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1
概要
この章では以下の項目について説明しています。
■

アプライアンスについて

■

ストレージ容量について

■

ラック設置のためのベストプラクティスについて

■

アプライアンスの前面パネルについて

■

アプライアンスの背面パネルについて

■

メインボードの RAID コントローラについて

■

NetBackup 5230 の背面パネルの構成について

■

FC HBA ポートについて

■

2 ポート 8 Gb FC HBA について

■

デュアルポートの 10 GB イーサネットカードについて

■

Symantec Storage Shelf について

■

アプライアンスとストレージシェルフの接続

■

NetBackup 5230 マニュアル

アプライアンスについて
NetBackup 5230 アプライアンスと Symantec Storage Shelf は、重複排除とバックアッ
プの完全なソリューションを提供します。
このドキュメントでは、NetBackup 5230 アプライアンスと Symantec Storage Shelf につ
いて説明します。NetBackup 5230 アプライアンスは、ストレージシェルフなしの状態、ま
たは 1 つまたは 2 つのストレージシェルフ付きの状態をサポートします。1 TB のストレー
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ジディスクドライブを使う基礎アプライアンスには、ストレージシェルフなしで 4 TB のスト
レージ容量があります。
アプライアンスの機能

表 1-1
機能

説明

領域の削減

重複排除エンジンは、最大 100 分の 1 のストレージ削減を実現しま
す。クライアント側のプラグインは、同様のレベルの帯域幅削減を提供
します。

拡張可能なアーキテク
チャ

フィンガープリントや RAID の冗長性のため、全体のストレージ能力は
ディスクサイズと合計ディスク数の単純な掛け算にはなりません。
p.7 の 「ストレージ容量について」 を参照してください。

高可用性

冗長なホットスワップ対応ディスクおよび電源モジュールをサポートしま
す。

管理の容易性

帯域外の管理ネットワークインターフェースを、独立した形で提供しま
す。ネットワークを経由してアプライアンスの電源オン、電源オフ、リセッ
トをリモートで行えます。
KVM over IP 経由でのアプライアンスのリモート構成とリモート管理を
サポートします。
SNMP トラップをサポートし、自動的に警報を報告します。
帯域外の管理チャネルを経由したディスク情報の報告をサポートしま
す。

RAID レベル

RAID 1 (標準ミラーリング) と RAID 6 (二重分散パリティを持つブロッ
クレベルのストライピング) は以下のように使用されます。
■

アプライアンスのシステムディスク: RAID 1

■

アプライアンスのストレージディスク: RAID 6

■

ストレージシェルフのデータストレージディスク: RAID 6

メモ: アプライアンスのディスクドライブは、アプライアンスが出荷される
前にあらかじめフォーマットされています。これらのドライブは別のスロッ
トに移動したり、再配置しないようにします。
ファイバーチャネルのサ
ポート

NetBackup 5230 アプライアンスは、2 枚から 5 枚の FC HBA カード
がすでに取り付けられた状態で発注できます。10 Gb イーサネットカー
ドの発注と出荷時取り付けもできます。
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機能

説明

背面パネルのポート

ストレージシェルフに接続する 2 つの SAS ポート

p.12 の 「アプライアンス
の背面パネルについて」
を参照してください。

1 つの 1 Gb/秒 IPMI リモート管理ネットワークポート
1 つの VGA ポート
3 つの USB 2.0 ポート
4 つの 1 Gb イーサネットネットワークポート、それぞれにリンクおよび
動作 LED 付き。ポートの 2 つはプライベートネットワーク用に予約され
ています。
2 つの 10 Gb イーサネットネットワークポート、それぞれにリンクおよび
動作 LED 付き。これらのポートはファイバーケーブルと銅ケーブルを
サポートしています。2 つの 10GBASE-SR (短距離) SFP+ トランシー
バが各サーバーに付属します。これらのコネクタを使うことができます。
また、ネットワーク環境に応じて 10GBASE-LR (長距離) トランシーバ
または Twinax 銅ケーブルを使うこともできます。詳しくは、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。
アプライアンスは、取り付け済みの SAS RAID カード、ファイバーチャ
ネルカード、10 Gb イーサネットカードの組み合わせとともに発注する
ことができます。
p.15 の 「NetBackup 5230 の背面パネルの構成について」 を参照し
てください。

技術仕様のセクションに、両方のタイプのデバイスの寸法と重量を記載しています。
p.7 の 「ストレージ容量について」 を参照してください。

ストレージ容量について
ハードウェア製造業者は、ベース 10 システムのストレージハードドライブ容量を計算しま
す。 例: MB = 1,000,000 bytes、GB = 1,000,000,000 bytes および TB =
1,000,000,000,000 bytes 利用できる NetBackup のストレージ容量については、ベー
ス 2 システムが計算に使用されます。例: KB=210、MB=220、GB=230 および TB = 240
NetBackup 5230 アプライアンスは、Symantec Storage Shelf なしの状態、または 1 つ
または 2 つの Symantec Storage Shelf 付きの状態で出荷されます。標準的なアプライ
アンスでは、ストレージシェルフをまったく設けない状態で 4.55 TB のストレージ容量が
あります。
Symantec Storage Shelf 用ディスクの利用可能容量は 2 TB または 3 TB です。3TB
ドライブによって単一の Symantec Storage Shelf は、最大 36 TB までのフォーマット済
みで利用可能なディスク容量をサポートします。
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標準的な NetBackup 5230 アプライアンスでは、ストレージシェルフをまったく設けない
状態で 4.55 TB のストレージ容量があります。この構成では、アプライアンスの前面パネ
ルのスロット 4 から 11 までで 1 TB ストレージのドライブが使用されます。 これらのスロッ
トで 3 TB ストレージドライブを使用して、ストレージシェルフをまったく設けない状態で
フォーマット済みストレージ 13.65 TB を達成することができます。このオプションは、
NetBackup Appliance リリース 2.6.0.2 で利用可能です。
次の表は、異なるストレージ容量に関する情報を示したものです。
NetBackup 5230 のストレージ容量オプション

表 1-2
アプライ
アンスの
ストレージ
ドライブ
(TB)

アプライアン ストレージ ストレージ
アプライアンス
スの利用可 シェルフド シェルフの利 およびストレー
能ストレージ ライブ (TB) 用可能スト
ジシェルフ 1 つ
容量 (TB)
レージ容量 の利用可能ス
(TB)
トレージ容量
(TB)

アプライアンスお
よびストレージ
シェルフ 2 つの
利用可能スト
レージ容量 (TB)

1

4.55

2

24

28

52

1

4.55

3

36

40

76

3

13.65

2

33

37

61

3

13.65

3

45

49

85

メモ: アプライアンスのスロット 0 と 1 のディスクドライブは 1 TB ドライブです。 これらのド
ライブでは、アプライアンス用のオペレーティングシステムが提供されます。
p.8 の 「ラック設置のためのベストプラクティスについて」 を参照してください。

ラック設置のためのベストプラクティスについて
最も重い機器をラックの下部に取り付ける必要があります。ラックの上部に重いデバイス
を取り付けると、ラックが不安定になります。不安定なラックは職員や機器の安全性を脅
かし、リスクを伴います。
ラックに複数のデバイスを取り付ける場合には、以下のように作業してください。
■

各デバイスの重量を調べます。

■

デバイスの順序と結線上の制約を判別します。
■

フル装備のストレージデバイスは、アプライアンスより重くなります。ストレージデバ
イスは、必ずアプライアンスの下に取り付けてください。
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■

ガイドレールとデバイスの深さに注意してください。キャビネットポストの間隔がレール
とデバイスに対応していることを確認してください。
■

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。

■

ラックの寸法がこれらの要件に合致しない場合は、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.9 の 「アプライアンスの前面パネルについて」 を参照してください。

アプライアンスの前面パネルについて
図に示すように、アプライアンスの前面パネルには 12 個のディスクスロットがありま
す。p.10 の 図 1-1 を参照してください。 スロットには、左下のスロットから順に 0 から 11
までのラベルが付いています。NetBackup Appliance には 2 台の SAS システムハード
ディスクドライブ (HDD) があります。これらはスロット 0 と 1 に配置されています。これら
のディスクはアプライアンスに、オペレーティングシステムと、ミラー化された RAID1 機能
を提供します。これらのディスクは 1 台ずつホットスワップできます。ディスクが両方とも除
去された場合、アプライアンスを操作できません。
NetBackup 5230 では、8 台のストレージディスクドライブがアプライアンスに取り付けら
れています。この 8 台のドライブはスロット 4 から 11 に取り付けられています。
1 TB または 3 TB のストレージドライブを発注できます。
適切な空気流を維持するために、未使用スロットにはブランクキャリアが取り付けられてい
ます。キャリアはそのままにする必要があります。
警告: ディスクドライブは、アプライアンスが出荷される前にあらかじめフォーマットされて
います。ディスクを元の場所から再整理しないでください。
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図 1-1

システムディスクドライブとストレージディスクドライブを搭載した
NetBackup 5230 アプライアンスの前面パネル

次の表は NetBackup 5230 アプライアンスの前面パネルにあるスロットとディスクドライブ
を記述したものです。
表 1-3

アプライアンスの前面パネルのディスクドライブ

番号

説明

1

RAID 1 グループを形成するスロット 0 とスロット 1 のシステムディスクドライブ。

2

スロット 4 から 11 のストレージディスクドライブ。スロット 2 と 3 にはブランクドライ
ブキャリアがあります。
このストレージディスクの利用可能なストレージ容量は 4 TB です。
スロット 4 から 11 のストレージディスクドライブ。スロット 2 と 3 にはブランクドライ
ブキャリアがあります。

2

1 TB のストレージディスクを使う場合、このストレージディスクの利用可能なスト
レージ容量は 4 TB です。3 TB のストレージディスクを使う場合、利用可能な容
量は 14 TB です。この 8 つのディスクは RAID 6 グループを形成します。
スロット 11 にはホットスペアが含まれます。

3

各ディスクドライブモジュールには、左側に 2 個の LED があります。LED の表示は以下
のとおりです。
■

ディスクドライブに電源が供給されると、上の LED が緑色に点灯します。この LED
は、ディスクドライブがアクティブなとき緑色に点滅します。

■

ディスクドライブのエラーが発生すると、下の LED が橙色に点灯します。この LED
は、ディスクドライブにエラーがないときは消灯しています。

図 1-2

ディスクドライブモジュールの LED
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表 1-4

ディスクドライブの LED

番号

説明

1

電源または動作 LED

2

エラー LED

ディスクドライブを搭載していないディスクドライブモジュールにも LED があることに注意
してください。ドライブの活動がない場合でも、一部の色付きランプがディスクモジュール
を通して表示されることがあります。
前面パネルには小さなパネルが含まれ、デバイスの右側に接続されています。このパネ
ルにはシステム情報が示されています。
図 1-3

LED パネル

表 1-5 では前面パネルの LED について説明します。
表 1-5

LED パネル

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

LED 統合型 ID ボタン

4

コールドリセットボタン (電源をただちにオフにします)

5

NIC4/eth3 の動作状態表示用 LED (パブリックネットワーク用)

6

NIC3/eth2 の動作状態表示用 LED (パブリックネットワーク用)

7

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

11

第 1 章 概要
アプライアンスの背面パネルについて

番号

説明

8

NIC1/eth0 の動作状態表示用 LED (プライベート、NetBackup ネットワー
ク用)

9

NIC2/eth1 の動作状態表示用 LED (パブリックネットワーク用)

10

状態 LED

前面パネルの左側に黒いタグがあります。このタグを引き出して、アプライアンスのシリア
ル番号を確認できます。
図 1-4

アプライアンスのシリアル番号

p.12 の 「アプライアンスの背面パネルについて」 を参照してください。

アプライアンスの背面パネルについて
アプライアンスの背面パネルは、複数のアクセスポートとその他の機能を備えています。
これらを以下の図と表に示します。
図 1-5

背面パネルのアクセスポートと機能
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表 1-6

背面パネルのコネクタと機能

番号

機能

1、2

電源モジュール #1、#2 (AC 120 V)

3

NIC1/eth0 (専用の管理用途に予約済みの 1 Gb コネクタ)

4、5、6

NIC2/eth1、NIC3/eth2、NIC4/eth3 (パブリックネットワーク用に予約
済み)。これら 3 つすべて 1 Gb コネクタ。

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

IPMI リモート管理ポート

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

アドイン PCIe アダプタスロット (SAS、ファイバーチャネル、10 Gb イー
サネット)

13

シリアル B ポート (予約済み)

2014 年 1 月には、ラボ環境がこのような要件に対応できるように、NetBackup 5230 ア
プライアンスにアーススタッドが追加される可能性があります。スタッドはアプライアンスの
背面パネルにあります。スタッドにアース線を接続するには、標準のアース接続手順に
従ってください。
図 1-6

アプライアンスのアーススタッド

背面パネルのポートは、識別を容易にするために色分けされています。
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図 1-7

背面パネルのポートの色

背面パネルには、ロープロファイル、フルハイト、3.5 インチフォームファクタの PCIe ス
ロットが 2 つあります。次の図に、スロット番号を示します。
図 1-8

背面パネルのスロット番号

NetBackup 5230 アプライアンスのアドインカードは 5 つの構成で使うことができます。こ
れらの構成には、VMware 用の 1 つ以上の FC HBA カード、FC 上の最適化された重
複排除、またはテープライブラリ接続が含まれます。
一部の構成では、FC HBA カードがいくつかの PCIe スロットに取り付けられています。
カードがスロット 5 と 6 に取り付けられている場合、その構成はファイバートランスポート
メディアサーバー (FTMS) モードをサポートします。各カードのポート 1 は、示されてい
るようにターゲットモード (1) に構成されています。ポート 2 は、イニシエータモード (2)
に構成されています。構成 D と E のみが FTMS をサポートしています。
図 1-9

スロット 5 と 6 の FC HBA ポート

p.15 の 「NetBackup 5230 の背面パネルの構成について」 を参照してください。
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メインボードの RAID コントローラについて
アプライアンスの SAS RAID コントローラは、Intel RMS25CB080 カードです。コントロー
ラは、工場でアプライアンスのメインボードにあらかじめ取り付けられています。このコント
ローラは別名内部コントローラといいます。PCIe ライザースロットに装着されている SAS
RAID コントローラは外部コントローラといいます。
メインボードの RAID コントローラには、スーパーキャパシタとフラッシュメモリを備えたメ
ンテナンスフリーのバックアップ装置 (MFBU) が含まれています。コントローラに関連す
るパラメータは以下のとおりです。
■

寸法: 2.713 インチ x 6.600 インチ (6.891 cm x 16.764 cm) (ロープロファイル)。
カードはフルハイトでロープロファイルです。

■

動作電圧: +3.3 V ± 8 %、+12 V ± 8 %

■

PCI 電力 (公称): 9 W (標準)、空気流最小 200 LFM

■

環境湿度: 0 ℃から 50 ℃にて 5 % から 90 % (結露なきこと)、動作時

■

環境湿度: -45 ℃から 105 ℃にて 5 % から 90 % (結露なきこと)、保存時

■

MTBF: 3,000,000 時間超

p.19 の 「2 ポート 8 Gb FC HBA について 」 を参照してください。

NetBackup 5230 の背面パネルの構成について
NetBackup 5230 アプライアンスは 5 つの構成で出荷されます。Symantec Storage
Shelf はデバイスとして別途注文できます。

構成 A
構成 A では、FC HBA カード (1) が 1 枚取り付けられています。VMware 用の FC ポー
ト、FC 上の最適化された重複排除、またはテープライブラリの接続性を使うことができま
す。この構成にはストレージシェルフは使えません。
図 1-10

NetBackup 5230 構成 A
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構成 B
構成 B では、1 枚の SAS RAID コントローラカード (1) がスロット 1 に取り付けられてい
ます。RAID コントローラの SAS ポートはストレージシェルフの SAS_IN ポートに接続し
ます。シェルフを 2 台使っている場合は、1 台目のストレージシェルフの SAS_OUT ポー
トを 2 台目のストレージシェルフの SAS_IN ポートに接続します。
FC HBA カード (2) が 1 枚取り付けられています。VMware 用の FC ポート、FC 上の
最適化された重複排除、またはテープライブラリの接続性を使うことができます。
図 1-11

NetBackup 5230 構成 B

構成 C
構成 C では、10 GB のイーサネットカード (1) が 1 枚取り付けられています。ネットワー
クに接続された他のデバイスにイーサネットポートを接続できます。
1 枚の SAS RAID コントローラカード (2) がスロット 1 に取り付けられています。RAID コ
ントローラの SAS ポートはストレージシェルフの SAS_IN ポートに接続します。シェルフ
を 2 台使っている場合は、1 台目のストレージシェルフの SAS_OUT ポートを 2 台目の
ストレージシェルフの SAS_IN ポートに接続します。
FC HBA カード (3) が 1 枚取り付けられています。VMware 用の FC ポート、FC 上の
最適化された重複排除、またはテープライブラリの接続性を使うことができます。
図 1-12

NetBackup 5230 構成 C
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構成 D
構成 D では、10 GB のイーサネットカードが 1 枚取り付けられています。ネットワークに
接続された他のデバイスにイーサネットポートを接続できます。
1 枚の SAS RAID コントローラカードがスロット 1 に取り付けられています。RAID コント
ローラの SAS ポートはストレージシェルフの SAS_IN ポートに接続します。シェルフを 2
台使っている場合は、1 台目のストレージシェルフの SAS_OUT ポートを 2 台目のスト
レージシェルフの SAS_IN ポートに接続します。
FC HBA カードが 4 枚取り付けられています。
■

VMware 用のスロット 2 および 4 の FC ポート、FC 上の最適化された重複排除、ま
たはテープライブラリの接続性を使うことができます。各カードのポートは両方ともイニ
シエータモードで構成されます。

■

ファイバートランスポートメディアサーバー (FTMS) サポート用のスロット 5 および 6
の FC ポートを使うことができます。

■

スロット 5 および 6 の FC HBA カード上のポート 1 は、ターゲットモードで構成され
ます。これらのカードの他のポートはイニシエータモードで構成されます。

図 1-13

NetBackup 5230 構成 D

構成 E
構成 E では、1 枚の SAS RAID コントローラカードがスロット 1 (1) に取り付けられてい
ます。RAID コントローラの SAS ポートはストレージシェルフの SAS_IN ポートに接続し
ます。シェルフを 2 台使っている場合は、1 台目のストレージシェルフの SAS_OUT ポー
トを 2 台目のストレージシェルフの SAS_IN ポートに接続します。
FC HBA カード (2) が 5 枚取り付けられています。ファイバートランスポートのデータ転
送クライアントや他のデバイスに FC ポートを接続できます。この構成は NetBackup 5230
アプライアンスの FC ポートの最大数を提供します。
■

VMware 用のスロット 2、3、4 の FC ポート、FC 上の最適化された重複排除、または
テープライブラリの接続性を使うことができます。各カードのポートは両方ともイニシ
エータモードで構成されます。

■

ファイバートランスポートメディアサーバー (FTMS) サポート用のスロット 5 および 6
の FC ポートを使うことができます。
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■

スロット 5 および 6 の FC HBA カード上のポート 1 は、ターゲットモードで構成され
ます。これらのカードの他のポートはイニシエータモードで構成されます。

この構成には、イーサネットカードは含まれていません。
図 1-14

NetBackup 5230 構成 E

NetBackup 5230 アプライアンスの他の構成や PCIe スロット内の他のカードはサポート
されていません。
p.18 の 「FC HBA ポートについて」 を参照してください。

FC HBA ポートについて
NetBackup 5230 アプライアンスのアドインカードは 5 つの構成で使うことができます。
いくつかの構成では、VMware 用の 1 枚の FC HBA カード、FC 上の最適化された重
複排除、またはテープライブラリの接続性を使うことができます。
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 1-15

FC HBA カードのターゲットポートとイニシエータポート

p.15 の 「NetBackup 5230 の背面パネルの構成について」 を参照してください。
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2 ポート 8 Gb FC HBA について
ファイバーチャネル (FC) ポートは、アプライアンスをクライアントまたは他のファイバート
ランスポートデータ転送デバイスに接続します。
寸法 - 2.54 インチ x 6.6 インチ (6.4516 cm x 16.764 cm) (低背型)
消費電力 - 標準値: 0°C から 55°C (32°F から 131°F) 時で 6.2 ワット
動作温度 - 0°C から 55°C
保存温度 - -40°C から +70°C (-40°F から +158°F)
保存湿度- 10% RH から 90% RH (動作時、結露なし) および 5% RH から 93% RH
(停止時、結露なし)
p.19 の 「デュアルポートの 10 GB イーサネットカードについて」 を参照してください。

デュアルポートの 10 GB イーサネットカードについて
10Gb イーサネットカードは NetBackup 5230 アプライアンスで利用可能です。
寸法 - 2.54 インチ x 6.6 インチ (6.4516 cm x 16.764 cm) (低背型)
消費電力 - 標準値: 0°C から 55°C (32°F から 131°F) 時で 6.2 ワット
動作温度 - 0°C から 55°C
保存温度 - -40°C から +70°C (-40°F から +158°F)
保存湿度- 10% RH から 90% RH (動作時、結露なし) および 5% RH から 93% RH
(停止時、結露なし)
p.19 の 「Symantec Storage Shelf について 」 を参照してください。

Symantec Storage Shelf について
Symantec Storage Shelf の機能を次の表に示します。
表 1-7

ストレージシェルフの機能

機能

説明

容量

3.5 インチ、3 TB、7,200 rpm の SAS ディスクドライブを 16 台格納します。
NetBackup 5230 には 2 TB ディスクも使うことができます。

管理

トラブルシューティング用の CLI を備えたシリアルポート。シマンテック社テクニ
カルサポートまたはシマンテック社の認定サービスプロバイダのみがこのポート
を使用します。
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機能

説明

RAID レベル

RAID 6

I/O ポート

4 つの SAS 6.0 Gbps ポート (独立 I/O モジュールごとに 2 つ)。各 I/O モジュー
ルには 1 つの SAS_IN ポートと 1 つの SAS_OUT ポートが含まれます。各ス
トレージシェルフには 2 つの I/O モジュールがあります。したがって、1 つのスト
レージシェルフには 2 つの SAS_IN ポートと 2 つの SAS_OUT ポートがありま
す。
1 つのストレージシェルフの SAS_IN ポートはアプライアンスに接続されます。
アプライアンスは複数のストレージシェルフに物理的に接続しませんが、アプラ
イアンス監視ソフトウェアはシステム内のすべてのストレージシェルフを検出でき
ます。
シェルフを 2 台使っている場合は、1 台目のストレージシェルフの SAS_OUT
ポートを 2 台目のストレージシェルフの SAS_OUT ポートに接続します。
シリアル RJ -11 ポート 2 つ (I/O モジュールごとに 1 つ)、シマンテック社テクニ
カルサポートのみが使用。

Symantec Storage Shelf の前面パネルと背面パネルを示します。
図 1-16

ストレージシェルフの前面パネル

次の表は、図に示されているストレージシェルフの前面パネル上のコンポーネントをリスト
したものです。
表 1-8

ストレージシェルフの前面パネル上のコンポーネント

番号

コンポーネント

1

16 のディスクモジュールの #1。

2

ディスクモジュールリリースボタン。

3

ディスクの状態表示用 LED

4

ディスクの電源および動作状態表示用 LED
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番号

コンポーネント

5

スロット 16 - ホットスペア

図 1-17

ストレージシェルフの背面パネル

次の表は、図に示されているストレージシェルフの背面パネル上のコンポーネントをリスト
したものです。
表 1-9

ストレージシェルフの背面パネル上のコンポーネント

番号

コンポーネント

1

シリアルポート

2

リリースラッチ

3

I/O モジュール #1

4

SAS_IN ポート

5

SAS_OUT ポート

6

I/O モジュール #2

7

電源 #1 およびファン

8

電源 #2 およびファン

ストレージシェルフのシリアル番号は、ストレージシェルフの右側後方パネルから引き出
せる白いプラスチックのパネルにあります。
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図 1-18

シリアル番号タブ

p.22 の 「アプライアンスとストレージシェルフの接続」 を参照してください。

アプライアンスとストレージシェルフの接続
アプライアンスは、次の図のように、2 本の SAS ケーブルを使用してストレージシェルフ
に接続します。
複数のストレージシェルフを使用する場合は、SAS ケーブルで最初のシェルフと 2 つ目
のシェルフを接続します。2 つ目のシェルフはアプライアンスに物理的には接続されませ
ん。
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図 1-19

NetBackup 5230 アプライアンスと 2 つのストレージシェルフの接続

次の表に、アプライアンスと 2 つのストレージシェルフの構成を示します。
表 1-10

2 つのストレージシェルフへのアプライアンスの接続

番号

コンポーネント

1

アプライアンス

2

アプライアンス SAS_IN および SAS_OUT ポート

3A

アプライアンスに接続する Symantec Storage Shelf SAS_IN ポート

3B

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

4

別のストレージシェルフの SAS_IN ポートへの接続のみに使用される Symantec
Storage Shelf SAS_OUT ポート

5

ストレージシェルフ
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ファイバーチャネルポートやイーサネットポートで使用するネットワークケーブルは付属し
ていません。ファイバーチャネルやイーサネットケーブルは、お客様で用意していただく
必要があります。
p.19 の 「Symantec Storage Shelf について 」 を参照してください。

NetBackup 5230 マニュアル
NetBackup 5230 アプライアンスは NetBackup Appliance ソフトウェアを実行し、重複
排除と拡張ストレージバックアップ機能を提供します。アプライアンスと NetBackup ソフト
ウェアのマニュアルは次の URL で参照できます。
http://www.symantec.com/docs/DOC2792
p.5 の 「アプライアンスについて」 を参照してください。

24

2
ケーブル
この章では以下の項目について説明しています。
■

電源ケーブル

■

ネットワークケーブル

■

マルチモードファイバーケーブル

■

SAS ケーブル

電源ケーブル
アプライアンスとストレージデバイスの各 AC 電源モジュールには、1 本の AC 電源ケー
ブルが必要です。AC 電源ケーブルの一端は、アプライアンスまたはストレージデバイス
の電力ソケットに接続されます。ケーブルのもう一方の端は、外部電源に接続されます。
メモ: 電源ケーブルは、地域によって異なります。このドキュメントでは、標準の国際ケー
ブルが例として使用されています。
図 2-1

AC 電源ケーブル

電源ケーブルには、活線、中性線、接地線が含まれます。

第 2 章 ケーブル
ネットワークケーブル

p.26 の 「ネットワークケーブル」 を参照してください。

ネットワークケーブル
アプライアンスは、イーサネットケーブル経由で外部と通信します。ネットワークケーブル
の一端は、アプライアンスの管理ネットワークポートまたは顧客ネットワークポートに接続
されます。ケーブルのもう一方の端は、ネットワークスイッチまたは外部のゲートウェイに
接続されます。ケーブルの両端は RJ-45 コネクタです。
図 2-2

ネットワークケーブル

p.26 の 「マルチモードファイバーケーブル」 を参照してください。

マルチモードファイバーケーブル
アプライアンスは、マルチモードファイバー経由で FC スイッチと通信します。マルチモー
ドファイバーの一端がアプライアンスの 10 GE ポートまたは FC ポートに接続されます。
ケーブルのもう一方の端は FC スイッチまたは他のネットワークデバイスに接続されます。
マルチモードファイバーの両端は LC コネクタです。
メモ: ファイバーケーブルは、製品に付属していません。これらのケーブルはお客様が用
意する必要があります。
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図 2-3

マルチモードファイバーケーブル

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。これらは、ファイバーチャネルポートを持つデバイスに付属しています。図は、SFP
(番号 1) とそれに接続された光ファイバーケーブル (番号 2) を示しています。

サポート対象の SFP は以下のとおりです。
■

Finisar

■

JDSU

p.27 の 「SAS ケーブル」 を参照してください。

SAS ケーブル
SAS ケーブルには、両端に SAS コネクタが取り付けられています。各ストレージデバイ
スには、2 本の SAS ケーブルが付属しています。各 SAS ケーブルのサポート最大長は
1 メートル (3.28 フィート) です。
詳しくは、必要に応じてアプライアンスとストレージシステムの接続のセクションを参照して
ください。
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図 2-4

SAS ケーブル

p.25 の 「電源ケーブル」 を参照してください。
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技術仕様、標準、コンプライ
アンスの情報
この章では以下の項目について説明しています。
■

技術仕様

■

環境仕様

■

プロトコル規格

■

規制、コンプライアンス、認定について

技術仕様
表 3-1 と表 3-2 に、デバイスの仕様を示します。
メモ: アプライアンスの重量には、10 個のディスクドライブモジュール、2 個の空のディス
クドライブキャリア、2 個の電源モジュールが含まれます。

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

メモ: 移送重量は、デバイスの最大重量と移送資材の最大重量の合計です。
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表 3-1

アプライアンスの仕様

パラメータ

説明

ラック情報

ラック設置の高さは、ラックキャビネット内でアプライア
ンスによって占められる領域です。アプライアンスのラッ
ク高さは 2U です (3.5 インチ、8.9 cm)。アプライアン
スは、幅 19 インチ (48.26 cm) のラックキャビネットに
取り付けてください。
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。

重量

重量: 23.58 Kg (52 lbs)

寸法

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

消費電力

最大 750 W

電源パラメータ

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

システム固有の可用性

≥ 99.95%

平均修復時間 (MTTR)

1hr

動作温度

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

非動作温度

-40 ℃から +70 ℃

非動作湿度

35 ℃ にて 90 % (結露なきこと)

音響騒音

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

システム冷却要件

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

次の表に、ストレージシェルフの詳細について示します。
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表 3-2

ストレージシェルフ技術仕様

パラメータ

説明

ラック情報

ラック設置の高さは、ラックキャビネット内でストレージ
シェルフによって占められる領域です。ストレージシェ
ルフのラック高さは 3U です (5.25 インチ、13.35 cm)。
ストレージシェルフは、幅 19 インチ (48.26 cm) のラッ
クキャビネットに取り付けてください。
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。

重量

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

寸法

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

消費電力

最大 580 W

電源パラメータ

AC 電圧範囲: 100 V から 127 V、200 V から 240 V
AC 周波数範囲: 47 Hz から 63 Hz

システム固有の可用性

≥ 99.95%

平均修復時間 (MTTR)

1 時間未満

p.31 の 「環境仕様」 を参照してください。

環境仕様
次の表は、NetBackup Appliance とストレージデバイスの必要条件の一覧です。
表 3-3

環境要件

コンポーネント

要件

動作温度

10 ℃から 35 ℃ (41 °F から 95 °F)

保管温度

-40℃から 70℃ (-40°F から 158°F)

輸送温度

-40℃から 70℃ (-40°F から 158°F)
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コンポーネント

要件

温度勾配

10°C/h

動作湿度

10 % RH から 85 % RH

動作高度

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

保管高度

-30 m から 3,000 m

騒音

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

p.32 の 「プロトコル規格」 を参照してください。

プロトコル規格
次の表に、NetBackup Appliance とストレージデバイスが順守する規格を示します。
表 3-4

規格順守

規格

バージョン

IPMI2.0

Intelligent Platform Management Interface Specification Second
Generation v2.0, Document Revision 1.0

SMBIOS

System Management BIOS (SMBIOS) Reference Specification, Version
2.5

SAS

SAS- 2.1

ACPI

Advanced Configuration and Power Interface Specification, Revision
3.0, September 2

IP

RFC0791: インターネットプロトコル

FC

INCITS T11 (X3T9.3)

PCI Express

PCIe 3.0

p.33 の 「規制、コンプライアンス、認定について」 を参照してください。
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規制、コンプライアンス、認定について
詳しくは、『NetBackup 5230 アプライアンスと Symantec Storage Shelf 安全とメンテナ
ンスガイド』を参照してください。
http://www.symantec.com/docs/DOC2792
p.29 の 「技術仕様」 を参照してください。
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