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1
ハードウェアの概要
この章では以下の項目について説明しています。
■

製品の概要

■

寸法

■

ハードウェアのシリアル番号の確認

■

アプライアンスの前面パネル

■

アプライアンスの背面パネル

■

PCIe ライザーアセンブリとスロット番号

■

ストレージシェルフの前面パネル

■

ストレージシェルフの背面パネル

■

ハードウェアの起動シーケンス

製品の概要
RAID 1 構成の 2 つのディスクドライブはアプライアンスにオペレーティングシステムを提
供します。これらのディスクドライブはアプライアンスの前面パネルのスロット 0 および 1
にあります。
アプライアンスには、ストレージ容量がそれぞれ異なる 8 つのデータおよびパリティディ
スクドライブも装備されています。これらのディスクドライブはアプライアンスの前面パネル
のスロット 4 から 11 にあります。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。
アプライアンス内の 8 つの 3 TB ストレージディスクを使うオプションでは、ストレージシェ
ルフなしで 14 TB のストレージが提供されます。
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寸法

最大 4 つのストレージシェルフを追加して、アプライアンスを含むストレージ容量を 158
TB に増設することができます。
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.6 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
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を次に一覧表示します。
■

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 31.5 インチ (800mm) に拡張対応です。 こ
のレールの品番は AXXPRAIL です。この長さはラックポストの間で可能な最大の深さで
す。ラックポスト間の間隔が 31.5 インチ (800mm) より長い場合、レールとアプライアンス
を正しく設置することはできません。他のレールは長さが異なる可能性があります。 アプ
ライアンスは標準の 19 インチ (482.6 mm) 幅のラックに収容されます。
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 5.25 インチ (13.33 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は標準の 19 インチ (482.6 mm) 幅のラックに収容されます。
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。
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ハードウェアのシリアル番号の確認
アプライアンスまたはストレージシェルフに接続できない場合は、実際のハードウェアから
シリアル番号を見つけることができます。
■

NetBackup 5230 アプライアンスおよび NetBackup 5330 サーバーでは、アプライ
アンスの背面パネルにある縦のパネルにシリアル番号が示されています。

■

NetBackup 5330 プライマリストレージシェルフおよび拡張ストレージシェルフの前面
パネルの右下にある縦型の白いラベルにシャーシのシリアル番号が示されています。
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NetBackup 5220 アプライアンスのシリアル番号はアプライアンスの背面パネルにありま
す。ラベルは IPMI ポート付近の薄い金属片にあります。

Symantec Storage Shelf のシリアル番号はストレージシェルフの背面パネルにあります。
シェルフの右側で、ストレージシェルフから白いつまみを引き出します。
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以前のモデルには 2 つの番号がある場合があります。HOST 番号はアプライアンスに適
用されます（無視して構いません）。これらのモデルでは、STORAGE 番号がストレージ
シェルフのシリアル番号です。

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
をアクティブにすると、アプライアンスの動作中に一方のディスクをスワップできます。
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ない場
合があります。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。使用できるストレージ容量として 14 TB を
提供する 3 TB ストレージディスクを購入することもできます。追加ストレージが必要な場
合は、Symantec Storage Shelves を追加できます。
1 つの NetBackup 5230 Appliance で最大 4 つのストレージシェルフを使うことができ
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 1-1 で説明します。
NetBackup アプライアンスの前面パネルの制御と機能

表 1-1
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します。 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。

次の表に、ディスクドライブの LED を示します。
表 1-2

ディスクドライブモジュールの LED

番号

説明

色

表示の意味

1

状態 LED

消灯

エラーなし

橙色に点灯

ディスクのエラー

橙色に点滅

RAID の再構築が進行
中。

2

動作状態表示用 LED 緑色に点灯しない
緑色に点滅

ディスクがスピンダウンし
ている。

ディスクが動作していな
場合によっては、緑色に点
い。
滅
ディスクがスピンアップし
ている。
コマンドが処理されてい
る。

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.12 の 「 アプライアンスの背面パネル」 を参照してください。
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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。

表 1-3

NetBackup Appliance の背面パネル

番号

機能

1、2

電源モジュール #1、#2

3

NetBackup Appliance リリース 2.6.0.2 から、eth0/NIC1 ポートをバックアップジョ
ブのために、ネットワークで設定して使うことができます。 このポートをバックアッ
プのために使う場合は、リモート管理（IPMI）ポートを設定してアプライアンスにア
クセスする必要があります。

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)
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NetBackup 5230 アプライアンスには、ラボ環境がこのような要件に対応できるように、出
荷時にアーススタッドが付いています。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。

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。

PCIe ライザーアセンブリとスロット番号
各アプライアンスには 2 つの PCIe ライザーアセンブリが含まれています。各ライザーア
センブリは、3 つの PCIe アドインカードを保持できます。カードを挿入できるスロットは、
ライザー番号およびスロット番号で決まります。次の図では、PCIe ライザーが R2 および
R1 として表示されています。R2 ライザーでは、ライザーの下から上に向かって、PCIe
スロットに 1 から 3 の番号が付いています。R1 ライザーでは、ライザーの下から上に向
かって、PCIe スロットに 4 から 6 の番号が付いています。
図 1-1

アプライアンスの PCI ライザーとスロット番号

ライザー 2

ライザー 1

スロット 3
スロット 2
スロット 1

スロット 6
スロット 5
スロット 4

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。

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、RAID 6 アレイに構成された 16 のディス
クドライブが含まれています。
16 の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外すことができます。LED
は各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。
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ストレージシェルフの前面パネルには、3 つの LED が 2 組、シェルフの右側のハンドル
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 1-4

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 1-5

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

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

動作中

動作中
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LED 名

状態

説明

ハートビート

消灯

システムがオフ

緑色に点滅

通常動作

ストレージシェルフの 16 のディスクドライブには次のようなラベルが付いています。スロッ
ト 16 のドライブはホットスペアです。

p.15 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。
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ハードウェアの起動シーケンス

ストレージシェルフの背面パネル

表 1-6
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

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。

ハードウェアの起動シーケンス
特定のシーケンスはデバイスを開始するために必要です。 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 RAID コントローラに認識されます。 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。
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ハードウェアの起動シーケンス

デバイスの電源を正しくオンにするには

1

アプライアンスから最も遠いストレージシェルフの電源をオンにします。

2

ストレージシェルフを初期化します。 ディスクドライブの状態を判断するために次の
図と表にある LED を使います。 最適な状態であれば、各ディスクドライブの上部に
ある LED は緑色です。 最適な状態であれば、各ディスクドライブの下部にある LED
は青色です。

番号

説明

1

スロット 1

2

ディスクドライブリリースボタン

3

ディスクドライブの状態表示用 LED

4

5

■

緑色に点灯 - ドライブは構成されている

■

橙色に点灯 - ドライブエラーの可能性あり

ディスクドライブの電源および動作状態表示用 LED
■

青色に点灯 - ドライブが存在する

■

青色に点滅 - ドライブがアクティブである

スロット 16 - ホットスペア

3

次のシェルフをオンにし、初期化します。

4

すべてのストレージシェルフを 1 つずつオンにし、初期化します。

5

ブート順序は事前設定され、固定です。ブート順序の調整は必要ありません。

6

ストレージ構成のインポートは自動です。 外部の構成を手動でインポートする必要
はありません。

アプライアンスとストレージユニットの初期構成に進みます。
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2
ハードウェアの取り付け前
の情報および要件
この章では以下の項目について説明しています。
■

ハードウェアの取り付けについて

■

工具

■

環境仕様

■

ラック準備の確認

■

梱包物の確認

ハードウェアの取り付けについて
警告: NetBackup の装置とコンテナには 70 lbs (31.75 kg) 以上搭載できます。 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。
アプライアンスに提供されるラックレールは 31.5 インチ (800mm) に拡張対応です。
このレールの品番は AXXPRAIL です。この長さはラックポストの間で可能な最大の
深さです。ラックポスト間の間隔が 31.5 インチ (800mm) より長い場合、レールとアプ
ライアンスを正しく設置することはできません。他のレールは長さが異なる可能性があ
ります。 アプライアンスの幅は 19 インチ (482.6 mm) です。

第 2 章 ハードウェアの取り付け前の情報および要件
工具

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。

■

アプライアンスとアプライアンスに最も近い Symantec Storage Shelf 間を 2 本の
SAS ケーブルで接続します。

■

各デバイスに付属する 2 本の電源ケーブルを、適切な AC 電源に接続します。

■

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。

■

アプライアンスをオンにします。

■

デバイスが正しく動作するか確認し、デバイスの設定を開始する。

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

■

ナイフ (開梱用)

■

ESD 防護リストストラップまたは手袋

■

ケーブルのラベル

■

ラベルに記入するときに使うペンまたは鉛筆

■

ケーブルタイおよび斜め切りプライヤ (オプション)

19

第 2 章 ハードウェアの取り付け前の情報および要件
環境仕様

■

マルチメーター (任意)

環境仕様
表 2-1 は、NetBackup Appliance とストレージデバイスの必要条件の一覧です。
表 2-1

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

120 VAC (米国)

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。

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.21 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。
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梱包物の確認

■

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。

■

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

■

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。

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

デバイスを開梱する前に、次のことを確認します。
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梱包物の確認

開梱前にデバイスを確認する方法

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 4
を実行します。

3

箱が損傷していない場合は、デバイスを開梱します。

4

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。
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3
ハードウェアの取り付け手
順
この章では以下の項目について説明しています。
■

注意事項 - 重い設備

■

ストレージシェルフの保護フィルムの除去

■

Symantec Storage Shelf ガイドレールの取り付け

■

ラックへの Symantec Storage Shelf の取り付け

■

NetBackup Appliance のガイドレールの取り付け

■

ラックへの NetBackup Appliance のインストール

■

アプライアンスと 1 つ以上のストレージシェルフの接続

■

VGA ケーブルの接続

■

ネットワークケーブルの接続

■

電源コードの接続

■

ハードウェアの検証、NetBackup 5230 アプライアンスとストレージシェルフの電源オ
ン

第 3 章 ハードウェアの取り付け手順
注意事項 - 重い設備

注意事項 - 重い設備
警告: NetBackup コンポーネントの不適切な処理により、深刻な傷害、機器損傷、または
その両方を被る可能性があります。 NetBackup 5230 アプライアンスにディスクを挿入し
たときの重量は 52 lbs (23.58 kg) です。 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。
重い物の移動については、現場の規則に従ってください。デバイスを移動し、インストー
ルするために少なくとも 2 人が必要となります。
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。
アプライアンスの重量と寸法は以下のとおりです。
■

52 ポンド (23.58 kg)

■

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。
インストール場所に以下のものを設置するスペースの余裕があることを確認します。
■

前面ベゼルとラックハンドル
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ストレージシェルフの保護フィルムの除去

■

背面パネルの電源ラッチ

■

背面パネルのケーブルコネクタ

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。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。
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。
保護フィルムを取り除く方法
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

ストレージシェルフの上部から保護フィルムをはがしてください。

2

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。

3

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。

4

ストレージシェルフの両側のフィルムをはがします。

5

すべてのフィルムをはがします。

p.25 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
■

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)
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Symantec Storage Shelf ガイドレールの取り付け

■

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

ラック内のガイドレールの取り付け位置を確認します。

次のリストに図中のコンポーネントの説明を示します。
番号

説明

1

ストレージシェルフハンドル背部のねじの場所。 ここにねじを挿入して、
レール下部とラックを接続します。 シェルフはレールの出っ張った部分
に置きます。

2

ラックにストレージシェルフを保持する 2 つ目のねじの場所。

2

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。

3

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。

■

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。
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ラックへの Symantec Storage Shelf の取り付け

4

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。

5

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。

6

M5 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。

7

右の取り付けレールに手順 1 から 6 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。

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。
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p.28 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:
■

ラック内のガイドレールの取り付け位置を確認します。

次のリストに図中のコンポーネントの説明を示します。
番号

説明

1

ラックにアプライアンスを接続する脱落防止ねじ。

2

ラックにレール下部を接続する青色のペグ。

3

空（ねじもペグもない)。

4

ラックにレール上部を接続する銀色のペグ。

銀色のペグは、各レールの最上部にあります。 青色のペグは、各レールの下部にありま
す。 青色のペグと正方形の銀色のペグは、ねじやケージナットがなくてもラックにはめ込
めます。
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ラックレールを取り付けるには

1

ラックの両側で、レールを取り付ける U を 1 つ決めます。

2

レールの取り付けに使う U の下に利用可能な完全な U が 1 つあること確認します。

3

左のレールを、前端の L の位置に置きます。 L はラックの内部ではなくラックの左側
の壁に面した位置にあります。

4

選択した U の 2 つのホールにレールを合わせます。

5

U 上部のホールにレール前側の銀色のペグを掛けます。

6

U 下部のホールにレール前側の青色のペグをはめ込みます。
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7

ラックの右側のレールに対して、手順 3 から 6 を繰り返します。

8

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。

p.30 の 「ラックへの NetBackup Appliance のインストール」 を参照してください。

ラックへの NetBackup Appliance のインストール
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。
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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。

アプライアンスと 1 つ以上のストレージシェルフの接続
SAS RAID コントローラの PCIe カードは PCIe のライザーアセンブリ 2 のスロット 1 に
挿入されています。このカードは工場で取り付けられます。権限のあるフィールド技術者
は、カードが本来発注されなかった場合に、既存のカードを置換するか、またはカードを
追加することができます。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。
メモ: バージョン 2.6.0.2 以降、NetBackup 5230 アプライアンスは、Symantec Storage
Shelf と最初に接続する拡張ストレージユニットが一致する必要がなくなりました。そのた
め、バージョン2.6.0.2 の NetBackup 5230 アプライアンスに付属するストレージシェル
フには、一致ユニットを識別する黄色いラベルがありません。
最初のストレージシェルフはアプライアンスの PCIe RAID カードの SAS RAID ポートに
接続されています。ストレージシェルフの SAS_IN ポートはアプライアンスの SAS RAID
ポートに接続する必要があります。
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次の図に、4 つのストレージシェルフの最大容量に接続される NetBackup 5230 アプラ
イアンスを示します。
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表 3-1

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 PCIe カード

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 PCIe RAID カードの SAS ポートに各 SAS ケーブルの他端を接
続します。

3

複数のストレージシェルフが使われている場合は、2 番目のストレージシェルフの
SAS_IN ポートに最初のシェルフの SAS_OUT ポートを接続します。

4

次のストレージシェルフの SAS_IN ポートに 2 番目のストレージシェルフの
SAS_OUT ポートを接続します。

5

次のストレージシェルフの SAS_IN ポートに各ストレージシェルフの SAS_OUT ポー
トを接続します。

6

最後のストレージシェルフの SAS_OUT ポートはどのデバイスにも接続しないでく
ださい。

p.35 の 「電源コードの接続」 を参照してください。

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.12 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。

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があります。リモート管理 (IPMI) ポートは
10 GB のイーサネットポートの左側にあります。
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NIC1/ NIC2/
ETH0 ETH1
NIC3/ NIC4/
ETH2 ETH3

IPMI

NIC6/
ETH5
NIC5/
ETH4

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。NetBackup Appliance
リリース 2.6.0.2 から、eth0/NIC1 ポートをバックアップジョブのために、ネットワークで設
定して使うことができます。 このポートをバックアップのために使う場合は、リモート管理
（IPMI）ポートを設定してアプライアンスにアクセスする必要があります。
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。

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 電源ケーブルか PDU コードが必要です。
ケーブルまたはコード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 電源ケーブルか PDU コードが必要です。 AC
120 Vのソケットに各モジュールを接続します。
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ハードウェアの検証、NetBackup 5230 アプライアンスと
ストレージシェルフの電源オン
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 3-2 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。
表 3-2

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

アプライアンスが、ラックキャビ
ネットの下部、ストレージシェル
フの上にしっかりと配置されて
います。

AC 電源ケーブル

アプライアンスとすべてのスト
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 ポートとスト
レージシェルフの 2 つの
SAS_IN ポートに接続していま
す。

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。

1 つまたは両方の SAS ケーブ
ルが、アプライアンスの 2 つの
RAID ポートとストレージシェル
フの 2 つの SAS_IN ポートに
接続していません。
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コンポーネント

正しい取り付け

複数のストレージシェルフのた SAS ケーブルが、2 段目のシェ
めの SAS ドライブケーブル（使 ルフの 2 つの SAS_IN ポート
用する場合）
と 1 段目のシェルフの 2 つの
SAS_OUT ポートに接続してい
ます。 以降のシェルフも同じよ
うに接続されています。

誤った取り付け
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。
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