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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。
■

製品の概要

■

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

■

IPMI 構成について

■

製品のマニュアル

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。
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。
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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。

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。

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)
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番号

説明

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)

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。
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番号

説明

色

2

動作状態表示用 LED 緑色に点灯しない
緑色に点滅

表示の意味
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.9 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 1-3

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)

p.11 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。
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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.11 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。
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
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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

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

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.12 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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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
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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。

IPMI 構成について
インテリジェントプラットフォーム管理インターフェース（IPMI）は、ホストシステムの CPU、
ファームウェア、オペレーティングシステムとは関係なく管理、監視機能を提供します。 ア
プライアンス用の IPMI サブシステムを構成できます。IPMI サブシステムは、アプライア
ンスの背面パネルにあるリモート管理ポートを使って接続できます。
次の図は、5230 アプライアンスの背面パネルのリモート管理ポート (または IPMI ポート)
を示します。

IPMI
ポート
IPMI は、予想外の停電によって接続済みのシステムが終了する場合に役立ちます。 電
源のリストア後にアプライアンスにアクセスできない場合、ラップトップまたはデスクトップコ
ンピュータを使ってリモートでアプライアンスにアクセスすることができます。この場合、オ
ペレーティングシステムやログインシェルではなくハードウェアへのネットワーク接続が使
われます。 これによって、電源が切断されたり、応答しなくなったり、オペレーティングシ
ステムが存在しない場合であってもアプライアンスを制御、監視できます。
次の図に、IPMI がどのように働くかを示します。
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IPMI の働き

アプライアンスの電源が切れているか
またはネットワークインターフェース
を使ってアクセスできない

Symantec NetBackup
Appliance

リモート管理
ポート
IPMI を使ったアウトオブバンド管理
リモート管理コンソール

IPMI の主要な用途には次があります。
■

電源が切断されたまたは応答しないアプライアンスを管理します。 IPMI を使うと、リ
モートからアプライアンスの電源オン、オフ、または再起動を実行することができます。

■

帯域外の管理を提供し、支店、リモートのデータセンターなど、アプライアンスへの
ローカルの物理アクセスが不可能または望ましくない状況を管理します。

■

通常のネットワークインターフェースを使ってアプライアンスにアクセスできない場合、
IPMI を使ってリモートから NetBackup Appliance シェルメニューにアクセスできま
す。
メモ: IPMI インターフェースを使って NetBackup Appliance シェルメニューにのみア
クセス可能です。 IPMI インターフェースを使って NetBackup アプライアンス Web
コンソールにアクセスすることはできません。

■

ISO リダイレクトを使って IPMI インターフェースからアプライアンスを再イメージング
します。

■

アプライアンスのハードウェア健全性をリモートから監視します。

■

キーボード、モニター、マウス（KVM）ソリューションなど煩雑なケーブル配線やハード
ウェアを避けます。

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。
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表 1-7 と表 1-8 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 1-7

NetBackup Appliance 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

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。
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 1-8

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 5230 初期
構成ガイド

ネットワークでアプライアンスを設定し、ストレージのパーティ
ションを作成するための情報を提供します。

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.6 の 「製品の概要」 を参照してください。
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2
インストール要件
この章では以下の項目について説明しています。
■

電源の概要

■

電気の安全性

■

熱放散

■

環境のチェックリスト

■

IPMI 構成の前提条件

電源の概要
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、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。

サイトで複数の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。

第 2 章 インストール要件
電気の安全性

表 2-1

電源の値

サブコンポーネント

アプライアンス

ストレージシェルフ

最大の電力消費

750 W

580 W

AC 電圧範囲

90 V から 132 V

100 V から 240 V

180 V から 264 V
AC 周波数範囲

47 Hz から 63 Hz

50 Hz から 60 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.17 の 「電源の概要」 を参照してください。
p.18 の 「熱放散」 を参照してください。
p.19 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。

■

アプライアンス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.17 の 「電源の概要」 を参照してください。

熱放散
このセクションでは、アプライアンスとストレージシェルフの熱放散の必要条件について説
明します。 デバイスを取り付ける前に、サイトの熱放散がデバイスを適切に実行するため
の条件を満たしているかどうかを確認します。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。

■

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。
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アプライアンスは前面パネルから空気を取り込み、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。

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 2-2

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。

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。
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p.17 の 「電源の概要」 を参照してください。
p.18 の 「電気の安全性」 を参照してください。
p.18 の 「熱放散」 を参照してください。

IPMI 構成の前提条件
次の構成の前提条件を確認してください。
■

専用のネットワークインフラストラクチャがあることを確認します。リモート管理ポートは、
1 Gb/s (NetBackup 5230 アプライアンス用) です。

■

リモート管理ポートは、最大 1Gbps（5230 アプライアンスの場合）のリンク速度を
auto-negotiation で切り替えることができます。
メモ: IPMI が管理されたスイッチポートに接続されている場合、スイッチポートを自動
交渉に設定することをお勧めします。

■

ファイアウォールがアプライアンスと (ノート PC などの) アプライアンスを管理するリ
モートデバイス間に存在する場合は、次のポートを開きます。
22

SSH

80

HTTP

162

SNMP

443

HTTPS

623

KVM

5120

RMM ISO/CD

5123

RMM フロッピーディスク

5124

CD

5127

SSL

5900

KVM CLI

7578

RMM CLI

7582

SSL
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メモ: プライベート内部ネットワークがある場合は、それに応じてネットワークアドレス変
換 (NAT) で設定を構成してください。

■

リモート管理ポートは DHCP または固定アドレスとして構成する必要があります。
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3
ハードウェアのインストール
準備
この章では以下の項目について説明しています。
■

工具

■

ハードウェアの取り付けについて

■

環境仕様

■

ESD 防護手段

■

ラック準備の確認

■

梱包物の確認

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)

■

マルチメーター (任意)

第 3 章 ハードウェアのインストール準備
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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。
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
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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。

環境仕様
表 3-1 は、NetBackup Appliance とストレージデバイスの必要条件の一覧です。
表 3-1

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.26 の 「梱包物の確認」 を参照してください。
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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。
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.24 の 「環境仕様」 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。

■

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。
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■

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。
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。
p.25 の 「ESD 防護手段」 を参照してください。
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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

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
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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。
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

■

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。

28

第 4 章 ラックへのハードウェアのインストール
Symantec Storage Shelf ガイドレールの取り付け

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.29 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)

■

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
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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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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.32 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.34 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。

p.36 の 「ケーブルについて」 を参照してください。
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この章では以下の項目について説明しています。
■

ケーブルについて

■

VGA ケーブルの接続

■

ネットワークケーブルの接続

■

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

■

Small Form-factor Pluggable (SFP+) トランシーバの接続

■

電源コードの接続

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。
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
NetBackup アプライアンスとストレージシェルフには、現在、2 本の AC 電源コードが
付属しています。 ラック環境内の電力配分を改善するため、シマンテック社では AC
電源ケーブルの代わりに 2 本の電力配分装置（PDU）互換ケーブル（C13-C14）が
付属します。 新しいケーブルへの移行は徐々に行われます。

■

アプライアンスをストレージデバイスに接続したり、ストレージデバイス同士を接続する
ための 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。
■

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
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■

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.9 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。

NIC1/ NIC2/
ETH0 ETH1
NIC3/ NIC4/
ETH2 ETH3

IPMI

NIC6/
ETH5
NIC5/
ETH4

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。
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p.39 の 「Small Form-factor Pluggable (SFP+) トランシーバの接続」 を参照してくださ
い。

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。
表 5-1

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

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

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.40 の 「電源コードの接続」 を参照してください。
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Small Form-factor Pluggable (SFP+) トランシーバの接
続
NetBackup Appliance でファイバーチャネルプラグインを使う場合、SFP ファイバーチャ
ネルアダプタをファイバーチャネルポートに接続する必要があります。このアダプタでは、
光ファイバーと銅線の両方のファイバーチャネルケーブルを使用できます。
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アドインカードに付属しています。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

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。
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電源コードの接続

■

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
のキャップを取り外します。

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外します。

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.36 の 「ケーブルについて」 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。

40

6
アプライアンスの動作の検
証と IPMI の構成
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

■

ストレージシェルフの電源オン

■

アプライアンスの電源オン

■

NetBackup Appliance シェルメニューでの IPMI の構成

■

シマンテック社のリモート管理インターフェースにアクセスして使用する

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 6-1 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。

第 6 章 アプライアンスの動作の検証と IPMI の構成
ストレージシェルフの電源オン

表 6-1

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。

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。

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。

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。

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オン
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 アプライアンスの電源をオンにする前に、各ストレージシェルフの電源
をオンにする必要があります。 ストレージシェルフが初期化されたら、アプライアンスの電
源をオンにします。
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ストレージシェルフの電源をオンにするには

1

2 つのメイン AC 電源コンセントまたは PDU コネクタに各ストレージシェルフの 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。

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.11 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。

アプライアンスの電源オン
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

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

各ストレージシェルフが電源オンであり、正しく動作することを確認します。

4

前面パネルの右側にある電源ボタンを使って、アプライアンスの電源をオンにしま
す。

5

NetBackup Appliance が正しく動作しているかどうかを判断します。
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■

フロントパネルのインストール済みディスクドライブの状態 LED （1）とアクティビ
ティ （2） LEDを確認します。

状態 LED (1) は点灯していないはずです。 次の表示が可能です。
■

橙色で点灯する LED はディスクエラーを示します。

点滅している橙色の LED は RAID の再構築が進行中であることを示しま
す。
動作状態表示用 LED (2) は次を示します。
■

■

■

LED は電源がオンであってもディスクがスピンダウンしたときには点灯しませ
ん。

■

LED は電源がオンであってもディスクのアクティビティがないときには緑色で
点灯します。

■

LED は、ディスクがスピンアップすると、緑色で点滅します。

■

LED は、コマンドが処理されるときに、ときどき緑色で点滅します。

前面コントロールパネルのすべての LED を確認します。

番号

説明

番号

説明

1

システム ID ボタン

6

システムの状態 LED

2

NMI ボタン（使用しない）

7

電源ボタンと LED

3

eth0 NIC1 の動作状態表
示用 LED

8

ハードディスクドライブの動
作状態表示用 LED
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■

番号

説明

番号

説明

4

eth2 NIC3 の動作状態表
示用 LED

9

eth3 NIC4 の動作状態表示
用 LED

5

システムのコールドリセット
用ボタン

10

eth1 NIC2 の動作状態表示
用 LED

背面パネルの電源モジュール LED を確認します。 各モジュールに 1 つの LED
があります。

p.41 の 「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」 を参照してください。

NetBackup Appliance シェルメニューでの IPMI の構成
このセクションでは NetBackup Appliance シェルメニューで IPMI を構成する方法を説
明します。
NetBackup Appliance シェルメニューで IPMI を構成するには

1

IPMI の構成を開始する前に、IPMI を構成するアプライアンスに関する次の情報を
入手してください。
IP アドレス

リモート管理ポートのデフォルトの固定 IP アドレスを変更するためのリモート
管理ポートの IP アドレス。

サブネットマス ネットワークコンピュータとリモート管理ポート間の接続を有効にします。
ク
ゲートウェイ IP ネットワークコンピュータとリモート管理ポート間の接続を有効にします。
アドレス

IPMI の前提条件についての以降のセクションも確認します。
p.20 の 「IPMI 構成の前提条件」 を参照してください。

2

NetBackup Appliance シェルメニューにログオンします。
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3

アプライアンスのユーザー名およびパスワードを入力します。 デフォルトでは、ユー
ザー名は admin で、パスワードは P@ssw0rd（「0」は数字のゼロ）です。

4

Main_Menu プロンプトで Support と入力し、［サポート (Support)］メニューに移動
します。

5

Main_Menu >［サポート (Support)］ビューで、次のコマンドを入力してリモート管理
ポートを設定します。
IPMI Network Configure <IPAddress> <Netmask> <GatewayIPAddress>

ここで、IP address はリモート管理ポートの新しい IP アドレスです。 サブネットマス
クとゲートウェイによって、ネットワークコンピュータとリモート管理ポート間の接続が
有効化されます。
リモート管理ポートは DHCP または固定アドレスとして構成する必要があります。
任意のタイミングで、次のコマンドを実行して IPMI ネットワークの詳細を確認できま
す。
IPMI Network Show

6

IPMI サブシステムにアクセスする新しいユーザーを追加する場合は、次のコマンド
を入力します。
IPMI User Add <User_Name>

New Password プロンプトで、ユーザーのパスワードを入力します。
デフォルトのユーザー名は sysadmin です。デフォルトのパスワードは P@ssw0rd
です。ここで、0 は数字のゼロです。
任意のタイミングで、次のコマンドを実行して IPMI にアクセスできるユーザーを確認
できます。
IPMI User List

7

Return と入力すると、Main_Menu プロンプトに戻ります。

8

IPMI ポートをネットワークに接続する場合は、Cat5 ケーブルを使います。

9

アプライアンスで初期構成の準備ができました。 初期構成の必要条件と手順につ
いては、『Symantec NetBackup Appliance 初期構成ガイド』を参照してください。

シマンテック社のリモート管理インターフェースにアクセ
スして使用する
IPMI Web インターフェースは、NetBackup 5220 以降のアプライアンスのシマンテック
社のリモート管理として知られています。シマンテック社のリモート管理インターフェース
を使って NetBackup アプライアンスのシェルメニューにログオンできます。
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シマンテック社のリモート管理インターフェースを使う前に、次の前提条件を満たす必要
があります。
■

シマンテック社のリモート管理インターフェースは、NetBackup Appliance シェルメ
ニューを使って最初に設定する必要があります。

■

機能している電源に少なくとも 1 本の電源コードが接続されている必要があります。

■

少なくとも 1 ユーザーが LAN チャネルを使える状態である必要があります。

リモートコンピュータから IPMI Web インターフェースにアクセスして使うには

1

ネットワークのリモートコンピュータにログオンしてサポート対象の Windows ブラウ
ザを開きます。

2

リモート管理ポートに割り当てるリモート管理ポートの IP アドレスを入力します。次の
ページが表示されます。

3

ログイン情報を入力してください。デフォルトのユーザー名は sysadmin です。デ
フォルトのパスワードは P@ssw0rd です。ここで、0 は数字のゼロです。
［ログイン (Login)］をクリックします。
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4

［Remote Control］セクションでは、サーバーをリモートで監視し、制御できます。ア
プライアンスの NetBackup Appliance シェルメニューを起動するには、［コンソール
リダイレクト (Console Redirection)］タブの下で［コンソールの起動 (Launch
Console)］をクリックします。

5

クリックすると JViewer アプリケーションが開きます。このアプリケーションを使ってリ
モートでアプライアンスを監察し、制御できます。Java Runtime Environment (JRE)
のバージョン 6.0 以降が必要です。Java をインストールします (必要な場合)。
注意: Java 7 update 45 以降では、アプライアンスの IPMI ポートから KVM リモー
トコンソールを起動するとセキュリティ警告が表示されることがあります。警告は、適
切な権限がないので IPMI ポートからアプライアンスにアクセスできないことを示しま
す。 この問題を解決する方法について詳しくは、次の文書を参照してください。
http://www.symantec.com/docs/TECH212531

6

シェルメニューにアクセスしてログオンできるようになりました。NetBackup Appliance
のユーザー名およびパスワードを入力します。
デフォルトでは、ユーザー名は admin で、パスワードは P@ssw0rd (「0」は数字のゼ
ロ) です。
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A
ハードウェアのチェックリス
ト
この付録では以下の項目について説明しています。
■

ラック前面

■

ラック背面

ラック前面
表 A-1 のリストを使って、ラックの前面から目視できる項目を確認します。
前面からアクセス可能なハードウェアの必要条件

表 A-1
可、不可、適
用なし

タスク
アプライアンスがストレージシェルフの上部のラックに固定されていることを確認
します。
NetBackup 5230 アプライアンスの場合:
■

■

前面パネルのスロット 0 と 1 の 2 台のディスクドライブが確実に設置されて
いるかの確認。
スロット 4 から 11 に 8 つのストレージディスクがしっかりとインストールされて
いることを確認します。

Symantec Storage Shelf がアプライアンスで使用される場合、Symantec
Storage Shelf がしっかりとインストールされていることを確認します。ラックが転
倒しないように、すべてのシェルフをアプライアンスの下にインストールしてくださ
い。

付録 A ハードウェアのチェックリスト
ラック背面

ラック背面
表 A-2 のリストを使って、ラックの背面から目視できるすべてのコンポーネントが正しく設
置されていることを確認します。
表 A-2
可、不可、適
用なし

ラック背面からアクセス可能なハードウェアの必要条件
タスク
各アプライアンスの背面とストレージシェルフがラック内で固定されていることを
確認します。
各アプライアンスに接続されている電源ケーブルが 240-VAC の電源に接続さ
れていることを確認します。
各ストレージシェルフに接続されている電源ケーブルが 240-VAC の電源に接
続されていることを確認します。
アプライアンスの背面パネルの eth0 が管理目的にのみ使われていることを確認
します。 このポートはお客様の本番用のネットワークに接続しないでください。
イーサネットケーブルによってアプライアンスの 1 Gb または 10 Gb イーサネット
ポートがスイッチまたは他のネットワークインターフェースに接続されていることを
確認します。
IPMI ポートのケーブルが安全であることを確認します。
SAS ケーブルによってアプライアンスの各 SAS ポート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ことを確認します。SAS ケーブルのサ
ポートされる最大長は 1 m (3.28 フィート) です。
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