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1
NetBackup Appliance への
ファイバーチャネルサポート
の導入
この章では以下の項目について説明しています。
■

NetBackup アプライアンスのファイバーチャネルでサポートされている機能について

■

NetBackup ファイバートランスポートについて

■

NetBackup SAN クライアントとファイバートランスポートについて

■

最適化複製、自動イメージレプリケーション、ファイバートランスポートについて

■

NetBackup Appliance に対してサポートされているデータ転送方法

NetBackup アプライアンスのファイバーチャネルでサ
ポートされている機能について
アプライアンスは Linux オペレーティングシステムで動作するラックマウントサーバーで
す。NetBackup Enterprise Server ソフトウェアはインストール済みで、オペレーティング
システム、ディスクストレージユニット、ロボットテープデバイスと連携して動作するように構
成されています。
サポート対象のファイバーチャネル (FC) 機能を搭載する NetBackup Appliance で
NetBackup Enterprise Server ソフトウェアを使うには、まずアプライアンスの FC 設定を
構成する必要があります。
NetBackup 52xx と 5330 アプライアンスでは、ハードウェア構成に応じて次の機能の一
部またはすべてで FC を使うことができます。
■

SAN クライアント
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■

最適化複製

■

自動イメージレプリケーション

■

NetBackup for VMware

■

テープ出力

メモ: FC を介した最適化複製と自動イメージレプリケーションは、NetBackup Appliance
製品でのみサポートされ、非アプライアンス NetBackup サーバーではサポートされませ
ん。

メモ: NetBackup アプライアンスは、DD Boost プラグインやその機能の使用をサポート
しています。

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 接続で大量のデー
タのバックアップを迅速に作成できます。 バックアップとリストアのトラフィックは 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。
SAN クライアントのバックアップに使う場合は、NetBackup 52xx または 5330 アプライア
ンスでファイバートランスポートメディアサーバー (FTMS) 機能を有効にする必要があり
ます。
p.56 の 「SAN クライアントファイバートランスポートの設定の構成」 を参照してください。

最適化複製
最適化複製では、同じドメインのアプライアンス間で重複排除されたバックアップイメージ
がコピーされます。
FC 上の最適化複製では、複製ソースは NetBackup 52xx または 5330 アプライアンス
にする必要があります。複製先は NetBackup 5020、5030 アプライアンスにできます。
アプライアンスソフトウェアのリリース 2.7.3 より、複製先として NetBackup 52xx または
5330 アプライアンスも使うことができます。
つまり、コピー元とコピー先で同じ 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。
FC を介した最適化複製の複製元と複製先の両方でアプライアンスを構成する必要があ
ります。

7

第 1 章 NetBackup Appliance へのファイバーチャネルサポートの導入
NetBackup アプライアンスのファイバーチャネルでサポートされている機能について

p.60 の 「他の NetBackup アプライアンスへのファイバートランスポートの構成」 を参照
してください。
p.63 の 「最適化された複製およびレプリケーションのための、ターゲットアプライアンス
上でのファイバートランスポートの構成」 を参照してください。
NetBackup 5020 と 5030 アプライアンスをストレージの宛先として構成する場合は、
『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。
メモ: NetBackup 管理コンソールから複製ジョブを実行する場合は、［アクティビティモニ
ター (Activity Monitor)］を使ってジョブを監視できます。ただし、［状態の詳細 (Detailed
Status)］タブの［トランスポート形式 (Transport Type)］フィールドには、FC を介したジョ
ブに対して常に ［LAN］ がレポートされます。正しいトランスポート形式を確認するには、
［状態 (Status)］ボックスの詳細を確認します。

自動イメージレプリケーション
1 つの NetBackup ドメインで生成されたバックアップを、1 つ以上のターゲット NetBackup
ドメインのストレージに複製できます。 この処理は自動イメージレプリケーションと呼ばれ
ます。
FC を介した自動イメージレプリケーションのソースと宛先の両方でアプライアンスを構成
する必要があります。
アプライアンスソフトウェアのリリース 2.7.3 より、レプリケーション先として NetBackup 52xx
または 5330 アプライアンスも使うことができます。
p.60 の 「他の NetBackup アプライアンスへのファイバートランスポートの構成」 を参照
してください。
p.63 の 「最適化された複製およびレプリケーションのための、ターゲットアプライアンス
上でのファイバートランスポートの構成」 を参照してください。
自動イメージレプリケーションについて詳しくは、『NetBackup 重複排除ガイド』を参照し
てください。
NetBackup 5020 と 5030 アプライアンスをストレージの宛先として構成する場合は、
『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。
メモ: NetBackup 管理コンソールからレプリケーションジョブを実行する場合は、［アクティ
ビティモニター (Activity Monitor)］を使ってジョブを監視できます。ただし、［状態の詳細
(Detailed Status)］タブの［トランスポート形式 (Transport Type)］フィールドには、FC を
介したジョブに対して常に ［LAN］ がレポートされます。正しいトランスポート形式を確認
するには、［状態 (Status)］ボックスの詳細を確認します。
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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 と 5330 Appliance 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 52xx または 5330 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.72 の 「VMware バックアップホストとしての NetBackup アプライアンスについて」 を参
照してください。
p.73 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、『 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ているため、FC 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。 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。
テープへのバックアップを行うように NetBackup 52xx または 5330 を構成する方法に
ついて詳しくは、次のトピックを参照してください。
p.70 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。
p.23 の 「NetBackup 5220 および 5230 アプライアンスのサポート対象ファイバーチャ
ネルポートの構成」 を参照してください。
p.33 の 「NetBackup 5330 アプライアンスのサポート対象ファイバーチャネルポートの
構成」 を参照してください。

NetBackup ファイバートランスポートについて
NetBackup ファイバートランスポートはデータ転送の方式です。これはファイバーチャネ
ルを使用し、LAN を介した TCP/IP ではなく SAN を介したデータ移動用の SCSI コマ
ンドプロトコルの一部を使用します。次のシナリオに対して、高パフォーマンスの伝送メカ
ニズムが提供されます。
■

NetBackup クライアントと NetBackup メディアサーバーの間のバックアップおよびリ
ストア
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■

NetBackup メディアサーバー間の最適化複製および自動イメージレプリケーション

p.10 の 「NetBackup SAN クライアントと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。
p.12 の 「最適化複製、自動イメージレプリケーション、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。

NetBackup SAN クライアントとファイバートランスポー
トについて
SAN クライアントは NetBackup クライアントの高速バックアップとリストアを可能にする
NetBackup オプション機能です。
メモ: ご使用のアプライアンスとともにこの SAN クライアント機能を使用することを計画し
ており、QLogic FC HBA カードを備えた SLES 10 クライアントがある場合は、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、ベリタスはまずす
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。
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
量のデータのバックアップを迅速に作成できます。 たとえば、高速なバックアップとリスト
アはデータベースホストの役に立ちます。 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 高速データトランスポート方式の名前です。
バックアップとリストアのトラフィックはファイバーチャネル (FC) で転送し、NetBackup サー
バーとクライアントの管理トラフィックは LAN で転送します。
NetBackup 52xx または 5330 アプライアンスの場合には、ファイバートランスポートは
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に対し
て高速なトラフィックを提供します。5000 シリーズアプライアンスは、SAN クライアントバッ
クアップのストレージホストとして機能します。
図 1-1に SAN クライアントの構成を示します。
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図 1-1

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 クライアントおよびファイバートランスポートに関する詳細は、次のリンクの NetBackup
のマニュアルから『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』を
参照してください。
http://www.veritas.com/docs/DOC5332
p.11 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.42 の 「NetBackup Appliance 用の SAN のゾーン化について」 を参照してください。
p.50 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 クライアント機能をアクティブ化するライセンスファ
イルを入力します。
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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最適化複製、自動イメージレプリケーション、ファイバー
トランスポートについて
NetBackup 52xx 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 (FT) は
FT をサポートする別の NetBackup アプライアンスへの高速なトラフィックを提供します。
トラフィックは、最適化複製または自動イメージレプリケーションに対して最適化すること
ができます。
FT を介した最適化複製と自動イメージレプリケーションの場合、ソースアプライアンスは
NetBackup 52xx または 5330 アプライアンスである必要があります。ターゲットアプライ
アンスには、次のものがあります。
■

NetBackup 5020 または 5030 アプライアンス

■

NetBackup 52xx または 5330 アプライアンス

メモ: NetBackup 52xx または 5330 アプライアンスでの FT を介した最適化複製と自動
イメージレプリケーションのサポートは、各アプライアンスの HBA 構成によって異なりま
す。お使いのアプライアンスが HBA 構成をサポートするかどうか確認するには、次のト
ピックを参照してください。
p.15 の 「アプライアンスの HBA 構成によるファイバーチャネル機能サポートについて」
を参照してください。
使用している構成が不明な場合は、『NetBackup Appliance 製品説明ガイド』を参照し
てください。
最適化複製および自動イメージレプリケーションのために FT を使用するには、ソースア
プライアンスとターゲットアプライアンス上で各種の FT 設定を完了する必要があります。
ソースとして使用するアプライアンスでは、他の NetBackup アプライアンスへの最適化
複製とレプリケーションのために FT を有効化する必要があります。ターゲットとして使用
するアプライアンスでは、最適化複製とレプリケーションのターゲットアプライアンスとして
使用するために FT を有効化する必要があります。ソースおよびターゲットアプライアンス
上で、ポート構成のカスタマイズが必要となる場合もあります。ターゲットモードおよびポー
トは、SAN クライアントファイバートランスポートメディアサーバー (FTMS) とは異なること
に注意してください。
メモ: NetBackup 管理コンソールから複製またはレプリケーションジョブを実行する場合
は、［アクティビティモニター (Activity Monitor)］を使ってジョブを監視できます。ただし、
［状態の詳細 (Detailed Status)］タブの［トランスポート形式 (Transport Type)］フィール
ドには、FC を介したジョブに対して常に ［LAN］ がレポートされます。正しいトランスポー
ト形式を確認するには、［状態 (Status)］ボックスの詳細を確認します。
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p.46 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 「HBA ポートモードとデフォルトの構成について」 を参照してください。
p.50 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.60 の 「他の NetBackup アプライアンスへのファイバートランスポートの構成」 を参照
してください。
p.63 の 「最適化された複製およびレプリケーションのための、ターゲットアプライアンス
上でのファイバートランスポートの構成」 を参照してください。

NetBackup Appliance に対してサポートされている
データ転送方法
表 1-1では、NetBackup Appliance 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 Appliance 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。
メモ: TCP/IP を使う場合にサポートされる方法は、非アプライアンスの サーバーでもサ
ポートされます。FC を使用する最適化複製および自動イメージレプリケーションは、
NetBackup Appliance 製品でのみサポートされます。HBA 構成によっては、HBA 構成
によっては、最適化複製および自動イメージレプリケーションのターゲットアプライアンス
として使用できないアプライアンスがあります。イメージレプリケーションのターゲットアプ
ライアンスとして使用できないアプライアンスがあります。
表 1-1

NetBackup Appliance に対してサポートされているデータ転送方法

方法

ソース

ターゲット

操作

FC

52xx/5330

52xx/5330

最適化複製

FC

52xx/5330

52xx/5330

自動イメージレプリケーション

FC

52xx/5330

5020/5030

最適化複製 (下記の表の注意を参照して
ください。)

FC

52xx/5330

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。)

FC

5020/5030

5020/5030

最適化複製
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方法

ソース

ターゲット

操作

FC

5020/5030

5020/5030

自動イメージレプリケーション

FC

SAN クライア 52xx/5330
ント

メディアサーバーの重複排除

TCP/IP

52xx/5330

52xx/5330

最適化複製

TCP/IP

52xx/5330

52xx/5330

自動イメージレプリケーション

TCP/IP

52xx/5330

5020/5030

最適化複製

TCP/IP

52xx/5330

5020/5030

自動イメージレプリケーション

TCP/IP

5020/5030

5020/5030

最適化複製

TCP/IP

5020/5030

5020/5030

自動イメージレプリケーション

TCP/IP

5020/5030

52xx/5330

最適化複製

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.65 の 「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 Appliance 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。
表 1-2

NetBackup Appliance に対してサポートされていないデータ転送方
法

方法

ソース

ターゲット

操作

FC

5020/5030

52xx/5330

最適化複製

FC

5020/5030

52xx/5330

自動イメージレプリケーション

FC

SAN クライア 5020/5030
ント

クライアント側の重複排除

FC

SAN クライア 52xx/5330
ント

クライアント側の重複排除

TCP/IP

5020/5030

自動イメージレプリケーション

52xx/5330
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アプライアンスの HBA 構成によるファイバーチャネル機能サポートにつ
いて
FC 機能のサポートは、各アプライアンスの特定の HBA 構成に応じて異なります。現在
の構成がわからない場合、お使いのアプライアンスモデルについて、次のリンクから
『NetBackup Appliance 製品説明ガイド』を参照してください。
NetBackup Appliance マニュアルページ
表 1-3、表 1-4、および 表 1-6 に、特定の FC 機能がアプライアンスでサポートされてい
るかどうかを示します。
NetBackup 5220 アプライアンスでサポートされる FC 機能

表 1-3
構成

サポートされる FC 機能

5220 A

サポートされない

5220 B

■

最適化複製

■

自動イメージレプリケーション

■

テープ出力

■

NetBackup for VMware

■

最適化複製

■

自動イメージレプリケーション

■

テープ出力

■

NetBackup for VMware

■

SAN クライアント

■

最適化複製

■

自動イメージレプリケーション

■

テープ出力

■

NetBackup for VMware

■

SAN クライアント

■

最適化複製

■

自動イメージレプリケーション

■

テープ出力

■

NetBackup for VMware

5220 C

5220 D

5220 E

表 1-4

NetBackup 5230 アプライアンスでサポートされる FC 機能

構成

サポートされる FC 機能

5230 A

サポートされない
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構成

サポートされる FC 機能

5230 B

■

最適化複製

■

自動イメージレプリケーション

■

テープ出力

■

NetBackup for VMware

■

最適化複製

■

自動イメージレプリケーション

■

テープ出力

■

NetBackup for VMware

■

SAN クライアント

■

最適化複製

■

自動イメージレプリケーション

■

テープ出力

■

NetBackup for VMware

■

SAN クライアント

■

最適化複製

■

自動イメージレプリケーション

■

テープ出力

■

NetBackup for VMware

5230 C

5230 D

5230 E

NetBackup 5240 アプライアンスでサポートされる FC 機能

表 1-5
構成

サポートされる FC 機能

5240 A

サポートされない

5240 B

■

最適化複製

■

自動イメージレプリケーション

■

テープ出力

■

NetBackup for VMware

■

最適化複製

■

自動イメージレプリケーション

■

テープ出力

■

NetBackup for VMware

5240 C
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構成

サポートされる FC 機能

5240 D

■

SAN クライアント

■

最適化複製

■

自動イメージレプリケーション

■

テープ出力

■

NetBackup for VMware

■

SAN クライアント

■

最適化複製

■

自動イメージレプリケーション

■

テープ出力

■

NetBackup for VMware

■

最適化複製

■

自動イメージレプリケーション

■

テープ出力

■

NetBackup for VMware

■

最適化複製

■

自動イメージレプリケーション

■

テープ出力

■

NetBackup for VMware

5240 E

5240 F

5240 G

NetBackup 5330 アプライアンスでサポートされる FC 機能

表 1-6
構成

サポートされる FC 機能

5330 A

サポートされない

5330 B

■

最適化複製

■

自動イメージレプリケーション

■

テープ出力

■

NetBackup for VMware

■

SAN クライアント

■

最適化複製 (ソースアプライアンスとしてのみ)

■

自動イメージレプリケーション (ソースアプライアンスとしてのみ)

■

テープ出力

■

NetBackup for VMware

5330 C

メモ: この構成は、FC を介した最適化複製または自動イメージレプリケーショ
ンのターゲットアプライアンスとして使うことはできません。
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構成

サポートされる FC 機能

5330 D

■

SAN クライアント

■

最適化複製

■

自動イメージレプリケーション

■

テープ出力

■

NetBackup for VMware

■

SAN クライアント

■

最適化複製

■

自動イメージレプリケーション

■

テープ出力

■

NetBackup for VMware

5330 E

NetBackup 5230 の背面パネルの構成について
NetBackup 5230 Appliance は、次の構成で出荷されます。外部ストレージシェルフは
デバイスとして別途注文できます。
表 1-7
構成

NetBackup 5230 の背面パネルの構成
スロット 1 スロット 2 スロット 3

スロット 4

スロット 5

スロット 6

A

構成なし

構成なし

構成なし

構成なし

構成なし

構成なし

B

構成なし

構成なし

構成なし

8 Gb デュア 構成なし
ルファイ
バーチャネ
ル

構成なし

C

構成なし

構成なし

10 GbE
8 Gb デュア 構成なし
デュアル
ルファイ
イーサネット バーチャネ
ル

構成なし

D

構成なし

8 Gb デュ 10 GbE
アルファイ デュアル
バーチャネ イーサネット
ル

8 Gb デュア
ルファイ
バーチャネ
ル

8 Gb デュ 8 Gb デュアル
アルファイ ファイバーチャ
バーチャネ ネル
ル

E

構成なし

8 Gb デュ
アルファイ
バーチャネ
ル

8 Gb デュア
ルファイ
バーチャネ
ル

8 Gb デュ 8 Gb デュアル
アルファイ ファイバーチャ
バーチャネ ネル
ル

8 Gb デュ
アルファイ
バーチャネ
ル
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構成

スロット 1 スロット 2 スロット 3

スロット 4

スロット 5

スロット 6

SAS
構成なし
RAID コン
(外部ストレー
トローラ
ジシェルフ使
用)

構成なし

構成なし

構成なし

構成なし

SAS
構成なし
RAID コン
(外部ストレー
トローラ
ジシェルフ使
用)

構成なし

8 Gb デュア 構成なし
ルファイ
バーチャネ
ル

構成なし

SAS
構成なし
RAID コン
(外部ストレー
トローラ
ジシェルフ使
用)

10 GbE
8 Gb デュア 構成なし
デュアル
ルファイ
イーサネット バーチャネ
ル

構成なし

A

B

C

SAS
8 Gb デュ 10 GbE
RAID コン アルファイ デュアル
(外部ストレー
トローラ
バーチャネ イーサネット
ジシェルフ使
ル
用)

8 Gb デュア
ルファイ
バーチャネ
ル

8 Gb デュ 8 Gb デュアル
アルファイ ファイバーチャ
バーチャネ ネル
ル

SAS
8 Gb デュ
RAID コン アルファイ
(外部ストレー
トローラ
バーチャネ
ジシェルフ使
ル
用)

8 Gb デュア
ルファイ
バーチャネ
ル

8 Gb デュ 8 Gb デュアル
アルファイ ファイバーチャ
バーチャネ ネル
ル

D

E

8 Gb デュ
アルファイ
バーチャネ
ル

構成 D の注意:
■

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

■

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

■

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

構成 E の注意:
■

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

■

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

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

FC HBA カードの使用方法について詳しくは、『NetBackup Appliance ファイバーチャ
ネルガイド』を参照してください。

NetBackup 5240 Appliance の PCIe スロットの構成
NetBackup 5240 Appliance の背面パネルには、3 つの PCIe ライザーカードアセンブ
リがあります。PCIe ライザーカードアセンブリ 1 と 2 にはそれぞれ 3 枚の標準 PCIe カー
ドが取り付けられています。PCIe ライザーカードアセンブリ 3 には 2 枚のロープロファイ
ル PCIe カードが取り付けられています。 スロットには 1 から 8 までのラベルが付いてい
ます。 スロット 1、2、3 は PCIe ライザーアセンブリ 2 に配置されています。 スロット 4、
5、6 は PCIe ライザーカードアセンブリ 1 に配置されています。スロット 7 と 8 は PCIe
ライザーカードアセンブリ 3 に配置されています。
NetBackup 5240 Appliance の PCIe カードスロットの配置 (構成
F)

図 1-2

Riser
Assembly 3

Riser
Assembly 1

Riser
Assembly 2

8

3

6

7

2

5

1

4

次の表に、NetBackup 5240 Appliance で利用可能な PCIe カードのさまざまな構成を
示します。
NetBackup 5240 Appliance スの PCIe スロットで利用可能な構成

表 1-8
構成

ス スロット
ロッ
2
ト

スロット

スロット

スロット

スロット

3

4

5

6

1*

ス
ス
ロッ ロット
ト
8
7 **

A

-

-

-

-

-

-

-

-

B

-

-

-

-

-

8Gb の
FC HBA

-

-

C

-

-

10 GbE
NIC

-

-

8Gb の
FC HBA

-

-
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構成

ス スロット
ロッ
2
ト

スロット

スロット

スロット

スロット

3

4

5

6

1*

ス
ス
ロッ ロット
ト
8
7 **

D

-

8Gb の
FC HBA

10 GbE
NIC

8Gb の
FC HBA

8Gb の
FC HBA

8Gb の
FC HBA

-

-

E

-

8Gb の
FC HBA

8Gb の
FC HBA

8Gb の
FC HBA

8Gb の
FC HBA

8Gb の
FC HBA

-

-

F

-

-

1 GbE
NIC

-

-

8Gb の
FC HBA

-

-

-

10 GbE
NIC

8Gb の
FC HBA

-

-

(4 ポート RJ45)
G

-

10 GbE
NIC

10 GbE
NIC

* NetBackup 5240 Appliance とともに 1 台以上の NetBackup 5240 ストレージシェルフを購入
している場合、スロット 1 には出荷時に取り付けられている PCIe RAID 6 コントローラがあります。
それ以外の場合は、スロット 1 には何も装着されていません。
** スロット 7 には、NetBackup 5240 Appliance の内部 PCIe RAID コントローラが搭載されてい
ます。この RAID コントローラを使って、アプライアンスのオペレーティングシステムをインストール
したディスクドライブに RAID 1 アレイを作成します。オペレーシングシステムドライブは、前面パネ
ルのスロット 0 と 1 に配置されています。

Appliance 計算ノードの PCIe スロットの構成オプション
NetBackup Appliance 計算ノードの背面パネルには、1 から 6 の番号が付けられた 6
個の PCIe スロットが搭載されています。スロット 1、2、3 は PCIe ライザーアセンブリ 2
に配置されています。 スロット 4、5、6 は PCIe ライザーアセンブリ 1 に配置されていま
す。

ライザー 2

ライザー 1

スロット 3

スロット 6

スロット 2

スロット 5

スロット 1

スロット 4

すべての PCIe スロットには、8 Gb ファイバーチャネル (FC) のホストバスアダプタ (HBA)
カードまたは 10 Gb イーサネットネットワークインターフェースカード (NIC) が搭載されて
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第 1 章 NetBackup Appliance へのファイバーチャネルサポートの導入
NetBackup Appliance に対してサポートされているデータ転送方法

います。スロット 1 と 4 は、プライマリストレージシェルフへの接続用に排他的に予約され
ています。
FC HBA カードの使用方法に関する詳細は、『NetBackup Appliance ファイバーチャネ
ルガイド』を参照してください。
表 1-9 には、 Appliance の PCIe スロット構成オプションが掲載されています。
Appliance 計算ノードの PCIe スロット構成オプション

表 1-9
I/O 構成オプ
ション

スロット 1

スロット 2 スロット 3 スロット 4 スロット 5 スロット 6

A

8Gb の FC
HBA

10 GbE
NIC

10 GbE
NIC

8Gb の FC 10 GbE
HBA
NIC

10 GbE
NIC

B

8Gb の FC
HBA

10 GbE
NIC

10 GbE
NIC

8Gb の FC 10 GbE
HBA
NIC

8Gb の FC
HBA

C

8Gb の FC
HBA

10 GbE
NIC

10 GbE
NIC

8Gb の FC 8Gb の FC 8Gb の FC
HBA
HBA
HBA

D

8Gb の FC
HBA

8Gb の FC
HBA

10 GbE
NIC

8Gb の FC 8Gb の FC 8Gb の FC
HBA
HBA
HBA

E

8Gb の FC
HBA

8Gb の FC
HBA

8Gb の FC 8Gb の FC 8Gb の FC 8Gb の FC
HBA
HBA
HBA
HBA
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2
ファイバーチャネルポートの
設定と FC SAN ゾーンの設
定について
この章では以下の項目について説明しています。
■

NetBackup 5220 および 5230 アプライアンスのサポート対象ファイバーチャネル
ポートの構成

■

NetBackup 5240 アプライアンスのサポート対象ファイバーチャネルポートの構成

■

NetBackup 5330 アプライアンスのサポート対象ファイバーチャネルポートの構成

■

アプライアンス HBA WWPN を特定する方法

■

HBA ポートモードとデフォルトの構成について

■

NetBackup Appliance シェルメニューでの HBA のリンク状態について

■

NetBackup Appliance 用の SAN のゾーン化について

NetBackup 5220 および 5230 アプライアンスのサポー
ト対象ファイバーチャネルポートの構成
メモ: アプライアンスで特定の FC 機能の構成を開始する前に、その構成が、アプライア
ンスの HBA 構成でサポートされていることを確認してください。
p.15 の 「アプライアンスの HBA 構成によるファイバーチャネル機能サポートについて」
を参照してください。

第 2 章 ファイバーチャネルポートの設定と FC SAN ゾーンの設定について
NetBackup 5220 および 5230 アプライアンスのサポート対象ファイバーチャネルポートの構成

NetBackup 5220 の FC HBA スロットとポート
NetBackup 5220 アプライアンスでは、最大 3 枚の PCIe 8 Gb ファイバーチャネル HBA
カードをプリインストールすることができます。
NetBackup 5220 では、スロット 2 から 4 までが FC をサポートします。
図 2-1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 の FC HBA スロットとポート

図 2-1

F
NetBackup
5220

スロット 2 (FC HBA)

スロット 4 (FC HBA)

スロット 3 と 4 のポート順序

スロット 2 ポートの順序

ポート 1 (左)

スロット 3 (FC HBA)

ポート 2 (右)

ポート 2 (左)

ポート 1 (右)

NetBackup 5220 アプライアンス HBA 構成のスロットの場所については、次のリンクの
『NetBackup 5220 Appliance 製品ガイド』を参照してください。
http://www.veritas.com/docs/000004284

NetBackup 5230 の FC HBA スロットとポート
NetBackup 5230 アプライアンスでは、最大 5 枚の PCIe 8 Gb ファイバーチャネル HBA
カードをプリインストールすることができます。
NetBackup 5230 では、スロット 2 から 6 までが FC をサポートします。
図 2-2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。
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第 2 章 ファイバーチャネルポートの設定と FC SAN ゾーンの設定について
NetBackup 5220 および 5230 アプライアンスのサポート対象ファイバーチャネルポートの構成

図 2-2

NetBackup 5230 の FC HBA スロットとポート
スロット 3 (FC HBA)
スロット 2 (FC HBA)

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

NetBackup 5230

すべてのスロットの FC HBA
ポートの順序

ポート 2 (左)

ポート 1 (右)

p.18 の 「NetBackup 5230 の背面パネルの構成について」 を参照してください。

サポートされている NetBackup 5220 と 5230 の FC ポートオプ
ションの概略
メモ: Symantecは、アプライアンスの背面パネル内の FC HBA カードの再構成をサポー
トしていません。Symantecのテクニカルサポートに問い合わせずに、カードを別のスロッ
トに付け替えたり、別のアプライアンスで使用中のカードを装着したりしないでください。
表 2-1に、サポートされている NetBackup 5220 と 5230 の各ポートの FC オプションの
概略を示します。
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第 2 章 ファイバーチャネルポートの設定と FC SAN ゾーンの設定について
NetBackup 5220 および 5230 アプライアンスのサポート対象ファイバーチャネルポートの構成

表 2-1

サポートされている NetBackup 5220 と 5230 の FC オプションの
概略

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 2 (5220 と
5230)

ポート1
■

SAN クライアント - ターゲット (5220 のみ)

■

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)

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。
■

最適化複製 - イニシエータ

■

自動イメージレプリケーション - イニシエータ

■

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。
このスロットは、次の HBA 構成では FC HBA カードが搭載されます。
■

5220 HBA 構成 D および E

■

5230 HBA 構成 D および E

5220 HBA 構成 D および E では、このスロットは、ファイバートランスポート
メディアサーバー (FTMS) のために予約されています。これら 2 つの構成
を使って SAN クライアント FTMS を有効化する場合、ポート 1 は、デフォ
ルトで SAN クライアントのためのターゲットモードに変更されます。
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第 2 章 ファイバーチャネルポートの設定と FC SAN ゾーンの設定について
NetBackup 5220 および 5230 アプライアンスのサポート対象ファイバーチャネルポートの構成

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 3 (5220 と
5230)

ポート1
■

最適化複製 - イニシエータまたはターゲット

■

自動イメージレプリケーション - イニシエータまたはターゲット

■

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 - イニシエータまたはターゲット

■

自動イメージレプリケーション - イニシエータまたはターゲット

■

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。
このスロットは、次の HBA 構成では FC HBA カードが搭載されます。
■

5220 HBA 構成 B、C、D、および E

■

5230 HBA 構成 E
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第 2 章 ファイバーチャネルポートの設定と FC SAN ゾーンの設定について
NetBackup 5220 および 5230 アプライアンスのサポート対象ファイバーチャネルポートの構成

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 4 (5220 と
5230)

ポート1
■

SAN クライアント - ターゲット (5220 のみ)

■

最適化複製 - イニシエータまたはターゲット (5230 のみ)

■

■

自動イメージレプリケーション - イニシエータまたはターゲット (5230 の
み)
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)

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。
■

最適化複製 - イニシエータ

■

最適化複製 - ターゲット (5230 のみ)

■

自動イメージレプリケーション - イニシエータ

■

自動イメージレプリケーション - ターゲット (5230 のみ)

■

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。
このスロットは、次の HBA 構成では FC HBA カードが搭載されます。
■

5220 HBA 構成 D および E

■

5230 HBA 構成 B、C、D、および E

5220 HBA 構成 D および E では、このスロットは、FTMS のために予約さ
れています。これら 2 つの構成を使って SAN クライアント FTMS を有効化
する場合、ポート 1 は、デフォルトで SAN クライアントのためのターゲット
モードに変更されます。
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第 2 章 ファイバーチャネルポートの設定と FC SAN ゾーンの設定について
NetBackup 5240 アプライアンスのサポート対象ファイバーチャネルポートの構成

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
■

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

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。
■

最適化複製 - イニシエータ

■

自動イメージレプリケーション - イニシエータ

■

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 - 6 には、5230 HBA 構成 D および E では、それぞれ FC カード
が搭載されています。
スロット 5 - 6 は FTMS のために予約されています。これら 2 つの構成を
使って SAN クライアント FTMS を有効化する場合、ポート 1 は、デフォル
トで SAN クライアントのためのターゲットモードに変更されます。

p.37 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.50 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 5240 アプライアンスのサポート対象ファイ
バーチャネルポートの構成
メモ: アプライアンスで特定の FC 機能の構成を開始する前に、その構成が、アプライア
ンスの HBA 構成でサポートされていることを確認してください。
p.15 の 「アプライアンスの HBA 構成によるファイバーチャネル機能サポートについて」
を参照してください。
NetBackup 5240 アプライアンスは、1 枚から 5 枚の PCIe 8 GB ファイバーチャネル
(FC) HBA カードがすでに取り付けられた状態で発注できます。
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第 2 章 ファイバーチャネルポートの設定と FC SAN ゾーンの設定について
NetBackup 5240 アプライアンスのサポート対象ファイバーチャネルポートの構成

図 2-3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。
図 2-3

NetBackup 5240 の FC HBA スロットとポート
Slot 3 (FC HBA)
Slot 2 (FC HBA)

Slot 6 (FC HBA)
Slot 5 (FC HBA)
Slot 4 (FC HBA)

NetBackup 5240

FC HBA port order for all slots

Port 2 (left)

Port 1 (right)

p.20 の 「NetBackup 5240 Appliance の PCIe スロットの構成」 を参照してください。
メモ: Symantecは、アプライアンスの背面パネル内の FC HBA カードの再構成をサポー
トしていません。Symantecのテクニカルサポートに問い合わせずに、カードを別のスロッ
トに付け替えたり、別のアプライアンスで使用中のカードを装着したりしないでください。
表 2-2に、サポートされている NetBackup 5240 の FC オプションの概略を示します。
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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第 2 章 ファイバーチャネルポートの設定と FC SAN ゾーンの設定について
NetBackup 5240 アプライアンスのサポート対象ファイバーチャネルポートの構成

表 2-2

サポートされている NetBackup 5240 の FC オプションの概略

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 2

ポート1
■

最適化複製 - イニシエータまたはターゲット

■

自動イメージレプリケーション - イニシエータまたはターゲット

■

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 - イニシエータまたはターゲット

■

自動イメージレプリケーション - イニシエータまたはターゲット

■

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。
このスロットには、5240 HBA 構成 D および E では FC カードが搭載され
ています。
スロット 3

ポート1
■

最適化複製 - イニシエータまたはターゲット

■

自動イメージレプリケーション - イニシエータまたはターゲット

■

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 - イニシエータまたはターゲット

■

自動イメージレプリケーション - イニシエータまたはターゲット

■

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。
このスロットには、5240 HBA 構成 E では FC カードが搭載されています。
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NetBackup 5240 アプライアンスのサポート対象ファイバーチャネルポートの構成

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 4

ポート1
■

最適化複製 - イニシエータまたはターゲット (5230 のみ)

■

■

自動イメージレプリケーション - イニシエータまたはターゲット (5230 の
み)
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 - イニシエータまたはターゲット

■

自動イメージレプリケーション - イニシエータまたはターゲット

■

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。
このスロットには、5240 HBA 構成 D および E では FC カードが搭載され
ています。
スロット 5

ポート1
■

SAN クライアント - ターゲット

■

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

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。
■

最適化複製 - イニシエータ

■

自動イメージレプリケーション - イニシエータ

■

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。
このスロットには、5240 HBA 構成 D および E では FC カードが搭載され
ています。
このスロットは、5240 HBA 構成 D および E では、ファイバートランスポート
メディアサーバー (FTMS) のために予約されています。これら 2 つの構成
で SAN クライアント FTMS を有効化する場合、ポート 1 は、デフォルトで
SAN クライアントのためにターゲットモードに変更されます。
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NetBackup 5330 アプライアンスのサポート対象ファイバーチャネルポートの構成

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 6

ポート1
■

SAN クライアント - ターゲット

■

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

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。
■

最適化複製 - イニシエータ

■

自動イメージレプリケーション - イニシエータ

■

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。
このスロットには、5240 HBA 構成 B、C、D、E、F、および G では FC カー
ドが搭載されています。
このスロットは、5240 HBA 構成 D および E では、FTMS のために予約さ
れています。これら 2 つの HBA 構成で SAN クライアント FTMS を有効化
する場合、ポート 1 は、デフォルトで SAN クライアントのためにターゲット
モードに変更されます。

NetBackup 5330 アプライアンスのサポート対象ファイ
バーチャネルポートの構成
メモ: アプライアンスで特定の FC 機能の構成を開始する前に、その構成が、アプライア
ンスの HBA 構成でサポートされていることを確認してください。
p.15 の 「アプライアンスの HBA 構成によるファイバーチャネル機能サポートについて」
を参照してください。
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 2-4 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。
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図 2-4
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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)

メモ: Symantecは、アプライアンスの背面パネル内の FC HBA カードの再構成をサポー
トしていません。Symantecのテクニカルサポートに問い合わせずに、カードを別のスロッ
トに付け替えたり、別のアプライアンスで使用中のカードを装着したりしないでください。
表 2-3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 2-3

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
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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

スロット 2

ポート1

10 GB NIC または 8 GB FC
HBA

■

最適化複製 - イニシエータまたはターゲット

■

自動イメージレプリケーション - イニシエータまたはターゲット

■

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 - イニシエータまたはターゲット

■

自動イメージレプリケーション - イニシエータまたはターゲット

■

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。
このスロットには、5330 HBA 構成 D および E では FC カードが
搭載されています。
スロット 3

ポート1

10 GB NIC または 8 GB FC
HBA

■

最適化複製 - イニシエータまたはターゲット

■

自動イメージレプリケーション - イニシエータまたはターゲット

■

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 - イニシエータまたはターゲット

■

自動イメージレプリケーション - イニシエータまたはターゲット

■

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。
このスロットには、5330 HBA 構成 E では FC カードが搭載され
ています。
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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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 5

ポート1

10 GB NIC または 8 GB FC
HBA

■

SAN クライアント - ターゲット

■

最適化複製 - イニシエータ

■

自動イメージレプリケーション - イニシエータ

■

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

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。
■

最適化複製 - イニシエータ

■

自動イメージレプリケーション - イニシエータ

■

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。
このスロットには、5330 HBA 構成 C、D および E では FC カー
ドが搭載されています。
このスロットは、ファイバートランスポートメディアサーバー (FTMS)
のために予約されています。これら 3 つの構成を使って SAN ク
ライアント FTMS を有効化する場合、ポート 1 は、デフォルトで
SAN クライアントのためのターゲットモードに変更されます。
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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

スロット 6

ポート1

10 GB NIC または 8 GB FC
HBA

■

SAN クライアント - ターゲット

■

最適化複製 - イニシエータまたはターゲット

■

自動イメージレプリケーション - イニシエータまたはターゲット

■

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

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。
■

最適化複製 - イニシエータまたはターゲット

■

自動イメージレプリケーション - イニシエータまたはターゲット

■

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。
このスロットには、5230 HBA 構成 B、C、D および E では FC
カードが搭載されています。
5330 HBA 構成 C、D および E では、このスロットは、FTMS の
ために予約されています。これら 3 つの構成を使って SAN クラ
イアント FTMS を有効化する場合、ポート 1 は、デフォルトで
SAN クライアントのためのターゲットモードに変更されます。

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。
NetBackup Appliance シェルメニューについて詳しくは、『NetBackup Appliance コマ
ンドリファレンスガイド』を参照してください。
表 2-4 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 2-4
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。

HBA ポートモードとデフォルトの構成について
NetBackup 52xx と 5330 アプライアンスのすべての Fibre Channel (FC) HBA ポート
は、デフォルトで標準イニシエータモードに設定されています。SAN クライアントでアプラ
イアンスを使うには、イニシエータポートを SAN クライアントのターゲットポートに変更す
る必要があります。別のアプライアンスからバックアップイメージを複製するには、最適化
複製と自動イメージレプリケーション用にターゲットポートを構成する必要があります。
NetBackup Appliance には、ファイバートランスポートメディアサーバー (FTMS) または
ファイバートランスポート重複排除の機能を有効にする場合のために、定義済みのター
ゲットポートの設定もあります。
ファイバートランスポート重複排除は、アプライアンスを FC を介した最適化複製と自動イ
メージレプリケーションのターゲットホストとして使えるようにする機能です。
メモ: アプライアンス上で特定の FC 機能の構成を開始する前に、アプライアンス構成で
それがサポートされることを確認してください。
p.15 の 「アプライアンスの HBA 構成によるファイバーチャネル機能サポートについて」
を参照してください。

SAN クライアントバックアップとリストアのためのターゲットポート
構成について
SAN クライアント FTMS をサポートするアプライアンスでは、2 枚の FC HBA カードが予
約されています。SAN クライアントをバックアップするために、ターゲットポートオプション
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。この機能を有効にすると、2 枚のカード両方の
ポート 1 がデフォルトでターゲットモードに変更されます。デフォルトの 2 ターゲットポー
ト構成では、これらのスロットに挿入した FC HBA カードの両方で、必ずポート 1 を使用
します。
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FT を介した最適化複製と自動イメージレプリケーションのための
ポート構成について
新しくインストールされるアプライアンス上で FT 重複排除を有効化すると、アプライアン
スは定義済みのイニシエータおよびターゲットポート構成を適用します。出荷時のデフォ
ルト構成では、各カードのポート 2 がターゲットポートとして使用され、ポート 1 がイニシ
エータモードです。
出荷時のデフォルトのポート構成を使用しない場合は、独自のポート構成を作成できま
す。出荷時のデフォルトポート構成は、いつでもリストアできます。
p.63 の 「最適化された複製およびレプリケーションのための、ターゲットアプライアンス
上でのファイバートランスポートの構成」 を参照してください。

NetBackup 52xx および 5330 アプライアンスの出荷時のデフォ
ルトポート構成の概略
表 2-5 に、5220 アプライアンスの出荷時のデフォルトポート構成を示します。
表 2-5

5220 の出荷時のデフォルトポート構成

HBA の構成

SAN クライアント FTMS

最適化複製とレプリケーション

5220 A

適用なし

適用なし

5220 B

適用なし

スロット 3、ポート 1 - イニシエータ
スロット 3、ポート 2 - ターゲット

5220 C

適用なし

スロット 3、ポート 1 - イニシエータ
スロット 3、ポート 2 - ターゲット

5220 D

スロット 2 と 4、ポート 1 - ターゲット

スロット 3、ポート 1 - イニシエータ
スロット 3、ポート 2 - ターゲット

5220 E

スロット 2 と 4、ポート 1 - ターゲット

スロット 3、ポート 1 - イニシエータ
スロット 3、ポート 2 - ターゲット

表 2-6 に、5230 アプライアンスの出荷時のデフォルトターゲットポート構成を示します。
表 2-6

5230 の出荷時のデフォルトポート構成

HBA の構成

FTMS

最適化複製とレプリケーション

5230 A

適用なし

適用なし

5230 B

適用なし

スロット 4、ポート 1 - イニシエータ
スロット 4、ポート 2 - ターゲット
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HBA の構成

FTMS

最適化複製とレプリケーション

5230 C

適用なし

スロット 4、ポート 1 - イニシエータ
スロット 4、ポート 2 - ターゲット

5230 D

スロット 5 と 6、ポート 1 - ターゲット

スロット 2 と 4、ポート 1 - イニシエータ
スロット 2 と 4、ポート 2 - ターゲット

5230 E

スロット 5 と 6、ポート 1 - ターゲット

スロット 2 と 4、ポート 1 - イニシエータ
スロット 2 と 4、ポート 2 - ターゲット

表 2-7 に、5330 アプライアンスの出荷時のデフォルトターゲットポート構成を示します。
表 2-7

5330 の出荷時のデフォルトポート構成

HBA の構成

FTMS

最適化複製とレプリケーション

5330 A

適用なし

適用なし

5330 B

適用なし

スロット 6、ポート 1 - イニシエータ
スロット 6、ポート 2 - ターゲット

5330 C

スロット 5 と 6、ポート 1 - ターゲット

適用なし

5330 D

スロット 5 と 6、ポート 1 - ターゲット

スロット 2、ポート 1 - イニシエータ
スロット 2、ポート 2 - ターゲット

5330 E

スロット 5 と 6、ポート 1 - ターゲット

スロット 2 と 3、ポート 1 - イニシエータ
スロット 2 と 3、ポート 2 - ターゲット

最適化複製およびレプリケーションのターゲットとしてアプライアンスを有効化する場合
は、次の内容が適用されます。
■

ポートモードをカスタマイズしてない場合は、出荷時のデフォルトポート構成が使用さ
れます。

■

デフォルトポートモードが変更されている場合は、カスタマイズしたポート構成が使用
されます。

デフォルトでは、52xx または 5330 アプライアンスは、FT を介した最適化複製およびレ
プリケーションのターゲットとしては有効化されていません。ポートの構成は、機能が有効
になるまで機能しません。
各アプライアンスモデルのアドインカードについて詳しくは、『NetBackup Appliance 製
品説明ガイド』を参照してください。
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NetBackup Appliance シェルメニューでの HBA のリ
ンク状態について
ファイバーチャネル (FC) HBA ポートの HBA リンク状態は、そのポート上での現在の FC
リンク状態を示します。リンクの状態を監視することによって、ポートが適切に接続されて
いるかどうか、動作する準備が整っているかどうかを確認できます。
HBA のリンク状態を監視するには、Main > Manage > FibreChannel > Show [ポー
ト]コマンドを NetBackup Appliance シェルメニューから実行します。すべての HBA ポー
トのリンク状態が出力されます。
次のリストに、標準イニシエータモードで考えられるポートの状態を示します。
■

オンライン (Online)
■

イニシエータポートは FC スイッチに接続されています。

■

イニシエータポートは、SAN クライアントファイバートランスポートメディアサーバー
(FTMS) のターゲットポートに直接接続されています。

■

オフライン (Offline)
イニシエータポートは FC スイッチに接続されていますが、交信に失敗しました。

■

リンクダウン (Linkdown)
イニシエータポートは FC に接続されていません。

次のリストに、SAN クライアント FTMS のターゲットモードで考えられるポートのリンク状
態を示します。
■

ファブリック (Fabric)
ターゲットポートはアクティブな FC ゾーンで FC スイッチに接続されています。

■

切断 (Disconnected)
■

ターゲットポートは FC スイッチに接続されていますが、FC ゾーンがアクティブで
はありません。

■

ターゲットポートは FC スイッチを介して SAN クライアント FTMS の別のターゲッ
トポートに接続されています。
メモ: : SAN クライアント FTMS の 2 つのターゲットポートが FC スイッチを介して
接続されている場合、1 つのポートは切断、もう 1 つのポートはループとして示さ
れます。

■

ループ (Loop)
ターゲットポートは FC スイッチを介して SAN クライアント FTMS の別のターゲット
ポートに接続されています。
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■

Ptp (Ptp)
ターゲットポートは FC スイッチに接続され、交信が進行中です。

次のリストに、最適化複製と自動イメージレプリケーションのターゲットモードで考えられる
ポートのリンク状態を示します。
■

オンライン (Online)
ターゲットポートは FC スイッチに接続されています。

■

オフライン (Offline)
ターゲットポートは FC スイッチに接続されていますが、交信に失敗しました。

■

リンクダウン (Linkdown)
ターゲットポートは FC に接続されていません。

2 つの 52xx または 5330 アプライアンス間でのデータ複製に使用するポートのリンク状
態を監視する際に、NetBackup アプライアンス Web コンソールを使用することもできま
す。［設定 (Settings)］、［ネットワーク (Network)］、［ファイバートランスポート
(FibreTransport)］の順に選択して表示されるページには、これらのポートの［起動 (up)］
または［停止 (down)］の状態が表示されます。
p.49 の 「HBA ポートモード構成表について」 を参照してください。

NetBackup Appliance 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) メカニズムを設定して使うには、まず SAN を
設定して動作可能な状態にする必要があります。
NetBackup Appliance は次の SAN 設定をサポートします。
■

ノードポート (N_Port) 切り替えの構成。

■

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ていません。

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ホストバスアダプタ (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 の設定と管理方法については、NetBackup マニュアルでは説明していません。 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。
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表 2-8 では、NetBackup Appliance の SAN をゾーン化するためのベストプラクティスを
説明しています。
表 2-8
ガイドライン

NetBackup Appliance 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 ベリタスは、ゾーンごとに 1 つのイニシエータのみを
ターゲットを受け入れ可能。
設定してゾーンを作成することを推薦します。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。

メモ: 2 つの NetBackup 52xx または 5330 アプライ
アンス間のデータ複製では、各ゾーンに 1 つのイニシ
エータおよび 1 つのターゲットのみを含むゾーンを作
成する必要があります。
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。
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
してください。
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 カードに分散します。
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 に基づいて SAN をゾーン化することを推奨し
スがポートを変更した場合のゾーン移行を ます。 スイッチポート構成またはケーブル構造に変更
容易にします。
が必要な場合、ゾーンを再作成する必要はありませ
ん。

表 2-9 は、SAN トラフィックに使用する必要があるゾーンを説明します。
ゾーンを示した図は、次のリンクから参照できます。
p.50 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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メモ: 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。
p.37 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。
表 2-9
ゾーン

アプライアンスゾーン

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る必要があります。
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 Appliance に装備されている QLogic FC HBA カードは、ターゲットポートに特
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 またはワールドワイドポートネーム (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 WWPN で導出されるため一意ではありません。
アプライアンスに接続する SAN クライアントの 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表示します。
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。

ベリタスアプライアンスモデルの一部は、ファイバートランスポートに使うことができる 1 つ以上のファイ
バーチャネル HBA カードを装備しています。アプライアンスにこのカードが含まれていない場合、ベリ
タスが認定する担当者が承認済みの FC HBA カード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、ストレージのソースから宛先までのファイバートランスポー
ポートストレージゾー トトラフィックを搬送します。
ン
ソースホストは、NetBackup 52xx または 5330アプライアンスです。ストレージの宛先ホストは、NetBackup
重複排除アプライアンスまたは別の NetBackup 52xx または 5330 アプライアンスです。
トラフィックは複製またはバックアップのいずれかになります。複製では、重複排除されたデータがスト
レージの宛先に送信されます。バックアップの場合は、最初にデータを NetBackup 52xx または 5330
アプライアンスに送信し、次に NetBackup 重複排除アプライアンスに送信して格納します。
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 Appliance 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 52xx または 5330 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 および / または 3 にある 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てください。
5030 の場合、スロット 2 または 5 にある 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てください。
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 の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『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 52xx と 5330 アプライアンスはポートをターゲットにします。
52xx または 5330 アプライアンスは複製のターゲットです。
NetBackup Appliance のイニシエータポートと NetBackup 重複排除アプライアンスのターゲット
ポートが同じゾーンに存在するように、スイッチのゾーンを定義します。

メモ: 2 つの NetBackup 52xx または 5330 アプライアンス間のデータ複製では、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含むゾーンを作成する必要があります。
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
ジゾーン
レージゾーンは NetBackup ファイバートランスポートを使わず、標準イニシエータモードドライバを使い
ます。
テープストレージのゾーンに、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 で 1 つまたは複数のポートを増設してください。
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3
アプライアンス上でのファイ
バートランスポートの設定
この章では以下の項目について説明しています。
■

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

■

SAN クライアントファイバートランスポートの設定の構成

■

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

■

他の NetBackup アプライアンスへのファイバートランスポートの構成

■

最適化された複製およびレプリケーションのための、ターゲットアプライアンス上での
ファイバートランスポートの構成

■

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

■

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

設定 (Settings) > ネットワーク (Network) > ファイバー
トランスポート (Fibre Transport)
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
Appliance 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。
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表 3-1

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
■ NetBackup 5240 - スロット 5 と 6 の FC HBA カード
(2 target port Fibre Channel connection)
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
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、
ベリタス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。

p.56 の 「SAN クライアントファイバートランスポートの設定の構成」 を
参照してください。
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FT オプション

説明

その他の NetBackup Appliance にレプリケーション このオプションを使うと、最適化複製および自動イメージレプリケーショ
するためにファイバートランスポートを有効にする。
ンのターゲットホストとして使用される他の NetBackup Appliance へ
(Enable Fibre Transport for replication to other
のファイバートランスポートを有効化できます。
NetBackup Appliances)
このオプションはデフォルトで無効になっており、アプライアンスは FC
を介してターゲットアプライアンスと通信できません。

メモ: このオプションを使うには、関連付けられているターゲット
NetBackup アプライアンスの FC 通信を有効にする必要があります。
ターゲットの NetBackup 5020 または 5030 で、アプライアンスの FC
通信を有効にする必要があります。『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。
ターゲットの NetBackup 52xx または 5330 でこのアプライアンスを保
管先として使うには、このアプライアンスをレプリケーションターゲットと
して有効にする必要があります。
p.60 の 「他の NetBackup アプライアンスへのファイバートランスポー
トの構成」 を参照してください。
レプリケーションターゲットとしてアプライアンス上で
このオプションを使うと、NetBackup 52xx または 5330 アプライアンス
FT 重複排除を有効にする。(Enable Fibre Transport の FT を最適化複製と自動イメージレプリケーションのレプリケーション
Deduplication on this appliance as a replication
ターゲットとして使うように構成できます。
target.)
このオプションはデフォルトで無効になっており、他のアプライアンスは
このアプライアンスを FC 接続を介したレプリケーションターゲットとし
て使用できません。
オプションを有効にすると、［ポートモードの構成 (Port mode
configuration)］テーブルがアクティブになり、HBA ポートが最適化複
製と自動イメージレプリケーションのターゲットポートになるように構成
できます。
p.49 の 「HBA ポートモード構成表について」 を参照してください。

メモ: このオプションを使うには、関連付けられている NetBackup ア
プライアンス (ストレージソースが存在) の［他の NetBackup Appliance
へのレプリケーションのためにファイバートランスポートを有効にする
(Enable Fibre Transport for replication to other NetBackup
Appliances)］も有効にする必要があります。
p.63 の 「最適化された複製およびレプリケーションのための、ターゲッ
トアプライアンス上でのファイバートランスポートの構成」 を参照してく
ださい。

NetBackup Appliance 上の 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につ
いて詳しくは、『NetBackup Appliance ファイバーチャネルガイド』を参照してください。
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p.23 の 「NetBackup 5220 および 5230 アプライアンスのサポート対象ファイバーチャ
ネルポートの構成」 を参照してください。
p.33 の 「NetBackup 5330 アプライアンスのサポート対象ファイバーチャネルポートの
構成」 を参照してください。

HBA ポートモード構成表について
ポートモード構成表には、ファイバートランスポート重複排除に使うことができる HBA ポー
トの詳細が示されています。
ファイバートランスポート重複排除は、アプライアンスを最適化複製と自動イメージレプリ
ケーションのターゲットホストとして使うことができる機能です。
メモ: HBA ポートモード構成表に示されるのは、ファイバートランスポート重複排除に使
われる HBA ポートの情報のみです。SAN クライアントファイバートランスポートのために
予約されたポートは、この表に示されていません。
表内の HBA ポートは、ターゲットモードまたは標準イニシエータモードとなるように構成
できます。
表 3-2 に HBA ポートモード構成表を示します。
表 3-2

HBA ポートモード構成

列名

説明

スロット (Slot)

この列には、このアプライアンスの HBA カードのスロット番号が
示されています。

ポート

この列には、HBA ポートのポート数が示されています。

リンクの状態 (Link State)

この列には、HBA ポートをファブリックスイッチに接続するのか、
それとも別のポートに接続するのかが示されています。
HBA ポートのリンク状態の有効値は、次のとおりです。

ワールドワイド名 (WWN)

■

アップ (up) - 接続済み

■

ダウン (down) - 切断状態

この列にはポートの WWN が示されています。 ポートの WWN
を使うと、アプライアンスのポートを特定できます。
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列名

説明

ポートモード

この列には、HBA ポートに構成されたポートモードが示されて
います。
HBA ポートモードで利用可能なオプションは、次のとおりです。
■

イニシエータ (Initiator) - 標準イニシエータモード

■

ターゲット (MSDP) (Target (MSDP)) - 最適化複製と自動
イメージレプリケーションのターゲットモード

現在のポートモードをクリックして、ポートモード構成を変更でき
ます。 ポートモードを変更すると、新しいポートモードに赤い目
印が表示されます。
［FactoryDefaults のリストア (Restore FactoryDefaults)］オプ
ションをクリックすると、ポート構成を出荷時のデフォルト状態に
リストアできます。
p.38 の 「HBA ポートモードとデフォルトの構成について」 を参
照してください。
p.63 の 「最適化された複製およびレプリケーションのための、
ターゲットアプライアンス上でのファイバートランスポートの構成」
を参照してください。

HBA ポートオプションについて詳しくは、次のトピックを確認してください。
p.23 の 「NetBackup 5220 および 5230 アプライアンスのサポート対象ファイバーチャ
ネルポートの構成」 を参照してください。
p.33 の 「NetBackup 5330 アプライアンスのサポート対象ファイバーチャネルポートの
構成」 を参照してください。

NetBackup Appliance のファイバートランスポートパ
スについて
表 3-3 に、NetBackup Appliance の NetBackup ファイバートランスポート (FT) におけ
るバックアップ、リストア、複製のパスを示します。機能を有効にするための NetBackup
アプライアンス Web コンソールからの FT の設定も示します。
p.56 の 「SAN クライアントファイバートランスポートの設定の構成」 を参照してください。
FT には、次のアプライアンスのソフトウェアバージョンが必要です。
■

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。
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■

NetBackup 52xx および 5330 のアプライアンスは、データを複製するため、ソース
ホストとターゲットホストの両方でソフトウェアバージョン 2.7.3 以降を使う必要がありま
す。

表 3-3

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 52xx または 5330 ア
プライアンス

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
有効にする（このアプライアンスへ
のバックアップのユーザー FT）
(Enable SAN Client Fibre
Transport on the Media Server
(user FT for backups to this
Appliance))

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

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。

バックアップ

NetBackup SAN クライアント

NetBackup SAN クライアント

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
有効にする（このアプライアンスへ
のバックアップのユーザー FT）
(Enable SAN Client Fibre
Transport on the Media Server
(user FT for backups to this
Appliance))

NetBackup 5020 重複排除アプラ メディアサーバー上の SAN クライ
イアンス
アントのファイバートランスポートを
有効にする（このアプライアンスへ
5020 重複排除アプライアンスはス
のバックアップのユーザー FT）
トレージホストです。
(Enable SAN Client Fibre
52xx または 5330 アプライアンス Transport on the Media Server
はバックアップサーバーで、5020 (user FT for backups to this
アプライアンスにバックアップを転 Appliance))
送します。
他の NetBackup Appliance への
レプリケーションのためにファイバー
トランスポートを有効にする (Enable
the Fibre Transport for replication
to other NetBackup Appliances)
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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

リストア

NetBackup 5020 アプライアンス

NetBackup SAN クライアント

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
有効にする（このアプライアンスへ
のバックアップのユーザー FT）
(Enable SAN Client Fibre
Transport on the Media Server
(user FT for backups to this
Appliance))

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。

その他の NetBackup Appliance
にレプリケーションするためにファイ
バートランスポートを有効にする。
(Enable Fibre Transport for
replication to other NetBackup
Appliances)
複製

NetBackup 52xx または 5330 ア
プライアンス

NetBackup 5020 重複排除アプラ その他の NetBackup Appliance
イアンス
にレプリケーションするためにファイ
バートランスポートを有効にする。
(Enable Fibre Transport for
replication to other NetBackup
Appliances)

複製

NetBackup 52xx または 5330 ア
プライアンス

NetBackup 52xx または 5330 ア
プライアンス

ストレージホストアプライアンス上
（ソース）:
その他の NetBackup Appliance
にレプリケーションするためにファイ
バートランスポートを有効にする。
(Enable Fibre Transport for
replication to other NetBackup
Appliances)
ターゲットアプライアンス上:
レプリケーションターゲットとしてア
プライアンス上で FT 重複排除を有
効にする。(Enable Fibre Transport
Deduplication on this appliance
as a replication target.)

外部テープライブラリは、NetBackup FT ではなくファイバーチャネル (FC) 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。
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■

テープライブラリと 52xx または 5330 アプライアンス間の FC。

■

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 FT。

アプライアンスの複製パスについて
図 3-1 は、52xx または 5330 アプライアンスから NetBackup 重複排除アプライアンス
への複製パスを示します。
図 3-1

52xx または 5330 Appliance

52xx または 5330 アプライアンスから 5020 または 5030 アプライ
アンスへのアプライアンス複製パス
5020 または 5030 Appliance

SAN
ファイバートラン
スポートストレー
ジゾーン

SAN
ファイバートランスポート
トラフィック

外部テープスト
レージゾーン

ファイバーチャネル
テープライブラリ

図 3-2 に、NetBackup 52xx または 5330 アプライアンスから別の 52xx または 5330 ア
プライアンスへの複製パスを示します。
図 3-2
52xx または 5330 Appliance

52xx または 5330 アプライアンス間のアプライアンス複製パス
SAN
ファイバートラン
スポートストレー
ジゾーン

SAN
外部テープスト
レージゾーン

ファイバートランスポート
トラフィック

ファイバーチャネル
テープライブラリ

52xx または 5330 Appliance

次の項目では、複製のためのファイバートランスポートパスについて説明します。
■

52xx または 5330 アプライアンスからの FT を介した 50xx 重複排除アプライアンス
への複製。
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52xx または 5330 にある複製元は、メディアサーバー重複排除プール (MSDP) で
なければなりません。操作は最適化複製で、重複排除された一意のセグメントのみが
転送されます。
■

52xx または 5330 アプライアンスからの FT を介した他の 52xx または 5330 アプラ
イアンスへの複製。
複製元と複製先はどちらも MSDP でなければなりません。操作は最適化複製で、重
複排除された一意のセグメントのみが転送されます。

■

テープストレージからの FC を介した 52xx または 5330 アプライアンスへの複製お
よびその後の FT 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。

■

50xx 重複排除アプライアンスからの FT を介した 52xx または 5330 アプライアンス
への複製およびその後の FC 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。
次に、FT ジョブで利用可能な耐性について説明します。
■

ホスト間には複数の FT パスが存在できます。

■

他の FT パスがある場合、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 FT パスがある場合、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 パスがない場合は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。

■

FT 接続がない場合、NetBackup は新しいジョブに IP 接続を使います。

SAN クライアントのバックアップとリストアのパスについて
図 3-3 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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SAN クライアントのバックアップとリストアのパス

図 3-3
ファイバートランスポート
トラフィック

SAN

52xx または 5330 Appliance

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
ストレージゾーン
ファイバーチャネル

SAN
外部テープスト
レージゾーン

NetBackup SAN
クライアント

テープライブラリ

5020 または 5030 Appliance

次の項目で図 3-3 のパスについて説明します。
■

クライアントと 52xx または 5330 アプライアンス間の FT。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。FT は、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使うことができます。

■

52xx または 5330 アプライアンスを介したクライアントと 50xx 重複排除アプライアン
ス間の FT。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 FT およびその後のアプライアン
スとテープライブラリ間の FC。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。

LAN クライアントのバックアップとリストアのパスについて
図 3-4 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。
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図 3-4

LAN クライアントのバックアップとリストアのパス

52xx

NetBackup

5330 Appliance

SAN

5020

5030 Appliance

次の項目で図 3-4 のパスについて説明します。
■

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。 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およびその後の 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 FT。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およびその後のアプ
ライアンスとテープライブラリ間の FC。バックアップは重複排除されません。

SAN クライアントファイバートランスポートの設定の構成
次の手順を実行し、SAN クライアントファイバートランスポートメディアサーバー (FTMS)
設定を変更します。
メモ: SAN クライアント FT の設定を有効化または変更するには、アプライアンスの再起
動が必要です。これらの設定を有効化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。
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NetBackup アプライアンス Web コンソールから SAN クライアントファイバートランス
ポートのオプションを構成する方法

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 FTMS のターゲットポートオプションを変更するには、次のいずれ
かを実行します。

5

■

［2 ターゲット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。

■

［4 ターゲット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。
アプライアンスに再起動が必要になることを警告するメッセージが表示されたら、
［再ブート (Reboot)］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。

SAN クライアントのファイバートランスポートのオプションを無効にするには、オプショ
ンの選択を解除してチェックマークをはずします。次に、［保存 (Save)］をクリックし
ます。
重複排除ストレージデーモンに再起動が必要になることを通知する警告が表示され
た場合。 ［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。 変更を行わずに終了する場合は、［キャンセル (Cancel)］を
クリックします。

6

アプライアンスが再起動したら、次の手順に従って SAN クライアント FTMS の設定
を確認します。
■

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。

■

設定が正しいことを確認します。
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NetBackup Appliance シェルメニューから SAN クライアントファイバートランスポート
のオプションを構成する方法

1

NetBackup Appliance シェルメニューにログオンします。

2

SAN クライアント FTMS 機能を有効にするには、次のコマンドを実行します。
Main > Settings > FibreTransport SANClient Enable

アプライアンスに再起動が必要になることを警告するメッセージが表示されたら、
「yes」と入力して続行するか、または「no」と入力して変更せずに終了します。

3

SAN クライアント FTMS の設定を変更するには、次のいずれかを実行します。
■

2 つのポートをターゲットポートとして構成するには、次のコマンドを実行します。
Main > Manage > FibreChannel > Configure 2

■

4 つのポートをターゲットポートとして構成するには、次のコマンドを実行します。
Main > Manage > FibreChannel > Configure 4

4

SAN クライアント FTMS 機能を無効にするには、次のコマンドを実行します。
Main > Settings > FibreTransport SANClient Disable

5

アプライアンスが再起動したら、次の手順に従って SAN クライアント FTMS の設定
を確認します。
■

NetBackup Appliance シェルメニューにログオンします。

■

次の 2 つのコマンドを実行します。
Main > Settings > FibreTransport SANClient Show

■

設定が正しいことを確認します。
機能が有効になっている場合の出力は次のとおりです。
- [Info] Fibre Transport Sever enabled.

機能が無効になっている場合の出力は次のとおりです。
- [Info] Fibre Transport Sever disabled.

p.46 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.23 の 「NetBackup 5220 および 5230 アプライアンスのサポート対象ファイバーチャ
ネルポートの構成」 を参照してください。
p.33 の 「NetBackup 5330 アプライアンスのサポート対象ファイバーチャネルポートの
構成」 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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他の NetBackup アプライアンスへのファイバートランス
ポートの構成
次の手順で他の NetBackup アプライアンスへのファイバートランスポート (FT) を構成し
ます。
メモ: 他の NetBackup Appliance にレプリケーションするための FT が有効になってい
る場合、または変更されている場合は、重複排除ストレージデーモンの再起動が必要で
す。最初にすべてのジョブを中断またはキャンセルしてから、この設定を有効にするか、
変更することをお勧めします。
NetBackup アプライアンス Web コンソールから他の NetBackup Appliance への
ファイバートランスポートを構成するには

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

他の NetBackup Appliance へのファイバートランスポートを有効にするには、［その
他の NetBackup アプライアンスへのレプリケーションのためのファイバートランス
ポートを有効にします (Enable Fibre Transport for replication to other NetBackup
Appliances)］をクリックして選択します。次に、［保存 (Save)］をクリックします。
必要なアプライアンスバージョンを通知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、［キャンセル (Cancel)］をクリックして変更せずに終了します。
メモ: 関連付けられている NetBackup Appliance の FC 通信も有効にする必要が
あります。
ターゲットの NetBackup 5020 または 5030 で、このアプライアンスでの FC 通信を
有効にする必要があります。『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。
ターゲットの NetBackup 52xx または 5330 でこのアプライアンスを保管先として使
うには、このアプライアンスをレプリケーションターゲットとして有効にする必要があり
ます。
p.63 の 「最適化された複製およびレプリケーションのための、ターゲットアプライア
ンス上でのファイバートランスポートの構成」 を参照してください。

4

他の［NetBackup Appliance へのファイバートランスポート (Fibre Transport to
other NetBackup Appliances)］オプションを無効にするには、チェックボックスを選
択解除して、チェックマークをはずします。次に、［保存 (Save)］をクリックします。
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NetBackup Appliance シェルメニューから他の NetBackup Appliance へのファイ
バートランスポートを構成するには

1

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、他の NetBackup Appliance へのレプリケーションに対し
てファイバートランスポートを有効にします。
Main > Settings > FibreTransport NBUAppliances Enable

3

他の NetBackup Appliance へのレプリケーションに対してファイバートランスポート
を無効にする場合は、次のコマンドを実行します。
Main > Settings > FibreTransport NBUAppliances Disable

4

設定が正しいことを確認するには、次のコマンドを実行します。
Main > Settings > FibreTransport NBUAppliances Show

機能が有効になっている場合の出力は次のとおりです。
fc transport enabled.

機能が無効になっている場合の出力は次のとおりです。
fc transport disabled.

p.46 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.23 の 「NetBackup 5220 および 5230 アプライアンスのサポート対象ファイバーチャ
ネルポートの構成」 を参照してください。
p.33 の 「NetBackup 5330 アプライアンスのサポート対象ファイバーチャネルポートの
構成」 を参照してください。
p.61 の 「ファイバートランスポートのチャンクサイズについて」 を参照してください。

ファイバートランスポートのチャンクサイズについて
チャンクサイズは、ファイバートランスポート (FT) を介して送信する前にバッファに格納さ
れるデータのサイズを指定します。これは、送信者側で FT 経由で他の NetBackup ア
プライアンスに最適化複製とレプリケーションを提供するための高度な設定です。
デフォルトでは、チャンクサイズは設定または使用されません。チャンクサイズの設定は、
FT での最適化複製とレプリケーションでは必要ありません。これは、ユーザーの配備と
ネットワークの状態に大きく依存します。バックアップのパフォーマンスを向上させる必要
性を認識した場合は、現在の環境とネットワーク状態に対して適切な値を決めるために、
必要に応じてチャンクサイズを調整できます。
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通常、開始アプライアンスの送信者がデータのブロックを受け取り、データのサイズに関
係なく送信を開始します。このデータブロックが送信された後、送信者は次のブロックを
送信する前に、受信者 (またはターゲットアプライアンス) からの確認を待ちます。アプラ
イアンスが中断なしに確認を受け取ると、送信が継続されます。ネットワークのレイテンシ
が高い場合、確認時間も長くなります。
チャンクサイズを設定することにより、データブロックを指定されたサイズのチャンクを使用
して配信する必要があると判断します。1 つの送信セッションで、送信者が指定されたチャ
ンクサイズよりも大きいデータのブロックを受け取ると、送信者はデータを送信用のチャン
クに断片化します。断片化により残ったデータは次のチャンクに割り当てられます。デー
タブロックが指定されたチャンクサイズよりも小さい場合、送信者はデータブロックをバッ
ファに追加して、先行ブロックまたは後続ブロックからのデータにリンクさせます。データ
ブロックのリンクは、バッファされたデータがチャンクサイズに達するまで続けられ、その
後、アプライアンスはチャンクを送信します。送信後に、送信者は次のチャンクを送信す
る前に、受信者からの確認を待ちます。セッションが終了すると、残りのデータが送信さ
れます。
FT 経由のデータブロックは通常 128 KB 以下です。チャンクサイズを 128 KB 以上の値
に設定すると、アプライアンスは小さなデータブロックを大きなチャンクにリンクできます。
このため、必要な確認作業が少なくなります。その結果、ネットワークレイテンシが高い場
合に、送信効率を向上させることができます。さらに、データブロックをリンクさせることに
よりデータにより生成されるオーバーヘッドを減らすこともできます。
以下のシナリオではネットワークレイテンシが高くなる場合があり、チャンクサイズを使用
して、改善策を検討できます。
■

データの送信距離が長く、FC と共に IP ネットワークを使って送信している。

■

FC のみの接続により、データが長距離送信されている。
メモ: 短距離 FC のみを使った接続中にバックアップのパフォーマンスが大幅に低下
する場合は、チャンクサイズを調整して、改善するかどうかを確認してください。

チャンクサイズのデフォルト値は「0」です。この値は、チャンクサイズが設定されておらず
未使用であることを意味します。チャンクサイズを「1」以上の値に設定する場合は、FC
ネットワークに送信される各データチャンクのサイズを指定します。チャンクサイズの設定
を有効にして管理するには、NetBackup Appliance シェルメニューから Main > Support
> FibreTransport > ChunkSize コマンドを使用してください。利用可能なチャンクサ
イズ範囲は 1～2048 KB です。推奨する値は、128 KB、256 KB、512 KB、1024 KB、
2048 KB です。ご使用の環境に適した値を決めるために、他の値でテストすることもでき
ます。
チャンクサイズが以下の理由で機能しない場合があります。
■

帯域幅制限
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■

ネットワーク輻輳

■

専用データネットワークの未使用

最適化された複製およびレプリケーションのための、ター
ゲットアプライアンス上でのファイバートランスポートの構
成
ファイバートランスポート重複排除機能を使うと、ファイバーチャネル (FC) を介して、
NetBackup 52xx または 5330 Appliance を最適化複製と自動イメージレプリケーション
のターゲットホストとして使うことができます。
1 つ以上のターゲットポートをファイバートランスポート重複排除用に構成している場合
に、次のいずれかを実行すると、1 つ以上のポートの物理状態が変更されます。
■

ファイバートランスポート重複排除機能の有効化

■

ファイバートランスポート重複排除機能の無効化

■

機能が有効な場合のポートモード構成の変更

メモ: HBA ポートの物理状態が変更されている FC ゾーンでは、すべてのアプライアンス
を再起動する必要があります。

メモ: 再イメージ処理後に引き続きファイバートランスポート重複排除機能を使うには、最
初に出荷時のデフォルトポート構成をリストアするかこの機能を無効にする必要がありま
す。その後で、他の設定を実行できます。
NetBackup アプライアンス Web コンソールを使ってレプリケーションターゲットとして
52xx と 5330 Appliance を構成するには

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

ファイバートランスポート重複排除を有効にするには、［このアプライアンスでファイ
バートランスポートをレプリケーションターゲットとして有効にする (Enable Fibre
Transport on this appliance as a replication target)］をクリックして選択します。

4

現在のポート構成を保持する場合、この手順は省略します。
アプライアンスのポートモードを変更するには、次の操作を行います。
■

［ポートモード (Port Mode)］列で、ポートの現在のポートモードをクリックします。
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■

ドロップダウンメニューで［イニシエータ (Initiator)］または［ターゲット (MSDP)
(Target(MSDP))］を選択して、ポートモードを構成します。

■

カスタマイズされたポート構成を出荷時のデフォルト状態にリストアする場合は、
［FactoryDefaults のリストア (Restore FactoryDefaults)］をクリックします。

ページの右側の図にポートモードの変更が反映されます。

5

［保存 (Save)］をクリックして変更された設定を適用します。

6

ポートモードが変更された FC ゾーンでアプライアンスを再起動します。
再起動回数を少なくするには、すべての変更が終了した後にアプライアンスを再起
動します。

NetBackup Appliance シェルメニューを使ってレプリケーションターゲットとして 52xx
と 5330 Appliance プライアンスを構成するには

1

NetBackup Appliance シェルメニューにログオンします。

2

ファイバートランスポート重複排除を有効にするには、次のコマンドを実行します。
Main > Settings > FibreTransport Deduplication Enable
[Current|FactoryDefault]

3

ポートモードを構成するには、次のコマンドを実行します。
Main > Manage > FibreChannel > Configure Deduplication <Initiator
| Target><HBAportid>
HBAportid は HBA ポートのスロット番号 (1 から 6) およびポート番号 (1 から 2) で

す。形式は Slot:Port です。

4

現在のポートモード構成を表示するには、次のコマンドを実行します。
Main > Manage > FibreChannel > Show [Ports]

5

ファイバートランスポート重複排除機能を無効にするには、次のコマンドを実行しま
す。
Main > Settings > FibreTransport Deduplication Disable
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6

次のコマンドを実行して、設定が正しいことを確認します。
Main > Settings > FibreTransport Deduplication Show

機能が有効になっている場合の出力は次のとおりです。
[Info] Fibre Transport Deduplication is enabled.

機能が有効になっている場合の出力は次のとおりです。
[Info] Fibre Transport Deduplication is disabled.

7

ポートの物理状態が変更された FC ゾーンで、アプライアンスを再起動します。
再起動回数を少なくするには、すべての変更が終了した後にアプライアンスを再起
動します。

p.46 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.23 の 「NetBackup 5220 および 5230 アプライアンスのサポート対象ファイバーチャ
ネルポートの構成」 を参照してください。
p.33 の 「NetBackup 5330 アプライアンスのサポート対象ファイバーチャネルポートの
構成」 を参照してください。
p.49 の 「HBA ポートモード構成表について」 を参照してください。
p.38 の 「HBA ポートモードとデフォルトの構成について」 を参照してください。

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 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 52xx または 5330
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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 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 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。
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。

■

■

■

■

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。
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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。

■

■
■

■

■

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。

2

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。

3

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.33 の 「NetBackup 5330 アプライアンスのサポート対象ファイバーチャネルポートの
構成」 を参照してください。
p.23 の 「NetBackup 5220 および 5230 アプライアンスのサポート対象ファイバーチャ
ネルポートの構成」 を参照してください。

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、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、『NetBackup 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 3-4
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『NetBackup 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『NetBackup 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 のレプリケーションストレージ操作を作成します。
詳しくは『NetBackup 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。

レプリケーションにファイバートランスポートを使用するには、NetBackup アプライアンス
Web コンソールまたは NetBackup Appliance シェルメニューを使用してプライマリおよ
びリモート側のアプライアンスにログオンし、次の内容を実行する必要があります。
■

プライマリ側で、ファイバートランスポート (FT) を使用するレプリケーションのための
ソースホストとしてアプライアンスを構成します。
p.60 の 「他の NetBackup アプライアンスへのファイバートランスポートの構成」 を参
照してください。
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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

■

リモート側で、FT を使用するレプリケーションのためのターゲットホストとしてアプライ
アンスを構成します。
p.63 の 「最適化された複製およびレプリケーションのための、ターゲットアプライアン
ス上でのファイバートランスポートの構成」 を参照してください。
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4
テープサポートへのバック
アップについて
この章では以下の項目について説明しています。
■

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 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 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 または 5330 アプライアンス間のファイバーチャネル。

■

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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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 ソフトウェアリリース 2.7.3 には、NetBackup ソフトウェアリリース
7.7.3 が含まれています。アプライアンスでのテープドライブやテープライブラリに対する
ハードウェア互換性リスト (HCL) については、次のリンクの『NetBackup 7.7 - 7.7.x ハー
ドウェア互換性リスト』を参照してください。
NetBackup 7.7 - 7.7.x ハードウェア互換性リスト
p.23 の 「NetBackup 5220 および 5230 アプライアンスのサポート対象ファイバーチャ
ネルポートの構成」 を参照してください。
p.33 の 「NetBackup 5330 アプライアンスのサポート対象ファイバーチャネルポートの
構成」 を参照してください。
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5
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の NetBackup アプライアンスについて

■

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
dynamic multi-pathing 機能について

VMware バックアップホストとしての NetBackup アプラ
イアンスについて
NetBackup アプライアンスは、バックアップホストとして個別の 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。
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 形式に変換するには、nbplupgrade コマンドを使います。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。
次のトピックには、バックアップホストとしてのアプライアンスに関する注意事項が含まれて
います。
■

仮想環境におけるバックアップホストとしてのアプライアンスの概要については、
p.73 の 「バックアップホストとしてのアプライアンス: コンポーネントの概要」 を参照し
てください。

■

要件および制限のリストについては、
p.73 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。

■

詳しくは、最新の『NetBackup for VMware 管理者ガイド』を参照してください。
http://www.veritas.com/docs/DOC5332
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バックアップホストとしてのアプライアンス: コンポーネントの概要
図 5-1 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。
個別の 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のアプライアンスで、NetBackup メディアサーバーおよびマスター
サーバーを実行することもできます。
図 5-1

バックアップホストとしての NetBackup for VMware アプライアンス
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。
p.74 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
dynamic multi-pathing 機能について」 を参照してください。
バックアップホストとしてのアプライアンスに関するより詳しい情報が利用可能です。
p.73 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して、次の要件および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個
別のホストにある (バックアップホストにない) 場合、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 管理コンソールまたはバックアップ、アーカイブおよびリストアインター
フェースを実行するホストでは、NetBackup は 7.5.0.1 以降である必要があります。
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■

VMware ポリシー形式を使う必要があります。

■

アプライアンスは、iSCSI 接続をサポートしていません。このガイドの iSCSI に関する
記述は、アプライアンスには適用されません。
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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 dynamic multi-pathing 機能
について
NetBackup Appliance 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。
図 5-2

SAN 上の DMP 用の NetBackup Appliance のコンポーネント

NetBackup
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システムでこの機能がサポートされるかどうかについて詳しくは、次のリンクのハードウェ
ア互換性リストを参照してください。
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https://www.veritas.com/support/en_US/article.TECH170013
p.73 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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