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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。
■

NetBackup アプライアンスに対してサポートされているデータ転送方法

■

NetBackup 52xx アプライアンスに対するファイバーチャネルポートの構成オプショ
ンについて

■

NetBackup 5330 アプライアンス用にサポートされている PCIe カードとファイバー
チャネルオプション

■

NetBackup Appliance でのテープへのバックアップのサポートについて

NetBackup アプライアンスに対してサポートされている
データ転送方法
表 1-1は、NetBackup アプライアンス間でサポートされているデータ転送方法について
説明します。具体的には、NetBackup 重複排除アプライアンスモデル 5020 または 5030
および NetBackup アプライアンスモデル 5220 または 5230 が対象です。この情報に
は、サポートされる方法がファイバーチャネル（FC）または TCP/IP を使用するかどうかが
含まれます。
表 1-1は、NetBackup アプライアンス間でサポートされているデータ転送方法について
説明します。具体的には、NetBackup 重複排除アプライアンスモデル 5020 または 5030
と NetBackup アプライアンスモデル 5220、5230、5330 が対象です。 この情報には、
サポートされる方法がファイバーチャネル（FC）または TCP/IP を使用するかどうかが含
まれます。
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NetBackup アプライアンスに対してサポートされているデータ転送方
法

表 1-1
番号

方法

ソーススト
レージ
(Source

ターゲット

操作

1

FC

5220/5230

5020/5030

最適化複製（下記の表の注意を参照して
ください。）

5020/5030

自動イメージレプリケーション。（下記の表
の注意を参照してください。）

52xx/5330
2

FC

5220/5230
52xx/5330

3

FC

5020/5030

5020/5030

最適化複製

4

FC

5020/5030

5020/5030

自動イメージレプリケーション。

5

FC

SAN クライア 5220/5230
ント
52xx/5330

メディアサーバーの重複排除

6

TCP/IP

5220/5230

5220/5230

最適化複製

52xx/5330

52xx/5330

5220/5230

5220/5230

52xx/5330

52xx/5330

5220/5230

5020/5030

最適化複製

5020/5030

自動イメージレプリケーション。

7

8

TCP/IP

TCP/IP

自動イメージレプリケーション。

52xx/5330
9

TCP/IP

5220/5230
52xx/5330

10

TCP/IP

5020/5030

5020/5030

最適化複製

11

TCP/IP

5020/5030

5020/5030

自動イメージレプリケーション。

メモ: 重複排除操作のために、5220 および 5230 のアプライアンスでは、5020 および
5030 のアプライアンスと直接通信するために FC 接続を使用することもできます。詳しく
は、次のトピックを参照してください。
p.54 の 「ファイバーチャネルを使って NetBackup 52xx アプライアンスから NetBackup
50xx アプライアンスに直接バックアップを作成する設定ファイバーチャネルを使って
NetBackup 52xx または 5330 アプライアンスから NetBackup 50xx アプライアンスに直
接バックアップを作成する設定」 を参照してください。
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メモ: 重複排除操作のために、5220、5230、5330 のアプライアンスでは、5020 と 5030
のアプライアンスと直接通信するために FC 接続を使うこともできます。 詳しくは、次のト
ピックを参照してください。
p.54 の 「ファイバーチャネルを使って NetBackup 52xx アプライアンスから NetBackup
50xx アプライアンスに直接バックアップを作成する設定ファイバーチャネルを使って
NetBackup 52xx または 5330 アプライアンスから NetBackup 50xx アプライアンスに直
接バックアップを作成する設定」 を参照してください。
表 1-2は、NetBackup 重複排除および NetBackup アプライアンスに対してサポートさ
れていないデータ転送方法を説明します。
NetBackup アプライアンスに対してサポートされていないデータ転送
方法

表 1-2
番号

方法

ソーススト
レージ
(Source

ターゲット

操作

1

FC

5220/5230

5220/5230

最適化複製

52xx/5330

52xx/5330

5220/5230

5220/5230

52xx/5330

52xx/5330

5020/5030

5220/5230

2

3

FC

FC

自動イメージレプリケーション。

最適化複製

52xx/5330
4

FC

5020/5030

5220/5230

自動イメージレプリケーション。

52xx/5330
5

FC

SAN クライア 5020/5030
ント

クライアントの重複排除

6

TCP/IP

5020/5030

最適化複製

5220/5230
52xx/5330

7

TCP/IP

5020/5030

5220/5230
52xx/5330

自動イメージレプリケーション。
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NetBackup 52xx アプライアンスに対するファイバーチャ
ネルポートの構成オプションについて
NetBackup 52xx アプライアンスは、ファイバーチャネル (FC) の使用をサポートし、次に
挙げる機能があります。
NetBackup 5220 アプライアンスは、ファイバーチャネル (FC) の使用をサポートし、次に
挙げる機能があります。
■

SAN クライアント
この機能は NetBackup クライアントの高速バックアップと復元を提供します。SAN ク
ライアントは特別な NetBackup クライアントです。LAN ではなく SAN 接続で大量
データを迅速にバックアップすることができます。バックアップと復元のトラフィックは
FC で起き、NetBackup のサーバーとクライアントの管理トラフィックは LAN で起きま
す。
NetBackup 5220 または 5230 を SAN クライアントの機能と連動するように構成する
方法についての情報は、次のトピックを参照してください。
NetBackup 5220 を SAN クライアントの機能と連動するように構成する方法につい
ての情報は、次のトピックを参照してください。
p.42 の 「NetBackup Appliance のファイバートランスポートパスについて」 を参照し
てください。
p.49 の 「アプライアンス HBA WWPN を特定する方法」 を参照してください。

■

NetBackup 5020 または 5030 への最適化複製
最適化複製では、バックアップイメージを NetBackup 5220 アプライアンスまたは
5230 アプライアンス (ソース) から NetBackup 5020 アプライアンスまたは 5030 ア
プライアンス (宛先) にコピーします。
最適化複製では、バックアップイメージを NetBackup 5220 アプライアンス (ソース)
から NetBackup 5020 アプライアンスまたは 5030 アプライアンス (宛先) にコピーし
ます。
ソースと宛先は、同じ NetBackup マスターサーバーを使う必要があります。最適化
複製の操作は、重複排除された一意のデータセグメントだけが転送されるため、通常
の複製より効率的です。最適化複製は、ネットワーク上のデータの伝送量を減らし、
バックアップイメージをオフサイトにコピーしてディザスタリカバリに備えるための優れ
た方法です。
NetBackup 5020 または 5030 の重複排除アプライアンスに対して最適化複製が行
われるように NetBackup 5220 または 5230 を構成する方法についての情報は、次
のトピックを参照してください。
NetBackup 5020 または 5030 の重複排除アプライアンスに対して最適化複製が行
われるように NetBackup 5220 を構成する方法についての情報は、次のトピックを参
照してください。
p.42 の 「NetBackup Appliance のファイバートランスポートパスについて」 を参照し
てください。
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p.49 の 「アプライアンス HBA WWPN を特定する方法」 を参照してください。
NetBackup 5020 アプライアンスと 5030 アプライアンスに関する完全な詳細は、
『Symantec NetBackup 重複排除アプライアンスソフトウェア管理者ガイド』を参照し
てください。
■

NetBackup for VMware
この機能は、VMware ESX サーバーで実行される VMware 仮想マシンのバックアッ
プと復元を行います。NetBackup for VMware は、VMware vStorage の API を活
用してデータ保護を行います。バックアップ処理は、ESX サーバーから VMware バッ
クアップホストに移行されます。
NetBackup 52xx アプライアンスでソフトウェアのバージョンが 2.5 以降であれば、ア
プライアンスを VMware のバックアップホストとして使うことができます。それ以前の
バージョンでは、ホストとして別個の Windows システムが必要でした。
NetBackup 5220 または 5230 を VMware のバックアップホストとして構成する方法
についての情報は、次のトピックを参照してください。
NetBackup 5220 を VMware のバックアップホストとして構成する方法についての情
報は、次のトピックを参照してください。
p.57 の 「VMware バックアップホストとして使う NetBackup Appliance について」 を
参照してください。
p.59 の 「VMware バックアップホストとしての NetBackup アプライアンスに関する注
意事項」 を参照してください。
NetBackup for VMware についての完全な詳細と、VMware ポリシーの設定方法に
ついては、『Symantec NetBackup for VMware 管理者ガイド』を参照してください。

■

テープ出力
NetBackup Appliance は、テープへのバックアップをサポートします。バックアップを
FC で 1 つまたは複数のテープライブラリに接続することができます。TLD テープス
トレージデバイスへの接続は、FC の HBA (Host Bus Adapter) で行います。
テープでのバックアップを行うように NetBackup 5220 または 5230 を構成する方法
についての情報は、次のトピックを参照してください。
テープでのバックアップを行うように NetBackup 5220 を構成する方法についての情
報は、次のトピックを参照してください。
p.26 の 「NetBackup Appliance でのテープへのバックアップのサポートについて」
を参照してください。

図 1-1では、サポートされている FC HBA スロットの場所と、挿入された FC HBA カード
のポートの順序について説明します。
NetBackup 5220 では、スロット 2 から 4 までが FC をサポートします。NetBackup 5230
では、スロット 2 から 6 までが FC をサポートします。
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NetBackup 5220 と 5230 の FC HBA スロットとポート

図 1-1

F

スロット 3 (FC HBA)
スロット 2 (FC HBA)
NetBackup 5220

スロット 2 のポート順

ポート 1 (左)

スロット 4 (FC HBA)

スロット 3 と 4 のポート順

ポート 2 (右)

ポート 2 (左)

スロット 3 (FC HBA)
スロット 2 (FC HBA)

ポート 1 (右)

スロット 6 (FC HBA)
スロット 5 (FC HBA)
スロット 4 (FC HBA)

NetBackup 5230

スロット 3 と 4 のポート順

ポート 2 (左)

ポート 1 (右)

次に、サポートされている NetBackup 5220 と 5230 の FC オプションについて概説しま
す。5220 と 5230 のスロット位置と、各オプションでの必須ポート構成も説明されていま
す。
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表 1-3
FC HBA スロット
スロット 2
スロット 2 (5220 と
5230)

サポートされている NetBackup 5220 と 5230 の FC オプションの概
略
サポートされているオプションと必須ポートの構成
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FC HBA スロット

サポートされているオプションと必須ポートの構成
ポート1
■

SAN クライアント - ターゲット (5220 のみ)
NetBackup 5220 アプライアンスのすべての FC HBA ポートは、デフォ
ルトでイニシエータモードになります。SAN クライアントのアプリケーショ
ンでは、SAN クライアントの FT メディアサーバー機能を有効にする必
要があります。この機能を有効にしたとき、スロット 2 とスロット 4 に挿入
した FC HBA カードのポート 1 がターゲットモードに変更されます。SAN
クライアントの機能を使うには、これらのスロットに挿入した FC HBA カー
ドの両方にあるポート 1 を使う必要があります。
NetBackup 5220 アプライアンスのすべての FC HBA ポートは、デフォ
ルトでイニシエータモードになります。このポートで SAN クライアントオ
プションを使うには、SAN クライアントの FT メディアサーバー機能を有
効にする必要があります。 送信先ポートオプションは ［2 ターゲットポー
トのファイバーチャネル接続 (2 target port Fibre Channel connection)］
または ［4 ターゲットポートのファイバーチャネル接続 (4 target port Fibre
Channel connection)］ に設定できます。 この機能を有効にしたとき、ス
ロット 2 とスロット 4 に挿入した FC HBA カードのポート 1 がターゲット
モードに変更されます。SAN クライアントの機能を使うには、これらのス
ロットに挿入した FC HBA カードの両方にあるポート 1 を使う必要があ
ります。
p.36 の 「［設定 (Settings)］>［ネットワーク (Network)］>［ファイバートラ
ンスポート (Fibre Transport)］」 を参照してください。
p.38 の 「ファイバートランスポートの設定の変更」 を参照してください。

メモ: NetBackup 5230 アプライアンスは、スロット 2 の SAN クライアン
トをサポートしません。
■

テープ出力 - 開始プログラム

■

NetBackup for VMware - 開始プログラム

ポート2
■

SAN クライアント - ターゲット (5220 のみ)
NetBackup 5220 アプライアンスのすべての FC HBA ポートは、デフォ
ルトでイニシエータモードになります。このポートで SAN クライアントオ
プションを使うには、SAN クライアントの FT メディアサーバー機能を有
効にして［4 ターゲットポートのファイバーチャネル接続 (4 target port
Fibre Channel connection)］ オプションを設定する必要があります。 こ
の機能を有効にすると、スロット 2 とスロット 4 に挿入した FC HBA カー
ドのポート 1 とポート 2 がターゲットモードに変更されます。 SAN クライ
アント機能を使うには、これらのスロットに挿入した FC HBA カードの両
方にあるポート 1 とポート 2 を使う必要があります。

メモ: ポート 1 がイニシエータモードの場合は、ポート 2 をターゲットモー
ドに設定することはできません。［4 ターゲットポートのファイバーチャネ
ル接続 (4 target port Fibre Channel connection)］オプションを選択し
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第 1 章 概要
NetBackup 52xx アプライアンスに対するファイバーチャネルポートの構成オプションについて

FC HBA スロット

サポートされているオプションと必須ポートの構成
た場合にのみ、ポート 2 をターゲットモードに設定できます。

■

p.36 の 「［設定 (Settings)］>［ネットワーク (Network)］>［ファイバートラ
ンスポート (Fibre Transport)］」 を参照してください。
p.38 の 「ファイバートランスポートの設定の変更」 を参照してください。
最適化複製 (FT ストレージゾーン) - 開始プログラム

■

テープ出力 - 開始プログラム

■

NetBackup for VMware - 開始プログラム

ポートにつきオプションを 1 つのみ使います。
スロット 3

ポート1

スロット 3 (5220 と
5230)

■

テープ出力 - 開始プログラム

■

NetBackup for VMware - 開始プログラム

ポート2
■

テープ出力 - 開始プログラム

■

NetBackup for VMware - 開始プログラム

ポートにつきオプションを 1 つのみ使います。
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第 1 章 概要
NetBackup 52xx アプライアンスに対するファイバーチャネルポートの構成オプションについて

FC HBA スロット
スロット 4
スロット 4 (5220 と
5230)

サポートされているオプションと必須ポートの構成
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第 1 章 概要
NetBackup 52xx アプライアンスに対するファイバーチャネルポートの構成オプションについて

FC HBA スロット

サポートされているオプションと必須ポートの構成
ポート1
■

SAN クライアント - ターゲット (5220 のみ)
NetBackup 5220 アプライアンスのすべての FC HBA ポートは、デフォ
ルトでイニシエータモードになります。SAN クライアントのアプリケーショ
ンでは、SAN クライアントの FT メディアサーバー機能を有効にする必
要があります。この機能を有効にしたとき、スロット 2 とスロット 4 に挿入
した FC HBA カードのポート 1 がターゲットモードに変更されます。SAN
クライアントの機能を使うには、これらのスロットに挿入した FC HBA カー
ドの両方にあるポート 1 を使う必要があります。
NetBackup 5220 アプライアンスのすべての FC HBA ポートは、デフォ
ルトでイニシエータモードになります。このポートで SAN クライアントオ
プションを使うには、SAN クライアントの FT メディアサーバー機能を有
効にする必要があります。 送信先ポートオプションは ［2 ターゲットポー
トのファイバーチャネル接続 (2 target port Fibre Channel connection)］
または ［4 ターゲットポートのファイバーチャネル接続 (4 target port Fibre
Channel connection)］ に設定できます。 この機能を有効にしたとき、ス
ロット 2 とスロット 4 に挿入した FC HBA カードのポート 1 がターゲット
モードに変更されます。SAN クライアントの機能を使うには、これらのス
ロットに挿入した FC HBA カードの両方にあるポート 1 を使う必要があ
ります。
p.36 の 「［設定 (Settings)］>［ネットワーク (Network)］>［ファイバートラ
ンスポート (Fibre Transport)］」 を参照してください。
p.38 の 「ファイバートランスポートの設定の変更」 を参照してください。

メモ: NetBackup 5230 アプライアンスは、スロット 4 の SAN クライアン
トをサポートしません。
■

テープ出力 - 開始プログラム

■

NetBackup for VMware - 開始プログラム

ポート2
■

SAN クライアント - ターゲット (5220 のみ)
NetBackup 5220 アプライアンスのすべての FC HBA ポートは、デフォ
ルトでイニシエータモードになります。このポートで SAN クライアントオ
プションを使うには、SAN クライアントの FT メディアサーバー機能を有
効にして［4 ターゲットポートのファイバーチャネル接続 (4 target port
Fibre Channel connection)］ オプションを設定する必要があります。 こ
の機能を有効にすると、スロット 2 とスロット 4 に挿入した FC HBA カー
ドのポート 1 とポート 2 がターゲットモードに変更されます。 SAN クライ
アント機能を使うには、これらのスロットに挿入した FC HBA カードの両
方にあるポート 1 とポート 2 を使う必要があります。

メモ: ポート 1 がイニシエータモードの場合は、ポート 2 をターゲットモー
ドに設定することはできません。［4 ターゲットポートのファイバーチャネ
ル接続 (4 target port Fibre Channel connection)］オプションを選択し
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第 1 章 概要
NetBackup 52xx アプライアンスに対するファイバーチャネルポートの構成オプションについて

FC HBA スロット

サポートされているオプションと必須ポートの構成
た場合にのみ、ポート 2 をターゲットモードに設定できます。

■

p.36 の 「［設定 (Settings)］>［ネットワーク (Network)］>［ファイバートラ
ンスポート (Fibre Transport)］」 を参照してください。
p.38 の 「ファイバートランスポートの設定の変更」 を参照してください。
最適化複製 (FT ストレージゾーン) - 開始プログラム

■

テープ出力 - 開始プログラム

■

NetBackup for VMware - 開始プログラム

ポートにつきオプションを 1 つのみ使います。
スロット 5 と 6 (5230 ポート1
のみ)
■ SAN クライアント - ターゲット
NetBackup 5230 アプライアンスのすべての FC HBA ポートは、デフォ
ルトでイニシエータモードになります。SAN クライアントのアプリケーショ
ンでは、SAN クライアントの FT メディアサーバー機能を有効にする必
要があります。この機能を有効にしたとき、スロット 5 とスロット 6 に挿入
した FC HBA カードのポート 1 がターゲットモードに変更されます。SAN
クライアントの機能を使うには、これらのスロットに挿入した FC HBA カー
ドの両方にあるポート 1 を使う必要があります。
p.38 の 「ファイバートランスポートの設定の変更」 を参照してください。
■ テープ出力 - 開始プログラム
■

NetBackup for VMware - 開始プログラム

ポート2
■

テープ出力 - 開始プログラム

■

NetBackup for VMware - 開始プログラム

ポートにつきオプションを 1 つのみ使います。
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第 1 章 概要
NetBackup 52xx アプライアンスに対するファイバーチャネルポートの構成オプションについて

FC HBA スロット

サポートされているオプションと必須ポートの構成

スロット 5 と 6 (5230 ポート1
のみ)
■ SAN クライアント - ターゲット
NetBackup 5230 アプライアンスのすべての FC HBA ポートは、デフォ
ルトでイニシエータモードになります。このポートで SAN クライアントオ
プションを使うには、SAN クライアントの FT メディアサーバー機能を有
効にする必要があります。送信先ポートオプションは［2 ターゲットポート
のファイバーチャネル接続 (2 target port Fibre Channel connection)］
または［4 ターゲットポートのファイバーチャネル接続 (4 target port Fibre
Channel connection)］に設定できます。この機能を有効にしたとき、ス
ロット 5 とスロット 6 に挿入した FC HBA カードのポート 1 がターゲット
モードに変更されます。SAN クライアントの機能を使うには、これらのス
ロットに挿入した FC HBA カードの両方にあるポート 1 を使う必要があ
ります。
p.36 の 「［設定 (Settings)］>［ネットワーク (Network)］>［ファイバートラ
ンスポート (Fibre Transport)］」 を参照してください。
p.38 の 「ファイバートランスポートの設定の変更」 を参照してください。
■ テープ出力 - 開始プログラム
■

NetBackup for VMware - 開始プログラム

ポート2
■

SAN クライアント - ターゲット
NetBackup 5230 アプライアンスのすべての FC HBA ポートは、デフォ
ルトでイニシエータモードになります。このポートで SAN クライアントオ
プションを使うには、SAN クライアントの FT メディアサーバー機能を有
効にして［4 ターゲットポートのファイバーチャネル接続 (4 target port
Fibre Channel connection)］オプションを設定する必要があります。こ
の機能を有効にすると、スロット 5 とスロット 6 に挿入した FC HBA カー
ドのポート 1 とポート 2 がターゲットモードに変更されます。 SAN クライ
アント機能を使うには、これらのスロットに挿入した FC HBA カードの両
方にあるポート 1 とポート 2 を使う必要があります。

メモ: ポート 1 がイニシエータモードの場合は、ポート 2 をターゲットモー
ドに設定することはできません。［4 ターゲットポートのファイバーチャネ
ル接続 (4 target port Fibre Channel connection)］オプションを選択し
た場合にのみ、ポート 2 をターゲットモードに設定できます。

■

p.36 の 「［設定 (Settings)］>［ネットワーク (Network)］>［ファイバートラ
ンスポート (Fibre Transport)］」 を参照してください。
p.38 の 「ファイバートランスポートの設定の変更」 を参照してください。
テープ出力 - 開始プログラム

■

NetBackup for VMware - 開始プログラム

ポートにつきオプションを 1 つのみ使います。

p.49 の 「アプライアンス HBA WWPN を特定する方法」 を参照してください。
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第 1 章 概要
NetBackup 5330 アプライアンス用にサポートされている PCIe カードとファイバーチャネルオプション

19

p.42 の 「NetBackup Appliance のファイバートランスポートパスについて」 を参照してく
ださい。

NetBackup 5330 アプライアンス用にサポートされてい
る PCIe カードとファイバーチャネルオプション
NetBackup 5330 アプライアンスには、6 つの PCIe カードスロットが装備されています。
各スロットには、ファイバーチャネル（FC）HBA カードまたはイーサネットカードのいずれ
かが装備されています。
図 1-2 では、PCIe スロットの場所と、設置された FC HBA カードのポートの順序を示し
ます。
図 1-2

NetBackup 5330 PCIe スロットの場所および FC HBA ポートの順序
スロット 3 (10Gb NIC または 8Gb FC HBA)
スロット 2 (10Gb NIC または 8Gb FC HBA)
スロット 1 (FC 予約)

NetBackup 5330

すべてのスロットの FC HBA ポート順序

ポート 2 (左)

スロット 6 (10Gb NIC または 8Gb
FC HBA)
スロット 5 (10Gb NIC または 8Gb
FC HBA)
スロット 4 (FC 予約)

ポート 1 (右)

表 1-4では、各スロットについてサポートされているカードの種類とサポートされている FC
オプションについて説明しています。
表 1-4

サポートされている NetBackup 5330 PCIe のカードスロット構成と FC
オプション

カードスロットと種類

サポートされている FC オプション

スロット 1

外部ストレージ（プライマリストレージシェルフ）の付属装置用に排
他的に予約されています。

FC HBA

第 1 章 概要
NetBackup 5330 アプライアンス用にサポートされている PCIe カードとファイバーチャネルオプション

カードスロットと種類

サポートされている FC オプション

スロット 2

ポート1

10 GB NIC または 8 GB FC
HBA

■

最適化複製 (FT ストレージゾーン) - 開始プログラム

■

テープ出力 - 開始プログラム

■

NetBackup for VMware - 開始プログラム

ポート2
■

最適化複製 (FT ストレージゾーン) - 開始プログラム

■

テープ出力 - 開始プログラム

■

NetBackup for VMware - 開始プログラム

ポートにつきオプションを 1 つのみ使います。
スロット 3

ポート1

10 GB NIC または 8 GB FC
HBA

■

最適化複製 (FT ストレージゾーン) - 開始プログラム

■

テープ出力 - 開始プログラム

■

NetBackup for VMware - 開始プログラム

ポート2
■

最適化複製 (FT ストレージゾーン) - 開始プログラム

■

テープ出力 - 開始プログラム

■

NetBackup for VMware - 開始プログラム

ポートにつきオプションを 1 つのみ使います。
スロット 4
FC HBA

外部ストレージ（プライマリストレージシェルフ）の付属装置用に排
他的に予約されています。
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第 1 章 概要
NetBackup 5330 アプライアンス用にサポートされている PCIe カードとファイバーチャネルオプション

カードスロットと種類
スロット 5
10 GB NIC または 8 GB FC
HBA

サポートされている FC オプション
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第 1 章 概要
NetBackup 5330 アプライアンス用にサポートされている PCIe カードとファイバーチャネルオプション

カードスロットと種類

サポートされている FC オプション
ポート1

■

SAN クライアント - ターゲット
NetBackup 5330 アプライアンスのすべての FC HBA ポー
トは、デフォルトでイニシエータモードになります。このポート
で SAN クライアントオプションを使うには、SAN クライアント
の FT メディアサーバー機能を有効にする必要があります。
送信先ポートオプションは［2 ターゲットポートのファイバー
チャネル接続 (2 target port Fibre Channel connection)］ま
たは［4 ターゲットポートのファイバーチャネル接続 (4 target
port Fibre Channel connection)］に設定できます。この機能
を有効にしたとき、スロット 5 とスロット 6 に挿入した FC HBA
カードのポート 1 がターゲットモードに変更されます。SAN ク
ライアントの機能を使うには、これらのスロットに挿入した FC
HBA カードの両方にあるポート 1 を使う必要があります。
p.36 の 「［設定 (Settings)］>［ネットワーク (Network)］>［ファ
イバートランスポート (Fibre Transport)］」 を参照してくださ
い。
p.38 の 「ファイバートランスポートの設定の変更」 を参照して
ください。
最適化複製 (FT ストレージゾーン) - 開始プログラム

■

テープ出力 - 開始プログラム

■

NetBackup for VMware - 開始プログラム

■

ポート2
■

SAN クライアント - ターゲット
NetBackup 5330 アプライアンスのすべての FC HBA ポー
トは、デフォルトでイニシエータモードになります。このポート
で SAN クライアントオプションを使うには、SAN クライアント
の FT メディアサーバー機能を有効にして［4 ターゲットポー
トのファイバーチャネル接続 (4 target port Fibre Channel
connection)］オプションを設定する必要があります。この機能
を有効にすると、スロット 5 とスロット 6 に挿入した FC HBA
カードのポート 1 とポート 2 がターゲットモードに変更されま
す。 SAN クライアント機能を使うには、これらのスロットに挿
入した FC HBA カードの両方にあるポート 1 とポート 2 を使
う必要があります。

メモ: ポート 1 がイニシエータモードの場合は、ポート 2 を
ターゲットモードに設定することはできません。［4 ターゲット
ポートのファイバーチャネル接続 (4 target port Fibre
Channel connection)］オプションを選択した場合にのみ、
ポート 2 をターゲットモードに設定できます。
p.36 の 「［設定 (Settings)］>［ネットワーク (Network)］>［ファ
イバートランスポート (Fibre Transport)］」 を参照してくださ
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第 1 章 概要
NetBackup 5330 アプライアンス用にサポートされている PCIe カードとファイバーチャネルオプション

カードスロットと種類

サポートされている FC オプション

■

い。
p.38 の 「ファイバートランスポートの設定の変更」 を参照して
ください。
最適化複製 (FT ストレージゾーン) - 開始プログラム

■

テープ出力 - 開始プログラム

■

NetBackup for VMware - 開始プログラム

ポートにつきオプションを 1 つのみ使います。
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第 1 章 概要
NetBackup 5330 アプライアンス用にサポートされている PCIe カードとファイバーチャネルオプション

カードスロットと種類
スロット 6
10 GB NIC または 8 GB FC
HBA

サポートされている FC オプション
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第 1 章 概要
NetBackup 5330 アプライアンス用にサポートされている PCIe カードとファイバーチャネルオプション

カードスロットと種類

サポートされている FC オプション
ポート1

■

SAN クライアント - ターゲット
NetBackup 5330 アプライアンスのすべての FC HBA ポー
トは、デフォルトでイニシエータモードになります。このポート
で SAN クライアントオプションを使うには、SAN クライアント
の FT メディアサーバー機能を有効にする必要があります。
送信先ポートオプションは［2 ターゲットポートのファイバー
チャネル接続 (2 target port Fibre Channel connection)］ま
たは［4 ターゲットポートのファイバーチャネル接続 (4 target
port Fibre Channel connection)］に設定できます。この機能
を有効にしたとき、スロット 5 とスロット 6 に挿入した FC HBA
カードのポート 1 がターゲットモードに変更されます。SAN ク
ライアントの機能を使うには、これらのスロットに挿入した FC
HBA カードの両方にあるポート 1 を使う必要があります。
p.36 の 「［設定 (Settings)］>［ネットワーク (Network)］>［ファ
イバートランスポート (Fibre Transport)］」 を参照してくださ
い。
p.38 の 「ファイバートランスポートの設定の変更」 を参照して
ください。
最適化複製 (FT ストレージゾーン) - 開始プログラム

■

テープ出力 - 開始プログラム

■

NetBackup for VMware - 開始プログラム

■

ポート2
■

SAN クライアント - ターゲット
NetBackup 5330 アプライアンスのすべての FC HBA ポー
トは、デフォルトでイニシエータモードになります。このポート
で SAN クライアントオプションを使うには、SAN クライアント
の FT メディアサーバー機能を有効にして［4 ターゲットポー
トのファイバーチャネル接続 (4 target port Fibre Channel
connection)］オプションを設定する必要があります。この機能
を有効にすると、スロット 5 とスロット 6 に挿入した FC HBA
カードのポート 1 とポート 2 がターゲットモードに変更されま
す。 SAN クライアント機能を使うには、これらのスロットに挿
入した FC HBA カードの両方にあるポート 1 とポート 2 を使
う必要があります。

メモ: ポート 1 がイニシエータモードの場合は、ポート 2 を
ターゲットモードに設定することはできません。［4 ターゲット
ポートのファイバーチャネル接続 (4 target port Fibre
Channel connection)］オプションを選択した場合にのみ、
ポート 2 をターゲットモードに設定できます。
p.36 の 「［設定 (Settings)］>［ネットワーク (Network)］>［ファ
イバートランスポート (Fibre Transport)］」 を参照してくださ
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カードスロットと種類

サポートされている FC オプション

■

い。
p.38 の 「ファイバートランスポートの設定の変更」 を参照して
ください。
最適化複製 (FT ストレージゾーン) - 開始プログラム

■

テープ出力 - 開始プログラム

■

NetBackup for VMware - 開始プログラム

ポートにつきオプションを 1 つのみ使います。

NetBackup Appliance でのテープへのバックアップのサ
ポートについて
NetBackup Appliance はテープへのバックアップをサポートしているため、ファイバー
チャネルによって 1 つ以上のテープライブラリをアプライアンスに接続できます。アプライ
アンスは TLD テープストレージデバイスへの接続にファイバーチャネルのホストバスアダ
プタカード (FC HBA) を使います。
NetBackup 52xx アプライアンスでは、スロット 3 は常にテープライブラリに接続 (テープ
出力) するために使われます。
NetBackup 5330 アプライアンスでは、スロット 2 または 3 はテープライブラリに接続
(テープ出力) するために使うことができます。
テープライブラリをストレージとして使う場合、そのトラフィック用に別のゾーンを作成しま
す。テープストレージゾーンは次の FC HBA ポートを含む必要があります。
■

52xx アプライアンスのスロット 3 にある FC HBA カードのポート

■

5330 アプライアンスのスロット 2 または 3 にある FC HBA カードのポート

■

テープライブラリのポート

テープライブラリから NetBackup 5020 または 5030 の重複排除アプライアンスにバック
アップイメージを複製すると、次に示すトラフィックが起きます。
■

テープライブラリと 52xx アプライアンス間のファイバーチャネル

■

テープライブラリと 52xx または 5330 アプライアンス間のファイバーチャネル。

■

52xx アプライアンスと 5020 または 5030 の重複排除アプライアンス間のファイバー
トランスポート

■

52xx または 5330 アプライアンスと 5020 または 5030 重複排除アプライアンス間の
ファイバートランスポート。
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メモ: ファイバーチャネルを使う 2 つの NetBackup 5220 または 5230 アプライアンス間
の複製はサポートされません。

メモ: ファイバーチャネルを使う 2 台の NetBackup 52xx アプライアンスまたは 2 台の
5330 アプライアンス間の複製はサポートされません。
p.19 の 「NetBackup 5330 アプライアンス用にサポートされている PCIe カードとファイ
バーチャネルオプション」 を参照してください。
p.42 の 「NetBackup Appliance のファイバートランスポートパスについて」 を参照してく
ださい。
p.49 の 「アプライアンス HBA WWPN を特定する方法」 を参照してください。
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2
SAN クライアントとファイ
バートランスポートのサポー
ト
この章では以下の項目について説明しています。
■

NetBackup SAN クライアントおよびファイバートランスポートについて

■

SAN クライアントのライセンスキーについて

■

ファイバートランスポート用の SAN のゾーン化についてNetBackup アプライアンス
用の SAN のゾーン化について

■

［設定 (Settings)］>［ネットワーク (Network)］>［ファイバートランスポート (Fibre
Transport)］

■

NetBackup Appliance のファイバートランスポートパスについて

■

アプライアンス HBA WWPN を特定する方法

■

異なるドメインにある 2 台の NetBackup 52xx アプライアンスを MSDP レプリケーショ
ン用に構成する方法異なるドメインにある 2 台の NetBackup 52xx または 5330 ア
プライアンスを MSDP レプリケーション用に構成する方法

■

ファイバーチャネルを使って NetBackup 52xx アプライアンスから NetBackup 50xx
アプライアンスに直接バックアップを作成する設定ファイバーチャネルを使って
NetBackup 52xx または 5330 アプライアンスから NetBackup 50xx アプライアンス
に直接バックアップを作成する設定
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NetBackup SAN クライアントおよびファイバートランス
ポートについて
Used in the SAN Client Guide, NBU admin console help, and NBU appliance Admin
Guide.
SAN クライアントは NetBackup クライアントの高速なバックアップとリストアを提供する
NetBackup のオプション機能です。
メモ: アプライアンスで SAN クライアント機能を使う計画があり、QLogic FC HBA カード
を持つ SLES 10 クライアントがある場合、ドライバの更新が必要です。SLES 10 クライア
ントのバックアップを続ける前に、シマンテック社はまずすべての SLES 10 のクライアン
トの QLogic ドライバをバージョン 8.03.07.03 .10.3-k 以降にアップグレードすることを推
奨します。

メモ: SAN クライアントオプションとファイバートランスポートオプションは、オプションの
8GB ファイバーチャネル HBA カードと同時に使う場合のみサポートされます。NetBackup
5200 での 8GB ファイバーチャネル HBA カードのサポートは延期されました。これらの
オプションの今後のご提供時期については営業担当者にお問い合わせください。
SAN クライアントは LAN 接続ではなく SAN 接続で多量のデータを迅速にバックアップ
できる特別な NetBackup クライアントです。たとえば、データベースホストでは高速バッ
クアップとリストアのメリットがあります。ファイバートランスポートは SAN クライアント機能
の一部である NetBackup の高速データ転送方式の名前です。
バックアップおよびリストア通信はファイバーチャネルを介して行われ、NetBackup のサー
バーとクライアントの管理通信は LAN を介して行われます。
NetBackup 5220 アプライアンスまたは 5230 アプライアンスの場合、ファイバートランス
ポートをサポートする NetBackup 5000 シリーズアプライアンスへの高速通信も、ファイ
バートランスポートによって提供されます。この通信は 5000 シリーズアプライアンスによ
る複製またはバックアップでストレージのホストとして機能することができます。
NetBackup 52xx アプライアンスまたは 5330 アプライアンスの場合、ファイバートランス
ポートをサポートする NetBackup 5000 シリーズアプライアンスへの高速通信も、ファイ
バートランスポートによって提供されます。 この通信は 5000 シリーズアプライアンスによ
る複製またはバックアップでストレージのホストとして機能することができます。
図 2-1 に SAN クライアントの構成を示します。
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図 2-1

SAN クライアントの構成
SAN クライアント
(データベースサーバーおよび
アプリケーションホスト)

FT 通信ゾーン

ファイバートランスポート
メディアサーバー

バックアップ
通信ゾーン

ディスクおよびテープストレージ

SAN クライアントの構成と使用に関する詳細情報を提供しています。
『Symantec NetBackup SAN クライアントおよびファイバートランスポートガイド UNIX、
Windows および Linux』を参照してください。
http://www.symantec.com/docs/DOC5332
p.30 の 「SAN クライアントのライセンスキーについて」 を参照してください。
p.31 の 「ファイバートランスポート用の SAN のゾーン化についてNetBackup アプライア
ンス用の SAN のゾーン化について」 を参照してください。
p.42 の 「NetBackup Appliance のファイバートランスポートパスについて」 を参照してく
ださい。

SAN クライアントのライセンスキーについて
NetBackup マスターサーバーで SAN クライアントのライセンスキーを入力します。
NetBackup Enterprise Media Manager サーバーがマスターサーバー以外のホストで
実行されている場合は、そのホストにもライセンスキーを入力する必要があります。
ライセンスキーが期限切れの場合や利用できない場合（ディザスタリカバリ状態など）、
バックアップとリストアは LAN を介して行われます。
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p.29 の 「NetBackup SAN クライアントおよびファイバートランスポートについて」 を参照
してください。

ファイバートランスポート用の SAN のゾーン化について
NetBackup アプライアンス用の SAN のゾーン化につい
て
NetBackup ファイバートランスポート (FT) 機構を構成して使用するには、SAN を構成し
て、動作可能な状態にしておく必要があります。
NetBackup アプライアンスは次の SAN 構成をサポートします。
■

ノードポート (N_Port) 切り換えの構成

■

ファイバーチャネルアービトレーテッドループ (FC-AL) 構成。
FC-AL ハブはサポートされません。

SAN スイッチ構成の場合、適切なゾーン化を行うことで、他の SAN アクティビティで必
要になる可能性がある帯域幅がファイバートランスポート通信によって使われることがなく
なります。また、適切なゾーン化により Host Bus Adapter (HBA) ポートが検出するデバ
イスが限定されます。ポートは他のポートのゾーン内でのみそれらのポートを検出します。
ゾーン化しない場合、各 HBA ポートは SAN のすべてのホストからすべての HBA ポー
トを検出します。デバイス数が多いと、オペレーティングシステムがサポートするデバイス
数を超える場合があります。
SAN の構成および管理方法の説明は、NetBackup のマニュアルの対象外となります。
ただし、次の推奨事項は SAN の通信を最適化するのに役立つことがあります。
表 2-1 では NetBackup aアプライアンスの SAN をゾーン化するためのベストプラクティ
スを示しています。
表 2-1
ガイドライン

NetBackup アプライアンスの SAN をゾーン化するためのベストプラ
クティス
説明

ゾーンごとに 1 つのイニシエータ、複数の シマンテック社はゾーンごとに 1 つのイニシエータの
ターゲットを受け入れ可能。
みを持つゾーンを作成することを推奨します。 すべて
のターゲットが類似している場合にのみ、1 つのゾー
ンに複数のターゲットを受け入れ可能です。
イニシエータに関係なく、テープターゲットリソースは
ディスクターゲットリソースとは別のゾーンにしてくださ
い。ただし、両方のリソースのセットで同じイニシエー
タを共有することはできます。
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ガイドライン

説明

1 つのポートを複数のゾーンに対して構成 1 つのポートを複数のゾーンのイニシエータまたはター
するときは、パフォーマンスの低下に注意 ゲットとして使用すると、そのポートがシステム全体の
する。
パフォーマンスのボトルネックとなる場合があります。
システムのすべての部分で必要となるスループットの
合計を分析し、必要に応じてトラフィックフローを最適
化する必要があります。
耐障害性のために、接続はポートではなく システム接続の可用性を確保するために、共通リソー
HBA カードに分散する。
スに対してマルチパスアプローチを組み込む場合に
は、ゾーン化のように別のカード上のポートをペアにし
ます。この構成は、カード障害が発生した場合にリソー
スへのパスがすべて失われることを防ぐために役立ち
ます。
WWN を基に SAN をゾーン化し、デバイ WWN を基に SAN をゾーン化することを推奨します。
スがポートを変更した場合のゾーン移行を スイッチポート構成またはケーブル構造に変更が必要
容易にする。
な場合に、ゾーンを再び作成する必要がなくなります。

表 2-2 は SAN 通信のために使う必要があるゾーンについて説明します。
これらのゾーンを示す図を利用できます。
p.42 の 「NetBackup Appliance のファイバートランスポートパスについて」 を参照してく
ださい。
メモ: NetBackup ファイバートランスポートのメディアサーバーで HBA ポートを指定する
場合、物理ポート ID または WWPN (World Wide Port Name) を使用する必要がありま
す。
NetBackup アプライアンスで HBA ポートを指定する場合、物理ポート ID または WWPN
(World Wide Port Name) を使用する必要があります。
p.49 の 「アプライアンス HBA WWPN を特定する方法」 を参照してください。
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表 2-2

ファイバーチャネルゾーンアプライアンスゾーン

ゾーン

説明

ファイバートランス
ポートゾーン

ファイバートランスポートゾーン (またはバックアップゾーン) には、次に示す、ファイバートランスポートを
使うホストの特定の HBA ポートのみを含めてください。
■

SAN クライアントに接続する FT メディアサーバー HBA 上のポート。これらのポートはシマンテック
社ターゲットモードドライバを使います。

■

ターゲットモードにあるメディアサーバーポートに接続する SAN クライアント HBA 上のポート。SAN
クライアント上のポートは標準イニシエータモードドライバを使います。
物理ポート ID または WWPN (World Wide Port Name) で FT メディアサーバーのターゲットポー
トを定義する必要があります。ターゲットモードドライバの WWPN は、ファイバーチャネル HBA の
WWPN に基づくため一意ではありません。
NetBackup SAN クライアントでは、NetBackup メディアサーバー上のターゲットモードである HBA
ポートだけが検出されます。NetBackup メディアサーバーのイニシエータモードである HBA ポート
は検出されません。他のホストの FC HBA は検出されません。
複数ストリームのスループットを向上させるには、各 SAN クライアントで、ゾーンのメディアサーバー
HBA ポートのすべてのターゲットモードデバイスが検出される必要があります。

外部ストレージゾー ストレージが SAN にある場合、外部ストレージのゾーンを作成します。ゾーンはストレージの HBA ポー
ン
トとストレージに接続する FT メディアサーバー HBA ポートを含む必要があります。ストレージゾーン内
のすべてのポートが標準イニシエータモードの HBA ドライバを使用します。
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ゾーン

説明

ファイバートランス
ファイバートランスポートのバックアップゾーンには、SAN クライアントとアプライアンス間のファイバート
ポートのバックアップ ランスポートの通信のみを含めてください。
ゾーン
バックアップゾーンには、次の HBA ポートを含めてください。
■

HBA のターゲットポート - このポートをファイバーチャネルスイッチポートに接続します。2 つの HBA
がある場合、両方を使うことができます。2 つのポートを使用することで冗長性が得られます。

メモ: NetBackup アプライアンスまたは に付属の QLogic FC HBA カードは、ターゲットポートに
対して、特別な NetBackup ターゲットモードドライバを使います。 デフォルトのイニシエータモード
のファイバーチャネルドライバは、ターゲットモードドライバに置き換えられます。ターゲットモードドラ
イバは付属の QLogic HBA カードにのみ適用されます。

■

■

物理ポート ID または WWPN (World Wide Port Name) でアプライアンスのターゲットポートを定義
する必要があります。ターゲットモードドライバの WWPN は、ファイバーチャネル HBA の WWPN
に基づくため一意ではありません。
アプライアンスに接続する SAN クライアント HBA 上のポート - 各 SAN クライアントの HBA ポート
を同じファイバーチャネルスイッチのポートに接続します。
ポート ID または WWPN のいずれかで SAN クライアントポートを定義できます。ただし、すべての
デバイスに 1 つの方法を使用した場合、ゾーンの定義および管理がより容易になります。
SAN クライアント上のポートは標準イニシエータモードドライバを使います。
複数ストリームのスループットを向上させるには、各 SAN クライアントで、アプライアンス HBA ポート
またはゾーン内のポートのターゲットモードデバイスがすべて検出される必要があります。各アプライ
アンスの HBA ターゲットポートは 2 台のターゲットモードデバイスを開示します。
クライアントポートと HBA ターゲットポートが同じゾーンになるようにスイッチのゾーンを定義します。

シマンテック社のアプライアンスモデルの一部には、ファイバートランスポートに使用できる 1 つ以上の
ファイバーチャネル HBA カードが含まれています。アプライアンスにこのカードが含まれていない場合、
シマンテック社が認定する担当者が承認済みの FC HBA をインストールして構成する必要があります。
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ゾーン

説明

ファイバートランス
ファイバートランスポートストレージゾーンはファイバートランスポートの通信を または NetBackup アプ
ポートストレージゾー ライアンスから NetBackup 重複排除アプライアンスに搬送します。 通信は複製用またはバックアップ用
ン
のいずれかになります。バックアップの場合、データは または NetBackup アプライアンスに最初に送信
され、次に NetBackup 重複排除アプライアンスに送信されて格納されます。
ストレージゾーンは次の HBA ポートを含む必要があります。
■

■

NetBackup アプライアンスの HBA のイニシエータポート - このポートをファイバーチャネルスイッチ
ポートに接続します。 バックアップゾーンと同じスイッチである必要はありません。
NetBackup アプライアンスは複製のソースです。
イニシエータポートは標準イニシエータモードドライバを使います。
NetBackup 重複排除アプライアンスポート。
5020 の場合、スロット 1、2、3 の内の任意の 1 つ、2 つまたは全体に対し HBA のターゲットポート
(ポート 1) を同じファイバーチャネルスイッチに接続します。
5030 の場合、スロット 2 または 5 の内の HBA のターゲットポート (ポート 1) を同じファイバーチャ
ネルスイッチに接続します。
5020 または 5030 重複排除アプライアンスは複製ジョブのターゲットです。

メモ: NetBackup 5020 または 5030 でファイバーチャネルを使用するには、ファイバーチャネル通
信機能を有効にする必要があります。 詳しくは、『Symantec NetBackup 重複排除アプライアンス
ソフトウェア管理者ガイド』を参照してください。
■

または NetBackup アプライアンスイニシエータポートと NetBackup 重複排除アプライアンスター
ゲットポートが同じゾーンになるようにスイッチのゾーンを定義します。

メモ: 1 つのイニシエータポートと 1 つのターゲットポートのみを同じゾーンに構成できます。同じゾー
ンに複数のイニシエータポートとターゲットポートを構成することはサポートされていません。
外部テープストレー テープライブラリをストレージとして使用する場合、その通信用に別のゾーンを作成します。テープスト
ジゾーン
レージゾーンは NetBackup のファイバートランスポートを使用せず、標準イニシエータモードドライバを
使用します。
テープストレージゾーンでは、5200、5220、または 5230 アプライアンスのスロット 3 に、FC HBA 上の
1 つまたは複数のポートが含まれる必要があります。
外部テープストレー テープライブラリをストレージとして使用する場合、その通信用に別のゾーンを作成します。テープスト
ジゾーン
レージゾーンは NetBackup のファイバートランスポートを使用せず、標準イニシエータモードドライバを
使用します。
テープストレージゾーンは 52xx アプライアンスのスロット 3 の FC HBA または 5330 アプライアンスの
スロット 2 または 3 の FC HBA の 1 つまたは複数のポートを含む必要があります。
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［設定 (Settings)］>［ネットワーク (Network)］>［ファイ
バートランスポート (Fibre Transport)］
［設定 (Settings)］ > ［ネットワーク (Network)］ > ［ファイバートランスポート (Fibre
Transport)］タブで、ファイバートランスポート (FT) の設定を変更できます。デフォルトで
は、これらの機能は無効です。
メモ: ファイバートランスポートが現在使われていないときに SAN クライアント機能を使う
場合は、最初に SAN クライアントのライセンスキーを取得する必要があります。シマンテッ
ク社のサポートに問い合わせて適切なライセンスを取得し、マスターサーバーにキーを追
加してください。
すべての FC HBA カードのポートはデフォルトのイニシエータモードになります。［メディ
アサーバー上の SAN クライアントのファイバートランスポートを有効化する (このアプライ
アンスへのバックアップには FT を使用) (Enable SAN Client Fibre Transport on the
Media Server (use FT for backups to this appliance))］オプションを選択すると、取り
付けられた FC HBA カードのポート 1 がターゲットモード用に構成されます。
このオプションが有効な場合、アプライアンスによる重複排除ベースのバックアップの実
行に FT が使われます。
メモ: アプライアンスが本番環境で現在運用されている場合は、このオプションを有効に
した後に再起動しなければならない場合があります。FC ドライバの使用中に、このオプ
ションが有効になっている場合は、操作を進めるために再起動が必要なことを通知する
プロンプトが表示されます。再起動を避けるには、FC カードからケーブルを取り外し、こ
のオプションを有効にしてから、FC カードにケーブルを再接続します。
ファイバートランスポート（FT）オプションでは、SAN クライアントまたは NetBackup 重複
排除アプライアンスで FT を使うようにアプライアンスを設定できます。 デフォルトでは、
FT オプションは無効にされています。1 つのオプションの設定は、他のオプションには影
響しません。
次に、FT オプションについて説明します。

36

第 2 章 SAN クライアントとファイバートランスポートのサポート
［設定 (Settings)］>［ネットワーク (Network)］>［ファイバートランスポート (Fibre Transport)］

表 2-3

FT オプションの説明

FT オプション

説明

メディアサーバー上の SAN クライアントのファイバー
トランスポートを有効化 (このアプライアンスへのバック
アップには FT を使用) (Enable SAN Client Fibre
Transport on the Media Server (use FT for backups
to this appliance))

このオプションでは、SAN クライアント FT を使うようにアプライアンス
のファイバーチャネル（FC）HBA カードのポートの設定を変更できま
す。

■

■

次に、影響を受ける FC HBA カードを説明します。

■ NetBackup 5220 - スロット 2 と 4 の FC HBA カード
2 つの送信先ポートのファイバーチャネルの接続
■ NetBackup 5230 と NetBackup 5330 - スロット 5 と 6 の FC HBA
(2 target port Fibre Channel connection)
カード
4 つの送信先ポートのファイバーチャネルの接続
デフォルトでは、このオプションは無効にされています。すべてのポー
(4 target port Fibre Channel connection)
トはイニシエータモードです。

オプションを有効にし、［2 つの送信先ポートのファイバーチャネルの
接続 (2 target port Fibre Channel connection)］を選択すると、影響
を受けるすべての FC HBA カードのポート 1 がターゲットモードに設
定されます。 アプライアンスは、重複排除バックアップのために、FT を
使ってこれらのポートを使えるようになります。
オプションを有効にし、［4 つの送信先ポートのファイバーチャネルの
接続 (4 target port Fibre Channel connection)］を選択すると、影響
を受けるすべての FC HBA カードのポート 1 とポート 2 がターゲット
モードに設定されます。 アプライアンスは、重複排除バックアップのた
めに、FT を使ってこれらのポートを使えるようになります。
このオプションを有効にする前に、次の必要条件と動作に注意してく
ださい。
■

■

このオプションを使うには、SAN クライアントのライセンスキーがこ
のアプライアンスに関連付けられるマスターサーバーに存在する
必要があります。 FT が現在使われていないときに SAN クライアン
ト機能を使う場合は、最初に SAN クライアントのライセンスキーを
取得する必要があります。 適切なライセンスキーを入手するには、
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。 ラ
イセンスキーがある場合は、マスターサーバーに追加してください。
このオプションを有効にするか変更した場合は、アプライアンスの
再起動が必要であるという警告が表示されます。 このオプションを
有効にする前に、最初にすべてのジョブを中断するか取り消すこと
をお勧めします。
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FT オプション

説明

重複排除アプライアンスで重複排除とバックアップの
ファイバートランスポートを有効化 (Enable Fibre
Transport for duplication and backups on a
Deduplication Appliance)

このオプションでは、NetBackup 5020 または 5030 重複排除アプラ
イアンスと組み合わせて使うようにこのアプライアンスを設定できます。
デフォルトでは、このオプションは無効にされています。アプライアンス
は重複排除アプライアンスと通信できません。
オプションを有効にすると、アプライアンスは重複排除アプライアンス
に対して重複排除とバックアップのための FT を使うことができます。
このオプションを有効にする場合は、関連付けられたかターゲットに設
定されている NetBackup 5020 または 5030 でもファイバーチャネル
通信を有効にする必要があります。 詳しくは、『Symantec NetBackup
重複排除アプライアンスソフトウェア管理者ガイド』の「ファイバーチャ
ネル通信の検証、有効化、無効化」セクションを参照してください。

p.38 の 「ファイバートランスポートの設定の変更」 を参照してください。
p.9 の 「NetBackup 52xx アプライアンスに対するファイバーチャネルポートの構成オ
プションについて」 を参照してください。

ファイバートランスポートの設定の変更
次の手順を使って、ファイバートランスポートの設定を変更します。
ファイバートランスポート (FT) の設定を変更する前に、次の重要な情報を読んでくださ
い。
■

FT SAN クライアント機能が有効になったり、変更された場合にアプライアンスの再起
動が必要であることを警告するメッセージが表示されます。 この機能を有効または変
更する前に、まずすべてのジョブを中断するか、または取り消すことをお勧めします。

■

複製機能の FT が有効になったり、変更された場合は重複排除ストレージデーモン
が再起動されます。 この機能を有効または変更する前に、まずすべてのジョブを中
断するか、または取り消すことをお勧めします。

ファイバートランスポートの設定を変更する方法

1

NetBackup アプライアンス Web コンソールにログオンします。

2

［設定 (Settings)］、［ネットワーク (Network)］をクリックし、次に［ファイバートランス
ポート (Fibre Transport)］を選択します。

3

［メディアサーバー上の SAN クライアントのファイバートランスポートを有効化 (この
アプライアンスへのバックアップには FT を使用) (Enable SAN Client Fibre
Transport on the Media Server (use FT for backups to this appliance))］をクリッ
クして有効にします。

4

SAN クライアントの FT オプションを有効にするには、次のいずれかを実行します。
■

2 つの送信先ポートの設定
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［メディアサーバー上の SAN クライアントのファイバートランスポートを有効化 (こ
のアプライアンスへのバックアップには FT を使用) (Enable SAN Client Fibre
Transport on the Media Server (use FT for backups to this appliance))］を
クリックして、［2 つの送信先ポートのファイバーチャネルの接続 (2 target port
Fibre Channel connection)］を選択します。 次に、［保存 (Save)］をクリックしま
す。
アプライアンスの再起動が必要であることを警告するメッセージが表示されたら、
［OK］をクリックして続行するか、または［キャンセル (Cancel)］をクリックして再起
動を止めます。 ［キャンセル (Cancel)］をクリックすると、機能の状態は変更され
ません。
■

5

4 つの送信先ポートの設定
［メディアサーバー上の SAN クライアントのファイバートランスポートを有効化 (こ
のアプライアンスへのバックアップには FT を使用) (Enable SAN Client Fibre
Transport on the Media Server (use FT for backups to this appliance))］を
クリックして、［4 つの送信先ポートのファイバーチャネルの接続 (4 target port
Fibre Channel connection)］を選択します。 次に、［保存 (Save)］をクリックしま
す。
アプライアンスの再起動が必要であることを警告するメッセージが表示されたら、
［OK］をクリックして続行するか、または［キャンセル (Cancel)］をクリックして再起
動を止めます。 Clicking Cancel does not change the state of the feature.

［ファイバートランスポートを重複排除アプライアンスに有効化 (複製またはバックアッ
プのため) (Enable the Fibre Transport to a Deduplication appliance (for
duplication or backups))］をクリックして有効にします。
メモ: NetBackup 重複排除アプライアンスでこの機能を使うには、関連付けられた
NetBackup 5020 または 5030 のファイバーチャネル通信も有効にする必要があり
ます。詳しくは、『Symantec NetBackup 重複排除アプライアンスソフトウェア管理
者ガイド』の「ファイバーチャネル通信の検証、有効化、無効化」セクションを参照し
てください。
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6

NetBackup 5020 または 5030 に対して重複排除とバックアップのための FT を有
効にするには、［ファイバートランスポートを重複排除アプライアンスに有効化 (複製
またはバックアップのため) (Enable the Fibre Transport to a Deduplication
appliance (for duplication or backups))］をクリックします。 次に、［保存 (Save)］を
クリックします。
メモ: NetBackup 重複排除アプライアンスでこの機能を使うには、関連付けられた
NetBackup 5020 または 5030 のファイバーチャネル通信も有効にする必要があり
ます。詳しくは、『Symantec NetBackup 重複排除アプライアンスソフトウェア管理
者ガイド』の「ファイバーチャネル通信の検証、有効化、無効化」セクションを参照し
てください。

7

［保存 (Save)］をクリックして変更された設定を適用します。

8

どちらかの FT オプションを無効にするには、オプションをクリックしてチェックマーク
を消去します。 次に、［保存 (Save)］をクリックします。

9

どちらかの FT オプションを無効にするには、チェックマークをはずしてオプションを
選択解除します。 次に、［保存 (Save)］をクリックします。
FT SAN クライアント機能を無効にすると、アプライアンスの再起動が必要であること
を知らせる警告が表示されます。 ［OK］をクリックして続行するか、または［キャンセ
ル (Cancel)］をクリックして再起動を止めます。 Clicking Cancel does not change
the state of the feature.
複製機能の FT を無効にすると、重複排除ストレージデーモンの再起動が必要であ
ることを知らせる警告が表示されます。 Click OK to continue or click Cancel to
prevent a restart. Clicking Cancel does not change the state of the feature.

10 アプライアンスが再起動したら、選択した FT の設定を次の手順で確認します。
■

NetBackup アプライアンス Web コンソールにログオンします。

■

［設定 (Settings)］、［ネットワーク (Network)］をクリックし、次に［ファイバートラン
スポート (Fibre Transport)］を選択します。

■

設定が正しいこと確認します。

p.36 の 「［設定 (Settings)］>［ネットワーク (Network)］>［ファイバートランスポート (Fibre
Transport)］」 を参照してください。
p.9 の 「NetBackup 52xx アプライアンスに対するファイバーチャネルポートの構成オ
プションについて」 を参照してください。
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複数の SAN クライアント FC イニシエータポートからデータストリームを
受信するために NetBackup Appliance の FT ターゲットポートを変更す
るガイドライン
アプライアンスのファイバートランスポート (FT) ターゲットポートで複数の SAN クライアン
トのファイバーチャネル (FC) イニシエータポートからのデータストリームを同時に処理す
る場合は、次の NetBackup マスターサーバーの設定を変更することを考慮してくださ
い。
nbftconfig –setconfig –ncp 4

注意: この設定は、NetBackup ドメインにあるすべての FT メディアサーバーのすべての
ターゲットポートに適用されます。この設定は、以下のすべての条件が存在する場合に
のみデフォルト (2) より大きい値に変更する必要があります。
すべての FT メディアサーバーのすべての FT ターゲットポートが 8 gBit/s のリンク速度
である。
FT ジョブの全体的組み合わせは、すべての FT メディアサーバーに未使用の FT パイ
プが存在するようになっている。
他の SAN クライアントマシンからの多数のジョブがリソースを待機している。
バックエンドストレージユニットに十分なスループット処理能力が残っている。
–ncp 設定を高くしすぎると、すべての SAN クライアントマシンがすべての FT メディア

サーバーにゾーン化されるときに複数の FT メディアサーバー間の負荷分散が非常に不
均衡になる可能性があります。

メモ: SAN クライアントジョブ負荷の組み合わせでは、いくつかのクライアントが 4 つ以上
の FT パイプをその他の複数の SAN クライアントと同時に使用し、そこではそれらの SAN
クライアントが単一の FT パイプを同時に使用することのみを試みるため、高い –ncp 設
定では FT メディアサーバーの不均衡を引き起こす可能性が高くなります。
4 gBit/s リンクの場合は、一部またはすべての SAN クライアントが複数の同時データスト
リームを使用しているときに全体的なスループットが低下する状況が発生するかもしれま
せん。このシナリオは、特に NetBackup 5220 アプライアンスに当てはまる可能性があり
ます。このような状況の場合は、nbftconfig –setconfig –ncp 3 のほうがよい選択と
なる可能性があります。
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NetBackup Appliance のファイバートランスポートパス
について
表 2-4 は NetBackup Appliance の NetBackup ファイバートランスポートでのバックアッ
プ、リストア、複製のパスを示しています。機能を有効にするユーザーインターフェースの
ファイバートランスポートの設定も NetBackup アプライアンス Web コンソールに示され
ます。
p.38 の 「ファイバートランスポートの設定の変更」 を参照してください。
ファイバートランスポートは次のアプライアンスのソフトウェアバージョンを必要とします。
■

5220 アプライアンスは NetBackup Appliance のソフトウェアがバージョン 2.0 以降
である必要があります。

■

5020 アプライアンスは NetBackup 重複排除アプライアンスのソフトウェアがバージョ
ン 1.3 以降である必要があります。

■

NetBackup 52xx アプライアンスのバージョン 2.0.2 以前は、NetBackup 50xx 重複
排除アプライアンスのバージョン 1.4.1 以前と互換性があります。

■

NetBackup 52xx アプライアンスのバージョン 2.0.3 以降は、NetBackup 50xx 重複
排除アプライアンスのバージョン 1.4.2 以降と互換性があります。

■

NetBackup 5330 アプライアンスのバージョン 2.6.1 以降は、NetBackup 50xx 重複
排除アプライアンスのバージョン 1.4.2 以降と互換性があります。

表 2-4

アプライアンスファイバートランスポートのターゲット

機能

トランスポート元

トランスポート先

機能を有効化するファイバート
ランスポートの設定

バックアップ

NetBackup SAN クライアント

NetBackup 5220 または 5230 ア SAN クライアントの FT メディアサー
プライアンス
バーを有効にする (ファイバートラ
ンスポートでこのアプライアンスに
NetBackup 52xx または 5330 ア
バックアップする)
プライアンス
アプライアンスはバックアップサー
バーとストレージホストです。

リストア

5220 と 5230 アプライアンス
NetBackup 52xx または 5330 ア
プライアンス
アプライアンスはリストアサーバーと
ストレージホストです。

NetBackup SAN クライアント

SAN クライアントの FT メディアサー
バーを有効にする (ファイバートラ
ンスポートでこのアプライアンスに
バックアップする)
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機能

トランスポート元

トランスポート先

機能を有効化するファイバート
ランスポートの設定

バックアップ

NetBackup SAN クライアント

NetBackup 5020 重複排除アプラ SAN クライアントの FT メディアサー
イアンス
バーを有効にする (ファイバートラ
ンスポートでこのアプライアンスに
5020 重複排除アプライアンスはス
バックアップする)
トレージホストです。
重複排除アプライアンスにファイ
5220 または 5230 アプライアンス
バートランスポートを有効にする (重
はバックアップサーバーで、5020
複またはバックアップの作成用)
アプライアンスにバックアップを転
送します。
52xx または 5330 アプライアンス
はバックアップサーバーで、5020
アプライアンスにバックアップを転
送します。

リストア

NetBackup 5020 アプライアンス
5020 重複排除アプライアンスはス
トレージホストです。リストアサー
バーである 5220 または 5230 アプ
ライアンスを経由してリストアトラ
フィックを送信します。
5020 重複排除アプライアンスはス
トレージホストです。リストアサー
バーである 52xx または 5330 アプ
ライアンスを経由してリストアトラ
フィックを送信します。

複製

NetBackup SAN クライアント

SAN クライアントの FT メディアサー
バーを有効にする (ファイバートラ
ンスポートでこのアプライアンスに
バックアップする)
重複排除アプライアンスにファイ
バートランスポートを有効にする (重
複またはバックアップの作成用)

NetBackup 5220 または 5230 ア NetBackup 5020 重複排除アプラ 重複排除アプライアンスにファイ
プライアンス
イアンス
バートランスポートを有効にする (重
複またはバックアップの作成用)
NetBackup 52xx または 5330 ア
プライアンス

外部テープライブラリは NetBackup ファイバートランスポートではなくファイバーチャネル
を介して標準イニシエータモードドライバを使います。したがって、テープライブラリから
NetBackup 5020 重複排除アプライアンスにバックアップイメージを複製する場合、次に
示すトラフィックが起きます。
■

テープライブラリと 5220 または 5230 アプライアンス間のファイバーチャネル。

■

5220 または 5230 アプライアンスと 5220 または 5230 重複排除アプライアンス間の
ファイバートランスポート。

■

テープライブラリと 52xx または 5330 アプライアンス間のファイバーチャネル。
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■

52xx または 5330 アプライアンスと 50xx 重複排除アプライアンス間のファイバートラ
ンスポート。

図 2-2 は 5220 アプライアンスから 5020 重複排除アプライアンスへの複製パスを示しま
す。
図 2-2
5220 アプライアンス

アプライアンスの重複排除パス
5020 重複排除アプライアンス

SAN
ファイバー
トランスポート
のストレー
ジゾーン

SAN

外部テープ
のストレー
ジゾーン

ファイバートランスポート
のトラフィック

ファイバーチャネル

テープライブラリ

次の項目で図 2-2 のパスについて説明します。
■

5220 または 5230 アプライアンスから 5020 重複排除アプライアンスへの複製。
複製のコピー元が 5220 または 5230 アプライアンスの重複排除されたストレージで
ある場合、最適化複製が実行されます。複製のコピー元が AdvancedDisk ストレー
ジである場合、通常複製が実行されます。

■

5020 重複排除アプライアンスから 5220 または 5230 アプライアンスへの複製。
通常の複製が処理されます。

■

テープストレージからのファイバーチャネルを介した 5220 または 5230 アプライアン
スへの複製と、その後のファイバートランスポートを介した 5020 重複排除アプライア
ンスへの複製。
通常の複製が処理されます。

■

5020 重複排除アプライアンスからのファイバートランスポートを介した 5220 または
5230 アプライアンスへの複製と、その後のファイバーチャネルを介したテープストレー
ジへの複製。
通常の複製が処理されます。

■

52xx または 5330 アプライアンスから 50xx 重複排除アプライアンスへの複製。
複製元が 52xx または 5330 アプライアンスの重複排除されたストレージである場合
は、最適化複製が実行されます。 複製のコピー元が AdvancedDisk ストレージであ
る場合、通常複製が実行されます。

■

50xx 重複排除アプライアンスから 52xx または 5330 アプライアンスへの複製。
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通常の複製が処理されます。
■

ファイバーチャネルを介したテープストレージから 52xx または 5330 アプライアンス
への複製と、その後のファイバートランスポートを介した 50xx 重複排除アプライアン
スへの複製。
通常の複製が処理されます。

■

ファイバートランスポートを介した 50xx 重複排除アプライアンスから 52xx または
5330 アプライアンスへの複製と、その後のファイバーチャネルを介したテープストレー
ジへの複製。
通常の複製が処理されます。

複製では、50xx 重複排除アプライアンスを NetBackup のストレージサーバーとして構
成する必要があります。 次に、ストレージライフサイクルポリシーまたは NetBackup カタ
ログユーティリティのいずれかを使ってバックアップイメージを複製します。
ファイバートランスポートジョブで利用可能な耐性について次に説明します。
■

ホスト間には複数のファイバートランスポートパスが存在できます。

■

他のファイバートランスポートパスが存在する場合、バックアップ、リストア、複製ジョブ
はそれらのパスにフェールオーバーします。利用可能な他の FT パスがない場合、
ジョブは失敗します。

■

他のファイバートランスポートパスが存在する場合、最適化された複製ジョブはそれら
のパスにフェールオーバーします。利用可能な他の FT パスがない場合、イーサネッ
トネットワークにフェールオーバーします。FT 接続または IP 接続が存在しない場合、
最適化された複製ジョブは失敗します。

■

ファイバートランスポート接続が存在しない場合、NetBackup は新しいジョブに IP 接
続を使います。

図 2-3 は NetBackup SAN クライアントで利用可能なバックアップとリストアのパスを示し
ています。
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図 2-3

SAN クライアントのバックアップとリストアのパス

ファイバートランス
ポートのトラフィック

SAN

5220 アプライアンス

ファイバー
トランスポート
のバックアップ
ゾーン

SAN
ファイバー
トランスポート
のストレージ
ゾーン

ファイバー
チャネル
SAN
外部テープ
のストレージ
ゾーン

NetBackup SAN
クライアント

テープ
ライブラリ

5020 複製アプライアンス

次の項目で図 2-3 のパスについて説明します。
■

クライアントと 5220 または 5230 アプライアンス間のファイバートランスポート。バック
アップはアプライアンスのディスクストレージに存在します。重複排除ストレージへの
バックアップと AdvancedDisk ストレージへのバックアップの両方でファイバートラン
スポートを使うことができます。

■

5220 または 5230 アプライアンスを通したクライアントと 5020 重複排除アプライアン
ス間のファイバートランスポート。トラフィックは 2 つの異なる SAN ゾーンを移動しま
す。バックアップは重複排除され、5020 重複排除アプライアンスのディスクストレージ
に存在します。

■

クライアントと 5220 または 5230 アプライアンス間のファイバートランスポートと、その
後のアプライアンスとテープライブラリ間のファイバーチャネル。トラフィックは 2 つの
異なる SAN ゾーンを移動します。バックアップは重複排除されません。

■

クライアントと 52xx または 5330 アプライアンス間のファイバートランスポート。 バック
アップはアプライアンスのディスクストレージに存在します。重複排除ストレージへの
バックアップと AdvancedDisk ストレージへのバックアップの両方でファイバートラン
スポートを使うことができます。

■

52xx または 5330 アプライアンスを経由したクライアントと 50xx 重複排除アプライア
ンス間のファイバートランスポート。 トラフィックは 2 つの異なる SAN ゾーンを移動し
ます。バックアップは重複排除され、50xx 重複排除アプライアンスのディスクストレー
ジに保存されます。

■

クライアントと 52xx または 5330 アプライアンス間のファイバートランスポートと、その
後のアプライアンスとテープライブラリ間のファイバーチャネル。 トラフィックは 2 つの
異なる SAN ゾーンを移動します。バックアップは重複排除されません。
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表 2-5 は図 2-3 で説明している SAN クライアント、最適化された複製 (ストレージゾー
ン)、テープアプリケーションのポート構成を示しています。
表 2-5

SAN クライアントのバックアップとリストアのパスにおけるポート構成

5220 FC HBA スロットの場 ポート 1 の使用
所

ポート 2 の使用

スロット 2

SAN クライアント

最適化された複製
(ストレージゾーン)

スロット 3

テープ

テープ

スロット 4

SAN クライアント

最適化された複製
(ストレージゾーン)

表 2-6 は図 2-3 で説明している SAN クライアント、最適化された複製 (ストレージゾー
ン)、テープアプリケーションのポート構成を示しています。
表 2-6

SAN クライアントのバックアップとリストアのパスにおけるポート構成

5220 FC HBA ス
ロットの場所

5230 FC HBA ス
ロットの場所

5330 FC HBA ス
ロットの場所

ポート 1 の使用

ポート 2 の使用

スロット 2

スロット 5

スロット 5

SAN クライアント

最適化された複製
(ストレージゾーン)

スロット 3

スロット 2 または 3

スロット 2 または 3

テープ

テープ

スロット 4

スロット 6

スロット 6

SAN クライアント

最適化された複製
(ストレージゾーン)

図 2-4 は LAN を介した NetBackup クライアントで利用可能なバックアップとリストアのパ
スを示しています。

第 2 章 SAN クライアントとファイバートランスポートのサポート
NetBackup Appliance のファイバートランスポートパスについて

図 2-4

LAN クライアントのバックアップとリストアのパス

イーサネット
5220 アプライアンス

ファイバートランスポートの
トラフィック
ファイバー
トランスポート
のストレージ
ゾーン

NetBackup クライアント

SAN
外部テープ
のストレージ
ゾーン
ファイバーチャネル

5020 重複排除アプライアンス
テープライブラリ

次の項目で図 2-4 のパスについて説明します。
■

クライアントと 5220 または 5230 アプライアンス間のイーサネット。バックアップはアプ
ライアンスの重複排除ストレージまたは AdvancedDisk ストレージのいずれかに存在
します。

■

クライアントと 5220 または 5230 アプライアンス間のイーサネットと、その後の 5220
または 5230 アプライアンスと 5020 重複排除アプライアンス間のファイバートランス
ポート。バックアップは重複排除され、5020 アプライアンスのディスクストレージに存
在します。

■

クライアントと 5220 または 5230 アプライアンス間のイーサネットと、その後のアプラ
イアンスとテープライブラリ間のファイバーチャネル。バックアップは重複排除されませ
ん。

■

クライアントと 52xx または 5330 アプライアンス間のイーサネット。 バックアップはア
プライアンスの重複排除ストレージまたは AdvancedDisk ストレージのいずれかに存
在します。

■

クライアントと 52xx または 5330 アプライアンス間のイーサネットと、その後の 52xx
または 5330 アプライアンスと 50xx 重複排除アプライアンス間のファイバートランス
ポート。 バックアップは重複排除され、50xx アプライアンスのディスクストレージに保
存されます。

■

クライアントと 52xx または 5330 アプライアンス間のイーサネットと、その後のアプラ
イアンスとテープライブラリ間のファイバーチャネル。 バックアップは重複排除されま
せん。
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表 2-7 は、1 G と 10 G の両方の NIC における、図 2-4 で説明している最適化された複
製 (ストレージゾーン) とテープアプリケーションのポート構成を示しています。
表 2-7

最適化された複製 (ストレージゾーン) とテープアプリケーションの
ポート構成

5220 FC HBA スロットの場 ポート 1 の使用
所

ポート 2 の使用

スロット 2

なし

最適化された複製
(ストレージゾーン)

スロット 3

テープ

テープ

スロット 4

なし

最適化された複製
(ストレージゾーン)

表 2-8 は図 2-4 で説明している最適化された複製 (ストレージゾーン) とテープアプリケー
ションのポート構成を示しています。
表 2-8

最適化された複製 (ストレージゾーン) とテープアプリケーションの
ポート構成

5220 FC HBA ス
ロットの場所

5230 FC HBA ス
ロットの場所

5330 FC HBA ス
ロットの場所

ポート 1 の使用

ポート 2 の使用

スロット 2

スロット 5

スロット 5

なし

最適化された複製
(ストレージゾーン)

スロット 3

スロット 2 または 3

スロット 2 または 3

テープ

テープ

スロット 4

スロット 6

スロット 6

なし

最適化された複製
(ストレージゾーン)

p.49 の 「アプライアンス HBA WWPN を特定する方法」 を参照してください。
p.26 の 「NetBackup Appliance でのテープへのバックアップのサポートについて」 を参
照してください。

アプライアンス HBA WWPN を特定する方法
NetBackup アプライアンスで HBA ポートを指定する場合、物理ポート ID または WWPN
(World Wide Port Name) を使う必要があります。
WWPN を特定するには、NetBackup Appliance シェルメニューで FCShow コマンドを
使います。コマンド出力はスロット番号に基づいてポートについての情報を提供します。
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NetBackup Appliance シェルメニューについて詳しくは、『Symantec NetBackup 52xx
シリーズコマンドリファレンスガイド』を参照してください。
表 2-9 では 5200 シリーズアプライアンスにおけるサポート対象の FC HBA スロットとそ
の目的について説明します。[CB: Delorean-2.5 開発中の Dong Do のレビューによる
と、この表は不要になりました。]
表 2-9
FC HBA の目的

5200 シリーズアプライアンス FC HBA スロット

NetBackup 5200

NetBackup ファイ なし
バートランスポートの
トラフィック

NetBackup 5220

NetBackup 5220

スロット 2 のカードの場合:

スロット 4 のカードの場合:

■

■

テープライブラリへ
のファイバーチャネ
ルのトラフィック

左ポート (ポート 1) はバック ■
アップとリストアのために
SAN クライアントに接続しま
す。
FCShow 出力では、正しく
構成されたとき、左ポート
Mode が Target になりま
す。
右ポート (ポート 2) は重複 ■
排除またはバックアップとリ
ストアのために NetBackup
5020 重複排除アプライアン
スに接続できます。
FCShow 出力では、右ポー
ト Mode が Initiator に
なります。

右ポート (ポート 1) はバック
アップとリストアのために
SAN クライアントに接続しま
す。
FCShow 出力では、正しく
構成されたとき、右ポート
Mode が Target になりま
す。
左ポート (ポート 2) は重複
排除またはバックアップとリ
ストアのために NetBackup
5020 重複排除アプライアン
スに接続できます。
FCShow 出力では、左ポー
ト Mode が Initiator に
なります。

メモ: スロット 3 は常にテープ メモ: スロット 3 は常にテープ メモ: スロット 3 は常にテープ
出力のために使われます。

出力のために使われます。

出力のために使われます。

FCShow 出力では、両方のポー FCShow 出力では、両方のポー FCShow 出力では、両方のポー
トの Mode が Initiator に トの Mode が Initiator に トの Mode が Initiator に
なります。
なります。
なります。

表 2-10 では 5020 アプライアンスにおけるサポート対象の FC HBA スロットとその目的
について説明します。
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表 2-10
FC HBA の目的

5020 アプライアンス FC HBA スロット
NetBackup 5020

NetBackup ファイバートランス スロット 1 または 3 のカードの場合:
ポートのトラフィック
■ FCShow 出力では、正しく構成されたとき、上のポート (ポー
ト 1) Mode が Target になります。
■

FCShow 出力では、下のポート (ポート 2) Mode が
Initiator になります。

p.42 の 「NetBackup Appliance のファイバートランスポートパスについて」 を参照してく
ださい。
p.26 の 「NetBackup Appliance でのテープへのバックアップのサポートについて」 を参
照してください。

異なるドメインにある 2 台の NetBackup 52xx アプライ
アンスを MSDP レプリケーション用に構成する方法異な
るドメインにある 2 台の NetBackup 52xx または 5330
アプライアンスを MSDP レプリケーション用に構成する
方法
このトピックでは、ターゲットドメイン内のレプリケート元ドメインおよび NetBackup 5220
または 5230 アプライアンスに、NetBackup 5220 または 5230 アプライアンス間のレプ
リケーション関係を確立する方法について説明します。このプロセスは、異なるドメイン内
でメディアサーバー重複排除プール (MSDP) レプリケーションを使う従来の (非アプライ
アンス) NetBackup 環境と非常に似ています。
このトピックでは、レプリケート元ドメインの NetBackup 52xx または 5330 アプライアンス
とレプリケート先ドメインの NetBackup 52xx または 5330 アプライアンス間のレプリケー
ション関係を確立する方法について説明します。 このプロセスは、異なるドメイン内でメ
ディアサーバー重複排除プール (MSDP) レプリケーションを使う従来の (非アプライアン
ス) NetBackup 環境と非常に似ています。
正常に構成するには、『Symantec NetBackup 7.5 重複排除ガイド』に記述されている
他のタスクを実行する必要があります。
次の表に、MSDP レプリケーション用に異なるドメイン内で NetBackup 52xx アプライア
ンスを 2 台構成する手順を示します。他のタスクの参照も含まれています。
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る 2 台の NetBackup 52xx または 5330 アプライアンスを MSDP レプリケーション用に構成する方法

MSDP レプリケーション用に異なるドメイン内に NetBackup 52xx ア
プライアンスを 2 台構成する手順

表 2-11
手順

タスクの説明

1

NetBackup 52xx アプライアンスの 1 つから NetBackup Appliance シェルメニューに
ログオンします。

2

次のコマンドを実行して、ドメインの NetBackup 重複排除パスワードを取得します。
Main > Appliance > ShowDedupePassword
後で手順 4 で使えるように、このパスワードを記録します。

3

ローカルな NetBackup マスターサーバーから NetBackup 管理コンソールにログイン
して、開始します。

4

root ユーザーおよび手順 2 で記録したパスワードを使って、NetBackup 52xx をレプ
リケーションターゲットとして追加します。
詳しくは『Symantec NetBackup 7.5 重複排除ガイド』を参照してください。「重複排除
の構成」の章の「MSDP レプリケーションに対するターゲットの構成」というトピックを参
照してください。

5

プライマリ側で次の操作を実行します。
■

■

6

バックアップに使われるプライマリ NetBackup 52xx の MSDP ストレージユニットを
使って、ストレージライフサイクルポリシー (SLP) を作成します。
詳しくは『Symantec NetBackup 7.5 重複排除ガイド』を参照してください。「重複
排除の構成」の章の「ストレージライフサイクルポリシーの作成」というトピックを参照
してください。
レプリケート先としてリモートの NetBackup 52xx アプライアンスを使って、この SLP
の重複排除ストレージ操作を作成します。
詳しくは『Symantec NetBackup 7.5 重複排除ガイド』を参照してください。「重複
排除の構成」の章の「ストレージ操作のストレージライフサイクルポリシーへの追加」
というトピックを参照してください。

リモート側で次の操作を実行します。
■

プライマリ側で作成されたものとまったく同じ名前の SLP を作成します。

■

レプリケート先としてリモートの NetBackup 52xx アプライアンスの MSDP を使っ
て、この SLP のインポートストレージ操作を作成します。

次の表に、MSDP レプリケーション用に異なるドメインの NetBackup 52xx または 5330
アプライアンスを 2 台構成する手順を示します。 他のタスクの参照も含まれています。
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MSDP レプリケーション用に異なるドメイン内に NetBackup 52xx ア
プライアンスを 2 台構成する手順

表 2-12
手順

タスクの説明

1

NetBackup 52xx または 5330 アプライアンスのいずれかから NetBackup Appliance
シェルメニューにログインします。

2

次のコマンドを実行して、ドメインの NetBackup 重複排除パスワードを取得します。
Main > Appliance > ShowDedupePassword
後で手順 4 で使えるように、このパスワードを記録します。

3

ローカルな NetBackup マスターサーバーから NetBackup 管理コンソールにログイン
して、開始します。

4

root ユーザーと手順 2 で記録したパスワードを使って、NetBackup 52xx または 5330
をレプリケーション先として追加します。
詳しくは『Symantec NetBackup 7.5 重複排除ガイド』を参照してください。「重複排除
の構成」の章の「MSDP レプリケーションに対するターゲットの構成」というトピックを参
照してください。

5

プライマリ側で次の操作を実行します。
■

■

6

バックアップに使うプライマリ NetBackup 52xx または 5330 の MSDP ストレージ
ユニットで、ストレージライフサイクルポリシー (SLP) を作成します。
詳しくは『Symantec NetBackup 7.5 重複排除ガイド』を参照してください。「重複
排除の構成」の章の「ストレージライフサイクルポリシーの作成」というトピックを参照
してください。
レプリケート先としてリモートの NetBackup 52xx または 5330 アプライアンスを使っ
て、この SLP の重複排除ストレージ操作を作成します。
詳しくは『Symantec NetBackup 7.5 重複排除ガイド』を参照してください。「重複
排除の構成」の章の「ストレージ操作のストレージライフサイクルポリシーへの追加」
というトピックを参照してください。

リモート側で次の操作を実行します。
■

プライマリ側で作成されたものとまったく同じ名前の SLP を作成します。

■

レプリケート先としてリモートの NetBackup 52xx または 5330 アプライアンスの
MSDP を使って、この SLP のインポートストレージ操作を作成します。
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ファイバーチャネルを使って NetBackup 52xx アプライ
アンスから NetBackup 50xx アプライアンスに直接バッ
クアップを作成する設定ファイバーチャネルを使って
NetBackup 52xx または 5330 アプライアンスから
NetBackup 50xx アプライアンスに直接バックアップを作
成する設定
このトピックでは、NetBackup 5020 または 5030 重複排除アプライアンスに直接すべて
のバックアップを送信するように NetBackup 5220 または 5230 メディアサーバーを構成
する方法について説明します。
このトピックでは、NetBackup 5020 または 5030 重複排除アプライアンスに直接すべて
のバックアップを送信するように NetBackup 52xx または 5330 メディアサーバーを設定
する方法について説明します。
アプライアンスのターゲットおよびイニシエータの構成は、次のように設定する必要があり
ます。
■

NetBackup 5020 または 5030
このアプライアンスはディスクプール (ターゲット) として設定されます。ファイバーチャ
ネル HBA カードの使用可能なすべてのターゲットポートで使うことができます。

■

NetBackup 5220 または 5230
このアプライアンスはバックアップイメージソース (イニシエータ) としてセットアップさ
れます。 ファイバーチャネル HBA カードの使用可能なすべてのイニシエータポート
で使うことができます。

■

NetBackup 52xx または 5330
このアプライアンスはバックアップイメージソース (イニシエータ) としてセットアップさ
れます。 ファイバーチャネル HBA カードの使用可能なすべてのイニシエータポート
で使うことができます。

ファイバーチャネルを使って、NetBackup 52xx アプライアンスから NetBackup 50xx に
直接バックアップを構成するには、次の手順に従います。
ファイバーチャネルを使って、NetBackup 52xx または 5330 アプライアンスから
NetBackup 50xx に直接バックアップを設定するには、次の手順に従います。
ファイバーチャネルを使って NetBackup 52xx アプライアンスから NetBackup 50xx ア
プライアンスに直接バックアップの作成を設定するにはファイバーチャネルを使って
NetBackup 52xx アプライアンスから NetBackup 5330 アプライアンスに直接バックアッ
プの作成を設定するには

1

NetBackup 50xx で次の手順を実行して、ファイバーチャネル通信を有効にします。
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メモ: このアプライアンスでファイバーチャネル通信がすでに有効になっている場合
は、この手順をスキップします。
NetBackup Appliance シェル ■
メニューで次の操作を実行しま
す。

■

■

■

■

NetBackup アプライアンス
Web コンソールで次の操作を
実行します。

■

■
■

■

■

2

SSH (Secure Shell) エージェントを使って、ファイバー
チャネル通信を有効にする 5020 重複排除アプライア
ンスに接続します。
たとえば、無料ダウンロードとして利用できる PuTTY を
使うことができます。
重複排除アプライアンスにログインします。
デフォルトで、ユーザー名は sysadmin、パスワードは
P@ssw0rd です。このパスワードの 6 番目の文字は数
字のゼロ (0) です。
システムプロンプトで「FC」と入力し、Enter キーを押し
ます。
現在有効なファイバーチャネル接続を表示するには、
「show nodeip」と入力します。
nodeip には、ファイバーチャネル通信を有効にする
5020 重複排除アプライアンスの IP アドレスを入力しま
す。
このアプライアンスに対してファイバーチャネル通信を
有効にするには、「enable-ft」と入力します。
ブラウザを開き、次の URL を入力して、ストレージプー
ル権限の入口パネルにアクセスします。
https://URL
URL にはストレージプール権限ノードの URL を入力し
ます。
root としてログインします。
［設定 (Settings)］ > ［構成 (Configuration)］をクリック
します。
左ペインの［構成 (Configuration)］で、［ファイバートラ
ンスポート (Fibre Transport)］をクリックします。
右ペインの［ファイバートランスポート (Fibre Transport)］
でボックスをクリックし、［保存 (Save)］をクリックします。

ターゲットストレージサーバーとして 50xx を設定するには、50xx ファイバーチャネ
ルポートのゾーンを設定します。
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する設定ファイバーチャネルを使って NetBackup 52xx または 5330 アプライアンスから NetBackup 50xx アプライアンスに
直接バックアップを作成する設定

3

NetBackup 52xx の任意のファイバーチャネルカードの使用可能なイニシエータ
ポートに、50xx の任意のファイバーチャネルカードの使用可能なターゲットポートを
接続します。

4

NetBackup 52xx または 5330 の任意のファイバーチャネルカードの利用可能なイ
ニシエータポートに、50xx の任意のファイバーチャネルカードの利用可能なター
ゲットポートを接続します。

p.19 の 「NetBackup 5330 アプライアンス用にサポートされている PCIe カードとファイ
バーチャネルオプション」 を参照してください。
p.9 の 「NetBackup 52xx アプライアンスに対するファイバーチャネルポートの構成オ
プションについて」 を参照してください。
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VMware のサポート
この章では以下の項目について説明しています。
■

VMware バックアップホストとして使う NetBackup Appliance について

■

SAN トランスポートを使用した VMware バックアップのためのアプライアンスの動的
なマルチパス機能について

VMware バックアップホストとして使う NetBackup
Appliance について
NetBackup Appliance は、バックアップホストとして別の Windows システムを使わずに
仮想マシンのバックアップできます。
NetBackup 7.5.0.2 では、VMware 仮想マシンの直接バックアップに NetBackup
Appliance を使うことができます。 アプライアンスは、バックアップホストとして別の Windows
システムを使わずに仮想マシンをバックアップできます。アプライアンスを使う VMware
のバックアップとリストアのほとんどの必要条件と手順は、以前の 7.x リリースと同じです。
メモ: VMware ポリシー形式を使う必要があります。
ポリシーを VMware 形式に変換する場合は、nbplupgrade コマンドを使うことができま
す。 詳しくは、『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。
バックアップホストとして NetBackup Appliance を使うことができるので、この 7.5.0.2 リ
リースは Linux のバックアップホストをサポートする最初の NetBackup バージョンです。
NetBackup の今後のリリースでは、アプライアンス以外の Linux バックアップホストのサ
ポートを拡張します。
このマニュアルでは、バックアップホストの種類に関係なく (アプライアンスまたはその他
の方法で) NetBackup for VMware を使う方法について説明します。 このマニュアルで
は、バックアップホストとして使うアプライアンスを Linux バックアップホストと呼ぶことがあ
ります。
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次のトピックに、バックアップホストとして使うアプライアンスの注意事項を示します。
■

仮想環境でバックアップホストとして使うアプライアンスの概要については、次を参照
してください。
p.58 の 「バックアップホストとして使うアプライアンス: コンポーネントの概要」 を参照
してください。

■

構成タスク:

■

必要条件と制限事項の一覧:
p.59 の 「VMware バックアップホストとしての NetBackup アプライアンスに関する注
意事項」 を参照してください。

■

ログファイル:

■

詳しくは、最新の『Symantec NetBackup for VMware 管理者ガイド』を参照してくだ
さい。
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

バックアップホストとして使うアプライアンス: コンポーネントの概要
図 3-1に示すように、アプライアンスは VMware バックアップホストとして動作できます。
別の Windows バックアップホストは必要ありません。
バックアップホストとして使うアプライアンスでは、NetBackup メディアサーバーとマスター
サーバーも実行できます。
図 3-1

バックアップホストとして使うアプライアンスと NetBackup for VMware
LAN / WAN
メディアサーバー
ストレージ

バックアップホストとしてのアプ
ライアンスは NetBackup
クライアントソフトウェアを使用
して VM をバックアップ。
クライアントソフトウェアとメデ
ィアサーバーはアプライアンス上
で動作。マスターサーバーもアプ
ライアンス上で動作。

NetBackup
マスターサーバー
(アプライアンス
上にない場合）

NetBackup の GUI
ワークステーション

vCenter
サーバー

ESX
サーバー

備考：Windows のバックアップ
ホストは必要ありません。

仮想マシン
VM

VM

VM

VM

VM

VM

VMware
データ
ストア

NetBackup Appliance は、SAN 環境の動的マルチパス (DMP) をサポートします。
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p.60 の 「SAN トランスポートを使用した VMware バックアップのためのアプライアンスの
動的なマルチパス機能について」 を参照してください。
NetBackup 環境は SAN に導入することもできます。
メモ: NetBackup 52xx アプライアンスの VMware は、SAN トランスポートを使用したマ
ルチパス機能はサポートしません。

メモ: NetBackup 52xx および 5400 アプライアンスの VMware は、SAN トランスポート
を使用したマルチパス機能はサポートしません。
バックアップホストとして使うアプライアンスについて詳しくは、次を参照してください。
p.59 の 「VMware バックアップホストとしての NetBackup アプライアンスに関する注意
事項」 を参照してください。

VMware バックアップホストとしての NetBackup アプライアンスに関す
る注意事項
バックアップホストとしてのアプライアンスに関する次の必要条件と制限事項に注意してく
ださい。
■

アプライアンスはバージョン 2.5 以降である必要があります。 マスターサーバーが別
のホストにある（バックアップホスト上にない）場合は、マスターサーバーは NetBackup
7.5.0.1 以降を使う必要があります。

■

NetBackup 管理コンソールか、バックアップ、アーカイブ、リストアインターフェースを
実行するホストの NetBackup は 7.5.0.1 以降である必要があります。

■

VMware ポリシー形式を使う必要があります。

■

アプライアンスでは vStorage API を使う必要があります。 VCB はサポートされませ
ん。
メモ: VCB でバックアップされた VM を復元するには、Windows の復元ホスト
（Windows のプロキシ）を使う必要があります。

■

ファイルレベルのバックアップはサポートされません。 （ファイルレベルのバックアップ
には VCB が必要です。）

■

アプライアンスは iSCSI 接続をサポートしません。 このガイドの iSCSI への参照は、
アプライアンスには適用されません。

■

アプライアンスでは、hotadd トランスポートモードは Windows のバックアップホストだ
けのためにサポートされます。
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■

4.0 以降の vCenter サーバーによって管理される ESX 3.5 サーバーの場合は、ESX
3.5 サーバーへの仮想マシンの復元が失敗することがあります。 その場合は、VMware
Restore ESX Server として ESX サーバーを識別するように NetBackup を設定し
ます。 その後で、vCenter サーバーに仮想マシンを復元します。 NetBackup が自
動的に ESX のクレデンシャルを見つけ、ESX サーバーに復元のルートを設定しま
す。
詳しくは、VMware Restore ESX Server の設定方法を参照してください。

■

このエラーについては、VMware VDDK 5.0 のリリースノートで説明されています。
http://www.vmware.com/support/developer/vddk/VDDK-500-ReleaseNotes.html

■

hotadd トランスポートモードを使うバックアップでは、SCSI コントローラを番号順に
Linux VM に追加する必要があります。 hotadd トランスポートモードを使うバックアッ
プは、次のような場合に失敗することがあります。
- Linux VM の最初の SCSI コントローラがバス ID 0 に割り当てられている。
- 新しい SCSI コントローラをバス ID 3 に割り当てる。
この場合は、hotadd トランスポートモードは新しい SCSI コントローラは ID 1 である
と予測しているため、バックアップが失敗することがあります。
VMware は、新しい仮想ディスクのバスとディスクの割り当てが存在しないコントロー
ラを参照している場合は、暗黙のうちに VM に SCSI コントローラを追加します。 そ
の結果、SCSI コントローラの順序が狂うことがあります。 詳しくは、VMware VDDK
5.0 のリリースノートを参照してください。 また、仮想ディスクも番号順に追加する必要
があることに注意してください。

SAN トランスポートを使用した VMware バックアップの
ためのアプライアンスの動的なマルチパス機能について
NetBackup のアプライアンスは SAN 環境における VMware バックアップのための動的
なマルチパス（DMP）機能をサポートします。DMP は、すべての利用可能なパスに対し
て要求を分配することにより、入出力パフォーマンスを強化します。アプライアンス上の
DMP は、アクティブパスとパッシブパスを区別して、アクティブパスを利用できます。
フェールオーバーのシナリオでは、入出力は正常なデータパスに再ルーティングされま
す。障害が発生したパスは、正常になると自動的にリストアされます。DMP はアレイのメ
ンテナンスのために入出力パスを一時的に無効にする必要がある場合に、数千の入出
力パスを管理する手間を軽減します。
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図 3-2
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SAN 上の DMP 用の NetBackup アプライアンスのコンポーネント
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ESX
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仮想マシン
VM

VM

VM

VM

VM

VM

この機能がシステムによってサポートされているかどうかについて、詳しくは次のリンクで
ハードウェア互換性リストの［ディスクアレイ (Disk Arrays)］> ［Linux (Linux)］セクションを
参照してください: http://www.symantec.com/docs/TECH170013
p.59 の 「VMware バックアップホストとしての NetBackup アプライアンスに関する注意
事項」 を参照してください。
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