールのねじ穴を、ラックに取り付けたスナップ式のケージナットに揃えます。

5

5M ねじを挿入し、きつく締めます。ねじはユニットに付属します。

6

右の取り付けレールに手順 1 から 5 を繰り返します。レールが同じ高さに取り付け
られているようにします。
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ラックへの Symantec Storage Shelf の取り付け
注意: ユニットが重いため、ストレージシェルフはラックの下部または下部近くに取り付け
ることをお勧めします。

警告: Symantec Storage Shelf の重さはディスクが取り付けられた状態で約 32.5 kg
(71.7 ポンド) です。これらのコンポーネントを扱うときには、適切な作業方法、技法、ツー
ルを使ってください。
Symantec Storage Shelf をラックに取り付けるには

1

ラックにガイドレールが正しく取り付けられ、きちんと固定されていることを確認しま
す。

2

ストレージシェルフを固定するために、ラック前部の両側にある切り抜き部分にスナッ
プ式のケージナットを挿入します。スナップ式のケージナットは、ストレージシェルフ
をラックに取り付けるときに、ストレージシェルフの上から 3 番目の各耳の貫通穴に
揃える必要があります。

3

ストレージシェルフをラックキャビネットに、取り付けレールに沿ってスライドさせます。

4

M5 ねじを前面パネルの耳の貫通穴に挿入し、きつく締めます。貫通穴は先に取り
付けたスナップイン式のケージナットに揃える必要があります。

p.23 の 「NetBackup Appliance のガイドレールの取り付け」 を参照してください。

NetBackup Appliance のガイドレールの取り付け
ラックにデバイスを取り付ける前に:
■

アプライアンスに付属する『レールインストールガイド』を参照してください。レールに
使う必要がある複数のねじは、このガイドに付属しています。アプライアンスに付属す
るレールがねじの代わりにピンを備えている場合は、ポストホールにピンを確実に固
定してください。

■

ラック内のガイドレールの取り付け位置を確認します。
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ラックレールを取り付けるには

1

ラックの左側のレールから開始します。

2

直面するレールの内部が常にラックの内部に向くようにします。

3

付属のねじをレールに取り付けます。

4

ラックの右側のレールに対して、手順 1 から 3 を繰り返します。

5

レールが両方とも並列で、確実に固定されていることを確認します。

表 1-9

アプライアンスのガイドレールのコンポーネント

番号

機能

1

前面ブラケット

2

外部メンバー

3

背面ブラケット

4

内部メンバー

5

安全ロックピン

6

リリースボタン

p.25 の 「NetBackup Appliance のラックへの取り付け」 を参照してください。
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NetBackup Appliance のラックへの取り付け
アプライアンスはすべてのストレージシェルフに取り付ける必要があります。この構成は
ラックの適切な重量設定を可能にします。
NetBackup Appliance をラックに取り付けるには

1

ガイドレールが正しく取り付けられ、きちんと固定されていることを確認します。

2

ガイドレールの下のラックに 2 つのスナップ式のねじロックを挿入します。
このねじロックは、ラック内に完全に取り付けたときにアプライアンスを固定するため
に使われます。

3

簡単に、安全に伸ばせるところまで、両方のレールエクステンダを引き出します。リ
リースボタンはレールを完全に伸ばしたときにカチッとはまります。
警告: アプライアンスには少なくとも 52 lbs (23.58 kg) の重さがあります。アプライア
ンスを持ち上げる場合や移動する場合には、少なくとも 2 人が必要です。

4

ラックの背面に向かい、背面パネルを使ってアプライアンスを持ち上げます。

5

ラックの背面に向けてデバイスを傾けます。

6

レールエクステンダの背面で、デバイス側からレールスロットに伸びる 2 本の後部
「スタンドオフ」ペグを挿入します。

7

レールエクステンダの前面で、デバイスの前部をレールスロットにゆっくりと降ろしま
す。デバイスの中央のペグと前部のペグをレールスロットにはめ込みます。

8

ガイドレールのリリースボタンを持ち上げ、ラックにデバイスを押し込みます。

9

デバイスに取り付ける 2 個のねじが付いているラックにアプライアンスを固定します。
正しい位置のラックに取り付け済みのスナップ式のケージナットに、ねじで固定しま
す。

p.25 の 「ケーブルについて」 を参照してください。

ケーブルについて
NetBackup Appliance とストレージデバイスでは次のタイプのケーブルを使います。一
部のケーブルは製品に付属しますが、一部のケーブルはお客様の必要に応じたオプショ
ンです。
製品に付属するケーブルは次のとおりです。
■

デバイスをメイン AC 電源に接続するための AC 電源ケーブル

■

SAS ケーブル

お客様が用意する必要があるケーブルは次のとおりです。
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■

1 Gb/秒ネットワークケーブル

■

10 Gb/秒ネットワークケーブル

■

クライアントとデバイスを接続するためのファイバーチャネルケーブル

■

PS/2 to USB アダプタケーブル

■

KVM ケーブル

VGA ケーブルの接続
アプライアンスを初期化するとき、ディスプレイをビデオグラフィックスアレイ (VGA) に接
続し、キーボードを USB ポートに接続することができます。また、VGA をキーボードビデ
オマウス (KVM) アダプタかスイッチに接続できます。
VGA ケーブルを接続するには

1

NetBackup Appliance の背面パネルのビデオポートに、VGA (DB15) ケーブルの
コネクタを挿入します。
p.11 の 「 アプライアンスの背面パネル」 を参照してください。

2

モニター、KVM のアダプタまたは KVM スイッチにケーブルのもう一方の端を直接
接続します。

Small Form-factor Pluggable (SFP+) トランシーバの接続
NetBackup Appliance はファイバーチャネル (FC) テープ出力 PCIe アドインカードと
10 Gb イーサネット NIC を 2 つのポートでサポートします。このカードは光ファイバーケー
ブルを使用して他のデバイスに接続します。このセクションでは、テープ出力カード (ファ
イバーチャネル) を例に、光ファイバーケーブルを接続する方法を説明します。光ファイ
バーケーブルを接続する手順はどちらのカードでも同じです。
光ファイバーケーブルには、Small Form-factor Pluggable (SFP+) トランシーバが必要
です。これは、ファイバーチャネルポートがある各デバイスに付属しています。図は、SFP
(1) とそれに接続された光ファイバーケーブル (2) を示しています。

サポート対象の SFP は次のとおりです。
■

Finisar

■

JDSU
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警告: 光学インターフェースボードまたは光ファイバー内のレーザー光線により、目に損
傷を受ける場合があります。トランシーバを直接のぞき込んだり、他の人の目にトランシー
バを向けたりしないようにします。
光ファイバーを接続するときには、次に注意してください。
■

光トランシーバは静電気に弱いため、輸送、保管、使用の際は ESD 防止と防塵に配
慮した環境で取り付けてください。

■

使用していない光ファイバーと光トランシーバは、コネクタに適切な防塵キャップを付
けて保護してください。光トランシーバが汚染された場合、慎重に光学インターフェー
スをクリーニングしてください。

■

すべての光コネクタの表面をきれいに保ち、傷ができないようにしてください。

■

光ファイバーを圧迫したり、歪めたり、折り曲げたり、修理しないでください。

■

光ファイバーを、半径が 5 cm 未満になるように曲げないでください。光ファイバーが
損傷する場合があります。これにより、システムのパフォーマンスが低下したり、デー
タが失われる可能性があります。

光ファイバーを接続するには

1

適切な ESD 防護手袋またはリストストラップを装着します。

2

テープ出力カード (2 ポート 8 Gb FC HBA) のインターフェースから光トランシーバ
のキャップを取りはずします。

3

梱包箱から光ファイバーを取り出します。

4

光コネクタのキャップを取りはずします。

5

カードのインターフェースに光コネクタを接続します。

6

光コネクタが光トランシーバにしっかりと挿入されていることを確認します。

7

ファイバーチャネルスイッチに光ファイバーの他の光コネクタを接続します。

p.25 の 「ケーブルについて」 を参照してください。

ネットワークケーブルの接続
ネットワークポートはデバイスの背面パネルにあります。リモート管理ポートはシマンテック
社テクニカルサポートの担当者または認可されたフィールドサービス技術者が使用しま
す。次の図はネットワークポートのレイアウトを示します。左に 4 つの 1 Gb イーサネット
ポート、右に 2 つの 10 Gb イーサネットポートとリモート管理ポートがあります。

27

第 1 章 NetBackup 5230 の取り付け
ケーブルについて

注意: 最初のイーサネットポートは NIC1/eth0 として設定されます。お客様のプライベー
トネットワークに接続するためにこのポートが使われます。このポートはパブリックネットワー
クに使うことはできません。NIC1/eth0 ポートがパブリックネットワークに接続されても、ア
プライアンスは動作しません。
イーサネットポート NIC2/eth1、NIC3/eth2、NIC4/eth3、NIC5/eth4、NIC6/eth5 はパブ
リックネットワークに接続できます。
p.26 の 「Small Form-factor Pluggable (SFP+) トランシーバの接続」 を参照してくださ
い。

ストレージシェルフへのアプライアンスの接続
SAS RAID コントローラの PCIe カードはアドインアダプタスロットの 1 つに挿入されま
す。このカードは工場で取り付けられます。もし必要なら、権限のあるフィールド技術者は
新しいカードを追加するか、または既存のカードを置換できます。お客様がこれらの操作
を実行することは許可されません。
シリアル接続 SCSI (SAS) ケーブルで 1 つ以上のストレージシェルフとアプライアンスを
接続する必要があります。
2 つのシェルフを使用する場合、1 番目のストレージシェルフの SAS_OUT ポートを、2
番目のストレージシェルフの SAS_IN ポートに接続します。次の図は、2 つのストレージ
シェルフを接続した NetBackup 5230 を示します。
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表 1-10

アプライアンスおよびストレージシェルフのコンポーネント

番号

機能

1

SAS RAID コントローラ

2

1 Gb イーサネットポート

3

シリアルポート

4

リモート管理 (IPMI) ポート

5

10 Gb イーサネットポート

6

ストレージシェルフ
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SAS ケーブルを接続するには

1

ストレージシェルフの「SAS IN」と印のある 2 つのポートのそれぞれに、SAS ケーブ
ルを接続します。

2

アプライアンスのアドイン RAID コントローラアダプタの SAS ポートに、それぞれの
SAS ケーブルを接続します。

3

NetBackup 5230 で 2 番目のストレージシェルフを使う場合は、1 番目のストレージ
シェルフの「SAS OUT」ポートを 2 番目のストレージシェルフの「SAS IN」ポートに
接続します。

p.30 の 「電源コードの接続」 を参照してください。

電源コードの接続
注意: 設備を完全に取り付け、すべてのネットワークケーブルを接続してから、デバイスを
電源に接続してください。
NetBackup Appliance には 2 つの電源モジュールがあり、デバイスの背面パネルから
扱えます。モジュールはそれぞれ個別の AC 電源ケーブルが必要です。電源ケーブル
の片端を電源モジュールに差し込み、AC 120 V のソケットにもう一端を差し込みます。
ストレージシェルフにも 2 つの電源モジュールがあり、デバイスの背面パネルから扱えま
す。モジュールはそれぞれ個別の AC 電源ケーブルが必要です。AC 120 V のソケット
に各モジュールを差し込みます。

デバイスをオンにする前の情報確認
ハードウェアの取り付けとケーブル接続が完了した後に、表 1-11 の情報を確認してから
デバイスをオンにします。
メモ: この処理が完了するまで、アプライアンスにテープドライブや SAN クライアントなど
の外部デバイスを接続しないでください。

警告: 人身傷害やデバイス障害を防ぐために、デバイスのすべての電源がオフになって
いることを確認してください。
デバイスとケーブルが正しく取り付けられていることを確認してください。デバイスの取り
付けを確認するための指示を次の表に示します。
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表 1-11

取り付けに関する確認事項

コンポーネント

正しい取り付け

誤った取り付け

Symantec Storage Shelf

ストレージシェルフがラックキャ ストレージシェルフが、ラックキャ
ビネットの最下部に安全に配置 ビネット内で不安定な状態でマ
されています。
ウントされているか、高すぎる位
置にマウントされています。

NetBackup Appliance

NetBackup Appliance が、ラッ
クキャビネット下部のストレージ
シェルフの上に安全に配置され
ています。

AC 電源ケーブル

NetBackup Appliance とスト
1 本の電源ケーブルのみがデ
レージシェルフの AC 電源ケー バイスに接続しています。
ブルが、電源モジュールと AC
電源に接続しています。

SAS ドライブケーブル

SAS ケーブルがアプライアンス
の 2 つの RAID ポートをスト
レージシェルフの 2 つの SAS
IN ポートに接続しています。

1 つまたは両方の SAS ドライ
ブケーブルが、アプライアンス
の 2 つの RAID ポートをスト
レージシェルフの 2 つの SAS
IN ポートに接続できません。

第 2 ストレージシェルフ用の
これらの SAS ケーブルが、第
SAS ドライブケーブル (使う場 2 シェルフの 2 つの SAS IN
合)
ポートを第 1 シェルフの 2 つの
SAS OUT ポートに接続してい
ます。

1 つまたは両方の SAS ドライ
ブケーブルが、第 2 ストレージ
シェルフを第 1 ストレージシェ
ルフに接続できません。

NetBackup Appliance が、ラッ
クキャビネット内で不安定な状
態でマウントされているか、高す
ぎる位置にマウントされていま
す。

ストレージシェルフの電源を入れる
デバイスの電源をはじめて入れるときには、指定の順序でステップを実行してください。
注意: NetBackup Appliance をオンにする前に、ストレージシェルフをオンにする必要が
あります。ストレージシェルフを初期化したら、NetBackup Appliance をオンにします。
ストレージシェルフの電源を入れるには

1

2 つのメイン AC 電源コンセントに背面パネルの AC 電源のコネクタを両方とも接続
します。

2

両方の電源スイッチをオンにします。
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3

前面パネルのストレージシェルフシステムの電源 LED と、エンクロージャ全体のス
テータス LED が緑色になるまで待ちます。各ディスクドライブのディスクステータス
と動作中 LED が緑色であることを確認します。緑色でない場合、シマンテック社の
テクニカルサポートに連絡してください。
p.13 の 「ストレージシェルフの前面パネル」 を参照してください。

4

ストレージシェルフをもう 1 つ使用している場合は、2 番目のストレージシェルフに対
してこの手順を繰り返します。

p.32 の 「アプライアンスをオンにする」 を参照してください。

アプライアンスをオンにする
すべてのデバイスを正しく取り付け、すべてのケーブルを正しく接続する必要があります。
NetBackup ハードウェアをオンにするときは、ディスク、光ファイバー、またはネットワーク
ケーブルを取りはずしたり動かしたりしないでください。データの消失や機器の損傷を招
く恐れがあります。
NetBackup Appliance をオンにする方法

1

NetBackup Appliance の背面パネルにある両方の AC 電源コネクタを、2 つのメイ
ン AC 電源の差し込み口に接続します。

2

ディスプレイを VGA プラグに接続し、キーボードを USB ポートの 1 つに接続しま
す。KVM スイッチを使用できる場合は、ディスプレイとキーボードの両方をスイッチ
に接続し、スイッチを VGA に接続します。

3

ストレージシェルフがオンになり、正しく動作することを確認します。

4

前面パネルにある電源ボタンを使って、アプライアンスをオンにします。

5

NetBackup Appliance が正しく動作しているかどうかを判断します。
- 前面パネルに取り付けられたディスクドライブの電源とアクティビティインジケータ
LED の状態を確認します。
- 背面パネルの電源 LED を確認します。
- 前面パネルのすべての LED を見直し、システムの状態、電源、ハードディスクドラ
イブ、すべてのケーブル接続が正しく動作することを確認します。
p.30 の 「デバイスをオンにする前の情報確認」 を参照してください。
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NetBackup 5220 の取り付
け
この章では以下の項目について説明しています。
■

製品のマニュアル

■

製品の概要

■

ハードウェアの取り付けについて

■

ラックへのハードウェアの取り付け

■

ケーブルについて

■

ハードウェアをオンにする

製品のマニュアル
この文書では、バージョン 2.5 以上を実行する NetBackup 5220 アプライアンスのハー
ドウェアの取り付け手順について説明します。アプライアンスでは、Symantec Storage
Shelf なし、1 つ、2 つのいずれかを使うことができます。この文書はお客様とエンドユー
ザーを対象としています。
次の表は、NetBackup 5220 アプライアンスと Symantec 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。
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表 2-1

NetBackup 5220 と Symantec 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。

安全とメンテナンスガイド

安全情報を詳しく説明しています。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、安全上の問題をすべて理解してくださ
い。
ハードウェアの定期的な監視と物理的なメンテナンスの
ガイドラインを提供します。

次の URL に、NetBackup 52xx アプライアンスについての情報を含むマニュアルが掲
載されています。
http://www.symantec.com/docs/DOC2792
この場所で提供される文書は次のとおりです。
■

『NetBackup 52xx Appliance 管理者ガイド』

■

『NetBackup 52xx コマンドリファレンスガイド』

■

『NetBackup 5200 シリーズスタートガイド』

■

『NetBackup 52xx Appliance トラブルシューティングガイド』

■

『NetBackup 52xx Appliance リリースノート』

p.34 の 「製品の概要」 を参照してください。

製品の概要
NetBackup 5220 は、統合型の高密度と高パフォーマンスのバックアップアプライアンス
です。ネットワークバックアップのニーズをカプセル化します。フォーマット済みの 4.5 TB
の内部容量を持つ拡張性のあるアプライアンスです。
アプライアンスには、最大 2 つの Symantec Storage Shelf により 48 TB または 72 TB
の外部ストレージを追加することができます。ストレージシェルフは、16 のディスクドライブ
モジュールを含む拡張ユニットとして機能します。ディスクドライブの 2 つはパリティのた
めに使われます。1 つのディスクドライブはホットスペアです。残りの 13 のディスクドライ
ブはストレージを提供します。
NetBackup 5220 のエンクロージャは 2U の高さであり、Symantec Storage Shelf のエ
ンクロージャは 3U の高さです。両方のデバイスは標準の 19 インチラックに適合します。
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ハードウェアの詳細については、この文書の以降のセクションを参照してください。
p.36 の 「NetBackup 5220 の前面パネルと背面パネル」 を参照してください。
p.41 の 「Symantec Storage Shelf の前面パネルと背面パネル」 を参照してください。
p.35 の 「寸法」 を参照してください。
p.36 の 「NetBackup 5220 アプライアンスの前面パネルと背面パネル - 詳細」 を参照し
てください。
p.37 の 表 2-2 を参照してください。
p.39 の 「アプライアンスのコントロールパネル」 を参照してください。
p.42 の 「Symantec Storage Shelf の前面パネルと背面パネル - 詳細」 を参照してくだ
さい。
p.44 の 「ハードウェアの起動シーケンス」 を参照してください。

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。
重いデバイスがラックの上部に設置された場合、ラックは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。Symantec 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)

NetBackup 5220 アプライアンスに提供されるラックレールは 30 インチ (752 mm) に拡
張対応です。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 30 インチ (752 mm) より長い場合、レールとアプライアンスを正しく設置することはで
きません。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)
Symantec Storage Shelf に提供されるラックレールは 36 インチ (914 mm) に拡張
対応です。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
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隔が 36 インチ (914mm) より長い場合、レールとアプライアンスを正しく設置すること
はできません。ストレージシェルフの幅は 19 インチ(482.6 mm)です。
p.34 の 「製品の概要」 を参照してください。

NetBackup 5220 の前面パネルと背面パネル
次の図に、NetBackup 5220 アプライアンスの前面と背面を示します。
図 2-1

アプライアンス前面パネル

図 2-2

アプライアンス背面パネル

p.34 の 「製品の概要」 を参照してください。

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 2-3

アプライアンスの前面パネル - 詳細
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表 2-2

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)

2

2.5 インチ 1 TB SAS ハードディスクドライブのディスクドライブモジュール
(8 個)。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

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 2-4

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

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。
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図 2-5

アプライアンスの背面パネルの詳細

表 2-3

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

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。
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図 2-6

アプライアンス PCIe スロット番号

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
られている FC HBA のカードはテープ重複排除のためのイニシエータとして使うことがで
きます。
図 2-7

FTMS ポート

p.34 の 「製品の概要」 を参照してください。

アプライアンスのコントロールパネル
このセクションは、アプライアンスの前面パネル上部の右上隅にあるコントロールパネル
の写真と技術仕様を提供します。
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図 2-8

アプライアンスのコントロールパネル

表 2-4

アプライアンスのコントロールパネルの詳細

番号
1

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。
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番号
4

イメージ

LED の機能
システムの状態
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
連続的な緑色のライトは、システムに電源が入っているか、
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。

p.34 の 「製品の概要」 を参照してください。

Symantec Storage Shelf の前面パネルと背面パネル
次の図に、Symantec Storage Shelf の前面と背面を示します。
図 2-9

Symantec Storage Shelf の前面パネル
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図 2-10

Symantec Storage Shelf の背面パネル

p.34 の 「製品の概要」 を参照してください。

Symantec Storage Shelf の前面パネルと背面パネル - 詳細
ストレージシェルフの前面パネルには 16 の SAS ディスクドライブモジュールが含まれま
す。2 つのディスクドライブはパリティのために使われます。スロット 16 はホットスペアとし
て使われるディスクドライブを含んでいます。13 個のディスクドライブは RAID6 ストレー
ジボリュームを構成しています。
次の図は、ディスクドライブのスロット割り当てを示しています。
図 2-11

ストレージシェルフのディスクドライブのスロット割り当て

Symantec Storage Shelf の各 I/O モジュールには、シリアルポート、SAS IN ポート、
SAS OUT ポートの 3 つのネットワークポートが含まれます。ファンが付いている電源は
各 I/O モジュールの下にあります。
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図 2-12

ストレージシェルフの背面パネル

番号

コンポーネント

機能

1

シリアルポート

シマンテック社テクニカルサポートによって使われます。

2

リリースラッチ

I/O モジュールをロック解除し、モジュールを取りはずすこ
とができます。

3

I/O モジュール #1

ストレージシェルフからアプライアンス、または他のストレー
ジシェルフへの冗長な接続を提供します。

4

SAS_IN ポート

ストレージシェルフをアプライアンスまたは別のストレージ
シェルフに接続します。

5

SAS_OUT ポート

複数のストレージシェルフがあるとき、1 つのストレージシェ
ルフを別のストレージシェルフに接続します。

6

I/O モジュール #2

ストレージシェルフからアプライアンス、または他のストレー
ジシェルフへの冗長な接続を提供します。

7

電源 1

ストレージシェルフに冗長な AC 電源を接続します。

8

ファン 1

電源 1 とストレージシェルフの内部に空冷を提供します。
詳しくは、『NetBackup 52xx 管理者ガイド』のハードウェ
アの監視の情報を参照してください。

9

ファン 2

電源 1 とストレージシェルフの内部に空冷を提供します。
詳しくは、『NetBackup 52xx 管理者ガイド』のハードウェ
アの監視の情報を参照してください。

10

電源 2

ストレージシェルフに冗長な AC 電源を接続します。

11

ファン 3

電源 2 とストレージシェルフの内部に空冷を提供します。
詳しくは、『NetBackup 52xx 管理者ガイド』のハードウェ
アの監視の情報を参照してください。
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番号

コンポーネント

機能

12

ファン 4

電源 2 とストレージシェルフの内部に空冷を提供します。
詳しくは、『NetBackup 52xx 管理者ガイド』のハードウェ
アの監視の情報を参照してください。

p.63 の 「アプライアンスと 1 つまたは 2 つのストレージシェルフの接続」 を参照してくだ
さい。

ハードウェアの起動シーケンス
NetBackup 5220 アプライアンスを 1 つまたは 2 つのストレージシェルフとともに使用す
る場合には、特定の起動要件があります。
NetBackup 5220 アプライアンスとストレージシェルフの起動順序は次のとおりです。
■

アプライアンスとストレージシェルフの一致セットがあることを確認します。
ストレージシェルフから保護フィルムをはがすときは、ストレージシェルフの背面パネ
ルにある黄色いラベルを参照してください。
ストレージシェルフの背面には、アプライアンスとストレージシェルフのシリアル番号が
あります。ストレージシェルフの右側で、シャーシからつまみを引っ張ります。

■

ホスト番号はアプライアンスを示します。

■

アプライアンスの前面にアプライアンスのシリアル番号があります。アプライアンスの左
側で、アプライアンスからつまみを引っ張ります。シリアル番号とストレージシェルフ上
の一致する番号とを比較します。
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■

アプライアンスに接続されているストレージシェルフをオンにします。ストレージシェル
フの初期化時間を考慮に入れてください。

■

2 番目のユニットがある場合は、2 番目のストレージシェルフをオンにします。初期化
されます。

■

アプライアンスをオンにする。

メモ: すべてのシステムの初期化が完了したときに、段階的にシャットダウンせずにユニッ
トを接続解除したりオフにしないでください。アプライアンスとストレージシェルフ間の通信
を中断する場合は、追加のタスクを実行する必要があります。
システム BIOS でブート順序を変更します。
ストレージ RAID アレイの外部構成をインポートします。
p.55 の 「ストレージシェルフの保護フィルムの除去」 を参照してください。
p.66 の 「ストレージシェルフとアプライアンスの電源オン」 を参照してください。

ハードウェアの取り付けについて
いくつかの要因に対処し、検証した後に、ハードウェアコンポーネントを取り付けられま
す。ベストプラクティスとして、作業を開始する前にこれらのセクションの情報を確認する
ことをお勧めします。

ハードウェアの取り付けの流れ
ハードウェアの取り付けの基本的な流れは次のとおりです。
■

NetBackup 5220 と Symantec Storage Shelf について理解する。

■

安全上の注意事項を確認する。

■

取り付け要件を確認する。
■

NetBackup 5220 アプライアンスに提供されるラックレールは 30 インチ (752 mm)
に拡張対応です。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 30 インチ (752 mm) より長い場合、レールとアプライアンスを正
しく設置することはできません。アプライアンスの幅は 19 インチ (482.6 mm) で
す。ラックにアプライアンスを安全に格納するための適正な空間があること確認し
ます。

■

Symantec Storage Shelf に提供されるラックレールは 36 インチ (914 mm) に
拡張対応です。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、レールとアプライアンスを正しく
設置することはできません。ストレージシェルフの幅は 19 インチ(482.6 mm)で
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す。ラックにストレージシェルフを安全に格納するための適正な空間があること確
認します。
■

デバイスを開梱する。
メモ: Symantec Storage Shelf を NetBackup 5220 と同時に発注した場合、RAID
コントローラカードとアクセサリが出荷前に取り付けられます。ストレージシェルフを後
で発注する場合、RAID コントローラカードとアクセサリは発注して NetBackup 5220
に取り付ける必要があります。必要に応じてシマンテック社のテクニカルサポートに問
い合わせてください。

■

NetBackup 5220 と Symantec Storage Shelf にラックキャビネットレールを取り付け
る。

■

必要に応じてテクニカルサポートエンジニアに RAID コントローラカードとアクセサリ
の取り付けを依頼する。

■

必要に応じてテクニカルサポートエンジニアに他の PCI カードの取り付けを依頼す
る。

■

ストレージシェルフの外面から保護フィルムを取り除く。

■

ラックに NetBackup 5220 と (必要に応じて) Symantec Storage Shelf を取り付け
る。

■

必要に応じて、NetBackup 5220 と 1 つ目の Symantec Storage Shelf の間に 2
本の SAS ケーブルを接続する。

■

必要に応じて、1 つ目の Symantec Storage Shelf と 2 つ目のストレージシェルフの
間に 2 本の SAS ケーブルを接続する。

■

すべての AC 電源ケーブルと周辺機器を接続する。

■

ストレージシェルフ 1 の電源をオンにし、初期化する。

■

ストレージシェルフ 2 の電源をオンにし、初期化する。

■

アプライアンスの電源をオンにする。

■

デバイスが正しく動作していること確認する。

p.50 の 「工具とメーター」 を参照してください。

環境要件
このセクションでは、動作環境とストレージ環境について説明します。パラメータには、気
温、湿度、高度、ノイズが含まれています。デバイスを取り付け前に、外部環境がデバイ
スの適切な実行のための条件を満たすかどうかを確認してください。
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コンポーネント

詳細

動作温度 (a)

最小範囲: 10°C から 35°C
アプライアンスの範囲: 5°C から 35°C
ストレージシェルフの範囲: 10°C から 35°C

保管温度

-40°C から +60°C (-40 から 70) (-40 から 60)

輸送温度

-40°C から +70°C (-40 から 70) (-40 から 60)

1 時間あたりの最大の温度変化

10°C/h

動作湿度

10% RH から 80% RH (10-85) (8-80)

動作高度

-30.5 m から +3,000 m (0-3000)

輸送の高度

-30.5 m から +3,000 m (0-3000) 35°C 以下

ノイズ (b)

< 72 dBA (72) (60)

メモ: a: 動作温度は、NetBackup 5220 アプライアンスが -60 m から +1800 m までの高
度に配置されるとき、5°C から 35°C の範囲です。アプライアンスが 1800 m から 3000
m までの高度に配置されるとき、温度は 100 m 増えるごとに 0.6°C 下がります。b: 周囲
温度が 25°C であるとき、NetBackup 5220 アプライアンスによって生成される最大のノ
イズ。
p.48 の 「電源の概要」 を参照してください。
p.49 の 「電気の安全性」 を参照してください。
p.47 の 「環境のチェックリスト」 を参照してください。

環境のチェックリスト
次の表は、アプライアンスの取り付け前に完了する必要がある環境のチェックリストを記述
したものです。
表 2-5

環境上の注意事項

項目

要件

設備の準備

床が耐荷重の必要条件を満たしている。配線溝、梯子、穴の準備
ができている。すべての構造物が揃っている。

空調

部屋の温度が 35°C を超える可能性がある場合は、停電からのリカ
バリ時に再起動できるエアコンを設置する。エアコンの風がデバイ
スに直接当たらないようにする。

47

第 2 章 NetBackup 5220 の取り付け
ハードウェアの取り付けについて

項目

要件

湿度の調整

相対湿度が 70% より高い場合は、除湿機を設置する必要がある。
そのようなデバイスの例には、除湿機能を提供するエアコンや専用
の除湿機が含まれる。浸水、水滴、結露は、設備のある部屋ですべ
て防ぐ必要がある。

暖房

部屋の温度が規定の最小の 10°C より低い場合、暖房機器が必要
である。

防塵

設備のある部屋が塵または他の粒状物質の潜在的な発生源の近
くに位置する場合、アルミ合金の二重窓と盗難防止の防火扉を設
置する必要がある。デバイスはドアから離し、塵の汚染を防ぐのに
バッフルを使う必要がある。

落雷からの保護

設備のある部屋には避雷針またはライトニングストリップのような避
雷装置がある必要がある。避雷装置の接地と設備のある部屋の保
護目的の接地は接地体を共有する必要がある。

さらに、次の特別な必要条件が満たされることを確認してください。
■

設置の前に、設置場所を管理する財産管理課に設置会社の資格証明書を提出する
必要があるかどうか確認する。

■

輸送の前に、デバイスの寸法が輸送経路 (エレベータや通路など) の必要条件を満
たすことを確認する。

デバイスの輸送時は、ドア、壁、その他の構造物との衝突を避けてください。汚れた手袋
でコンポーネントの表面に触れないでください。
p.46 の 「環境要件」 を参照してください。
p.48 の 「電源の概要」 を参照してください。
p.49 の 「電気の安全性」 を参照してください。

電源の概要
NetBackup 5220 アプライアンスと Symantec Storage Shelf にはそれぞれ、AC 主電
源に接続する 2 つの電源モジュールがあります。モジュールは両方とも、両方のデバイ
スで、故障の場合に冗長な電源を提供します。
2 本の電源コード (アプライアンスとストレージシェルフごとに 1 つ) が提供されます。独
立した AC 電源に各電源コードを接続します。
このセクションでは、NetBackup 5220 アプライアンスの電源の要件について説明しま
す。アプライアンスを取り付ける前に、電源がアプライアンスの適切な実行のための条件
を満たすかどうかを確認してください。
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サイトで複数の NetBackup 5220 アプライアンスを設置する場合、装置のある部屋の電
力配分が電源要件を満たすかどうかを確認してください。最大入力電力とデバイスの数
を計画内に収める必要があります。
表 2-6

電源の値

コンポーネント

サブコンポーネント

基本システム

ストレージシェルフ

消費電力

最大の電力消費

750 W

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

47 Hz から 63 Hz

アプライアンスは冗長性を提供する 2 つの電源モジュールを備えています。アプライア
ンスとストレージシェルフを設置するサイトを選択するときは、以下を考慮します。
p.46 の 「環境要件」 を参照してください。
p.48 の 「電源の概要」 を参照してください。
p.47 の 「環境のチェックリスト」 を参照してください。

電気の安全性
次のベストプラクティスを使って環境の電気設定が正しくなるようにします。
■

AC 主電源のアースが適切であることを確認します。

■

過電流と過負荷の保護はシステム全体で利用可能である必要があります。

■

回路と関連するブレーカは十分な電力と過負荷の保護を提供する必要があります。

■

NetBackup 5220 に与える可能性がある障害を防ぐために他の大きい分布負荷また
はエンジンから電源を離します。大きな電力を使うシステムの例は、エアコン、エレ
ベータ、工場機械などです。

p.48 の 「電源の概要」 を参照してください。

熱放散のガイドライン
最適なメンテナンス、換気、熱放散のため、アプライアンスとストレージシェルフをラック
キャビネットに取り付けるときは以下に注意します。
■

適切な換気のために、ラックキャビネットは周囲の壁から少なくとも 100 cm (4 フィー
ト) 離し、他のキャビネットから少なくとも 120 cm (4 フィート) 離してください。
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■

キャビネットと装置のある部屋の間で気流の循環を保つためには、キャビネットの全側
面に障害物がないようにします。

■

各アプライアンスの上下には 1U (1U=44.45 mm) のスペースを空けることが推奨さ
れます。

p.50 の 「気流」 を参照してください。

気流
NetBackup 5220 は前面パネルから (前面のすき間に沿って) 空気を取り込み、システ
ム全体に空気を循環させます。ファンはアプライアンスの背面から空気を排出します。空
気は前面から背面に流れます。オプションのベゼルは空気の移動を減衰させることなく
前面パネルに取り付けることができます。
図 2-13

NetBackup 5220 の気流

p.49 の 「熱放散のガイドライン」 を参照してください。

工具とメーター
取り付けに必要な工具、消耗品、メーターについて説明します。
■

プラスドライバ M3 から M6

■

斜め切りプライヤ

■

ナイフ (開梱用)
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■

ESD リストストラップ

■

ESD 手袋

■

マルチメーター

表 2-7
名前
ツールキット

マルチメーター

ESD リストストラッ
プ

ESD 手袋

ワイヤまたはケーブ
ルを固定するため
のタイラップ

工具
例
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推奨の文書を次にリストします。
表 2-8

文書

形式

文書名

サイトの図面

ネットワーク計画、設備のある部 「現況」のマークアップを含む建
屋のレイアウト、結線/出力線
築図または構造図
図。

技術文書

NetBackup 5220 アプライアン これらの文書はデバイスの使用
スと Symantec Storage Shelf についての追加情報を提供し
ます。
■ リリースノート
■

説明

安全とメンテナンスガイド

p.52 の 「ESD 防護手段」 を参照してください。

ESD 防護手段
ESD 防護リストストラップは、人体からの静電気によるデバイスの損傷を防ぎます。衣服
からの ESD を防ぐためには、ESD 防護服を身に着けることが推奨されます。利用可能
な ESD 予防のリストストラップが利用できない場合は、ESD 防護手袋を着用します。
p.45 の 「ハードウェアの取り付けの流れ」 を参照してください。

ESD 防護リストストラップの着用
ESD リストストラップを着用するには

1

ESD 防護リストストラップを通し、手を伸ばします。

2

バックルを留め、ESD 防護リストストラップを完全に肌に接触させます。

ESD 防護リストストラップには、プラグや金属クリップが付いている場合があります。ESD
ジャックが付いている ESD 防護リストストラップの場合、下記に示されているように、キャ
ビネットの ESD ジャックにリストストラップのアース端を挿入します。
図 2-14

プラグが付いている ESD 防護リストストラップ
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金属クリップが付いている ESD 防護リストストラップの場合、キャビネットの側面の四角い
穴に金属クリップを接続します。
図 2-15

金属クリップが付いている ESD 防護リストストラップ

リストストラップのバックルが留まること確認してください。アースコネクタを ESD ソケットに
きつく挿入すると、金属クリップはキャビネットの四角い穴にしっかりと留められます。
p.53 の 「ESD 防護手袋と防護服の着用」 を参照してください。

ESD 防護手袋と防護服の着用
デバイスを移動するときは、下記に示されているように (ESD 防護リストストラップを着用
できない場合) ESD 防護手袋を着用します。
図 2-16

ESD 防護手袋

ESD 防護リストストラップはデバイスとユーザーの衣服間の接触によって引き起こされる
静電気を防ぐことができません。ESD 防護服を身に着けることが推奨されます。
ESD 防護服のボタンは確実に留めてください。
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図 2-17

ESD 防護服

p.54 の 「ラック準備の確認」 を参照してください。

ラック準備の確認
ラックキャビネットが正しく取り付けられ、接地されていることを確認します。メンテナンスの
しやすさ、適切な給気、効率的な放熱のため、任意の 2 つのキャビネット間のクリアラン
スは少なくとも 120 cm (およそ 4 フィート) ある必要があります。キャビネットと設備のある
部屋の間で適切な空気の移動を保つため、キャビネットのデバイスによって閉ざされた空
間が形成されないことを確認してください。
NetBackup 5220 アプライアンスに提供されるラックレールは 30 インチ (752 mm) に拡
張対応です。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 30 インチ (752 mm) より長い場合、レールとアプライアンスを正しく設置することはで
きません。アプライアンスの幅は 19 インチ (482.6 mm) です。ラックにアプライアンスを
安全に格納するための適正な空間があること確認します。
Symantec Storage Shelf に提供されるラックレールは 36 インチ (914 mm) に拡張対
応です。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、レールとアプライアンスを正しく設置することはできま
せん。ストレージシェルフの幅は 19 インチ(482.6 mm)です。ラックにストレージシェルフ
を安全に格納するための適正な空間があること確認します。
ラックが適正のサイズでない場合は、シマンテック社のテクニカルサポートに問い合わせ
てください。
p.45 の 「ハードウェアの取り付けの流れ」 を参照してください。
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ラックへのハードウェアの取り付け
必要な設備とツールがすべてあれば、ハードウェアの取り付けを開始できます。 ストレー
ジシェルフは重いため、ラックの下部に取り付けることをお勧めします。

ストレージシェルフの保護フィルムの除去
シマンテック社のストレージシェルフはシャーシ上部、下部、両側に保護フィルムが貼ら
れて出荷されています。前面パネルおよび背面パネルにはフィルムを貼ってありません。
ストレージシェルフをラックに取り付ける前に、フィルムを取り除いてください。フィルムを
外さないとストレージシェルフは正しく設置されません。
2 つの黄色いラベルはシャーシの背面上部と背面パネルのフロップの上にあります。 こ
れらのラベルには、アプライアンスおよびストレージシェルフのシリアル番号が記載されて
います。
保護フィルムをはがしてラベルを残しておくには
警告: ストレージシェルフを持ち上げる作業を支援できる人を 1 人確保してください。

1

保護フィルムから黄色いラベルの上部をはがしてください。

2

ラベルを捨てないようにしてください。

3

ストレージシェルフの背面上部から保護フィルムをはがしてください。

4

ストレージシェルフ上部のラベルを別の場所に貼るか、安全な場所に保管してくだ
さい。 後でラベルを確認する必要があることがあります。

5

ストレージシェルフの片端を持ち上げ、シャーシの下部からフィルムをはがします。

6

フィルムのおよそ半分をはがしたら、ストレージシェルフのもう片方の端を持ち上げ、
残りのフィルムをはがします。

7

ストレージシェルフの両側のフィルムをはがします。

8

すべてのフィルムをはがします。

p.56 の 「Symantec Storage Shelf ガイドレールの取り付け」 を参照してください。
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Symantec Storage Shelf ガイドレールの取り付け
Symantec Storage Shelf 用の左右の取り付けレールは、1 つのユニットとして出荷され
ます。各レールの前後は、ラックキャビネットにぴったりと合うよう、スライドさせてわずかに
伸ばすことができます。各レールの下部には、Symantec Storage Shelf を置くための丈
夫な金属製の棚があります。
Symantec Storage Shelf ガイドレールを取り付けるには

1

左右の取り付けレールを入手します。レールの前側をラックキャビネットの垂直な金
属の支柱の前側に取り付けます。

2

ラックキャビネットに向き合い、左のレールを、ラックの左側の垂直な金属の支柱に
合わせます。支持棚がキャビネット内のレール下部の上にあることを確かめます。ス
トレージシェルフを棚に置きます。

3

レール最上部の穴に、位置合わせピンを取り付けます。ラックにピンが通ることを確
認し、ピンの後ろ側を固定します。

4

レール下部の穴に標準ラックねじを取り付け、レールをラックに固定します。

5

取り付けレールの後部を、ラックの後部金属製支柱にスライドさせて取り付けます。

6

ラックの右側の取り付けレールについてもこの手順を繰り返します。支持棚がキャビ
ネット内のレール下部の上にあることを確かめます。

p.56 の 「ラックへの Symantec Storage Shelf の取り付け」 を参照してください。

ラックへの Symantec Storage Shelf の取り付け
左右の取り付けレールが正常に設置されていることを確認します。

すべてを搭載したシェルフまたはストレージシェルフの場合、1 台で最大 33 kg (73 lbs)
の重さがあります。各デバイスを動かしたり設置するときは、3 人以上が必要です。設置
の際に軽くするため、電源を取りはずしてもかまいません。
Symantec Storage Shelf をラックに取り付けるには

1

ESD 防護リストストラップと ESD 防護手袋を着用します。

2

Symantec Storage Shelf をラックキャビネットに、取り付けレールに沿ってスライド
させます。

3

M4 プラスドライバを使ってすべてのねじを締めます。
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4

ストレージシェルフが適切に配置されていることと、すべてのねじがしっかりと締まっ
ていることを確認します。

5

提供されるねじを使い、ラックの支柱に左 (1) と右 (2) のラックハンドルを固定しま
す。
Symantec Storage Shelf のラックハンドル

p.56 の 「Symantec Storage Shelf ガイドレールの取り付け」 を参照してください。

NetBackup 5220 のガイドレールの取り付け
ラックキャビネットにデバイスを取り付ける前に、デバイス設置計画に従って工具不要の
ガイドレールの設置位置を決めます。
NetBackup 5220 ガイドレールを取り付けるには

1

ラックキャビネットの前面を見て、ラックキャビネットの左の支柱に左のガイドレールを
配置します。

2

ガイドレールの下部を、計画された設置位置の下部に対して平行に保ちます。

3

キャビネットの前面と背面の支柱にある穴に、ガイドレールの先頭と後部のガイドピ
ンを挿入します。

4

容易かつ安全に伸ばせるところまで、左右のレールエクステンダを引き出します。

p.57 の 「ラックへの NetBackup 5220 アプライアンスの取り付け」 を参照してください。

ラックへの NetBackup 5220 アプライアンスの取り付け
ガイドレールが正常に設置されていることを確認します。

すべてを搭載したデバイスの場合、1 台で最大 33 kg (73 lbs) の重さがあります。デバ
イスを動かしたり設置するときは、3 人以上が必要です。
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NetBackup 5220 をラックに取り付けるには

1

ESD 防護リストストラップと ESD 防護手袋を着用します。
メモ: NetBackup 5220 の左側と右側から出ている 3 個のねじの位置を確認します。
この 3 個のねじは、レールの出っ張りにある 3 つのスロットに合う大きさです。

2

少なくとも 2 人で、NetBackup 5220 を持ち上げ、レールエクステンダに配置しま
す。レールスロットがデバイスの両側のねじと確実に合うことを確かめてください。

3

デバイスをラックにそっと滑らせます。

4

必要な場合、各レールの先頭に前部取り付けプレートを取り付け、ねじを使って留
めます。

5

前の手順を繰り返し、キャビネットの右側にガイドレールを取り付けます。

p.57 の 「NetBackup 5220 のガイドレールの取り付け」 を参照してください。

ケーブルについて
この章は、ネットワークケーブル、光ファイバーケーブル、電源ケーブルを含む NetBackup
5220 のケーブルの接続方法について説明します。
p.58 の 「ケーブルの例」 を参照してください。
p.60 の 「VGA ケーブルの接続 (省略可能)」 を参照してください。
p.60 の 「ネットワークケーブルの接続」 を参照してください。
p.61 の 「光ファイバーの接続」 を参照してください。
p.62 の 「NetBackup 5220 の電源ケーブルの接続」 を参照してください。
p.62 の 「Symantec Storage Shelf の電源ケーブルの接続」 を参照してください。

ケーブルの例
次の表はケーブルの例を示したものです。
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表 2-9

ケーブル

コンポーネント
PS/2 to USB アダプタケーブル

KVM ケーブル

100/1000 Mbps ネットワークケーブル

LC マルチモードファイバー

SAS 相互接続ケーブル (RAID コネクタ付き)

AC 電源ケーブル

例
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p.60 の 「VGA ケーブルの接続 (省略可能)」 を参照してください。

VGA ケーブルの接続 (省略可能)
VGA (Video Graphics Array) ケーブルの接続は省略可能です。ケーブルをコンピュー
タに直接接続することも、KVM (Keyboard Video Mouse) アダプタかスイッチを使って
接続することもできます。
VGA ケーブルを接続するには

1

NetBackup 5220 アプライアンスの背面パネルの左下側にあるビデオポートに VGA
ケーブルのコネクタを挿入します。

2

KVM のスイッチかアダプタにケーブルのもう一方の端を接続します。

p.58 の 「ケーブルについて」 を参照してください。

ネットワークケーブルの接続
NetBackup 5220 アプライアンスには 2 つの 1Gb イーサネットポートと 1 つのリモート管
理ポートが含まれます。これらのポートはデバイスの背面パネルにあります。リモート管理
ポートはシマンテック社テクニカルサポートの担当者または認可されたフィールドサービ
ス技術者が使います。
図 2-18

アプライアンスのネットワークポート (背面パネル)
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表 2-10

ネットワークインターフェースポート

ポート

詳細

NIC1/eth0

専用ネットワークまたは管理イーサネットポートは NetBackup
5220 のシステム管理用のチャネルを提供します。デフォルトの
IP アドレスは 192.168.1.1 です。

NIC2/eth1

パブリックネットワークイーサネットポートは顧客データのバック
アップ用のチャネルを提供します。

IPMI

インテリジェントなプラットフォーム管理インターフェースポートは
ハードウェアの状態のリモートデータの収集と監視を有効にしま
す。このポートはシマンテック社テクニカルサポートによってのみ
使われます。

p.58 の 「ケーブルについて」 を参照してください。

光ファイバーの接続
NetBackup 5220 はテープ出力カード (ファイバーチャネル、FC) と 10 GE NIC をサ
ポートします。これらは両方とも、光ファイバーを通して他のデバイスに接続されます。こ
のセクションでは、テープ出力カード (ファイバーチャネル) を例に、光ファイバーを接続
する方法を説明します。10GE NIC に光ファイバーを接続する手順は、テープ出力カー
ド (ファイバーチャネル) に光ファイバーを接続する手順と同じです。
注意: 光学インターフェースボードまたは光ファイバー内のレーザー光線により、目に損
傷を受ける場合があります。光ファイバーや光トランシーバを設置またはメンテナンスす
るとき、光ファイバーまたはトランシーバの出力を直接見ないでください。
光ファイバーを接続するときには、次に注意してください。
■

光トランシーバは静電気に弱いため、輸送、保管、使用の際は ESD 防護と防塵に配
慮した環境で設置してください。

■

使っていない光ファイバーと光トランシーバは、防塵キャップを付けて保護する必要
があります。光トランシーバが汚染された場合、慎重に光学インターフェースをクリー
ニングしてください。

■

すべての光コネクタの表面をきれいに保ち、傷ができないようにしてください。

■

光ファイバーを圧迫したり、歪めたり、折り曲げたり、修理したりしないでください。光
ファイバーを、半径が 5 cm 未満になるように曲げないでください。光ファイバーが損
傷する場合があります。これにより、システムのパフォーマンスが低下したり、データが
失われる可能性があります。
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光ファイバーを接続するには

1

テープ出力カード (2 ポート 8 Gb FC HBA、ファイバーチャネル) のインターフェー
スから光トランシーバのキャップを取りはずします。

2

梱包箱から光ファイバーを取り出します。

3

光コネクタのキャップを取りはずします。

4

カードのインターフェースに光コネクタを接続します。

5

光コネクタが光トランシーバにしっかりと挿入されていることを確認します。

6

FC スイッチまたはテープライブラリに光ファイバーの他の光コネクタを接続します。

p.58 の 「ケーブルについて」 を参照してください。

NetBackup 5220 の電源ケーブルの接続
アプライアンスには 2 つの電源モジュールがあり、互いに重ねられていてデバイスの背
面パネルから接続できます。モジュールにはそれぞれ、個別の AC 電源ケーブルと AC
主電源の差し込み口が必要です。
電源ケーブルを接続するときには、損傷を防ぐために ESD 防護リストストラップを装着し
てください。
NetBackup 5220 の電源ケーブルを接続するには

1

NetBackup 5220 の電源モジュールに電源ケーブルの一端を差し込みます。

2

AC 電源のソケットに電源ケーブルのもう一方の端を差し込みます。

3

第 2 の電源ケーブルを、第 2 の電源モジュールと第 2 の電源ソケットに接続しま
す。

4

AC 電源ケーブルが両方とも接続済みであること、そしてアースが正しく配置されて
いることを確認します。

p.60 の 「VGA ケーブルの接続 (省略可能)」 を参照してください。

Symantec Storage Shelf の電源ケーブルの接続
ストレージシェルフには 2 つの電源モジュールがあります。互いに隣り合って配置されて
おり、デバイスの背面パネルから接続できます。モジュールにはそれぞれ、個別の AC
電源ケーブルと AC 主電源の差し込み口が必要です。このセクションで提供される情報
は、アプライアンスで使うストレージシェルフが 1 つか 2 つかに関係なく適用されます。
電源ケーブルを接続するときには、コンポーネントの損傷や人の負傷を防ぐために ESD
防護リストストラップを装着してください。
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Symantec Storage Shelf の電源ケーブルを接続するには

1

Symantec Storage Shelf の電源モジュールに電源ケーブルの一端を差し込みま
す。

2

AC 電源のソケットに電源ケーブルのもう一方の端を差し込みます。

3

第 2 の電源ケーブルを、第 2 の電源モジュールと第 2 の電源ソケットに接続しま
す。

4

AC 電源ケーブルが両方とも接続済みであること、そしてアースが正しく配置されて
いることを確認します。

p.58 の 「ケーブルについて」 を参照してください。

アプライアンスと 1 つまたは 2 つのストレージシェルフの接続
次の図は、アプライアンスと 2 つのストレージシェルフの間の背面パネル接続を示してい
ます。NetBackup 5220 2.5 リリース以降では、1 つまたは 2 つのストレージシェルフの
追加をサポートしています。
図 2-19

2 つの Symantec Storage Shelf に接続された NetBackup 5220 アプ
ライアンス - 実物

次の図は、2 つのストレージシェルフに接続されたアプライアンスを示します。この実例で
は、アプライアンスと 2 つのストレージシェルフの主要なハードウェアコンポーネントは少
し隠れています。4 本の SAS ケーブルとポートを見やすく示します。
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図 2-20

2 つの Symantec Storage Shelf に接続された NetBackup 5220 アプ
ライアンス - ポートとケーブル

次の概略図は、アプライアンスの SAS OUT ポートを示します。ストレージシェルフの SAS
IN ポートと SAS OUT ポートが示されています。ケーブルは次のように接続します。
■

ストレージシェルフ #1 の SAS IN ポートをアプライアンスに接続。

■

ストレージシェルフ #1 の SAS OUT ポートをストレージシェルフ #2 の SAS IN ポー
トに接続。

■

ストレージシェルフ #2 の SAS OUT ポートは他のデバイスには接続しません。

次の概略図は、アプライアンスとストレージシェルフで使われるポートを示しています。
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図 2-21

2 つの Symantec Storage Shelf に接続された NetBackup 5220 アプ
ライアンス - 概略図

p.42 の 「Symantec Storage Shelf の前面パネルと背面パネル - 詳細」 を参照してくだ
さい。

ハードウェアをオンにする
このセクションでは、ストレージシェルフおよびアプライアンスをオンにするために必要な
手順を説明します。

オンにする前の検査
このセクションは、ハードウェアの設置とケーブル接続が完了した後、デバイスをオンにす
る前に確認する必要がある情報を提供します。

人身傷害またはデバイスの損害を防ぐことを確認してください。デバイスの設置とケーブ
ルの接続を調べる前に、NetBackup 5220 へのすべての電源がオフになっていることを
確認してください。
デバイスとケーブルが正しく設置されていることを確認してください。次の表は、デバイス
の設置とケーブル接続を確認するために使うことができる手順を示したものです。
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表 2-11

取り付けに関する確認事項

コンポーネント

正しい取り付け

誤った取り付け

NetBackup 5220

NetBackup 5220 がラックキャビネッ NetBackup 5220 がラックキャビ
トにしっかりと配置されている。
ネット内で傾いているか、固定され
ていない。

Symantec Storage
Shelf

シェルフがラックキャビネットに固定 シェルフがラックキャビネット内で傾
されている。
いているか、固定されていない。

AC 電源ケーブル

アプライアンスの AC 電源ケーブル ■
がデバイスの電源モジュールと AC
主電源の間でしっかりと接続されて
■
いる。

1 本の電源ケーブルのみがデ
バイスに接続されている。
デバイスに接続されている電源
ケーブルがない。

ストレージシェルフの AC 電源ケー
ブルがデバイスの電源モジュールと
AC 主電源の間でしっかりと接続さ
れている。
SAS ケーブル

SAS ケーブルでアプライアンスの ■
RAID カードが最初のストレージシェ
ルフの SAS_IN ポートに接続され
ている。
■
SAS ケーブルで最初のストレージ
シェルフの SAS_OUT ポートが第
2 のストレージシェルフの SAS_IN
ポートに接続されている。
■

SAS ケーブルがアプライアンス
の RAID カードに接続されてい
ない。
SAS ケーブルでアプライアンス
の RAID カードが最初のスト
レージシェルフの SAS_IN ポー
ト以外のポートに接続されてい
る。
第 2 のストレージシェルフの
SAS_IN ポートが最初のスト
レージシェルフの SAS_OUT
ポートに接続されていない。

p.66 の 「ストレージシェルフとアプライアンスの電源オン」 を参照してください。
p.68 の 「アプライアンスとストレージシェルフの電源オフ」 を参照してください。

ストレージシェルフとアプライアンスの電源オン
注意: 1 つまたは 2 つの Symantec Storage Shelf と共にアプライアンスを使う場合、ス
トレージシェルフ 1 の電源を最初にオンにします。このストレージシェルフはアプライアン
スに接続されています。ストレージシェルフ 1 が初期化されたら、ストレージシェルフ 2 の
電源をオンにします。このストレージシェルフはストレージシェルフ 1 に接続されていま
す。
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すべてのデバイスを正しく取り付け、すべてのケーブルを正しく接続する必要があります。
NetBackup 5220 をオンにするときは、ディスク、光ファイバー、ネットワークケーブルを
取りはずしたり動かしたりしないでください。データの消失や機器の損傷を招く恐れがあ
ります。
アプライアンスの電源を入れるには

1

アプライアンスの右側の背面パネルにある両方の AC 電源コネクタを、2 つの AC
主電源の差し込み口に接続します。

次の表は、アプライアンスの電源モジュールのコンポーネントをリストしたものです。

2

番号

コンポーネント

1

ファン

2

モジュールハンドル

3

オン/アラームのインジケータ

4

AC 電源ソケット

5

ばねのリーフ

NetBackup 5220 アプライアンスの前面から電源をオンにします。電源ボタンはア
プライアンスの右側のコントロールパネルの近くにあります。

NetBackup 5220 の電源スイッチは、デバイスの前面、右上側のコントロールパネルにあ
ります。
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図 2-22

NetBackup 5220 のコントロールパネルと電源スイッチ

図 2-23

NetBackup 5220 の電源スイッチ

詳しくは、NetBackup 5220 の前面右側のコントロールパネルを参照してください。シス
テム状態メッセージが画面をスクロールします。メッセージにアクセスするには、左右上下
のボタンを使います。
NetBackup 5220 が正しく動作しているかどうかを判断するために、NetBackup 5220
の前面パネルで各ディスクドライブの LED の状態を確認します。正しく動作していること
を確認するため、アプライアンスの背面にある電源の LED を確認します。
p.65 の 「オンにする前の検査」 を参照してください。
p.68 の 「アプライアンスとストレージシェルフの電源オフ」 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電源オフ
このセクションは、NetBackup 5220 の電源をオフにする方法について説明します。
NetBackup 5220 は 1 日 24 時間動作するように設計されています。デバイスをメンテナ
ンスする必要がある場合や、電源をオフまたは接続解除する計画がある場合は、次の手
順を実行してデバイスを完全にオフにします。
ディスクの動作が止める前に電源をオフにしないでください。ディスクが損傷し、データが
失われる可能性があります。システムを終了した後、電源を再度オンにする前に少なくと
も 1 分待ってください。
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NetBackup 5220 をオフにするには

1

アプライアンスに接続されているストレージシェルフが 1 つまたは 2 つある場合、ス
トレージシェルフを最初にオフにする必要があります。

2

2 つのストレージシェルフがある場合、ストレージシェルフ 2 を最初にオフにします。
このシェルフはストレージシェルフ 1 に接続されています。ストレージシェルフ 2 は
アプライアンスに接続されていません。

3

ストレージシェルフ 2 がオフになったとき、ストレージシェルフ 1 をオフにします。こ
のシェルフはアプライアンスに接続されています。

4

実行中のタスクまたはジョブを確認するには、NetBackup 5220 の NetBackup
Appliance のシェルメニューにログインします。実行中のタスクがある場合、タスクが
完了するまでデバイスをオフにしないでください。

5

デバイスがオフになっていることが NetBackup 5220 のシステム電源のインジケー
タで示された後、NetBackup 5220 の電源をオフにします。

6

プログラムまたはタスクが動作していないことを確認します。

p.65 の 「オンにする前の検査」 を参照してください。
p.66 の 「ストレージシェルフとアプライアンスの電源オン」 を参照してください。
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3
初期構成
この章では以下の項目について説明しています。
■

アプライアンスの構成ガイドラインについて

■

NetBackup Appliance Web Console の初期構成のページについて

■

NetBackup 52xx アプライアンスの初期構成を NetBackup Appliance Web Console
から実行する

■

NetBackup Appliance シェルメニューからの 52xx マスターサーバーアプライアンス
の初期構成の実行

■

マスターサーバーの構成によるアプライアンスのメディアサーバーとの通信

■

NetBackup Appliance シェルメニューからの 52xx メディアサーバーアプライアンス
の初期構成の実行

■

最大伝送単位サイズ設定

■

パッケージからの NetBackup クライアントソフトウェアのインストール

■

CIFS 共有と NFS 共有を介したクライアントでの NetBackup クライアントソフトウェア
のインストール

アプライアンスの構成ガイドラインについて
新しいアプライアンスを配備するときは次の構成ガイドラインを使います。

第 3 章 初期構成
アプライアンスの構成ガイドラインについて

表 3-1
パラメータ

アプライアンスの構成ガイドライン
説明

必須の名前とアドレ 構成を開始する前に、次の情報があることを確認してください。
ス
■ アプライアンスのネットワーク IP アドレス、ネットマスク、ゲートウェイ IP
アドレス
■ すべてのアプライアンスのネットワーク名
■

DNS またはホストの情報
DNS が使われる場合、すべてのアプライアンスとマスターサーバーの
ネットワーク名が DNS で解決可能であることを確認してください (FQHN
と省略名)。
また、前方参照と逆引き参照が両方とも機能することを確かめてくださ
い。

メモ: DNS が使われない場合、初期構成のときにアプライアンスに適切
なホストエントリを入力していることを確かめてください。
適切なホストエントリには、マスターサーバー、このサーバーの重複排除
操作に関係する任意のメディアサーバー、このメディアサーバーと通信
する必要がある任意のクライアントが含まれます。
■

■

アプライアンスアクセスのためのパスワード
アプライアンスアクセスのためのデフォルトのパスワードは P@ssw0rd
です。
NetBackup ストレージユニットの名前
［ストレージ名 (Storage Name)］フィールドは、メディアサーバーとして
アプライアンスを構成するときにのみ表示されます。デフォルト名を変更
することも残すこともできます。

メモ: ストレージユニット名だけは、メディアアプライアンスの役割の構成
のときにカスタマイズすることができます。
ストレージユニットとディスクプールのデフォルト値が以下のように
NetBackup 管理コンソールに表示されます。
■ AdvancedDisk のデフォルト値
デフォルトのストレージユニット名: stu_adv_<hostname>
デフォルトのディスクプール名: dp_adv_<hostname>
■ NetBackup 重複排除のデフォルト値
デフォルトのストレージユニット名: stu_disk_<hostname>
デフォルトのディスクプール名: dp_disk_<hostname>
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パラメータ

説明

ファイアウォール
ポートの使用

次のポートがマスターサーバーとメディアサーバーの間にあるあらゆるファイ
アウォールで開いていることを確かめてください。
■

13724 (vnetd)

■

13720 (bprd)

■

1556 (PBX)

■

7578 (TCP プロトコルを使うときは 5220 専用)

NetBackup と NetBackup Appliance のファイアウォールポートについて詳
しくは、シマンテック社のサポート Web サイトの次の TechNote を参照して
ください。
http://www.symantec.com/docs/TECH178855
メディアサーバーの メディアサーバーの役割について新しいアプライアンスを構成する前に、ま
役割の構成
ず一緒に使う計画のマスターサーバーの構成を更新する必要があります。
マスターサーバーがアプライアンスであるか従来の NetBackup マスター
サーバーであるかにかかわらず、このメディアサーバーの名前はマスター
サーバーの［追加サーバー (Additional Servers)］リストに追加する必要が
あります。
メディアサーバーアプライアンスを構成する前にメディアサーバー名をマス
ターサーバーに追加することは、メディアサーバーの初期構成時に次の利
点を提供します。
■

■

適切なネットワーク通信を提供し、メディアサーバーが NetBackup ドメ
インの一部になることができる。
メディアサーバーがストレージサーバーとディスクプールエントリを作成
できるようになる。

p.110 の 「マスターサーバーの構成によるアプライアンスのメディアサーバー
との通信」 を参照してください。
ディスクストレージオ アプライアンスには一定期間後に期限切れになる NFR ライセンスキーが付
プションのライセンス 属します。アプライアンスはこのライセンスキーがまもなく期限切れになると
いう警告メッセージを提供しません。したがって、アプライアンスを取り付けて
構成した後はこのキーを恒久キーに変更することをお勧めします。ライセン
スキーを表示し変更する方法の情報と手順については、『Symantec
NetBackup Appliance 管理者ガイド』を参照してください。

メモ: キーは、期限切れになる前に恒久キーと置き換える必要があります。
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パラメータ

説明

NetBackup のバー NetBackup Appliance リリース 2.6 は NetBackup バージョン 7.6 を含ん
ジョンの互換性
でいます。
このアプライアンスをメディアサーバーとして構成する計画がある場合は、関
連付けられるマスターサーバーで次のガイドラインを使います。
■

■

アプライアンスのマスターサーバー
このアプライアンスメディアサーバーとともに使う計画のアプライアンスマ
スターサーバーは、アプライアンスソフトウェアバージョン 2.6 以降を使う
必要があります。アプライアンスマスターサーバーで現在アプライアンス
ソフトウェアバージョン 2.5.x 以前を使っている場合は、このアプライアン
スを構成する前にバージョン 2.6 に最初にアップグレードする必要があ
ります。
従来の NetBackup マスターサーバー
従来の NetBackup マスターサーバーとともにアプライアンスメディアサー
バーを使うには、マスターサーバーは NetBackup バージョン 7.6 以降
を使う必要があります。NetBackup マスターサーバーで現在 NetBackup
バージョン 7.5.x 以前を使っている場合は、このアプライアンスを構成す
る前にバージョン 7.6 に最初にアップグレードする必要があります。

p.74 の 「NetBackup 52xx アプライアンスロールについて」 を参照してください。
p.73 の 「アプライアンスのシステム構成順序について」 を参照してください。

アプライアンスのシステム構成順序について
システムに複数のアプライアンスまたはストレージ拡張ユニットが含まれる場合、特定の
順序で構成を行う必要があります。
システムコンポーネントに基づくアプライアンス構成の適切な順序を以下に説明します。
表 3-2

アプライアンスの構成順序

システム

構成順序

単一のアプライアンスシステム
(スタンドアロン)

アプライアンスをマスターサーバーとして構成します。

複数のアプライアンスシステム
(マスターサーバーとメディア
サーバー)

■

最初のアプライアンスをマスターサーバーとして構成します。

■

アプライアンスマスターサーバーとともに使うメディアサーバー
として残りのアプライアンスを構成します。

ストレージ拡張ユニットを含むシ すべてのアプライアンスを構成した後、物理的に接続済みである
ステム
サーバーにストレージ拡張ユニットを追加します。

73

第 3 章 初期構成
アプライアンスの構成ガイドラインについて

NetBackup 52xx アプライアンスロールについて
アプライアンスを初めて構成するときは、そのアプライアンスに対応するロールを選択す
る必要があります。ロールは次のようなサーバーの種類を示します。
表 3-3

アプライアンスロールとモードの説明

ロール

説明

Master

このロールを選択して、アプライアンスをマスターサーバーとして
構成します。

Media

このロールを選択して、アプライアンスをメディアサーバーとして
構成します。
このアプライアンスで使用する予定のマスターサーバーを特定す
る必要もあります。マスターサーバーは、従来の NetBackup マ
スターサーバーまたは NetBackup Appliance マスターサーバー
のいずれかになります。
NetBackup マスターサーバーには NetBackup バージョン 7.6
以降がインストールされている必要があります。NetBackup
Appliance マスターサーバーには、バージョン2.6 以降のアプラ
イアンスソフトウェアがインストールされている必要があります。
メディアサーバーのロールを選択するときは、以下のディスクボ
リュームのストレージ名を定義する必要もあります。
■

［複製ボリューム (Deduplication volume)］

■

［AdvancedDisk ボリューム (AdvancedDisk volume)］

p.76 の 「NetBackup Appliance Web Console の初期構成のページについて」 を参照
してください。
p.86 の 「Symantec NetBackup 52xx アプライアンスの初期構成チェックリスト概要」 を
参照してください。

IPv4-IPv6 ベースのネットワークサポートについて
NetBackup Appliance はデュアルスタック IPv4-IPv6 ネットワークでサポートされ、バッ
クアップとリストアの目的で IPv6 クライアントと通信できます。IPv6 アドレスをアプライア
ンスに割り当て、DNS を構成し、IPv6 ベースシステムを含めるようにルーティングを構成
できます。
NetBackup Appliance Web Console または NetBackup Appliance シェルメニューを
使って IPv4 と IPv6 のアドレス情報を入力できます。
IPv6 アドレスに関する次の注意事項を確認してください。
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■

NetBackup Appliance はピュア IPv6 ネットワークをサポートしません。アプライアン
ス用の IPv4 アドレスを構成する必要があります。構成しない場合、(hostname set
コマンドを必要とする) 初期構成に失敗します。このコマンドを機能させるには、少な
くとも 1 つの IPv4 アドレスが必要です。
たとえば、特定のホストの hostname を v46 に設定するとします。これを実行するに
は、特定のホストに少なくとも 1 つの IPv4 アドレスがあることを最初に確認し、次のコ
マンドを実行します。
Main_Menu > Network > Hostname set v46

■

使用できるのはグローバルアドレスのみです。リンクローカルスコープまたはノードロー
カルスコープのアドレスは使用できません。グローバルスコープアドレスと一意のロー
カルアドレスは、SUSE によってどちらもグローバルアドレスとして扱われます。
グローバルスコープ IP アドレスは、グローバルにルーティング可能なアドレスを意味
します。一意のローカルアドレスは、SUSE でグローバルアドレスとして扱われます。

■

同じコマンドで、IPv4 と IPv6 の両方のアドレスを使うことはできません。たとえば、
Configure 9ffe::9 255.255.255.0 1.1.1.1 を使うことはできません。Configure
9ffe::46 64 9ffe::49 eth1 を使う必要があります。

■

IPv6 アドレスへの IPv4アドレスの埋め込みはサポートされていません。たとえば、
9ffe::10.23.1.5 のようなアドレスを使うことはできません。

■

アプライアンスのメディアサーバーの IPv6 アドレスとホスト名が利用可能な場合は、
マスターサーバーにアプライアンスのメディアサーバーを追加できます。
たとえば、マスターサーバーにアプライアンスのメディアサーバーを追加するには、ア
プライアンスのメディアサーバーの IPv6 アドレスを次のように入力します。
例:
Main > Network > Hosts add 9ffe::45 v45 v45
Main > Appliance > Add v45 <password>

アプライアンスのメディアサーバーの IPv4 アドレスを提供する必要はありません。
■

純粋な IPv6 クライアントは、NetBackup の場合と同様の方法でサポートされます。

■

NIC (Network Interface Card) または結合に対して IPv4 アドレスを 1 つのみ入力
できます。ただし、NIC または結合に対して複数の IPv6 アドレスを入力できます。

■

NFS (Network File System) または CIFS (Common Internet File System) のプロ
トコルは、アプライアンスの IPv4 ネットワーク上でサポートされます。NFS または CIFS
は、IPv6 ネットワークではサポートされません。

■

NetBackup クライアントが IPv6 上のメディアサーバーアプライアンスと通信できるよ
うになりました。

■

Main_Menu > Network > Hosts コマンドは、1 つの NIC (Network Interface Card)

を持つ同じホスト名への複数の IPv6 アドレスの割り当てをサポートします。ただし、こ
のコマンドでは、1 つの NIC を持つ特定のホスト名に 1 つの IPv4 アドレスのみを割
り当てることができます。
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■

ゲートウェイアドレスを指定せずにネットワークインターフェースの IPv6 アドレスを追
加できます。
詳しくは、『NetBackup Appliance コマンドリファレンスガイド』を参照してください。

NetBackup Appliance Web Console の初期構成のペー
ジについて
NetBackup Appliance で NetBackup Appliance Web Console から初期構成を実行
できます。適切な情報を一連のページに入力して行います。
［ようこそ (Welcome)］
図 3-1 は、未構成のアプライアンスにログインすると最初に表示されるページです。 この
ページでは初期構成タスクの概要が示されます。
図 3-1

［ようこそ (Welcome)］ページ

メモ: 構成を始める前に、［チェックリストをダウンロード (download a checklist)］リンクを
クリックし、必要な情報をすべて書き留めておくことをお勧めします。
ネットワーク構成 (Network Configuration)
図 3-2 は、企業ネットワークの情報を入力するページです。
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図 3-2

［ネットワーク構成 (Network Configuration)］ページ

ホストの構成 (Host Configuration)
図 3-3 は、このアプライアンスサーバーのホスト ID を入力するページです。
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図 3-3

［ホストの構成 (Host Configuration)］ページ

パスワードの変更 (Password change)
図 3-4 は、このアプライアンスサーバーのパスワードを変更するページです。
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図 3-4

［パスワードの変更 (Password change)］ページ

日付と時刻 (Date and Time)
図 3-5 は、このアプライアンスサーバーの日付、時刻、タイムゾーンを設定するページで
す。
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図 3-5

［日付と時刻 (Date and Time)］ページ

警告とコールホーム (Alerting and Call Home)
図 3-6 は、システム警告やコールホーム機能を構成するページです。
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図 3-6

［警告とコールホーム (Alerting and Call Home)］ページ

登録 (Registration)
図 3-7 は、このアプライアンスサーバーの物理的な場所を指定するページです。

81

第 3 章 初期構成
NetBackup Appliance Web Console の初期構成のページについて

図 3-7

［登録 (Registration)］ページ

［アプライアンスの役割の構成 (Appliance Role Configuration)］(マスター)
図 3-8 は、このアプライアンスサーバーのマスターの役割を選択するページです。
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図 3-8

マスターの［アプライアンスの役割の構成 (Appliance Role
Configuration)］ページ

［アプライアンスの役割の構成 (Appliance Role Configuration)］(メディア)
図 3-9 は、このアプライアンスサーバーのメディアの役割を選択するページです。
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図 3-9

メディアの［アプライアンスの役割の構成 (Appliance Role
Configuration)］

［ストレージの構成 (Storage Configuration)］ (AdvancedDisk)
図 3-10 は、AdvancedDisk パーティションにストレージ領域を割り当て、ストレージユニッ
トおよびディスクプールに名前を付けるページです。
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図 3-10

AdvancedDisk の［ストレージの構成 (Storage Configuration)］ペー
ジ

［ストレージの構成 (Storage Configuration)］(重複排除ディスク/MSDP)
図 3-11 は、MSDP (メディアサーバー重複排除プール) パーティションにストレージ領域
を割り当て、ストレージユニットおよびディスクプールに名前を付けるページです。
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図 3-11

重複排除ディスク/MSDP の［ストレージの構成 (Storage
Configuration)］ページ

p.86 の 「Symantec NetBackup 52xx アプライアンスの初期構成チェックリスト概要」 を
参照してください。
p.87 の 「NetBackup 52xx アプライアンスの初期構成を NetBackup Appliance Web
Console から実行する 」 を参照してください。
p.104 の 「NetBackup Appliance シェルメニューからの 52xx マスターサーバーアプライ
アンスの初期構成の実行」 を参照してください。
p.112 の 「NetBackup Appliance シェルメニューからの 52xx メディアサーバーアプライ
アンスの初期構成の実行」 を参照してください。

Symantec NetBackup 52xx アプライアンスの初期構成チェックリスト概
要
初期構成チェックリストはアプライアンスの初期構成および将来の再構成の計画に役立
ちます。
このチェックリストは、NetBackup Appliance Web Console に表示される各初期構成
ページのデータ入力フィールドを記述する一連の表から成っています。
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新しいアプライアンスの場合、アプライアンスを構成する前にこのチェックリストを使って初
期構成の設定を記録します。これまでアプライアンスを出荷時設定にリセットしたり再イ
メージングしたことがある場合は、アプライアンスを再度構成する必要があります。チェッ
クリストに記録された設定は、貴重な時間を節約し、アプライアンスの接続をすばやく元
に戻すために役立ちます。
チェックリストは次の場所にあります。
■

Symantec NetBackup 52xx アプライアンスハードウェアの取り付けと初期構成ガイ
ド
この文書は新しい 52xx アプライアンスすべてに付属しています。チェックリストにつ
いては、『付録 A』を参照してください。

■

NetBackup Appliance Web Console
NetBackup Appliance Web Console を使用して初めてアプライアンスにログインす
ると、［チェックリストをダウンロード (download checklist)］リンクが［ようこそ (Welcome)］
ページに表示されます。リンクをクリックすると、チェックリストファイルが開きます。チェッ
クリストには、任意のページのオンラインヘルプ (?) アイコンをクリックし、checklist を
検索してもアクセスできます。

■

Symantec NetBackup のオンラインマニュアル
PDF バージョンのチェックリストを、選択した場所にダウンロードして保存できます。
PDF ファイルに設定を入力して、記入済みのチェックリストを保存または印刷すること
もできます。
このチェックリストの最新版にアクセスするには、次のリンクを参照してください。
www.symantec.com/docs/DOC6675

p.76 の 「NetBackup Appliance Web Console の初期構成のページについて」 を参照
してください。
p.87 の 「NetBackup 52xx アプライアンスの初期構成を NetBackup Appliance Web
Console から実行する 」 を参照してください。
p.104 の 「NetBackup Appliance シェルメニューからの 52xx マスターサーバーアプライ
アンスの初期構成の実行」 を参照してください。
p.112 の 「NetBackup Appliance シェルメニューからの 52xx メディアサーバーアプライ
アンスの初期構成の実行」 を参照してください。

NetBackup 52xx アプライアンスの初期構成を
NetBackup Appliance Web Console から実行する
すべてのアプライアンスシステムコンポーネントの取り付け、接続、電源投入が終了した
ら、サーバーの構成の準備が完了です。
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メディアサーバーとしてこのアプライアンスを構成する場合は、初期構成を開始する前に
マスターサーバーで次のタスクを完了してください。 次のリンクには、必要なタスクの実施
方法が指示されています。
p.110 の 「マスターサーバーの構成によるアプライアンスのメディアサーバーとの通信」 を
参照してください。
■

マスターサーバーとメディアサーバーが互換性のあるソフトウェアのバージョンである
ことを確認します。

■

マスターサーバーにこのメディアサーバーの名前を追加します。

■

マスターサーバーとこのメディアサーバー間にファイアウォールがある場合、上記のリ
ンク先の記述に従って、適切なポートを開いてください。

■

このメディアサーバーの日時が、マスターサーバーの日時と一致していることを確認
してください。

次の手順は、新しいまたは再イメージング済みのアプライアンスを NetBackup Appliance
Web Console から構成する方法を示しています。
NetBackup 52xx アプライアンスの初期構成を NetBackup Appliance Web Console か
ら実行するには

1

NIC1 アプライアンスポートに接続済みのノートパソコンで、［ローカルエリアの接続
プロパティ］ダイアログボックスを開きます。
［全般］タブで、［インターネットプロトコル (TCP/IP)］を選択してハイライト表示し、［プ
ロパティ］をクリックします。
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［代替の構成］タブで、次のタスクを実行します。

■

［ユーザー構成］をクリックします。
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2

■

［IP アドレス］に、192.168.229.nnn と入力します。nnn は 2 ～ 254 (233 を除
く)の任意の数字です。

■

［サブネットマスク］に、255.255.255.0 と入力します。

■

［OK］をクリックします。

アプライアンスに接続したノートパソコンで Web ブラウザを開いて次の URL にアク
セスします。
http://192.168.229.233
セキュリティ例外を続行することを確かめます。

3

4

5

次のように、アプライアンスにログオンします。
■

［ユーザー名 (User Name)］に admin を入力します。

■

［パスワード (Password)］に P@ssw0rd を入力します。

［Appliance の設定へようこそ (Welcome to Appliance Setup)］ページで、初期構
成を実行するために必要な情報の概要を確認します。
■

［構成チェックリストのダウンロード (Download Configuration Checklist)］
初期構成の補助機能として、このリンクをクリックすると、構成設定のすべてを記
録できるファイルが開きます。構成の実行時に使えるように、このファイルを印刷
し、記入しておくことをお勧めします。その後、このファイルは、将来の参照用に
安全な場所に保管してください。

■

［アプライアンスを設定 (Setup Appliance)］
構成チェックリストに記入した後、この項目をクリックして構成を開始します。

［アプライアンスのハードウェアインベントリ (Appliance Hardware Inventory)］ペー
ジで、接続済みのハードウェアデバイス数をアプライアンスが正しく検出していること
を確認します。
接続済みのデバイスが表示されない場合は、［再スキャン (Rescan)］をクリックしま
す。
すべての接続済みデバイスが検出され、表示されたら、［次へ (Next)］をクリックして
初期構成を開始します。
接続済みのデバイスがまだ表示されない場合は、以下の項目を確認します。
■

すべてのケーブルが接続され、固定されていることを確認します。

■

すべてのユニットが電源オンであり、完全に起動していることを確認します。

■

ハードウェアチェックリストの項目をすべてチェック済みであることを確認します。

■

先の項目の確認が終了した後、［再スキャン (Rescan)］をクリックします。
すべての接続済みデバイスが表示されたら、［次へ (Next)］をクリックして初期構
成を開始します。
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メモ: 先の項目をすべて確認し、再スキャンを実行した後もすべてのデバイスを表示
できない場合には、シマンテック社のテクニカルサポートに問い合わせてください。

6

［ネットワーク構成 (Network Configuration)］ページの以下のテーブルには、ネット
ワーク接続を構成するための必要なデータ入力フィールドがあります。
■

ネットワーク構成 (Network Configuration)

■

［ルーティング構成 (Routing Configuration)］

次のように、［ネットワーク構成 (Network Configuration)］の適切な情報を入力しま
す。
警告: NetBackup Appliance は、同じサブネットに属する 2 つの IP アドレスの構成
をサポートしません。アプライアンスは Linux のオペレーティングシステムで実行さ
れ、この種類のネットワークは現在の制限事項です。作成する各結合は、異なるサ
ブネットに属する IP アドレスを使う必要があります。

メモ: アプライアンスのホスト名がその IP アドレスに解決される場合は、IP アドレスを
削除できません。
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［ネットワークの構成 (Network Configuration)］データ入力フィールド
■

■

■

■

ネットワークインターフェース (Network Interface)
ドロップダウンボックスをクリックし、ネットワーク接続のために使うイーサネット NIC ポート
を選択します。
IP アドレス (IP Address)
このアプライアンスサーバーの IP アドレスを入力します。
サブネットマスク (Subnet Mask)
このアプライアンスサーバーの IP アドレスを特定するネットワークアドレスを入力します。
結合モード (Bond Mode)
ドロップダウンボックスをクリックし、結合する NIC ポートに使う結合モードを選択します。
結合により、複数のネットワークインターフェースを単一の論理「結合」インターフェースに
集約できます。結合されたインターフェースの動作はモードによって異なります。デフォル
ト結合モードは［balance-alb］です。
ドロップダウンリストから利用可能な結合モードは以下のとおりです。
■ balance-rr

■

■

active-backup

■

balance-xor

■

broadcast

■

802.3ad

■

balance-tlb

■

balance-alb

いくつかの結合モードでは、スイッチまたはルーターでの追加構成が必要となります。結
合モードを選択する際には、その点にも注意する必要があります。
結合モードについて詳しくは、次のマニュアルを参照してください。
http://www.kernel.org/doc/Documentation/networking/bonding.txt
すべてのフィールドに適切なデータを入力した後に、［+］をクリックして選択したネットワー
クインターフェースを追加してすぐに組み込む必要があります。結合を構成するには、［結
合モード (Bond Mode)］ドロップダウンボックスから複数のインターフェースを選択する必
要があります。IPv6 アドレスには、［サブネットマスク (Subnet Mask)］として 64 を入力し
ます。
すべてのフィールドに適切なデータを入力した後に、［+］をクリックしてネットワーク構成
設定を保存し、追加します。

次のように、［ルーティング構成 (Routing Configuration)］の適切な情報を入力しま
す。
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［ルーティング構成 (Routing Configuration)］データ入力フィールド
■

■

■

■

■

7

宛先 IP (Destination IP)
宛先ネットワークのネットワーク IP アドレスを入力します。アドレスは IPv4 または IPv6 の
いずれかになります。グローバルスコープ IPv6 アドレスと一意のローカル IPv6 アドレス
のみが許可されます。
p.74 の 「IPv4-IPv6 ベースのネットワークサポートについて」 を参照してください。
宛先のサブネットマスク (Destination Subnet Mask)
［宛先 IP (Destination IP)］のアドレスに対応するサブネット値を入力します。
初期構成では、変更できないデフォルト値がこのフィールドに含まれています。別のルー
トを構成するときは、適切な値を入力する必要があります。
ゲートウェイ (Gateway)
別のネットワークへの入口として機能するネットワークポイントのアドレスを入力します。ア
ドレスは IPv4 または IPv6 のいずれかになります。グローバルスコープ IPv6 アドレスと
一意のローカル IPv6 アドレスのみが許可されます。
p.74 の 「IPv4-IPv6 ベースのネットワークサポートについて」 を参照してください。
ネットワークインターフェース (Network Interface)
ドロップダウンボックスをクリックし、ネットワーク接続のために使うイーサネット NIC ポート
を選択します。
すべてのフィールドに適切なデータを入力した後に［+］をクリックし、ルーティング構成の
設定を保存して追加します。

［ホストの構成 (Host Configuration)］ページで、アプライアンスのホスト名と関連の
ホスト解決情報を以下のように入力します。
ホスト名 (Host
Name)

このアプライアンスの完全修飾ドメイン名 (FQDN) を入力します。
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DNS システムの場
合

以下の［ドメイン名システム (Domain Name System)］情報を入力しま
す。
■

■

■

ドメイン名のサフィックス (Domain Name Suffix)
DNS サーバーのサフィックス名を入力します。
DNS の IP アドレス (DNS IP Address(es))
DNS サーバーの IP アドレスを入力した後、［+］アイコンをクリック
してアドレスを追加します。必要なアドレスの追加数に応じて繰り返
します。
アドレスは IPv4 または IPv6 のいずれかになります。IPv6 アドレス
の場合、グローバルスコープまたは一意のローカルアドレスのみを
入力できます。
p.74 の 「IPv4-IPv6 ベースのネットワークサポートについて」 を参
照してください。
アドレスを削除するには、データ入力フィールド下のリストからその
アドレスを選択し、［x］アイコンをクリックします。
検索ドメイン (Search Domain(s))
検索ドメイン名を入力した後、［+］アイコンをクリックして名前を追加
します。必要な検索ドメインの追加数に応じて繰り返します。
検索ドメインを削除するには、データ入力フィールド下のリストから
その検索ドメインを選択し、［x］アイコンをクリックします。

必要な情報をすべて入力した後、［次へ (Next)］をクリックします。
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DNS を使わないシ
ステムの場合

以下の［ホスト名解決 (Host name resolution)］の情報を入力します。
■

［hosts ファイルを手動で編集するには、ここをクリック (To edit the
hosts file manually, click here)］
状況に応じて、IP アドレス、完全修飾ホスト名、短いホスト名を
/etc/hosts ファイルに直接追加することができます。［ここ
(here)］をクリックして /etc/hosts ファイルを開いて編集します。
2 つ以上の短いホスト名を入力するには、名前の間にスペースな
しでカンマを追加します。
直接入力しない場合は、以下のように情報をデータ入力フィール
ドに入力します。
■ IP
アプライアンスの IP アドレスを入力します。
アドレスは IPv4 または IPv6 のいずれかになります。IPv6 アド
レスの場合、グローバルスコープまたは一意のローカルアドレ
スのみを入力できます。
p.74 の 「IPv4-IPv6 ベースのネットワークサポートについて」
を参照してください。
■ 完全修飾ホスト名 (Fully qualified host name)
アプライアンスの完全修飾ホスト名 (FQHN) を入力します。
■ 短いホスト名 (Short host name)
アプライアンスの短い名前を入力します。
2 つ以上の名前を入力するには、名前の間にスペースなしで
カンマを追加します。
すべてのフィールドに入力した後、［+］アイコンをクリックします。追
加したエントリがフィールドの下に表示されます。

必要な情報をすべて入力した後、［次へ (Next)］をクリックします。

8

［パスワードの変更 (Password change)］ページで、以下のようにデフォルトのパス
ワードを置き換える新しいパスワードを入力します。
メモ: アプライアンスの初期構成の続行には、デフォルトパスワードの変更は必須で
はありません。ただし、環境のセキュリティを高めるために、管理者パスワードを定期
的に変更することをお勧めします。現在のパスワードの記録は安全な場所に保管す
るように徹底してください。
古い admin パスワード (Old
admin password)

出荷時のデフォルトパスワード (P@ssw0rd) を入力します。
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新しい admin パスワード (New 新しいパスワードを入力します。
admin password)
パスワードは 7 文字以上であることが必要です。7 文字の
みのパスワードには以下の要件がすべて含まれる必要があ
りますが、8 文字以上のパスワードの場合は、少なくとも 3
つ含まれることが必要条件となります。
■

1 つの大文字

■

1 つの小文字

■

1 つの数字 (0 から 9)

■

1 つの特殊文字 (!@#$%^&*()[]{})

パスワードは大文字で始めても、数字で終わってもかまい
ません。ただし、これらの文字をその位置に指定すると、パ
スワードが最小必要条件を満たしているとは見なされませ
ん。
新しいパスワードの確認
(Confirm new password)

確認のために新しいパスワードを再入力します。

必要な情報をすべて入力した後、［次へ (Next)］をクリックします。

9

［日時 (Date & Time)］ページで、このアプライアンスの適切な日付と時刻を入力し
ます。
情報を手動で入力する以外に、NTP (Network Time Protocol) サーバーを使って
ネットワーク上でアプライアンスの日時を同期することもできます。
タイムゾーン (Time
zone)

アプライアンスにタイムゾーンを割り当てるには、［タイムゾーン (Time
zone)］ドロップダウンボックスをクリックし、該当するタイムゾーンを選択
します。

日付と時刻の指定
(Specify date &
time)

日付と時刻を手動で入力するには、このオプションを選択し、次の情
報を入力します。
■

■

NTP

最初のフィールドに、mm/dd/yyyy の形式で日付を入力します。
または、カレンダーのアイコンをクリックし、適切な年月日を選択し
ます。
2 番目のフィールドに、hh:mm:ss の形式で時刻を入力します。
24 時間形式 (00:00:00 から 23:59:59) で入力する必要が
あります。

アプライアンスを NTP (Network Time Protocol) サーバーと同期する
には、このオプションを選択し、［NTP サーバーの IP アドレス (NTP
Server IP Address)］を入力します。

必要な情報をすべて入力した後、［次へ (Next)］をクリックします。
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10 ［警告とコールホーム (Alerting and Call Home)］ページで、アプライアンスが
Symantec Call Home サーバーに電子メールで警告を送信したり状態レポートを
アップロードするための情報を入力します。
警告の場合は、次のように、［警告の構成 (Alert Configuration)］の適切な情報を入
力します。
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［警告の構成 (Alert Configuration)］データ入力フィールド
警告をアップロードするようにアプライアンスを構成するには、以下の情報を入力します。
■

■

■

■

■

■

■

■

通知の間隔 (Notification interval) (分)
アプライアンスが Symantec Call Home サーバーに警告をアップロードする間隔を入力
します。15 分単位で入力する必要があります。
SNMP の警告を有効化 (Enable SNMP Alert)
このチェックボックスにチェックマークを付け、以下の SNMP 情報を入力します。
■ SNMP サーバー (SNMP server)
このコンピュータを定義する SNMP サーバーのホスト名または IP アドレスを入力し
ます。
IPv4 または IPv6 の IP アドレスを入力できます。IPv6 の場合、グローバルスコープ
と一意のローカルアドレスのみを入力できます。
■ SNMP ポート (SNMP port)
このアプライアンスとの通信を許可する SNMP サーバーのポート番号を入力します。
■ SNMP コミュニティ (SNMP community)
警告やトラップが送信されるコミュニティ名を入力します。
たとえば、［SNMP サーバー (SNMP server)］に入力した情報と同じ情報を入力でき
ます。また、会社名の他、admin_group、public、private などの名前も入力できます。
何も入力しない場合、デフォルト値は Public です。
■ SNMP の MIB ファイルを表示 (View SNMP MIB file)
関連トラップを監視するハードウェアを受信するようにアプライアンスの SNMP マネー
ジャを設定するには、このリンクをクリックして MIB ファイルの内容を表示します。次
に、ファイルを別の場所にコピーし、その内容を使って SNMP マネージャを更新しま
す。
アプライアンスは SNMPv2c 形式のトラップのみを受け入れることができます。
SMTP サーバー (SMTP server)
このコンピュータを定義する SMTP サーバーのホスト名またはその IP アドレスを入力し
ます。
ソフトウェア管理者の電子メール (Software administrator email address)
ソフトウェア管理者が通知を受信するための電子メールアドレスを入力します。
ハードウェア管理者の電子メール (Hardware administrator email address)
ハードウェア管理者が通知を受信するための電子メールアドレスを入力します。
送信者の電子メールアドレス (Sender email address)
受信者がレポートのソースを識別できるようにアプライアンスの電子メールアドレスを入力
します。
SMTP アカウント (SMTP account)
SMTP サーバーのアカウント名を入力します。
パスワード (Password)
セキュリティを高めるには、SMTP サーバーのパスワードを入力します。

プロキシサーバーまたは Symantec Call Home サーバーに電子メールのレポート
を送信するように、このサーバーを構成できます。
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次のプロキシサーバーがサポートされます。
■

Squid

■

Apache

■

TMG

メモ: プロキシ構成の NTLM 認証もサポートされます。
コールホームの場合は、次のように、［コールホームの構成 (Call Home
Configuration)］の適切な情報を入力します。
［コールホームの構成 (Call Home Configuration)］データ入力フィールド
アプライアンスがプロキシサーバーまたは Symantec Call Home サーバーに電子メールレ
ポートを送信するように構成するには、以下の情報を入力します。
■

■

■

コールホームを有効にする (Enable Call Home)
アプライアンスが Symantec Call Home サーバーに電子メールレポートを送信するよう
にするには、このチェックボックスにチェックマークを付けます。
プロキシサーバーを有効化 (Enable proxy server)
電子メール通知にプロキシサーバーを使う場合は、このチェックボックスにチェックマーク
を付け、以下のプロキシ情報を入力します。
プロキシのトンネリングを有効にする (Enable proxy Tunneling)
プロキシトンネリングを有効にするには、このチェックボックスにチェックマークを付け、以
下のプロキシ情報を入力します。
■ プロキシサーバー (Proxy server)

■

■

■

■

サーバーの IP アドレスを入力します。
IPv4 または IPv6 の IP アドレスを入力できます。IPv6 の場合、グローバルスコープ
と一意のローカルアドレスのみを入力できます。
プロキシポート (Proxy port)
このアプライアンスとの通信を許可するプロキシサーバーのポート番号を入力します。
プロキシのユーザー名 (Proxy username)
プロキシサーバーのユーザー名を入力します。
プロキシのパスワード (Proxy password)
プロキシサーバーのパスワードを入力します。
コールホームのテスト (Test Call Home)
必要な情報をすべて入力した後、［コールホームのテスト (Test Call Home)］をクリッ
クして、Symantec サーバーとの通信を確認することをお勧めします。
テストが失敗した場合、すべての名前、IP アドレス、ポート番号が正しく入力されてい
ることを確認してください。テストが再度失敗した場合、シマンテック社のテクニカルサ
ポートに問い合わせてください。

必要な情報をすべて入力した後、［次へ (Next)］をクリックします。
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11 ［登録 (Registration)］ページで以下の情報を入力して、インターネット上でこのアプ
ライアンスをシマンテック社に登録します。
メモ: NetBackup Appliance の登録により、アプライアンスに関する製品の更新と他
の重要な情報が確実に通知されるようになります。
アプライアンス名 (Appliance
name)

サーバーのネットワーク名を入力します。

会社名 (Company Name)

会社名を入力します。

住所 (Street)

このサーバーがある所在地 (物理的な場所) を入力します。

市 (City)

このサーバーがある都市名を入力します。

都道府県 (State/Province)

このサーバーがある都道府県名を入力します。

郵便番号 (Zip or Postal Code) このサーバーがある場所の郵便番号を入力してください。
国 (Country)

このサーバーがある場所の国名を入力します。

連絡先の名前 (Contact Name) バックアップ環境のネットワーク管理者やバックアップ管理
者など、主要な連絡先の名前を入力します。
連絡先の番号 (Contact
Number)

連絡先の名前の一次電話番号を入力します。この電話番
号は連絡担当者につながる可能性が最も高い電話番号で
ある必要があります。

連絡先の電子メール (Contact 指定した［連絡先の名前 (Contact Name)］のビジネス電子
Email)
メールアドレスを入力します。

必要な情報をすべて入力した後、［次へ (Next)］をクリックします。

12 次のように、このアプライアンスサーバーのロールを設定します。
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オプションまたはデータ入力 説明
フィールド
アプライアンスロール
(Appliance Role)

■

■

マスター(Master)
この役割を選択するとき、新たな操作は不要です。［次
へ (Next)］をクリックして続行します。
メディア(Media)
この役割を選択する場合、このメディアサーバーととも
に使うマスターサーバーの次の構成を実行するか検証
するまでは、構成を続行しないでください。次のリンクに
は、必要なタスクの実施方法が指示されています。
p.110 の 「マスターサーバーの構成によるアプライアン
スのメディアサーバーとの通信」 を参照してください。
■ マスターサーバーとメディアサーバーが互換性のあ
るソフトウェアのバージョンであることを確認します。
■ マスターサーバーにこのメディアサーバーの名前を
追加します。
■ マスターサーバーの次のポートを開いてこのメディ
アサーバーと通信できるようにします。
vnetd: 13724
bprd: 13720
PBX: 1556
■

マスターサーバー名 (Master
server name)

マスターサーバーがアプライアンスのマスターサー
バーで、TCP を使う場合は次のポートを開きます。
80、5900、7578。
このメディアサーバーの日時がマスターサーバーの
日時と一致していることを確認します。

［メディアサーバー (Media Server)］の役割を選択する場
合は、このメディアサーバーと通信する必要があるマスター
サーバーの名前を次のように特定します。
■

■

名前と IP アドレスが 1 つだけのマスターサーバーの場
合
マスターサーバーのホスト名または IP アドレスを入力
し、［追加 (Add)］をクリックします。
クラスタ化されたマスターサーバー、または複数の名前
と IP アドレスを持つマスターサーバーの場合
フィールドに各ホスト名または IP アドレスを(一度に 1
つ)入力し、［追加 (Add)］をクリックします。

メモ: マスターサーバーがクラスタ化されている場合、最
初のエントリはクラスタの仮想ホスト名である必要があり
ます。
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13 ［ストレージの構成 (Storage Configuration)］ページで、使う予定のストレージユニッ
トとディスクプールの名前を作成し、ディスクパーティションのサイズを構成します。
AdvancedDisk 用、重複排除 (MSDP) 用、またはその両方用のストレージのパー
ティションを構成できます。
AdvancedDisk

以下の情報を入力します。
■

ストレージユニット名 (Storage Unit Name)
このストレージユニットを識別するために使う名前を入力
します。英字、数字、特殊文字が使用できます。名前に
は最大 256 文字を含めることができます。

メモ: 名前はマイナス (-) 文字から始めることはできませ
ん。また名前にスペースを使うこともできません。
■

ディスクプール名 (Disk Pool Name)
このディスクプールを識別するために使う名前を入力し
ます。英字、数字、特殊文字が使用できます。名前には
最大 256 文字を含めることができます。

メモ: 名前はマイナス (-) 文字から始めることはできませ
ん。また名前にスペースを使うこともできません。
■

サイズ (Size)
このパーティションのサイズを設定するには、正確な数
値を［サイズ (Size)］フィールドに入力するか、または灰
色スライドバーのボックスをクリックアンドドラッグして任
意のサイズに合わせます。サイズは 0.5 または 1 GB
単位で設定する必要があります。
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重複排除ディスク
(Deduplication Disk)

以下の情報を入力します。
■

ストレージユニット名 (Storage Unit Name)
このストレージユニットを識別するために使う名前を入力
します。英字、数字、特殊文字が使用できます。名前に
は最大 256 文字を含めることができます。

メモ: 名前はマイナス (-) 文字から始めることはできませ
ん。また名前にスペースを使うこともできません。
■

ディスクプール名 (Disk Pool Name)
このディスクプールを識別するために使う名前を入力し
ます。英字、数字、特殊文字が使用できます。名前には
最大 256 文字を含めることができます。

メモ: 名前はマイナス (-) 文字から始めることはできませ
ん。また名前にスペースを使うこともできません。
■

サイズ (Size)
［サイズ (Size)］フィールドに正確な数を入力してこの
パーティションのサイズを設定するか、または灰色のス
ライドバーのボックスをクリックして目的のサイズにドラッ
グします。
このパーティションのサイズを 1 GB 単位で設定します。

必要な情報をすべて入力した後、［次へ (Next)］をクリックします。

14 ［構成の進捗状況 (Configuration Progress)］ページで、アプライアンスによって構
成ページからのすべてのデータ入力が適用される処理の進捗状況を監視できます。
構成が完了するまでの時間は、環境の複雑さによって決まります。

15 ［構成の概略 (Summary of Configuration)］ページで、構成の結果を確認します。
設定が正常に完了したことを確かめるために結果を確認します。
このページでは、発生した可能性があるエラーの特定も行います。結果にエラーが
表示されている場合、初期構成を再実行する必要がある場合もあります。

16 設定が正常に完了した後、NetBackup のサービスが開始するまで約 10 分お待ち
ください。その後で、完全修飾ホスト名を使ってアプライアンスに再接続し、ログイン
する必要があります。

17 すべてのアプライアンスが構成され稼働したら、バックアップするクライアントソフト
ウェアをコンピュータにインストールする準備が完了します。
p.120 の 「パッケージからの NetBackup クライアントソフトウェアのインストール」 を
参照してください。
p.123 の 「CIFS 共有と NFS 共有を介したクライアントでの NetBackup クライアント
ソフトウェアのインストール」 を参照してください。
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NetBackup Appliance シェルメニューからの 52xx マス
ターサーバーアプライアンスの初期構成の実行
すべてのアプライアンスシステムコンポーネントの取り付け、接続、電源投入が終了した
ら、サーバーの構成の準備が完了です。
メディアサーバーとしてこのアプライアンスを構成する場合は、初期構成を開始する前に
マスターサーバーで次のタスクを完了してください。 次のリンクには、必要なタスクの実施
方法が指示されています。
p.110 の 「マスターサーバーの構成によるアプライアンスのメディアサーバーとの通信」 を
参照してください。
■

マスターサーバーとメディアサーバーが互換性のあるソフトウェアのバージョンである
ことを確認します。

■

マスターサーバーにこのメディアサーバーの名前を追加します。

■

マスターサーバーとこのメディアサーバー間にファイアウォールがある場合、上記のリ
ンク先の記述に従って、適切なポートを開いてください。

■

このメディアサーバーの日時が、マスターサーバーの日時と一致していることを確認
してください。

次の手順は、NetBackup Appliance シェルメニューから新しい 52xx マスターサーバー
のアプライアンスを構成する方法を示しています。
警告: NetBackup Appliance は、同じサブネットに属する 2 つの IP アドレスの構成をサ
ポートしません。アプライアンスは Linux のオペレーティングシステムで実行され、この種
類のネットワークは現在の制限事項です。作成する各結合は、異なるサブネットに属する
IP アドレスを使う必要があります。

メモ: アプライアンスのホスト名がその IP アドレスに解決される場合は、IP アドレスを削除
できません。
NetBackup Appliance シェルメニューから 52xx マスターサーバーアプライアンスの初
期構成を実行するには

1

NIC1 アプライアンスポートに接続済みのノートパソコンで、［ローカルエリアの接続
プロパティ］ダイアログボックスを開きます。
［全般］タブで、［インターネットプロトコル (TCP/IP)］を選択してハイライト表示し、［プ
ロパティ］をクリックします。
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［代替の構成］タブで、次のタスクを実行します。

■

［ユーザー構成］をクリックします。
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2

■

［IP アドレス］に、192.168.229.nnn と入力します。nnn は 2 ～ 254 (233 を除
く)の任意の数字です。

■

［サブネットマスク］に、255.255.255.0 と入力します。

■

［OK］をクリックします。

アプライアンスに接続されているノートパソコンで、SSH セッションを 192.168.229.233
に開き、アプライアンスにログオンします。
ログオンは admin、デフォルトのパスワードは P@ssw0rd です。
ログオンした後、ようこそメッセージがシェルメニューに表示され、Main_Menu ビュー
にプロンプトが表示されます。
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3

Main_Menu > Network ビューで次のコマンドを入力して、アプライアンスが接続す
る単一ネットワークの IP アドレスを設定します。
Configure IPAddressNetmaskGatewayIPAddress [InterfaceNames]

ここで、IPAddress は新しい IP アドレス、Netmask はネットマスク、
GatewayIPAddress はインターフェースのデフォルトゲートウェイです。
[InterfaceNames] オプションは省略可能です。
IP Address や Gateway IP Address には、IPv4 または IPv6 アドレスを指定でき
ます。グローバルスコープ IPv6 アドレスと一意のローカル IPv6 アドレスのみが許可
されます。
ただし、同じコマンド内で IPv4 と IPv6 アドレスの両方は使用しないでください。た
とえば、Configure 9ffe::9 255.255.255.0 1.1.1.1 は使用できません。
Configure 9ffe::46 64 9ffe::49 eth1 を使用してください。
p.74 の 「IPv4-IPv6 ベースのネットワークサポートについて」 を参照してください。
複数のネットワークを構成する場合には、追加する各ネットワークの IP アドレスを最
初に構成する必要があります。次に、追加した各ネットワークのゲートウェイアドレス
を構成します。必ずデフォルトゲートウェイアドレスを最初に追加する必要がありま
す。以下の 2 つのコマンドを使います。
各ネットワークの IP アドレスの
構成

ネットワークインターフェースに対して IPv4 または IPv6 ア
ドレスのどちらを構成するかに応じて、以下のコマンドのい
ずれかを使用します。
ネットワークインターフェースの IPv4 アドレスを構成するに
は
IPv4 IPAddressNetmask [InterfaceName]
ここで、IPAddress は新しい IP アドレス、Netmask はネッ
トマスクです。[InterfaceName] は省略可能です。追
加する IP アドレスごとにこのコマンドを繰り返します。
ネットワークインターフェースの IPv6 アドレスを構成するに
は
IPv6 <IP Address> <Prefix> [InterfaceNames]
ここで、IPAddress は IPv6 アドレス、Prefix はプレフィック
ス長です。[InterfaceName] は省略可能です。
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追加した各ネットワークのゲート Gateway Add GatewayIPAddress
ウェイアドレスの構成
[TargetNetworkIPAddress] [Netmask]
[InterfaceName]
ここで、GatewayIPAddress はインターフェースのゲート
ウェイです。TargetNetworkIPAddress、Netmask、
InterfaceName は省略可能です。このコマンドを繰り返
して、すべての宛先ネットワークにゲートウェイを追加しま
す。
Gateway IP Address や TargetNetworkIPAddress には、
IPv4 または IPv6 アドレスを指定できます。
ただし、同じコマンド内で IPv4 と IPv6 アドレスの両方は使
用しないでください。たとえば、Gateway Add 9ffe::3
255.255.255.0 eth1 は使用できません。Gateway
Add 9ffe::3 6ffe:: 64 eth1 を使用してください。

4

Main_Menu > Network ビューで次のコマンドを使って、アプライアンスの DNS ド
メイン名を設定します。
メモ: DNS を使わない場合は、手順 7 に進んでください。
DNS Domain Name

ここで、Name はアプライアンスの新しいドメイン名です。

5

Main_Menu > Network ビューで、次のコマンドを使って DNS ネームサーバーを
アプライアンス構成に追加します。
DNS Add NameServer IPAddress

ここで、IPAddress は DNS サーバーの IP アドレスです。
アドレスは IPv4 または IPv6 のいずれかになります。グローバルスコープ IPv6 アド
レスと一意のローカル IPv6 アドレスのみが許可されます。
p.74 の 「IPv4-IPv6 ベースのネットワークサポートについて」 を参照してください。
複数の IP アドレスを追加するには、スペースを空けずに各アドレスをカンマで区切
ります。

6

Main_Menu > Network ビューで次のコマンドを使って、DNS 検索ドメインをアプラ
イアンス構成に追加し、異なるドメインにあるホスト名をアプライアンスが解決できる
ようにします。
DNS Add SearchDomain SearchDomain

ここで、SearchDomain は検索用に追加する対象ドメインです。
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7

このステップは省略可能です。ここでは、アプライアンスの hosts ファイルに、他のホ
ストの IP アドレスを追加できます。
Main_Menu > Network ビューで次のコマンドを使って、ホストエントリをアプライア
ンスの hosts ファイルに追加します。
Hosts Add IPAddressFQHNShortName

ここで、IPAddress は IPv4 または IPv6 アドレス、FQHN は完全修飾ホスト名、
ShortName は短いホスト名です。
p.74 の 「IPv4-IPv6 ベースのネットワークサポートについて」 を参照してください。

8

Main_Menu > Network ビューで次のコマンドを使って、アプライアンスのホスト名
を設定します。
Hostname Set Name

ここで、Name は完全修飾ホスト名です。
このステップにより、NetBackup は新しいホスト名で動作するように再構成されます。
この処理は、完了するまでにしばらく時間がかかることがあります。
Hostname set コマンドが動作するためには、少なくとも 1 つの IPv4 アドレスが必

要です。たとえば、特定のホストのホスト名を v46 に設定するとします。そのために
は、まず、その特定ホストが少なくとも 1 つの IPv4 アドレスを持つことを確認した後、
次のコマンドを実行します。
Main_Menu > Network > Hostname set v46

9

Main_Menu > Settings ビューで次のコマンドを使って、SMTP サーバー名とアプ
ライアンスのエラーアラート用の電子メールアドレスを入力します。
SMTP サーバー名の入力

Email SMTP Add smtp [acct] [pass]
ここで、smtp は対象 SMTP サーバーのホスト名、acct は
SMTP サーバーに対する認証のアカウント名、pass は
SMTP サーバーに対する認証のパスワードです。

電子メールアドレスの入力

Email Software Add eaddr
ここで、eaddr はアプライアンスからのエラーアラートを受信
する電子メールアドレスです。
複数アドレスを入力するには、各アドレスをセミコロンで区
切ります。
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10 アプライアンスの役割として、マスターサーバーを設定します。
Main_Menu > Appliance ビューから、次のコマンドを実行します。
Master

11 すべてのアプライアンスが構成され稼働したら、バックアップするクライアントソフト
ウェアをコンピュータにインストールする準備が完了します。
p.120 の 「パッケージからの NetBackup クライアントソフトウェアのインストール」 を
参照してください。
p.123 の 「CIFS 共有と NFS 共有を介したクライアントでの NetBackup クライアント
ソフトウェアのインストール」 を参照してください。

マスターサーバーの構成によるアプライアンスのメディア
サーバーとの通信
メディアサーバーの役割について新しいアプライアンスを構成する前に、まず一緒に使う
計画のマスターサーバーの構成を更新する必要があります。変更を行うことで、マスター
サーバーと新しいメディアサーバー間での適切な通信が可能になります。
次の手順は、マスターサーバーを構成して新しいアプライアンスのメディアサーバーと通
信する方法を示しています。
マスターサーバーを構成して新しいメディアサーバーと通信する方法

1

2

新しいアプライアンスをメディアサーバーの役割用に構成する前に、次のようにソフ
トウェアバージョンにマスターサーバーとの互換性があることを確認します。
■

マスターサーバーが NetBackup Appliance の場合
アプライアンスのマスターサーバーでアプライアンスソフトウェアのバージョン 2.6
以降が使われている必要があります。

■

マスターサーバーが従来の (非アプライアンス) NetBackup マスターサーバー
の場合
マスターサーバーで NetBackup バージョン 7.6 以降が使われていて、新しい
メディアサーバーでアプライアンスソフトウェアのバージョン 2.6 以降が使われて
いる必要があります。

マスターサーバーに管理者としてログインし、次のようにマスターサーバーに新しい
メディアサーバーの名前を追加します。
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アプライアンスのマスターサー
バー

NetBackup Appliance Web Console で次の操作を実行
します。
■

■

■

［管理 (Manage)］>［追加サーバー (Additional
Servers)］>［追加 (Add)］をクリックします。
［アプライアンスのホスト名 (Appliance Hostname)］
フィールドに、追加するアプライアンスのメディアサー
バーの完全修飾ホスト名 (FQHN) を入力します。
［追加 (Add)］をクリックします。
アプライアンスに複数のホスト名がある場合はすべての
名前を追加します。

アプライアンスのシェルメニューで次の操作を実行します。
■

Main_Menu > Appliance ビューから、次のコマンドを
実行します。
Settings > NetBackup AdditionalServers
Add media-server
media-server は、まだ構成していないアプライアンスの
メディアサーバーの完全修飾ホスト名 (FQHN) です。
アプライアンスに複数のホスト名がある場合はすべての
名前を追加します。

従来の NetBackup マスター
サーバー

■

■

■

■

■

■

3

管理者として NetBackup 管理コンソールにログオンし
ます。
コンソールのメインウィンドウの左ペインで、［NetBackup
の管理 (NetBackup Management)］>［ホストプロパティ
(Host Properties)］>［マスターサーバー (Master
Server)］をクリックします。
右ペインで、マスターサーバーのホスト名をクリックしま
す。
［ホストプロパティ (Host Properties)］ウィンドウの左ペ
インで、［サーバー (Servers)］をクリックします。
右ペインの［追加サーバー (Additional Servers)］セク
ションで、［追加 (Add)］をクリックしてアプライアンスのホ
スト名を入力します。アプライアンスのホスト名が最上部
の［追加サーバー (Additional Servers)］セクションに表
示されます。
アプライアンスに複数のホスト名がある場合はすべての
名前を追加します。
［OK］をクリックして［マスターサーバープロパティ
(Master Server Properties)］ウィンドウを閉じます。

マスターサーバーとメディアサーバーの間にファイアウォールがある場合、マスター
サーバーの次のポートを開いてメディアサーバーとの通信を許可します。
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メモ: ポート設定を変更するには管理者としてログインしている必要があります。

4

■

vnetd: 13724

■

bprd: 13720

■

PBX: 1556

■

マスターサーバーが TCP を利用する NetBackup Appliance の場合、次のポー
トを開きます。
80、5900、7578。

メディアサーバーの日時とマスターサーバーの日時が一致していることを確認しま
す。NTP サーバーを使うことも、時間を手動することもできます。

p.87 の 「NetBackup 52xx アプライアンスの初期構成を NetBackup Appliance Web
Console から実行する 」 を参照してください。
p.112 の 「NetBackup Appliance シェルメニューからの 52xx メディアサーバーアプライ
アンスの初期構成の実行」 を参照してください。

NetBackup Appliance シェルメニューからの 52xx メディ
アサーバーアプライアンスの初期構成の実行
すべてのアプライアンスシステムコンポーネントの取り付け、接続、電源投入が終了した
ら、サーバーの構成の準備が完了です。
メディアサーバーとしてこのアプライアンスを構成する場合は、初期構成を開始する前に
マスターサーバーで次のタスクを完了してください。 次のリンクには、必要なタスクの実施
方法が指示されています。
p.110 の 「マスターサーバーの構成によるアプライアンスのメディアサーバーとの通信」 を
参照してください。
■

マスターサーバーとメディアサーバーが互換性のあるソフトウェアのバージョンである
ことを確認します。

■

マスターサーバーにこのメディアサーバーの名前を追加します。

■

マスターサーバーとこのメディアサーバー間にファイアウォールがある場合、上記のリ
ンク先の記述に従って、適切なポートを開いてください。

■

このメディアサーバーの日時が、マスターサーバーの日時と一致していることを確認
してください。

次の手順は、NetBackup Appliance シェルメニューから新しい 52xx メディアサーバー
のアプライアンスを構成する方法を示しています。
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警告: NetBackup Appliance は、同じサブネットに属する 2 つの IP アドレスの構成をサ
ポートしません。アプライアンスは Linux のオペレーティングシステムで実行され、この種
類のネットワークは現在の制限事項です。作成する各結合は、異なるサブネットに属する
IP アドレスを使う必要があります。

メモ: アプライアンスのホスト名がその IP アドレスに解決される場合は、IP アドレスを削除
できません。
NetBackup Appliance シェルメニューから 52xx メディアサーバーアプライアンスの初期
構成を実行するには

1

NIC1 アプライアンスポートに接続済みのノートパソコンで、［ローカルエリアの接続
プロパティ］ダイアログボックスを開きます。
［全般］タブで、［インターネットプロトコル (TCP/IP)］を選択してハイライト表示し、［プ
ロパティ］をクリックします。

［代替の構成］タブで、次のタスクを実行します。
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2

■

［ユーザー構成］をクリックします。

■

［IP アドレス］に、192.168.229.nnn と入力します。nnn は 2 ～ 254 (233 を除
く)の任意の数字です。

■

［サブネットマスク］に、255.255.255.0 と入力します。

■

［OK］をクリックします。

アプライアンスに接続されているノートパソコンで、SSH セッションを 192.168.229.233
に開き、アプライアンスにログオンします。
ログオンは admin、デフォルトのパスワードは P@ssw0rd です。
ログオンした後、ようこそメッセージがシェルメニューに表示され、Main_Menu ビュー
にプロンプトが表示されます。
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3

Main_Menu > Network ビューで次のコマンドを入力して、アプライアンスが接続す
る単一ネットワークの IP アドレスを設定します。
Configure IPAddressNetmaskGatewayIPAddress [InterfaceNames]

ここで、IPAddress は新しい IP アドレス、Netmask はネットマスク、
GatewayIPAddress はインターフェースのデフォルトゲートウェイです。
[InterfaceNames] オプションは省略可能です。
IP Address や Gateway IP Address には、IPv4 または IPv6 アドレスを指定でき
ます。グローバルスコープ IPv6 アドレスと一意のローカル IPv6 アドレスのみが許可
されます。
ただし、同じコマンド内で IPv4 と IPv6 アドレスの両方は使用しないでください。た
とえば、Configure 9ffe::9 255.255.255.0 1.1.1.1 は使用できません。
Configure 9ffe::46 64 9ffe::49 eth1 を使用してください。
p.74 の 「IPv4-IPv6 ベースのネットワークサポートについて」 を参照してください。
複数のネットワークを構成する場合には、追加する各ネットワークの IP アドレスを最
初に構成する必要があります。次に、追加した各ネットワークのゲートウェイアドレス
を構成します。必ずデフォルトゲートウェイアドレスを最初に追加する必要がありま
す。以下の 2 つのコマンドを使います。
各ネットワークの IP アドレスの
構成

ネットワークインターフェースに対して IPv4 または IPv6 ア
ドレスのどちらを構成するかに応じて、以下のコマンドのい
ずれかを使用します。
ネットワークインターフェースの IPv4 アドレスを構成するに
は
IPv4 IPAddressNetmask [InterfaceName]
ここで、IPAddress は新しい IP アドレス、Netmask はネッ
トマスクです。[InterfaceName] は省略可能です。追
加する IP アドレスごとにこのコマンドを繰り返します。
ネットワークインターフェースの IPv6 アドレスを構成するに
は
IPv6 <IP Address> <Prefix> [InterfaceNames]
ここで、IPAddress は IPv6 アドレス、Prefix はプレフィック
ス長です。[InterfaceName] は省略可能です。
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追加した各ネットワークのゲート Gateway Add GatewayIPAddress
ウェイアドレスの構成
[TargetNetworkIPAddress] [Netmask]
[InterfaceName]
ここで、GatewayIPAddress はインターフェースのゲート
ウェイです。TargetNetworkIPAddress、Netmask、
InterfaceName は省略可能です。このコマンドを繰り返
して、すべての宛先ネットワークにゲートウェイを追加しま
す。
Gateway IP Address や TargetNetworkIPAddress には、
IPv4 または IPv6 アドレスを指定できます。
ただし、同じコマンド内で IPv4 と IPv6 アドレスの両方は使
用しないでください。たとえば、Gateway Add 9ffe::3
255.255.255.0 eth1 は使用できません。Gateway
Add 9ffe::3 6ffe:: 64 eth1 を使用してください。

4

Main_Menu > Network ビューで次のコマンドを使って、アプライアンスの DNS ド
メイン名を設定します。
メモ: DNS を使わない場合は、手順 7 に進んでください。
DNS Domain Name

ここで、Name はアプライアンスの新しいドメイン名です。

5

Main_Menu > Network ビューで、次のコマンドを使って DNS ネームサーバーを
アプライアンス構成に追加します。
DNS Add NameServer IPAddress

ここで、IPAddress は DNS サーバーの IP アドレスです。
アドレスは IPv4 または IPv6 のいずれかになります。グローバルスコープ IPv6 アド
レスと一意のローカル IPv6 アドレスのみが許可されます。
p.74 の 「IPv4-IPv6 ベースのネットワークサポートについて」 を参照してください。
複数の IP アドレスを追加するには、スペースを空けずに各アドレスをカンマで区切
ります。

6

Main_Menu > Network ビューで次のコマンドを使って、DNS 検索ドメインをアプラ
イアンス構成に追加し、異なるドメインにあるホスト名をアプライアンスが解決できる
ようにします。
DNS Add SearchDomain SearchDomain

ここで、SearchDomain は検索用に追加する対象ドメインです。
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7

このステップは省略可能です。ここでは、アプライアンスの hosts ファイルに、他のホ
ストの IP アドレスを追加できます。
Main_Menu > Network ビューで次のコマンドを使って、ホストエントリをアプライア
ンスの hosts ファイルに追加します。
Hosts Add IPAddressFQHNShortName

ここで、IPAddress は IPv4 または IPv6 アドレス、FQHN は完全修飾ホスト名、
ShortName は短いホスト名です。
p.74 の 「IPv4-IPv6 ベースのネットワークサポートについて」 を参照してください。

8

Main_Menu > Network ビューで次のコマンドを使って、アプライアンスのホスト名
を設定します。
Hostname Set Name

ここで、Name は完全修飾ホスト名です。
このステップにより、NetBackup は新しいホスト名で動作するように再構成されます。
この処理は、完了するまでにしばらく時間がかかることがあります。
Hostname set コマンドが動作するためには、少なくとも 1 つの IPv4 アドレスが必

要です。たとえば、特定のホストのホスト名を v46 に設定するとします。そのために
は、まず、その特定ホストが少なくとも 1 つの IPv4 アドレスを持つことを確認した後、
次のコマンドを実行します。
Main_Menu > Network > Hostname set v46

9

Main_Menu > Settings ビューで次のコマンドを使って、SMTP サーバー名とアプ
ライアンスのエラーアラート用の電子メールアドレスを入力します。
SMTP サーバー名の入力

Email SMTP Add smtp [acct] [pass]
ここで、smtp は対象 SMTP サーバーのホスト名、acct は
SMTP サーバーに対する認証のアカウント名、pass は
SMTP サーバーに対する認証のパスワードです。

電子メールアドレスの入力

Email Software Add eaddr
ここで、eaddr はアプライアンスからのエラーアラートを受信
する電子メールアドレスです。
複数アドレスを入力するには、各アドレスをセミコロンで区
切ります。
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10 アプライアンスの役割として、メディアサーバーを設定します。
メモ: メディアサーバーとしてこのアプライアンスを設定する前に、このアプライアンス
名を、一緒に使用するマスターサーバーに追加してください。
Main_Menu > Appliance ビューから、次のコマンドを実行します。
Media MasterServer

MasterServer がスタンドアロンのマスターサーバー、マルチホームマスターサー
バー、またはクラスタ化されたマスターサーバーのいずれかである場合。 それぞれ
のシナリオについて以下で説明します。
スタンドアロンのマスターサー
バー

このシナリオは、マスターサーバーホスト名が 1 つの場合で
す。 この名前は、アプライアンスがネットワーク上でマスター
サーバーを認識できていれば、完全修飾名である必要は
ありません。 コマンドの表示例を次に示します。
Media MasterServerName

マルチホームマスターサーバー このシナリオでは、マスターサーバーに複数のホスト名が関
連付けられています。ホスト名の区切り文字としてカンマを
使ってください。 コマンドの表示例を次に示します。
Media MasterNet1Name,MasterNet2Name
クラスタ化されたマスターサー
バー

このシナリオでは、マスターサーバーはクラスタにあります。
クラスタ名、クラスタのアクティブノード、クラスタのパッシブ
ノードの順でリストにすることをお勧めします。このリストで
は、カンマを使用してノード名を区切ります。コマンドの表示
例を次に示します。
Media
MasterClusterName,ActiveNodeName,PassiveNodeName

マルチホームクラスタ化された
マスターサーバー

このシナリオでは、マスターサーバーはクラスタにあり、関連
付けられている複数のホスト名があります。 クラスタ名、クラ
スタのアクティブノード、クラスタのパッシブノードの順でリス
トにすることをお勧めします。このリストでは、カンマを使用
してノード名を区切ります。コマンドの表示例を次に示しま
す。
Media MasterClusterName,ActiveNodeName,
PassiveNodeName,MasterNet1Name,MasterNet2Name
アプライアンスの役割を設定するときに、今後問題が起こら
ないようにするため、関連付けられているすべてのマスター
サーバー名を設定することをお勧めします。

118

第 3 章 初期構成
NetBackup Appliance シェルメニューからの 52xx メディアサーバーアプライアンスの初期構成の実行

119

11 メディアサーバーの役割を選択する際、アプライアンスのデフォルトのディスクスト
レージ構成が表示されます。 次の例は、アプライアンスの組み込みディスクストレー
ジのデフォルトの情報の表示内容を示します。
Available Storage = xGB
Current Storage Pool Configuration:
Deduplication Storage = xGB (100%), AdvancedDisk = 0GB (0%)

12 構成プロセスにより、ストレージを AdvancedDisk として構成するかどうかが尋ねら
れます。
Do you want part of your storage configured as AdvancedDisk?
(yes/no): y

AdvancedDisk ボリュームを構成する場合は、y を入力します。

13 すると、AdvancedDisk ボリュームのサイズの入力を求められます。
Enter Size of AdvancedDisk Volume (use a % sign if you want it as a
percent of the total, or input size is GBs): 50%

総ストレージに対するパーセント、またはギガバイト (GB) 単位の値を入力してくださ
い。

14 入力したサイズを確定する場合は、y を入力します。値を変更する場合は、n を入力
します。

15 AdvancedDisk ボリュームのサイズがゼロより大きい場合、AdvancedDisk ストレー
ジユニット名の入力を求められます。また、重複排除ボリュームのサイズがゼロより大
きい場合、重複排除ストレージユニット名の入力を求められます。デフォルト名を変
更する必要はありません。
AdvancedDisk パーティションの名前を入力します。たとえば、stu_adv_hostname
などと入力します。
NetBackup 重複排除パーティションの名前を入力します。たとえば、
stu_disk_hostname などと入力します。
メモ: ストレージユニットとディスクプールのデフォルト値が以下のように NetBackup
管理コンソールに表示されます。
■

AdvancedDisk の場合:
デフォルトのストレージユニット名: stu_adv_<hostname>
デフォルトのディスクプール名: dp_adv_<hostname>

■

重複排除の場合:
デフォルトのストレージユニット名: stu_disk_<hostname>
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デフォルトのディスクプール名: dp_disk_<hostname>
ストレージユニットプールが正常に作成されたことを示す確認メッセージが表示され
ます。

16 すべてのアプライアンスが構成され稼働したら、バックアップするクライアントソフト
ウェアをコンピュータにインストールする準備が完了します。
p.120 の 「パッケージからの NetBackup クライアントソフトウェアのインストール」 を
参照してください。
p.123 の 「CIFS 共有と NFS 共有を介したクライアントでの NetBackup クライアント
ソフトウェアのインストール」 を参照してください。

最大伝送単位サイズ設定
MTU プロパティは、イーサネットフレームの最大伝送単位のサイズを制御します。イーサ
ネットの標準的な最大伝送単位サイズは 1500 バイトです (ヘッダーなしの場合)。サポー
ト対象の環境では、MTU プロパティをさらに 9000 バイトまで設定できます。インター
フェースにさらに大きなフレームサイズを設定することを、一般的に、ジャンボフレームを
使うと言います。ジャンボフレームにより、データがネットワーク経由で送信され、場合に
よってはスループットが向上して CPU 使用率が減ることがあるため、断片化を減らすこと
ができます。ジャンボフレームを活用するには、イーサネットカード、ドライバ、スイッチの
すべてにおいて、ジャンボフレームをサポートする必要があります。さらに、アプライアン
スへのデータ転送に使われる各サーバーインターフェースを、ジャンボフレーム用に設
定する必要があります。
インターフェースの MTU プロパティを 1500 バイトより大きな値に設定した場合、特定の
インターフェースのアプライアンスに接続しているすべてのシステムで、最大伝送単位サ
イズを同一にすることをシマンテック社は推奨します。こうしたシステムには、NetBackup
クライアントやリモートデスクトップが含まれますが、これらに限定されません。また、MTU
プロパティを設定する前に、ネットワークハードウェア、OS、ドライバのサポートをすべて
のシステムで確認してください。
インターフェースの MTU プロパティは、アプライアンスのシェルメニューで SetProperty
コマンドを使うことで設定できます。
『Symantec NetBackup Appliance コマンドリファレンスガイド』の SetProperty コマン
ドを参照してください。

パッケージからの NetBackup クライアントソフトウェアの
インストール
バックアップするクライアントにクライアントソフトウェアと NetBackup 管理コンソールソフ
トウェアをインストールできます。NetBackup アプライアンスユーザーインターフェースの
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ログオンページには、そのソフトウェアのインストールに使うことができる［ソフトウェア
(Software)］リンクが提供されています。ドロップダウンリストはインストールできる利用可
能なオペレーティングシステムを示します。
クライアントにエージェントソフトウェアをインストールする方法

1

バックアップするクライアントにログインします。

2

待ち受けページの右ペインで、［ソフトウェア (Software)］をクリックします。次のリス
トは選択する必要がある選択肢を示します。
■

すべて (All)

■

Windows

■

Linux

■

Solaris

■

AIX

■

HP

■

BSD

■

Mac OS

メモ: Linux、UNIX、Solaris、AIX、BSD のいずれかのイメージを抽出する場合、シ
マンテック社はバージョン 1.16 以上の GNU tar を使ってすべての .tar パッケージ
を抽出することを推奨します。
詳しくはシマンテック社サポート Web サイトの次の TechNote を参照してください。
http://www.symantec.com/docs/TECH154080

3

［すべて (All)］を選択するか、または［オペレーティングシステム (Operating System)］
ドロップダウンからオペレーティングシステムを選択します。

4

［ソフトウェア (Software)］の下で適切なファイルを右クリックしてエージェントソフト
ウェアをダウンロードします。
ブラウザにより、指定する場所にソフトウェアファイルが書き込まれます。
場所の例は次のとおりです。
■

Windows プラットフォームでは、C:¥temp またはデスクトップにソフトウェアをダ
ウンロードします。

■

Linux または UNIX プラットフォームでは、/tmp にソフトウェアをダウンロードし
ます。

Windows システムでハードウェアの種類を判断するには、［マイ コンピューター］を
右クリックし、［プロパティ］を選択します。
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5

ソフトウェアパッケージを圧縮解除します。

6

クライアントソフトウェアをインストールします。
Windows の場合、Windows 実行可能ファイル setup.exe をクリックします。
UNIX システムの場合、.install スクリプトを実行します。

7

正常にクライアントソフトウェアをインストールした後、クライアントにアプライアンスマ
スターサーバーの名前を追加する必要があります。
■

■

Windows システムでは、バックアップ、アーカイブおよびリストアインターフェー
スを使うと、クライアントにアプライアンスマスターサーバーの名前を追加できま
す。次の手順を実行します。
■

NetBackup がクライアントでロードされた後、バックアップ、アーカイブおよび
リストアインターフェースを開きます。
スタートメニュー > ［すべてのプログラム］ > ［Symantec NetBackup］ > ［バッ
クアップ、アーカイブおよびリストア (Backup, Archive, and Restore)］

■

バックアップ、アーカイブおよびリストアインターフェースから、［ファイル (File)］
> ［NetBackup マシンおよびポリシー形式の指定 (Specify NetBackup
Machines and Policy Type)］の順に選択します。

■

［NetBackup マシンおよびポリシー形式の指定 (Specify NetBackup
Machines and Policy Type)］ダイアログで、［バックアップおよびリストアに
使用するサーバー (Server to use for backups and restores)］フィールド
にサーバー名を入力し、［サーバーリストの編集 (Edit Server List)］をクリッ
クして［OK］をクリックします。

■

表示されるダイアログボックスで、アプライアンスマスターサーバーの完全修
飾ホスト名を入力し、［OK］をクリックします。

■

バックアップ、アーカイブおよびリストアインターフェースを閉じます。

■

NetBackup Client Service を再起動します。
- Windows のコマンドプロンプトを開きます。
- services.msc と入力し、Enter キーを押します。

UNIX システムでは、次のようにクライアントの bp.conf ファイルにアプライアン
スマスターサーバーの名前を追加します。
■

クライアントで、次の場所にナビゲートします。
cd /usr/openv/netbackup

■

ls と入力し、ディレクトリの内容を参照します。

■

bp.conf ファイルをテキストエディタで開きます。

■

アプライアンスマスターサーバーの完全修飾ホスト名を入力します。

■

変更を保存してファイルを閉じます。
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p.123 の 「CIFS 共有と NFS 共有を介したクライアントでの NetBackup クライアントソフト
ウェアのインストール」 を参照してください。

CIFS 共有と NFS 共有を介したクライアントでの
NetBackup クライアントソフトウェアのインストール
すべてのアプライアンスの構成が完了したら、次の手順を使って NetBackup Appliance
で使われるクライアントに Windows と UNIX のクライアントソフトウェアをインストールでき
ます。これらの手順では、CIFS 共有または NFS 共有を介してソフトウェアパッケージを
入手する方法を説明します。
メモ: 既存の NetBackup クライアントをアプライアンスマスターサーバーと組み合わせて
使う場合、それらはバージョン 6.0 以降である必要があります。これらのクライアントに必
要なのは、クライアントにアプライアンスマスターサーバーの名前を追加することのみで
す。
NetBackup クライアントソフトウェアを NFS 共有を介して UNIX クライアントにインストー
ルする方法

1

NetBackup クライアントソフトウェアをインストールする UNIX クライアントコンピュー
タで、root としてログオンします。

2

次の NFS 共有をマウントします。
<appliance_name>:/inst/client

3

4

NFS 共有ディレクトリ内のファイルを参照します。次のようなファイルが表示されま
す。
.packages

clientconfig

quickinstall.exe

PC_Clnt

docs

unix-client-install

unix-client-install スクリプトを実行します。

この処理で NetBackup クライアントソフトウェアがインストールされます。

5

次のようにして、クライアントの bp.conf ファイルにアプライアンスマスターサーバー
の名前を追加します。
■

クライアントで、次の場所にナビゲートします。
cd /usr/openv/netbackup

■

ls と入力し、ディレクトリの内容を参照します。

■

bp.conf ファイルをテキストエディタで開きます。
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■

アプライアンスマスターサーバーの完全修飾ホスト名を入力します。

■

変更を保存してファイルを閉じます。

p.120 の 「パッケージからの NetBackup クライアントソフトウェアのインストール」 を参照し
てください。
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A
初期構成のチェックリスト
この付録では以下の項目について説明しています。
■

Symantec NetBackup 52xx アプライアンスの初期構成チェックリスト

Symantec NetBackup 52xx アプライアンスの初期構成
チェックリスト
このチェックリストはアプライアンスの初期構成の計画のために役立ちます。
新しいアプライアンスで、アプライアンスの初期構成の設定を記録するために次の表を使
います。アプライアンスが出荷時設定にリセットまたは再イメージングされている場合は、
アプライアンスをもう一度構成する必要があります。チェックリストに記録された設定は、貴
重な時間を節約し、アプライアンスの接続をすばやく元に戻すために役立ちます。
このチェックリストのハードコピーまたは印刷されたバージョンを使う場合は、記入済みの
チェックリストを安全な場所に置くようにします。
また、チェックリストの PDF バージョンを入手し、選択した場所にダウンロードして保存す
ることもできます。PDF ファイルに設定を入力して、記入済みのチェックリストを保存また
は印刷することもできます。
このチェックリストの最新版にアクセスするには、次のリンクを参照してください。
www.symantec.com/docs/DOC6675
表 A-1

ネットワーク構成

フィールド
ネットワークインターフェース (Network
Interface)
IP アドレス (IP Address)

設定
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フィールド

設定

サブネットマスク (Subnet Mask)
結合モード (Bond Mode)

表 A-2

ルーティング構成 (Routing Configuration)

フィールド

設定

宛先 IP (Destination IP)
宛先のサブネットマスク (Destination Subnet
Mask)
ゲートウェイ (Gateway)
ネットワークインターフェース (Network
Interface)

表 A-3

ホストの構成

フィールド

設定

ホスト名 (Host Name)
ドメイン名システム (Domain Name System)
(DNS)

■

ドメイン名のサフィックス (Domain Name
Suffix)
DNS の IP アドレス (DNS IP Address)

■

検索ドメイン (Search Domain(s))

■

ホスト名解決 (Host Name Resolution) (DNS
なし)
■

IP アドレス (IP address)

■

完全修飾ホスト名 (Fully qualified host
name)
短いホスト名 (Short host name)

■

表 A-4

DNS:
■

________________________________

■

________________________________

■

________________________________

DNS なし:
■

________________________________

■

________________________________

■

________________________________

パスワードの変更

フィールド
古い admin パスワード (Old admin password)

設定
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フィールド

設定

新しい admin パスワード (New admin
password)
新しい admin パスワードの確認 (Confirm new
admin password)

表 A-5

日付と時刻の構成

フィールド

設定

タイムゾーン (Time zone)
NTP サーバーの IP (NTP Server IP)
日付と時刻 (Date and Time)

表 A-6

警告の構成

フィールド
通知の間隔 (Notification Interval) (15 分間隔)
SNMP の警告を有効化 (Enable SNMP Alert)
SNMP サーバー (SNMP server) (［SNMP ア
ラートを有効化 (Enable SNMP Alert)］にチェッ
クマークを付けた場合のみ必要)
SNMP ポート (SNMP port)
SNMP コミュニティ (SNMP community)
SMTP サーバー (SMTP server)
ソフトウェア管理者の電子メール (Software
administrator email address)
ハードウェア管理者の電子メール (Hardware
administrator email address)
送信者の電子メールアドレス (Sender email
address)
SMTP アカウント (SMTP account)
パスワード (Password)

設定
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表 A-7

コールホームの構成

フィールド

設定

コールホームを有効にする (Enable Call Home)
プロキシサーバーを有効化 (Enable proxy
server)
プロキシのトンネリングを有効にする (Enable
proxy tunneling)
プロキシサーバー (Proxy server) (［プロキシ
サーバーを有効化 (Enable proxy server)］に
チェックマークを付けた場合のみ必要)
プロキシポート (Proxy port) (［プロキシサーバー
を有効化 (Enable proxy server)］にチェックマー
クを付けた場合のみ必要)
プロキシのユーザー名 (Proxy user name)
プロキシのパスワード (Proxy password)

表 A-8

登録

フィールド
アプライアンス名 (Appliance Name)
会社名 (Company Name)
住所 (Street)
市 (City)
都道府県 (State or Province)
郵便番号 (ZIP or Postal Code)
国 (Country)
連絡先の名前 (Contact Name)
連絡先の番号 (Contact Number)
連絡先の電子メール (Contact Email)

設定
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表 A-9

ロール構成

フィールド

設定

マスターまたはメディア (Master or Media)
マスターサーバー名 (Master server name) (［メ
ディア (Media)］にチェックマークを付けた場合
のみ必要)

表 A-10

AdvancedDisk ストレージの構成

フィールド

設定

ストレージユニット名 (Storage Unit name)
ディスクプール名 (Disk Pool Name)
サイズ (Size)

表 A-11

重複排除 (MSDP) ディスクの構成

フィールド
ストレージユニット名 (Storage Unit name)
ディスクプール名 (Disk Pool Name)
サイズ (Size)

設定
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B
稼働中のアプライアンスへ
の第 2 ストレージシェルフの
追加
この付録では以下の項目について説明しています。
■

稼働中の NetBackup 52xx アプライアンスに対する 2 番目の Symantec Storage
Shelf の追加について

■

稼働中の NetBackup 52xx アプライアンスに対する 2 番目の Symantec Storage
Shelf の取り付けと接続

■

NetBackup Appliance Web Console から、2 番目の Symantec Storage Shelf の
ディスク領域を稼働中の NetBackup52xx アプライアンスに追加する

■

NetBackup Appliance シェルメニューから、2 番目の Symantec Storage Shelf の
ディスク領域を稼働中の NetBackup52xx アプライアンスに追加する

稼働中の NetBackup 52xx アプライアンスに対する 2
番目の Symantec Storage Shelf の追加について
NetBackup 52xx アプライアンスに現在 1 つの Symantec Storage Shelf が含まれる場
合、別の Symantec Storage Shelf の追加によってアプライアンスのディスクストレージ
を拡張できます。
ソフトウェアバージョン 2.5 以降の NetBackup 52xx アプライアンスでは、最大 2 つの
Symantec Storage Shelf ユニットに接続できます。
稼働中のアプライアンスに 2 番目の Symantec Storage Shelf を追加するには、以下の
タスクを実行します。

付録 B 稼働中のアプライアンスへの第 2 ストレージシェルフの追加
稼働中の NetBackup 52xx アプライアンスに対する 2 番目の Symantec Storage Shelf の取り付けと接続

■

新しい Symantec Storage Shelf の取り付け
このタスクには、ラック内への新しいユニットのマウント、SAS および電源ケーブルの
接続が含まれます。
p.131 の 「稼働中の NetBackup 52xx アプライアンスに対する 2 番目の Symantec
Storage Shelf の取り付けと接続」 を参照してください。

■

システムに新しいディスクストレージ領域を追加
このタスクによって、新しいユニットのディスクストレージ領域が利用可能になります。
p.133 の 「NetBackup Appliance Web Console から、2 番目の Symantec Storage
Shelf のディスク領域を稼働中の NetBackup52xx アプライアンスに追加する」 を参
照してください。
p.134 の 「NetBackup Appliance シェルメニューから、2 番目の Symantec Storage
Shelf のディスク領域を稼働中の NetBackup52xx アプライアンスに追加する」 を参
照してください。

メモ: 稼働中のアプライアンスに 2 番目の Symantec Storage Shelf を追加するときは、
システム活動が低下している間にこのタスクをスケジュール設定することをお勧めします。

稼働中の NetBackup 52xx アプライアンスに対する 2
番目の Symantec Storage Shelf の取り付けと接続
次の手順で、稼働中の NetBackup 52xx アプライアンスに 2 番目の Symantec Storage
Shelf を取り付けて接続します。
稼働中の NetBackup 52xx アプライアンスに 2 番目の Symantec Storage Shelf を取り
付けて接続するには

1

ラックにストレージシェルフを取り付けます。

2

ストレージシェルフに同梱されている SAS ケーブルを次の図とテキストの説明に従っ
て接続します。
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3

■

SAS ケーブルの一方の端を、最初のストレージシェルフの左端の I/O モジュー
ルにある SAS_OUT ポートに差し込みます。図の中で、SAS_OUT ポートには
2 の番号のラベルが付いています。
この SAS ケーブルのもう一方の端を、新しいストレージシェルフの左端の I/O
モジュールにある SAS_IN ポートに接続します。図の中で、SAS_IN ポートには
1 の番号のラベルが付いています。

■

SAS ケーブルの一方の端を、最初のストレージシェルフの右端の I/O モジュー
ルにある SAS_OUT ポートに差し込みます。
この SAS ケーブルのもう一方の端を、新しいストレージシェルフの右端の I/O
モジュールにある SAS_IN ポートに接続します。

2 番目のストレージシェルフに電源ケーブルを接続します。
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4

新しいストレージシェルフの電源をオンにします。

5

システムに新しいストレージシェルフのストレージ領域を追加するには、次のトピック
を参照してください。
p.133 の 「NetBackup Appliance Web Console から、2 番目の Symantec Storage
Shelf のディスク領域を稼働中の NetBackup52xx アプライアンスに追加する」 を参
照してください。
p.134 の 「NetBackup Appliance シェルメニューから、2 番目の Symantec Storage
Shelf のディスク領域を稼働中の NetBackup52xx アプライアンスに追加する」 を参
照してください。

NetBackup Appliance Web Console から、2 番目の
Symantec Storage Shelf のディスク領域を稼働中の
NetBackup52xx アプライアンスに追加する
NetBackup Appliance Web Console を使用して NetBackup Appliance に新しいスト
レージシェルフのディスク領域を追加するには、次の手順を実行します。
NetBackup NetBackup Appliance Web Console を使用して NetBackup Appliance に
新しいストレージシェルフのディスク領域を追加するには

1

NetBackup Appliance Web Console を起動し、新しいストレージシステムが［監視
(Monitor)］>［ハードウェア (Hardware)］ページに表示されていることを確認します。
新しいストレージデバイスが表示されない場合は、ケーブル接続を調べ、電源がオ
ンになっていることを確かめます。

2

［管理 (Manage)］>［ストレージ (Storage)］の順にクリックします。

3

［ディスク (Disk)］タブを選択します。

4

［新しいディスクをスキャンするにはここをクリックします］オプションをクリックします。

5

［新しいディスクをスキャンしますか。 (Do you want to scan for new disk?)］ダイア
ログボックスで、［OK］をクリックします。 スキャンが開始します。

6

スキャンが完了したら、［OK］をクリックして、［ディスク (Disk)］タブを更新します。
［ディスク (Disk)］列で、新しいストレージシェルフに新しい ID が表示されます。新し
いエントリには次の属性が必要です。

7

■

［形式 (Type)］=［拡張 (Expansion)］

■

［状態 (Status)］=［新しく利用可能 (New Available)］

［状態 (Status)］列で、［新しく利用可能 (New Available)］の隣にある［追加 (Add)］
をクリックして、RAID 内のストレージを有効化します。
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8

確認のダイアログボックスで［はい (Yes)］をクリックして、スキャンを開始します。
プロセスが完了すると、次のメッセージが表示されます。
ストレージ操作が完了しました。正常に完了しました。

9

［OK］をクリックして、システムを更新します。
システムが更新した後、［ディスク (Disks)］タブに新しいストレージシェルフの次の属
性が表示されます。
■

［形式 (Type)］=［拡張 (Expansion)］

■

［状態 (Status)］=［使用中 (In Use)］

■

［未割り当て (Unallocated)］=［n TB］
ここで、nは、新しいストレージシェルフで利用可能なボリュームまたはディスク領
域です。

NetBackup Appliance シェルメニューから、2 番目の
Symantec Storage Shelf のディスク領域を稼働中の
NetBackup52xx アプライアンスに追加する
以下の手順では、NetBackup Appliance シェルメニューを使用して NetBackup Appliance
に新しいストレージシェルフのディスク領域を追加する方法を説明します。
NetBackup Appliance シェルメニューを使用して NetBackup Appliance に新しいスト
レージシェルフのディスク領域を追加するには

1

PuTTY を使用して SSH セッションを開始し、NetBackup Appliance シェルメニュー
にアクセスします。
メモ: ノートパソコン、キーボードとモニター、または KVM をアプライアンスに接続し
て、NetBackup Appliance シェルメニューにアクセスすることもできます。

2

NetBackup Appliance シェルメニューにログインします。Main_Menu プロンプトが
表示されます。

3

次のように、［監視 (Monitor)］ビューに移動します。
monitor と入力し、Enter キーを押します

4

次のように、［ハードウェア (Hardware)］ビューに移動します。
hardware と入力し、Enter キーを押します
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5

次のように、［表示 (Show)］ビューに移動します。
show と入力し、Enter キーを押します

システムについての情報が表示されます。［デバイス (Device)］列には、［拡張ユニッ
トストレージ (ユニット 3) (Expansion Unit Storage (unit 3))］として新しいストレージ
シェルフが表示されます。ユニットの［状態 (Status)］は［サポート対象外 (Not
Supported)］として表示されます。

6

次のようにスキャンを実行します。
■

Main_Menu プロンプトで manage と入力し、Enter キーを押します。

■

storage と入力し、Enter キーを押します。

■

scan と入力し、Enter キーを押します。

スキャンが完了するまで数分かかります。

7

次のように、利用可能なストレージ領域を表示します。
■

［ストレージ (Storage)］ビューに移動します。

■

プロンプトで Show ALL と入力し、Enter キーを押します。

■

［ディスク ID (Disk ID)］テーブルでは、次の属性を持つディスクの ID を検索、
記録、またはコピーします。
■

Operating system = Expansion

■

Source = New Available

8

［ストレージ (Storage)］ビューから add と入力し、Enter キーを押します。［Add
expansion unit storage］ウィザードが起動します。

9

プロンプトで、前にコピーした新しい拡張ユニットの ID を入力し、Enter キーを押し
ます。

135

索引

記号

L

2 番目の Symantec Storage Shelf の追加
稼働中の NetBackup 52xx アプライアンスへ 130
2 番目のストレージシェルフのディスク領域の追加
NetBackup Appliance Web Console から 133
NetBackup Appliance シェルメニューから 134
52xx アプライアンス
初期構成チェックリスト 125
52xx アプライアンスの構成
NetBackup Appliance Web Console から 87
52xx マスターサーバーアプライアンス
NetBackup Appliance シェルメニューからの初期構
成 104
USB および NetBackup Appliance シェルメニュー
からの再構成 104
52xx マスターサーバーアプライアンスの再構成
USB および NetBackup Appliance シェルメニュー
から 104
52xx マスターサーバーアプライアンスの初期構成
NetBackup Appliance シェルメニューから 104
52xx メディアサーバーアプライアンス
NetBackup Appliance シェルメニューからの初期構
成 112
52xx メディアサーバーアプライアンスの初期構成
NetBackup Appliance シェルメニューから 112

LED

E
ESD 防護の手段と装置 52
ESD リストストラップ 52

F
FTMS ポート
NetBackup 5220 アプライアンス 39
NetBackup 5230 アプライアンス 12

I
IPv4 と IPv6 のサポート 74

NetBackup 5220 アプライアンスの前面パネル 39
NetBackup 5230 アプライアンスの前面パネル 10
ストレージシェルフの前面パネル 13
ストレージシェルフの背面パネル 14

N
NetBackup Appliance Web Console のページ
初期構成用 76
NetBackup 5220
インストールの準備 45
環境のチェックリスト 47
環境要件 46
起動シーケンス 44
必須の工具 50
NetBackup 5220 アプライアンス
気流 50
コントロールパネル 39
ストレージシェルフへの接続 63
寸法 35
前面パネル 36
電源 48
背面パネル 36～37
ラックへのガイドレールの取り付け 57
ラックへの取り付け 57
NetBackup 5220 アプライアンスのストレージシェルフへ
の一致 44
NetBackup 5230
起動シーケンス 15
NetBackup 5230 アプライアンス
ストレージシェルフへの接続 28
寸法 8
前面パネル 9
背面パネル 11
NetBackup 52xx の初期構成チェックリスト
概要 86

索引

P
PCIe アドインカード
NetBackup 5220 アプライアンススロット 38
NetBackup 5230 アプライアンススロット 11

S
SAS ケーブル
NetBackup 5220 アプライアンスとストレージシェル
フの接続 63
NetBackup 5230 アプライアンスおよびストレージ
シェルフの接続 28
SFP+
ファイバーケーブルへの接続 26
Small Form-factor Pluggable (SFP+) トランシーバ 26

あ
アプライアンス
NetBackup 5220 LED 39
NetBackup 5230 アプライアンスおよびストレージ
シェルフの接続 28
NetBackup 5230 システム LED 10
アプライアンスシステム
構成順序 73
アプライアンスで使われるクライアント
クライアントソフトウェアのインストール 123
アプライアンスの構成
ガイドラインについて 70
アプライアンスのメディアサーバー
マスターサーバーの構成による通信 110
アプライアンスロール
NetBackup 52xx 用 74
安全性
重い設備 25、56
装置ラック 8、35
電気 49
電源ケーブル 30、65

か
ガイドライン
アプライアンスの構成 70
概要
アプライアンスの構成ガイドライン 70
環境仕様
NetBackup 5230 アプライアンスおよびストレージ
シェルフ 19
環境の仕様
NetBackup 5220 アプライアンスとストレージシェル
フ 46

起動シーケンス
NetBackup 5220 44
NetBackup 5230 15
クライアントソフトウェアのインストール
アプライアンスで使われるクライアント 123
ケーブル
NetBackup 5220 アプライアンスの電源ケーブルの
接続 62
NetBackup 5230 アプライアンスへの VGA ケーブ
ルの接続 26
NetBackup 5230 アプライアンスへのネットワーク
ケーブルの接続 27
SFP トランシーバ 26
VGA 26
VGA ケーブルの NetBackup 5220 アプライアンス
への接続 60
概要 58
ストレージシェルフの電源ケーブルの接続 62
タイプ 25
電源 30
ネットワーク 27
ネットワークケーブルの NetBackup 5220 アプライ
アンスへの接続 60
ファイバー 26
ファイバーケーブルの NetBackup 5220 アプライア
ンスへの接続 61
例 58
ケーブル図
NetBackup 5220 アプライアンスとストレージシェル
フ 64
NetBackup 5230 アプライアンスおよびストレージ
シェルフ 28
ケーブルを接続
2 番目のストレージシェルフ 131
検証
アプライアンス 32
最初の確認 30
ストレージシェルフ 31
構成順序
アプライアンスシステム 73
コントロールパネル、NetBackup 5220 アプライアンス 39

さ
最大伝送単位サイズ
設定について 120
システムディスクドライブ
NetBackup 5220 アプライアンス 36
NetBackup 5230 アプライアンス 9

137

索引

順序

な

アプライアンスのシステム構成 73
仕様、環境
NetBackup 5220 アプライアンスとストレージシェル
フ 46
NetBackup 5230 アプライアンスおよびストレージ
シェルフ 19
初期構成
NetBackup Appliance Web Console から 52xx ア
プライアンス 87
NetBackup Appliance Web Console のページ 76
初期構成チェックリスト
52xx アプライアンス 125
NetBackup 52xx について 86
ストレージシェルフ
LED 13
NetBackup 5220 アプライアンスと 2 つのシェルフ
の使用 63
NetBackup 5220 アプライアンスへの接続 63
NetBackup 5230 アプライアンスへの接続 28
寸法 8
前面パネル 13、41
ディスクスロットの割り当て 42
背面パネル 14、41～42
ラックへのガイドレールの取り付け 56
ラックへの取り付け 23、56
ラックレール 21
ストレージディスクドライブの場所
NetBackup 5220 アプライアンス 37
NetBackup 5230 アプライアンス 9
寸法
NetBackup 5220 アプライアンス 35
NetBackup 5230 アプライアンス 8
ストレージシェルフ 8、35
製品の概要
NetBackup 5220 34
NetBackup 5230 8
設定
最大伝送単位サイズ 120
前面パネル
NetBackup 5220 アプライアンス 36
NetBackup 5230 アプライアンス 9
ストレージシェルフ 13、41

ネットワークポート 27

た
取り付け
2 番目のストレージシェルフ 131

は
背面パネル
NetBackup 5220 アプライアンス 36
NetBackup 5230 アプライアンス 11
NetBackup 5230 アプライアンス付きストレージシェ
ルフ 28
ハードウェアの準備
NetBackup 5230 の処理の流れ 16
工具 17
梱包箱の確認 17
静電放電の防止 18
ラックの準備 20
保護フィルム
除去 21、55
ホットスペア
NetBackup 5220 アプライアンス 37
NetBackup 5230 アプライアンス 9
ストレージシェルフ 42
ポート
NetBackup 5230 アプライアンスのパブリックネット
ワーク 27
NetBackup 5230 アプライアンスのプライベートネッ
トワーク (NIC1/eth0) 27
ストレージシェルフの背面パネル 14

ま
マスターサーバーの構成
アプライアンスのメディアサーバーとの通信 110
マニュアル
NetBackup 5220 33
NetBackup 5230 7

ら
ラックレール
NetBackup 5220 アプライアンス 57
NetBackup 5230 アプライアンス 23
ストレージシェルフ 21～22

138

