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はじめに

HP StoreOnce Backup System を初めて使う場合、システムを設定する前にこのガイドをお読みください。 このマニュアル
では、StoreOnce テクノロジーの概要に加えて、HP StoreOnce Backup System 上のワークロードを適切に管理すること
で、パフォーマンスを最適化し、デデュプリケーション、複製、およびハウスキーピング操作によるリソース競合の影響

を最小限に抑制する方法を詳しく説明しています。 本書の情報は、シングルノードとマルチノードの StoreOnce Backup
System のいずれにも適用されます。

重要: 製品発売時に Web 上で利用可能な英語版は、将来的に更新される可能性があります。 ご利用の製品用の最新ド
キュメントについて、http://www.hp.com/support/manuals (英語) を定期的にチェックしてください。
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1はじめに
この章では、以下について説明します。

• 概要 (5 ページ)

• バックアップアプリケーションのためのNASターゲット (5 ページ)

• バックアップアプリケーションのための仮想テープライブラリターゲット (5 ページ)

• NASターゲットとVTLターゲットの比較 (6 ページ)

• HP StoreOnce Backup Systemへの接続 (6 ページ)

• マルチノードシステム (6 ページ)

• 詳細情報 (9 ページ)

概要
HP StoreOnce Backup System は、アプライアンス上のターゲットデバイスに、ホストネット
ワークサーバーまたは PC をバックアップするための、ディスクベースのストレージアプライ
アンスです。 これらのデバイスは、バックアップアプリケーションのための NAS
(Network-Attached Storage) ターゲットまたは仮想テープライブラリ (Virtual Tape Library: VTL)
ターゲットとして構成されます。

HP StoreOnce Backup System が提供するバックアップターゲットの総数はモデルによって異な
り、VTL デバイスと NAS デバイスに分割されます。
これらのデバイスは、すべてが VTL デバイスの場合、すべてが NAS デバイスの場合、または
NAS デバイスと VTL デバイスの任意の組み合わせの場合があります。 すべての HP StoreOnce
デバイスは、StoreOnce のデデュプリケーション機能を使用するよう自動的に構成されるた
め、ディスク領域を効果的に使用してコスト効率を上げることができます。

バックアップアプリケーションのための NAS ターゲット
CIFS プロトコルおよび NFS プロトコルの両方のサポートとは、NAS ターゲットデバイスが
Windows ホストおよび UNIX/Linux ホストのバックアップターゲットとして作成され、ディス
クへのバックアップをサポートするほとんどのバックアップアプリケーションで使用できると
いうことを意味します。 HP StoreOnce Backup System 上の NAS ターゲットは、ディスクへの
バックアップにあわせて最適化されたネットワークファイル共有アクセスを提供します。 これ
らは、一般的な目的でのファイルストレージに使用するべきではありません。

バックアップアプリケーションのための仮想テープライブラリターゲッ
ト

バックアップターゲットは、Ultrium Tape Library としてホストに表示されます。また、テープ
へのバックアップがサポートされているバックアップアプリケーションが必要です。 テープラ
イブラリのエミュレーションのタイプは初期設定時に選択しますが、これによってデバイスに
対して構成できるカートリッジスロットおよび組み込みテープドライブの数が決まります。

仮想テープライブラリは、多様なバックアップローテーションスキームに相当な柔軟性をもた
らします。 HP B6000 シリーズは、ファイバーチャネル (Fibre Channel: FC) デバイスを使用し
てのみ構成可能です。 HP D2D4100 および D2D4300 シリーズは、iSCSI デバイスおよびファ
イバーチャネル (Fibre Channel: FC) デバイスを使用して構成可能です (HP D2D4106i Backup
System は FC をサポートしていません)。 HP D2D2500 シリーズは iSCSI デバイスで構成され
ます。

デフォルトの構成では、次のモデルをエミュレートします。

• HP B6000 シリーズ: HP StorageWorks MSL8096 テープライブラリ

• HP D2D4100 および D2D4300 シリーズ: HP StorageWorks MSL2024 テープライブラリ
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• HP D2D2500 シリーズ: HP StorageWorks 1/8 G2 Ultrium テープオートローダー

注記: エミュレーションの種類として HP D2DBS Generic Library を選択した場合は、カート
リッジおよびドライブの数を非常に柔軟に構成可能です。 また、大部分のバックアップアプリ
ケーションで仮想テープライブラリとして明確に識別されるため、管理も容易です。 ご使用の
バックアップアプリケーションがこのエミュレーションの種類をサポートしている場合は、こ
のオプションの使用をお勧めします。

NAS ターゲットと仮想テープライブラリターゲットの比較
次の表は、NAS ターゲットと仮想テープデバイスの違いの一部をまとめたものです。

表 1 NAS ターゲットと仮想テープデバイスの比較

NAS ターゲット仮想テープデバイス

Disk-to-Disk-to-Tape の実装など、ファイル共有のみで使
用可能なバックアップアプリケーション機能を有効にし
ます。

バックアップはテープ形式で作成されるので、テープに
対するステージングポスト (準備段階) として機能しま
す。GI 製品はダイレクトテープオフロードをサポート
します。

テープへのバックアップをサポートしないバックアップ
アプリケーションで使用できます。

テープへのバックアップをサポートするバックアップア
プリケーションが必要です。

新しいバックアップジョブが必要ですが、セットアップ
方法は簡単です。

現在のバックアップルーチンに組み込まれるので、特別
なバックアップジョブは必要ありません。

ほとんどの場合、特別のライセンスは必要ないので、コ
ストを抑えることができます。

バックアップアプリケーション用に「テープバックアッ
プ」ライセンスの購入が必要な場合があります。

HP StoreOnce Backup System への接続
HP StoreOnce Backup System に接続するには 2 つの方法があります。
• Web 管理インターフェイス (GUI) は、HP StoreOnce Backup System およびそのデバイス
へのアクセスや構成およびパフォーマンス監視に使用するメインツールです。

HP B6000 Backup System で、 https://<IP アドレス >/storeonce と入力します。

• HP B6000 シリーズのみ: アプライアンスにシステムコンソールとキーボードを直接接続し
てコマンドラインインターフェイス (CLI) コマンドを使用し、その他の管理作業やサポー
ト作業を多くの Web 機能と同様に行うこともできます。 CLI には、B6000 管理コンソー
ルの <IP アドレス > に対し SSH を使用してアクセスします。

マルチノードシステム
以前の Backup System (G1 および G2) はシングルノードシステムでしたが、G3 以降の HP
StoreOnce Backup System は最初からマルチノードシステムとして使用可能です。 シングル
ノードの StoreOnce Backup System は、小規模および中規模のビジネスのニーズに適合するよ
うに設計された、1 台のサーバーおよび関連付けられているストレージで構成されるラックマ
ウントシステムです。 マルチノードの StoreOnce Backup System は、最小構成では 2 台のサー
バー (ノード) および関連付けられているストレージで構成され、最大構成では 1 つのクラス
ター構成内の 8 台のサーバー (ノード) で構成されて耐障害性およびフェイルオーバーを実現
し、エンタープライズ環境に StoreOnce テクノロジーをもたらします。

表 2 HP StoreOnce Backup System の製品番号

G1 (シングルノード)G2 (シングルノード)G3

EH993A -- HP D2D4112EH985A -- HP D2D4324HP B6000 StoreOnce Backup System
EH942A -- HP D2D4004fcEH983A -- HP D2D4312• EJ021A — シングルカプレット付

きベース HP B6000 ラック EH941A -- HP D2D4009fcEH993B -- HP D2D4112
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表 2 HP StoreOnce Backup System の製品番号 (続き)

G1 (シングルノード)G2 (シングルノード)G3

EH938A -- HP D2D4004iEH996A -- HP D2D4106i• EJ027A — シングルカプレット付
き拡張 HP B6000 ラック EH939A -- HP D2D4009iEH998A -- HP D2D4106fc

• EJ022A/EJ023A — 拡張カプレッ
ト

EJ001A -- HP D2D2502i
EJ001SB -- HP Smart Buy D2D2502i

EJ001B -- HP D2D2502i
EJ002B -- HP D2D2504i

• EJ024A/EJ025A — 容量アップグ
レードシェルフ EH945A -- HP D2D2503i

EH945SB -- HP Smart Buy D2D2503i
EJ002A -- HP D2D2504i
EJ002SB -- HP Smart Buy D2D2504i

マルチノードの用語

以下の用語は、マルチノードの実装に特に関連する概念の一部を説明しています。

ノード

ノードは、アレイストレージと共にカプレットを構成するサーバーのペアの片方です。

その 2 つのノードは、フェイルオーバーペア内で直接接続されています。 各ノードから両方
のアレイの両方のコントローラーへのストレージパスが存在するため、一方のノードで障害が
発生した場合でも、他方のノードは障害が発生したノードからストレージにアクセスできま
す。

カプレット

カプレットは 2 つのサーバーノードと 2 つの 12 ディスクアレイコントローラー (各ノードに
対して 1 つずつ) で構成されます。 12 ディスクのストレージシェルフを追加購入して、カプ
レットに接続することもできます (ディスクアレイにはストレージシェルフのペアを 3 つまで
接続可能)。

クラスター

クラスターは、StoreOnce Backup System 内のサーバー全体の構成です。 B6000 のラックに取
り付けられている 1 つから 4 つまでのカプレットで構成されます。 クラスター、管理コンソー
ル、およびクラスターレベルのすべての構成作業の機能にアクセスできる 1 つの URL があり
ます。 最大限に拡張されたクラスターは、各ラックに 2 つのカプレットが収容されている 2
つのラックで構成されます。

VIF
HP B6000 Backup System では、仮想ネットワークインターフェイス (VIF) と呼ばれるコンセプ
トが使用されています。 物理 IP アドレスではなく仮想 IP アドレスを使用して、1 つの物理
ポートで障害が発生した場合にシステムが他方の物理ポートに透過的にフェイルオーバーし、
ユーザーが IP アドレスの設定を変更しなくてもすべての機能が正しく動作し続けるようにする
ものです。

つまり、カプレットにはハードウェアの単一障害点はなく、以下の理由でダウンタイムの期間
を最小限に留めることになります。

• お客様のネットワークへの接続に使用される外部ポートは (通常ペアで) ボンディングされ
ているため、ボンディングされているポートの各セットが同じ物理 IP アドレスおよびその
ノードで実行中のサービスセットに関連する関連付けられている VIF を持つことになりま
す。 物理ポートに障害が発生すると、データはフェイルオーバーポートで処理されます
が、そのサービスセットの仮想 IP アドレスを変更する必要はないため、バックアップおよ
びその他の機能は正しく動作します。

• 管理コンソール (GUI および CLI) でも、仮想 IP アドレス (VIF) を使用して、そのサービス
および Backup System 上のストレージにアクセスおよび管理できます。 この VIF はクラス
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ター内のすべてのノードにわたって適用されます。 設置時にはマスターノードが設定され
ますが、そのノードで障害が発生すると、動作しているもう一方のノードに管理コンソー
ルが自動的に転移され、同じ VIF でアクセスできます。

B6000 管理コンソール
これは、StoreOnce と管理機能の両方へのアクセスを提供するコンソールを表現するために使
用される全般的な用語です。 場合によっては、Web 管理インターフェイスまたは GUI から実
行されたタスクを表すことがあり、CLI から実行されたタスクを表すこともあります。

CLI
コマンドラインインターフェイスです。 これを使用して、権限のあるユーザーが SSH を介し
て管理コンソールにアクセスできます。 一部のタスクは CLI からのみ実行できます。

フェイルオーバー/耐障害性
HP B6000 Backup System は、次のような耐障害性を提供するように設計されています。

• フォールトトレラントなフェイルオーバーペアとしてノードが接続されている

• システムのデータストレージに対して高度に耐障害性のあるデータパスを提供できるよう
に、システムハードウェアが単一障害点を持たないように設計されている

• 実績のある RAID 6 テクノロジーによって、データストレージ内でのディスク障害による
データ消失のリスクを軽減している

• 二重化された電源が標準で付属している

サービスセット

サービスセットは、1 つのノード上で実行されるサービスのセットです。 これには、NAS、
VTL、複製、およびその他のサービスが含まれます。

ネットワークおよび FC のケーブル配線ガイドライン
耐障害性およびフェイルオーバーを提供するために、ネットワークおよびファイバーチャネル
のケーブル配線に関するいくつかの制限があり、それらを理解し遵守する必要があります。

それらの制限およびその実装方法の詳細については、『HP B6000 Best Practices Guide』を参
照してください。

ネットワークの制限 (HP B6000 のみ)

• IPv4 はサポートされていますが、IPv6 はサポートされていません。

• DHCP はサポートされていません。

• DNS はサポートされています。

• 最大 2 つのサブネットがサポートされています。

• ネットワークボンディングが必要ですが、1G ポートと 10G ポート間のネットワークボ
ンディングはサポートされていません。

• お客様は、B6000 管理コンソール (GUI および CLI) の設定用の外部 IP アドレスを 1 つだ
け持つことができます。

• Ethernet では VTL はサポートされていません。

• NAS 共有および複製データでは同じ Ethernet チャネルが使用されます。

• 複製で別の Ethernet チャネルを使用したい場合には、VTL ターゲットへのバックアップで
はファイバーチャネルを使用する必要があります。

• ネットワーク設定はクラスター内のすべてのノードに適用されます。 たとえば、2 台の
ラックシステム構成で各ラックに対して異なるネットワーク設定を行うことはできませ
ん。
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FC の制限

• HP B6000 Backup System では、スイッチファブリックトポロジのみがサポートされてい
ます。

• 直接接続 (プライベートループ) トポロジおよび直接接続 (ポイントツーポイント) トポロジ
はサポートされていません。

• HP StoreOnce Backup System で推奨されるトポロジは、NPIV (N_Port ID Virtualisation) を
使用したスイッチファブリックトポロジです。

• SAN 上のマルチホストテープデバイスは複雑なため、ゾーニングツールの利用は、バッ
クアップ/リストア環境を単純化し、SAN の変更や障害の影響を軽減することに役立ちま
す。

詳細情報
VTL/NAS デバイスに関する詳細なバックグラウンド情報、およびサポートされる仕様につい
ては、このマニュアルの各章で詳しく説明しています。 Web 管理インターフェイスを使用し
てデバイスを構成および監視する方法の詳細については、『HP StoreOnce Backup System ユー
ザーガイド』を参照してください。 コマンドラインインターフェイスコマンドの使用方法の詳
細については、『HP StoreOnce Backup System CLI Reference Guide』を参照してください。

詳細情報 9



2仮想テープデバイス
この章では、以下について説明します。

• 概要 (10 ページ)

• エミュレーションの種類 (10 ページ)

• 仮想テープデバイスの作成と設定 (11 ページ)

• ファイバーチャネル上のVTLデバイス (14 ページ)

• Ethernetネットワーク上のVTLデバイス (HP B6000を除く) (15 ページ)

概要
仮想テープデバイスは HP StoreOnce Backup System 上のバックアップターゲットで、ホスト
上のバックアップアプリケーションはここにデータを書き込みます。 仮想テープデバイスは、
ホストからはローカル接続の物理的なテープライブラリまたはオートローダーとして認識され
ますが、物理的には HP StoreOnce Backup System 上のディスク領域を使用します。テープ関
連の用語では、この領域はスロットまたはカートリッジと呼ばれます。

各ストレージスロットには、カートリッジが収容されます。 オートローダーとライブラリの違
いは、ライブラリが複数のテープドライブをサポートできるのに対し、オートローダーはただ
1 台のテープドライブを実装している点です。 ライブラリは、大きなストレージ容量を提供
し、テープローテーションの計画を全面的にサポートします (ライブラリをサポートするため
に、使用中のバックアップアプリケーションをアップグレードする必要が生じることがありま
す)。

エミュレーションの種類
HP StoreOnce Backup System は、広範囲にわたるライブラリ/ドライブエミュレーションの種
類をサポートしています。 使用可能なオプションは、HP StoreOnce Backup System のモデル
によって異なります。 Web 管理インターフェイスの [デバイス (Devices)] ページ上のドロップ
ダウンリストに表示されないエミュレーションの種類は、ご使用のモデルではサポートされて
いません。 たとえば、HP D2D2500 シリーズでは、ESL-e および EML-e ライブラリのエミュ
レーションタイプはサポートされません。

• D2DBS Generic ライブラリ: このテープライブラリデバイスは、1 つのライブラリに多数の
ドライブおよびカートリッジを構成可能

G3 製品
◦ HP B6000: ノードごとに最大 192 台のドライブ、およびライブラリごとに最大 16384
個のカートリッジを設定できまます。

G2 製品
◦ HP D2D2502/2504: ライブラリ当たり最大 16 台 (HP D2D2502) または 32 台 (HP

D2D2504) のドライブ、および最大 96 個のカートリッジを構成可能
◦ HP D2D4106/4112: ライブラリ当たり最大 64 台 (HP D2D4106) または 96 台 (HP

D2D4112) のドライブ、および最大 1,024 個のカートリッジを構成可能
◦ HP D2D4312 および HP D2D4324: ライブラリ当たり最大 200 台のドライブと最大

4,096 個のカートリッジを構成可能
製造中止された G1 製品
◦ HP D2D2503: ライブラリ当たり 1 台のドライブと最大 48 個のカートリッジ

◦ HP D2D2502/2504: ライブラリ当たり最大 4 台のドライブと最大 48 個のカートリッ
ジ

◦ HP D2D4004/4009: ライブラリ当たり最大 4 台のドライブと最大 96 個のカートリッ
ジ
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◦ HP D2D4112: ライブラリ当たり最大 4 台のドライブと最大 144 個のカートリッジ
お使いのバックアップアプリケーションでサポートされている場合、D2DBS Generic ライ
ブラリが推奨されるエミュレーションの種類です。実在する物理ライブラリタイプをエ
ミュレートするわけではないので、StoreOnce デバイスであると明確に識別できます。 こ
のデバイスは利用できる中で最も柔軟なエミュレーションタイプですが、ソフトウェアベ
ンダーによってはバックアップアプリケーションでサポートしていないことがあります。

[ライブラリエミュレーションの種類 (Library Emulation Type)] に [D2DBS Generic] を選択
した場合は、ドライブエミュレーションに [Ultrium VT] を選択できます。 この汎用的な
Ultrium デバイスは、仮想デバイスとして明確に識別されます。 Ultrium VT をサポートする
バックアップアプリケーションはそれほど高価でないものの、D2DBS ライブラリタイプ
ほど全面的に対応できないため、バックアップソフトウェアによっては使用できない可能
性があります。

注記: Symantec 社は、BackupExec と Netbackup を使用する顧客に対して、このエミュ
レーションの種類を使用することを推奨しています。

• HP 1x8 G2 オートローダー: これは、単一の Ultrium テープドライブを内蔵したオートロー
ダーであり、最大 24 個のカートリッジスロットがあります。 一度に 1 つのバックアッ
プジョブを実行する単純なローテーション方式で使用します。 このエミュレーションの種
類は、バックアップアプリケーションによって広くサポートされています。

注記: このエミュレーションの種類は、HP B6000 製品ではサポートされていません。

• MSL G3 シリーズ (2x24) ライブラリ: これは、最大 2 台の Ultrium テープドライブを内蔵
したテープライブラリデバイスであり、最大 24 個のカートリッジスロットがあります。
2 つのデバイスに対する同時バックアップジョブが発生するローテーション方式を実装す
るときに使用します。 このエミュレーションの種類は、バックアップアプリケーションに
よって広くサポートされています。

• MSL G3 シリーズ (4x48) ライブラリ: これは、最大 4 台の Ultrium テープドライブを内蔵
したテープライブラリデバイスであり、最大 48 個のカートリッジスロットがあります。
2 つ以上のデバイスに対する同時バックアップジョブが発生する場合、または多数のカー
トリッジデバイスを使用するローテーション方式を実装する場合に使用します。 このエ
ミュレーションの種類は、バックアップアプリケーションによって広くサポートされてい
ます。

• MSL G3 シリーズ (8x96) ライブラリ: これは、最大 4 台の Ultrium テープドライブを内蔵
したテープライブラリデバイスであり、最大 96 個のカートリッジスロットがあります。

• ESL-E シリーズライブラリ: これは、1 つのライブラリに多数のドライブおよびカートリッ
ジを構成可能なエンタープライズテープソリューションです (前述の D2DBS エミュレー
ションの数値を参照)。

• EML-E シリーズライブラリ: これは、1 つのライブラリに多数のドライブおよびカートリッ
ジを構成可能なエンタープライズテープライブラリソリューションです (前述の D2DBS エ
ミュレーションの数値を参照)。

仮想テープデバイスの作成と設定
仮想テープデバイスは、Web 管理インターフェイスの [仮想テープデバイス (Virtual Tape
Devices)] — [デバイス (devices)] ページで作成され、デバイスおよびスロットの構成でもこの
ページを使用します。
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注記: 
• G3 製品のみ:  G3 製品では、FC VTL デバイスのみがサポートされています。 最近のバー
ジョンのソフトウェアでは、管理者および HP のサポート担当者がコマンドラインインター
フェイスを使用して、VTL デバイスを作成および管理できます。

• G2 および G1 製品のみ: すべての製品で iSCSI VTL デバイスがサポートされていて、一部
の製品では FC VTL デバイスもサポートされています。 Windows 上に iSCSI デバイスを作
成する場合は、インストールウィザードによって仮想テープライブラリが自動的に作成さ
れます。 ウィザードを実行しない場合でも、iSCSI を使用して接続するホストには、デ
フォルト設定によってライブラリが自動的に作成されます (この機能は無効化することも
可能です)。

単一のテープライブラリで HP StoreOnce Backup System を構成する場合は、選択するドライ
ブエミュレーションタイプによって、各構成スロットのデフォルトのカートリッジサイズが決
まります。 LTO-2 のデフォルトは 200GB、LTO-3 のデフォルトは 400GB、LTO-4 のデフォル
トは 800GB、LTO-5 のデフォルトは 1,600GB です。 これは、複数のスロットのそれぞれに
200GB、400GB、800GB、または 1,600GB のカートリッジが挿入されているテープライブ
ラリと同等です。

注記: LTO のデフォルトはすべて、より大きな、またはより小さなカートリッジサイズに設
定できます。

テープスパニングは可能ですが、推奨されません。 フルバックアップが 1 つのカートリッジ
に収まるように、フルバックアップより大きいサイズでカートリッジを作成することが望まし
いですが、 カートリッジのフォーマットおよびサイズが表示されるのは、主にバックアップア
プリケーション内や物理テープへのオフロード時にユーザーが識別しやすくするためです。 割
り当てられるディスク容量や StoreOnce Backup System で使用されるディスク容量は、バック
アップされるユーザーデータの量だけで決まるため、カートリッジのサイズには影響されませ
ん。 大きなサイズのカートリッジを作成しても、余分なディスク領域が使用されることはあり
ません。

デバイス数の制限

VTL デバイス構成時の重要な注意事項として、ライブラリとそのライブラリ用に構成する各ド
ライブが、個別のデバイスとしてカウントされることが挙げられます。 各ホストと FC スイッ
チまたは HBA がアクセスできるデバイスの数には、実質的な制限があります。

重要: アプライアンスあたりの最大デバイス数は、構成可能な NAS 共有の数にも影響を及ぼ
します。 たとえば、 HP D2D4312 または D2D4324 上で 250 台のデバイスを構成した場合
は、NAS 共有を一切構成できません。 フレキシブルエミュレーション (13 ページ) も参照し
てください。

表 3 G3 B6000 アプライアンスあたりのライブラリおよびドライブの最大数

最大カプレット (4) 構成の場合ノード (カプレット) あたり

38448 (96)ライブラリの最大数

1536192 (384)ライブラリあたりの最大ドライブ数

1920240 (480)アプライアンスあたりの最大デバイ
ス数

1638416384ライブラリあたりの最大スロット数
(D2DBS)

G2 および G1 製品の場合: iSCSI VTL デバイスの場合、1 つの Windows または Linux ホストで
アクセス可能な最大デバイス数は 64 です。 つまり、1 つのホストで最大限にアクセスできる
のは、1 つのライブラリと 63 のドライブということになります。 1 つのライブラリに 63 を
超える数のドライブを含めて構成すると、ライブラリ内のデバイスが一部表示されなくなりま

12 仮想テープデバイス



す (ライブラリデバイスが表示されない場合もあります)。 ライブラリを複数にしてライブラリ
当たりのドライブ数を減らして構成した場合も、同じ制限が当てはまります。

表 4 G2 アプライアンス 1 台当たりのライブラリとドライブの最大数

HP D2D4324HP D2D4312HP D2D4112HP D2D4106HP D2D2504iHP D2D2502i

5050241684ライブラリの
最大数

20020096643216ライブラリ当
たりの最大ド
ライブ数

250250120804020アプライアン
ス当たりの最
大デバイス数

40964096102410249696ライブラリ当
たりの最大ス
ロット数
(D2DBS)

注記: HP D2D2502i 以外では、前述のモデルを構成する場合に物理的な最大数の制限を超え
ることができます。

表 5 G1 アプライアンス 1 台当たりのライブラリとドライブの最大数

HP D2D4112
HP D2D4004
/4009HP D2D2504iHP D2D2503iHP D2D2502i

2416864ライブラリの最
大数

44414ライブラリ当た
りの最大ドライ
ブ数

14496484848ライブラリ当た
りの最大スロッ
ト数 (D2DBS)

注記: 物理的な最大数の制限を超えることができるのは、HP D2D4112 Backup System の構
成時のみです。

フレキシブルエミュレーション
お使いのバックアップアプリケーションで ESL、EML、および D2DBS エミュレーションがサ
ポートされている場合、これらのエミュレーションはライブラリごとに多数のドライブを設定
できるため、特に柔軟性に富んでいます。 その主な利点として、次の 2 つが挙げられます。
• ホストアプリケーションのスループットによって調整されるバックアップの同時ストリー
ムの数を増やすことができます (データベースからのマルチストリームバックアップなど)。

• 単一のライブラリ (つまりデデュープストア) が、デデュプリケーション比率の増加のため
並行して実行すべきバックアップで、同一のデータを含むことができます。

これらのフレキシブルエミュレーションタイプを使用する場合は、以下のファクターにも注意
が必要です。

• ライブラリ当たり構成可能なドライブ数に対するハード制限はありませんが、同一アプラ
イアンス上に構成可能なデバイスおよび共有の総数には制限が存在します。 お使いの
Backup System 上で 1 つのライブラリに最大数のドライブを構成した場合、理論上はそれ
以上のライブラリを構成できますが、実際にはそれ以上の数のドライブは構成できませ
ん。

フレキシブルエミュレーション 13



• 合計数は NAS 共有にも適用されます。 最大数の VTL デバイスを構成した場合、そのアプ
ライアンス上では NAS 共有を構成できません。

• 最大数および推奨数については、『D2D Best Practices for VTL, NAS and Replication
implementations』を参照してください。

ファイバーチャネル上の VTL デバイス
FC ポート (ポート 1 またはポート 2) にライブラリを割り当てると、ライブラリが FC SAN 上
で見えるようになります。 ログイン時は、ホストの接続先スイッチにログインすることになり
ますが、これは SAN 上にある他のすべてのデバイスからライブラリが認識できることを意味
します。 ネットワークをゾーン化して、特定のデバイスのみからライブラリにアクセスできる
ようにすることもできますが、通常はすべてのデバイスから認識できます。

HP B6000 Backup System では、ライブラリ作成時に両方のポート間でドライブが均等に分配
されますが、 その後ライブラリの構成を変更しても、ドライブは再分配されません。

ファイバーチャネルトポロジ

HP B6000 Backup System では、スイッチファブリックトポロジのみがサポートされています。
HP G2 および G1 Backup System は、スイッチファブリックトポロジと直接接続 (プライベー
トループ) トポロジの両方をサポートしています。
HP StoreOnce Backup System では、直接接続 (ポイントツーポイント) トポロジはサポートさ
れていません。

スイッチファブリックトポロジでは、1 台または複数台のファブリックスイッチを使用して、
複数のファイバーチャネルホストと HP StoreOnce Backup System のようなファイバーチャネ
ルターゲットとの間を柔軟に構成します。

スイッチファブリック構成は、ファイバーチャネルスイッチを使用して実装します。 スイッチ
をカスケード接続またはメッシュ接続して、ファブリックを拡張できます。

直接接続トポロジは、HP StoreOnce Backup System をホストバスアダプター (HBA) に直接接続
することによって実装します。 この構成では、ファイバーチャネルプライベートループプロト
コルを使用する必要があります。

HP StoreOnce Backup System で推奨されるトポロジは、NPIV (N_Port ID Virtualisation) を使用
したスイッチファブリックトポロジです。

注記: 最新情報については、http://www.hp.com/go/connect (英語) または http://www.hp.com/
go/ebs (英語) を参照してください。

ゾーニング

ゾーニングは、スイッチファブリックトポロジを使用する場合のみ必要です。

SAN 上のマルチホストテープデバイスは複雑なため、ゾーニングツールの利用は、バックアッ
プ/リストア環境を単純化し、SAN の変更や障害の影響を軽減することに役立ちます。
ゾーニングにより、サーバー、ディスクアレイ、およびテープライブラリは、参照および使用
する必要があるホストやターゲットだけを参照することができます。 ゾーニングには、主に次
のような利点があります。

• HP StoreOnce Backup System での不必要な検出の制限

• ポーリングエージェントによる HP StoreOnce Backup System とライブラリデバイスの負
荷の軽減

• バックアップ/リストア環境の問題をデバッグし、解決する時間の短縮

• テストされていないサードパーティ製品と競合する可能性の軽減
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ゾーニングは、小規模または単純な構成では不要な場合があります。 通常、SAN の規模が大
きいほど、ゾーニングが必要になります。 以下を参照して、ゾーニングの使用について判断す
ることをお勧めします。

• 小規模ファブリック (16 ポート以下) — ゾーニングは必要ありません。

• 小規模から中規模のファブリック (16～128 ポート) — ホスト中心のゾーニングを使用し
ます。 ホスト中心のゾーニングを実装するには、サーバーまたはホストごとにゾーンを作
成し、ホストが利用するストレージエレメントのみをゾーンに追加します。 ホスト中心の
ゾーニングを使用すると、サーバーは、SAN 上の他のデバイスやサーバーを検出しなく
なり、デバイス検出プロセスが単純になります。

• アレイマルチパスソフトウェアと共に、同じ HBA のペアでディスクとテープがサポート
されます (これは HP StoreOnce Backup System のテープまたはライブラリデバイスへのマ
ルチパスではなく、マルチパスソフトウェアとテープデバイスの共存です)。

• 大規模ファブリック (128 ポート以上) — ホスト中心のゾーニングを使用し、ディスクター
ゲットとテープターゲットを分割します。 ディスクターゲットとテープターゲットを別々
のゾーンに分割すると、HP StoreOnce Backup System は、アクセスする必要がないディス
クコントローラーを検出しなくなります。 最適な性能を得るには、適宜、HBA をディス
ク専用とテープ専用にします。

注記: ゾーンの重複は、サポートされています。

Ethernet ネットワーク上の VTL デバイス (HP B6000 を除く)
エミュレートされた各バックアップデバイスは、個々のホストに一意にマッピングされます。
このホストとは、バックアップ対象のネットワークサーバーまたは PC を指しています。

• バックアップデバイスは、ホストからはローカル接続のテープオートローダーまたはテー
プライブラリとして認識されます。

• バックアップデバイスは、ホスト上で実行されているバックアップソフトウェアからアク
セスおよび管理が行われます。

• バックアップデバイスは、ネットワーク上の他のデバイスに対しては非表示となります。

• 複数のサーバーの場合は、単一のバックアップデバイスにバックアップされないことがあ
ります。

下図に、単一のホストの場合のデバイス構成を示します。 インストールウィザードをホスト
1 で実行します。HP StoreOnce Backup System によって、このホストに対応するライブラリが
自動的に生成されます。 ユーザーは、インストール時にスロット数を指定できます。
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図 1 1 台のホストがある場合のデバイス構成

• デフォルトでは、ホストからデバイスを 1 つのみ認識できます。このデバイスはインス
トール中に設定されたライブラリです。 各ホストからのデータは対応する iSCSI ライブラ
リに送信されます。

• 各バックアップデバイスは、そのデバイスを設定したホストでのみ認識されます。

• 単一のホストが HP StoreOnce Backup System 上で自らに対応する複数のデバイスを構成
することもできますが、それは接続可能なホストの数が減ることを意味します (図には示
されていません)。

下図に、3 台のホストがある場合のデバイス構成を示します。 インストールウィザードは、各
ホスト用にライブラリを自動的に生成します。 ユーザーは、インストール時にスロット数を指
定できます。

図 2 複数のホストがある場合のデバイス構成

バックアップアプリケーションとターゲットライブラリ

ターゲットライブラリは通常では見えないようになっていますが、バックアップアプリケー
ションから見えるようにデバイスを設定することができます。 ホストのバックアップアプリ
ケーションからターゲットライブラリが見えると便利な場合は 2 つあります。
• 複製が正しく動作することを確認し、テスト復元を実行することにより複製されたバック
アップの整合性をチェックする
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• バックアップアプリケーションを使用して、ネットワーク上のテープデバイスに対する手
動テープコピージョブを実行する

この機能の使用方法の詳細については、『HP StoreOnce Backup System ユーザーガイド』を参
照してください。
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3 NAS 共有
この章では、以下について説明します。

• 各種オペレーティングシステムのサポート (18 ページ)

• バックアップアプリケーションのサポート (18 ページ)

• NAS共有の最大数 (18 ページ)

• NAS共有およびアプライアンスごとのファイル最大数 (18 ページ)

• CIFS共有ごとのユーザー最大数 (20 ページ)

• NFS共有ごとのホスト最大数 (20 ページ)

注記: HP StoreOnce ネットワーク共有の目的は「ディスクへのバックアップ」を行うバック
アップアプリケーションによる使用のみであるということを必ず理解してください。 ドラッグ
アンドドロップによる一般的なファイル保存用に NAS ターゲットを使用しないでください。
このルールの例外は、NAS 共有を使用して複製のアプライアンスをシーディングする場合の
みです。

各種オペレーティングシステムのサポート
次の 2 つのインターフェイスがサポートされています。
• Windows ネットワーク用の CIFS インターフェイス

• Linux および UNIX ネットワーク用の NFS インターフェイス
Web 管理インターフェイスを使用して、NAS 共有をバックアップアプリケーションのター
ゲットとして作成および設定する方法については、『HP StoreOnce Backup System ユーザーガ
イド』を参照してください。 NFS インターフェイスの詳細については、『UNIX and Linux
Configuration Guide』を参照してください。

バックアップアプリケーションのサポート
NAS 共有は、Oracle RMAN や VMWare VCB Agent など、ディスクへのバックアップをサポー
トするほとんどのアプリケーション (組み込みアプリケーションを含む) で使用できます。 サ
ポートされているアプリケーションに関する最新情報は、http://www.hp.com/go/connect (英
語) および http://www.hp.com/go/ebs (英語) を参照してください。

NAS 共有の最大数
StoreOnce アプライアンスによって提供される「デバイス」の総数は、VTL デバイスと NAS
共有に分割されます。 これらのデバイスは、すべてが VTL デバイスの場合、すべてが NAS デ
バイスの場合、または NAS デバイスと VTL デバイスの任意の組み合わせの場合があります。

NAS 共有およびアプライアンスごとのファイル最大数
HP StoreOnce NAS の実装は、バックアップアプリケーションで使用するために最適化されま
す。 これらのアプリケーションは NAS 共有上に大容量のバックアップファイルを作成しま
す。つまり、さまざまなサイズのファイルをデデュプリケーションが行われている共有に単純
にコピーするよりも、効果的にデデュプリケーション機能を使用することができます。 バック
アップアプリケーションにより生成される小容量のメタデータファイルのパフォーマンスを向
上し、バックアップファイルの先頭にあるヘッダー情報へのランダムアクセスを可能にするた
めに、すべてのバックアップファイルの最初の 24MB はデデュプリケーションの対象外となり
ます。 このデデュプリケーションの対象外となる領域を、デデュプリケーションのスレッショ
ルドと呼びます。

HP StoreOnce Backup System では、各 NAS 共有上に保存可能なファイル数に制限がありま
す。 制限値は 25000 ファイルであるため、バックアップアプリケーションを使用して大容量
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のデータを保護することができます。 この制限は、データの複製を効率的に使用できるように
するために課せられているものです。

共有およびアプライアンスごとに許可されている、デデュプリケーションのスレッショルド以
上のオープン可能なファイル数にも制限があります。 これらのファイルには、バックアップ
データが保存されます。

一般に、バックアップアプリケーションは、バックアップジョブの間に構成の詳細やカタログ
エントリを保存するため、少数の追加ファイルを作成します。 こうした小規模のファイルは、
一般的にバックアッププロセスの間に更新され、デデュプリケーションのスレッショルドを超
えることはほとんどありません。 つまり、アプライアンスごとに許可されたデデュプリケー
ションのスレッショルド以下のサイズで、開いているファイルの最大数も設定されています。

HP StoreOnce Backup System 全体を通して、オープン可能なファイルの数は次のとおりです。

表 6 G3 B6000 製品の最大ファイル数

最大カプレット (4) 構成の場合ノード (カプレット) あたり

2500025000共有ごとのファイル
の最大数

5120640 (1280)アプライアンスごと
にオープン可能な
ファイルの最大数

CIFS: 1536
NFS: 768

192 (384)アプライアンスごと
にオープン可能な
24MB を超えるファ
イルの最大数

表 7 G2 製品の最大ファイル数

HP D2D4324HP D2D4312HP
D2D4106/4112

HP D2D2504HP D2D2502

2500025000250002500025000共有ごとのファイル
の最大数

64064012811296アプライアンスごと
にオープン可能な
ファイルの最大数

128128644832アプライアンスごと
にオープン可能な
24MB を超えるファ
イルの最大数

表 8 G1 製品の最大ファイル数

HP D2D4112HP D2D4004/9HP D2D2504HP D2D2503HP D2D2502

2500025000250002500025000共有ごとのファイル
の最大数

112401124096アプライアンスごと
にオープン可能な
ファイルの最大数

4824481632アプライアンスごと
にオープン可能な
24MB を超えるファ
イルの最大数
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CIFS 共有ごとのユーザー最大数
「ユーザー」または AD 認証を使用して CIFS 共有へのアクセスを設定した場合の、ユーザー
の最大数は 50 です。この最大数は CIFS サーバー 1 台当たりのユーザーの総数で、1 つの
CIFS 共有に割り当て可能なアクセスの最大数でもあります。
異なるユーザーが 1 つの NAS 共有に同時にアクセスすることがありますが、共有内の 1 つの
ファイルを開くのは、一度に 1 人のユーザーのみです。

NFS 共有ごとのホスト最大数 (G3 および G2 製品のみ)
NFS 共有へのアクセスのために設定可能なホストシステムの最大数は 50 です。
この最大数は、NFS サーバー 1 台当たりのホストの総数で、1 つの NAS 共有に割り当て可能
なアクセスの最大数でもあります。 共有内の 1 つのファイルを開くのは、一度に 1 人のユー
ザーのみです。

20 NAS 共有



4データのデデュプリケーション
この章では、以下について説明します。

• データのデデュプリケーションとは (21 ページ)

• データのデデュプリケーションとHP StoreOnce Backup System (21 ページ)

• データのデデュプリケーションを使用したテープローテーションの例 (22 ページ)

データのデデュプリケーションとは
データのデデュプリケーションとは、バックアップデバイスに書き込むデータブロックを、デ
バイスにすでに格納されているデータブロックと比較するプロセスです。 重複データが見つ
かった場合は、重複する複数のデータセットを格納する代わりに、元のデータに対するポイン
ターを作成します。 これにより、不要なブロックを排除 (つまり「重複の発生を防止」) でき
ます。 この手法で重要な点は、ファイルレベルではなくブロックレベルでデータのデデュプリ
ケーションが行われることであり、格納されるデータの量を大幅に減らすことができます。

図 3 デデュプリケーション後に格納されたデータ

インデックスファイルの重要性

HP StoreOnce Backup System にバックアップストリームが到着すると、データのストリームが
わずか 4K の「チャンク」に分割されます。これらの個々の 4K チャンクに対してハッシュア
ルゴリズムが実行されて、一意のデジタルフィンガープリントが生成され、インデックスファ
イルに書き込まれます。

この処理は、最初のバックアップストリームに含まれるすべてのデータチャンクに対してリア
ルタイムで反復実行されます。 後続のバックアップの実行時には、すでに存在するものと同一
のハッシュコードが生成される可能性が十分に考えられ、その場合インデックス内のハッシュ
カウントが増分されます。そのハッシュコードに関連付けられているデータは、すでにデデュ
プリケーションストア内に存在しているため、再度格納されることはありません。 つまり、
個々のハッシュコードについてデータは 1 度しか格納されません (StoreOnce の名前はこれに
由来します)。
インデックスファイル内にはデデュプリケーションにより作成されたハッシュデータチャンク
のマッピングが格納されており、複製およびハウスキーピング処理によりアクセスまたは更新
される主要な参照ポイントになります。 インデックスファイルがなければ、データを適切に復
元することはできません。

データのデデュプリケーションと HP StoreOnce Backup System
データのデデュプリケーションは、ライブラリデバイスまたは共有ごとに適用されます。 ライ
ブラリまたは共有を構成するときに、デフォルトでデデュプリケーション機能が有効になり、
無効にすることはできません。

各デバイスは単一のホストサーバーに関連付けられるので、デデュプリケーションを使用する
と、そのホストに関するバックアップの履歴をより多くの量にわたって格納することができま
す。 より多くの数の完全バックアップをアーカイブできるようになるので、ローテーションの
計画でより長期の履歴を保持できます。 これは、接続可能なホストサーバーの数を増やせると
いう意味ではありません。 各デバイスに対して適用されたデデュプリケーションの要素は、
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Web インターフェイスを使用して計算および表示できます。 この指標は動的であり、より多
くのデータをデバイスに書き込むたびに自動的に更新されます。

HP StoreOnce のデデュプリケーションの利点
主要な利点は、各デバイスに対してより多くのデータを格納でき、より長期にわたってデータ
を保持できることです。 今まで格納できなかった履歴データはオフラインにアーカイブされて
いましたが、このデバイスを使用するホストでは、より多くの履歴データにアクセスできま
す。

デデュプリケーションにより、次のことが達成されます。

• 重複データを排除することにより、ストレージ容量を効率的に使用する。

• 必要なストレージ領域を減らすことにより、ディスクに要する出費を削減する。 同じサイ
ズのストレージ (HP StoreOnce デバイス) に対して、各ホストのバックアップをより多く
格納できる。

• ディスク上にデータを保持する期間を延長する。

• リモートバックアップ、リモート複製、ディザスタリカバリを目的として WAN 経由で送
信する必要のあるデータの量を減らし、リスク関連コストと運用コストの両方を削減す
る。

複製の詳細については、複製 (24 ページ) を参照してください。

デデュプリケーションと圧縮

圧縮は、デデュプリケーションの一部として適用されます。 デデュプリケーションが発生しな
い (または少量の) 初回バックアップを実行する場合でも、1.6:1 の圧縮率を期待できます。

データのデデュプリケーションを使用したテープローテーションの例
バックアップのデデュプリケーション比率に影響を及ぼす最も重要な 2 つの要素は、次のとお
りです。

• データをどれほどの期間にわたって保持するか。

• 複数のバックアップ間でどれほどのデータが変更されるか。

次の例では、1TB のファイルサーバーをバックアップするときに予測される節約量を示しま
す。

保持ポリシー

• 1 週間、毎日の増分 (5 日)

• 6 か月、1 週間ごとに完全バックアップ (25 週)

データのパラメータ

• データ圧縮レート = 2:1

• 毎日の変更レート = 1% (10% のファイルで 10% のデータが変更)

標準的な節約量

次の表では、格納されるデータが約 11:1 に減少することを示します。 実際には、このライブ
ラリでバックアップをするために 1.25TB が利用可能であることを想定しますが、これは次の
ことを意味します。

• データのデデュプリケーションがない場合: データをオフラインにアーカイブする必要が
生じるまでに保持できるデータは、わずか 2 週間分です。

• データのデデュプリケーションを行う場合: 6 か月後でも、使用済みのディスク領域は
1.25TB 未満です。

22 データのデデュプリケーション



次の表では、25 週間にわたるデータを格納するために必要な領域に関して、これらの事実が
どのように影響するかを示します。 これらの数値を使用して、表の後に示すグラフが作成され
ています。

表 9 データのデデュプリケーションによる節約量、例 1

デデュプリケーションを使用して
格納されるデータ

通常の方法で格納されるデータ

500GB500GB初日の完全バックアップ

5GB50GB初日の増分バックアップ

5GB50GB2 日目の増分バックアップ

5GB50GB3 日目の増分バックアップ

5GB50GB4 日目の増分バックアップ

5GB50GB5 日目の増分バックアップ

25GB500GB2 週目の完全バックアップ

25GB500GB3 週目の完全バックアップ

25GB500GB25 週目の完全バックアップ

1,125GB12,750GB合計

図 4 デデュプリケーションによる領域の節約量
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5複製

注記: 複製では、HP StoreOnce Backup System の異なるモデル間でデータを同期化すること
もあります。 この章で説明する例は、特定の HP StoreOnce Backup System モデルに限定され
ません。

この章では、以下について説明します。

• アプライアンスとは (24 ページ)

• 複製の概要 (24 ページ)

• HPレプリケーションマネージャー (26 ページ)

• 複製の概念と用語 (26 ページ)

• 複製の配備戦略 (33 ページ)

• 複製ライセンス (35 ページ)

• ターゲットアプライアンスのシーディング (36 ページ)

• ソースアプライアンスの復旧 (38 ページ)

アプライアンスとは
StoreOnce Backup System のマルチノードおよびシングルノード間のいずれでも複製を行うこ
とが可能であり、GUI 上では複製ターゲットおよび複製ソースのいずれもがアプライアンスと
して表示されます。しかし、 マルチノード環境内とシングルノード環境内ではアプライアンス
の意味が異なることを理解することは重要です。

• シングルノードの StoreOnce Backup System では、複製されるデータが置かれている物理
デバイスまたはサーバーがアプライアンスです。 ターゲットおよびソースの StoreOnce
Backup System の物理 IP アドレスを使用してすべてのマッピングが行われます。

• マルチノードの StoreOnce Backup System では、複製されるデータが置かれているサービ
スセットがアプライアンスです。 これは、各 B6000 Backup System にアプライアンスと
して選択できるサービスセットが 2 つ以上あることを意味しています。 ターゲットおよ
びソースのサービスセットの仮想 IP アドレスを使用してすべてのマッピングが行われま
す。

本章では、アプライアンスとサービスセットという用語は同じ意味で使用されています。

複製の概要
複製 (Replication) とは、物理的に異なる位置にある 2 つのハードウェアの間でデータを同期化
する方法を表す標準用語です。 複製は、ソースアプライアンスの指定したデータの完全なコ
ピーをターゲットアプライアンスに作成するプロセスです。 履歴が保持されないことに注意し
てください。ターゲットアプライアンスは、常にソースアプライアンス上のデータの現在の状
態を即時にミラーリングするので、ソースライブラリまたはソースアプライアンスが使用でき
なくなったときにも、ただちにデータが使用できます。 しかし、アーカイブバージョンが保持
されないため、複数の復元ポイントがある従来のバックアップの代替にはなりません。

HP StoreOnce の複製を設定するための設定ウィザードが付属しています。

複製と NAS 共有
HP StoreOnce の複製機能を使用すると、1 台の HP StoreOnce Backup System (ソースアプライ
アンス) 上で設定された NAS 共有を、別の場所にある別の HP StoreOnce Backup System (ター
ゲットアプライアンス) 上の対応する NAS 共有へ複製することができます。 複製は常に、複
製 - 複製レベル (サブディレクトリまたはファイルレベルではない) でマッピングされます。
ターゲットの共有は常に見えていますが、読み取り専用です。
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ソースとターゲットの HP StoreOnce Backup System 間の複製を設定すると、バックアップの
実行時に複製が常に自動的に開始されます。

注記: NAS 複製ジョブの実行中、複製ソースアプライアンスに障害が発生してオフラインに
なると、複製ターゲット共有アプライアンスが不整合状態のままになる可能性があります。 こ
の状態ではファイルおよびフォルダの関係が失われるため、共有内の一部のファイルの復旧、
または共有内のファイルのリストの作成が失敗する可能性があります。 ターゲットアプライア
ンスは、ソースアプライアンスの切断を検出するとすぐにこの問題を自動的に修復します。た
だし、この修復の完了には最大 10 分を要する場合があり、その間は共有にアクセスできませ
ん。

複製と仮想テープデバイス

HP StoreOnce の複製機能を使用すると、1 台の HP StoreOnce Backup System (ソースアプライ
アンス) で設定されたライブラリデバイス上のスロット内のカートリッジを、別の場所にある
別の HP StoreOnce Backup System (ターゲットアプライアンス) 上のライブラリデバイスの対
応するマッピングされたスロットへ複製することができます。 データは、常にスロットレベル
でマッピングされます。

複製のターゲットライブラリはデバイスで見えるように設定しない限り、ホストからは見えま
せん。 詳細については、『HP StoreOnce Backup System ユーザーガイド』を参照してくださ
い。

ソースとターゲット HP StoreOnce Backup System 間の複製構成を設定すると、カートリッジ
がドライブから複製用に設定されたスロットに戻ったとき、複製が自動的に開始されます。

複製の準備

次の 5 つの点を考慮してください。
• 基本的な概念や用語を確実に理解する。

• 組織に適した配備モデルを決定する。

• 複製ワークフローをマッピングし、ターゲットアプライアンスへの最初のバックアップを
シーディングする方法を決定する。

• Web 管理インターフェイスで、複製を設定し、監視する。

• ソースアプライアンスに障害が発生した場合のディザスタリカバリ戦略を定義する。

複製とファイアウォール

ファイアウォールを介して複製を実行する必要がある場合、ネットワーク管理者は (TCP) ポー
ト 9387 (コマンドプロトコル) および 9388 (データプロトコル) を開いて、HP StoreOnce
Backup System 間の複製の送受信トラフィックが通過できるようにする必要があります。 Backup
System がネットワーク上の他のデバイスと競合する場合、複製ペアリングの作成時に、または
ローカルアプライアンスの [全般設定 (General Settings)] ページで、必要に応じてこれらのポー
トをデフォルトから変更できます。

複製ソースに対するアクセスの制限

[ソースアプライアンスパーミッション (Source Appliance Permissions)] はデフォルトで無効に
なっています。 この状態では、ターゲットアプライアンスとソースアプライアンスの共有とラ
イブラリデバイス間のマッピングは制御できません。

ただし、ウィザードを実行してマッピングを構成するときに、ターゲットへの複製を許可され
るソースのリストのみにターゲットがアクセスできるようにするために、共有とライブラリの
マッピングの作成能力をロックダウンすることも可能です。 詳細については、『HP StoreOnce
Backup System ユーザーガイド』を参照してください。

複製の概要 25



HP レプリケーションマネージャー (HP D2D4xxx シリーズのみ)
HP レプリケーションマネージャー (レプリケーションマネージャー) は、スタンドアロンソフ
トウェアアプリケーションです。HP D2D4xxx Backup System の StoreOnce 複製ライセンスの
一部として使用できます。 レプリケーションマネージャーは、複製環境における基本的な管理
機能を提供します。また、複数のサイトにわたって複製が行われる最大 300 台の D2D デバイ
スを簡単に管理できます。 管理者は、レプリケーションマネージャーを使用してデバイスのグ
ループを作成、管理および削除し、グループおよびデバイスへのユーザーおよび管理者のアク
セスを設定、制御します。 管理者およびユーザーは、アクセス可能なグループおよびデバイス
のステータスをレプリケーションマネージャーで確認できます。これにより、複製が正しく、
スケジュールどおりに実行されているかどうかを確認できるようになります。また、複製操作
にエラーが発生した場合の対応も可能になります。 レプリケーションマネージャーには、デバ
イスのディスク使用量およびデデュプリケーション比率を監視する機能も備わっています。 こ
れにより、管理者は容量の追加が必要なデバイスを特定できます。 事前に定義された期間内に
デバイスで発生するディスク容量の変化を調べるための、トレンド分析も利用できます。

レプリケーションマネージャーの詳細については、www.hp.com/go/d2d (英語) で『HP
Replication Manager User Guide』を参照してください。 レプリケーションマネージャーとマ
ニュアルをインストールするには、www.hp.com/go/d2d (英語) で『HP Replication Manager
Installation and Configuration Guide』を参照してください。

複製の概念と用語
複製用にアプライアンスを設定するときは、主な概念と用語を理解することが重要です。

複製の要素

• ソースアプライアンス: これは、ホストサーバーがバックアップ用に使用する NAS 共有ま
たはライブラリデバイスを含む StoreOnce Backup System です。 NAS 共有には、複製を
行う必要があるデータファイルが含まれています。ライブラリデバイスには、複製を行う
必要があるスロットがあります。

• ターゲットアプライアンス: これは、複製されたデータを含む NAS 共有またはライブラリ
デバイスがある StoreOnce Backup System です。ソースの StoreOnce Backup System 上の
NAS 共有またはライブラリの完全なコピーです。 このアプライアンスには、複製ライセ
ンスが必要です。

• 非複製デバイス: これは、複製用のソースまたはターゲットとして設定されていない
StoreOnce Backup System の NAS 共有またはライブラリです。

• ソースデバイス: これは、ホストサーバーからのバックアップ用に設定され、複製用にも
設定されている StoreOnce Backup System 上の NAS 共有またはライブラリです。 ソース
の共有およびライブラリは、ホストから見えます。

• ターゲットデバイス: これは、ソースライブラリから複製されたデータを含むように設定
されている StoreOnce Backup System 上の NAS 共有またはライブラリです。 ターゲット
の共有はホストから見えますが、ターゲットのライブラリは、デバイスで見えるように設
定しない限りホストからは見えません。 詳細については、『HP StoreOnce Backup System
ユーザーガイド』を参照してください。

1 台の HP StoreOnce Backup System がソースの共有およびライブラリとターゲットの共有お
よびライブラリの両方をホストし、ソースアプライアンスとターゲットアプライアンスの役割
を同時に果たすことができます。 ただし、ホストサーバーがアクセスできるのは、ソースライ
ブラリまたは非複製ライブラリだけです。 複製-ターゲットライブラリは、ホストサーバーか
ら見えるように設定できます (読み取り専用)。 ターゲットの NAS 共有に対するホストアクセ
スに制限はありません。
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図 5 複製の要素 (ライブラリを使用した場合)

1. バックアップするホスト

3. ターゲットアプライアンス2. ソースアプライアンス

4. 非複製デバイス (共有またはライブラリ)

6. ターゲットデバイス (共有またはライブラリ)5. ソースデバイス (共有またはライブラリ)

たとえば多数のリモートサイトがあるデータセンターなど、複雑なサイトで複製を設定すると
きは、アプライアンス、共有、およびライブラリを複製する方法を注意して計画する必要があ
ります。 理解する必要がある主な概念は、ファンアウト、ファンイン、同時実行です。

ファンアウト

ファンアウトについては、ソースアプライアンス (複製したい共有およびライブラリを含んで
いる HP StoreOnce Backup System) に対応するターゲットアプライアンスの台数を検討します。
ソースアプライアンス上の各共有は、ターゲットアプライアンス上のただ 1 つの共有にマッピ
ングすることができます。 1 つのソース共有からのファイルを複数のターゲット共有に分割す
ることはできません。

ソースアプライアンス上の各ライブラリは、ターゲットアプライアンス上のただ 1 つのライブ
ラリにマッピングすることができます。 1 つのソースライブラリからのスロットマッピングを
複数のターゲットライブラリに分割することはできません。

注記: ソースライブラリ内の任意数のスロットを選択して、1 つのターゲットライブラリへ
複製できます。 選択されたものを「スロットマッピング集合」と呼び、最初のマッピング作成
後に編集することができます。

ソースアプライアンスから最大何台のターゲットアプライアンスに複製可能であるかは、HP
StoreOnce Backup System のモデルによって異なります。詳細は、後続の『ジョブの同時実行』
セクション内の表を参照してください。

たとえば、 ソース HP StoreOnce Backup System 上の特定の地域に関連するデータをバックアッ
プする場合、そのデータを地域のデータセンターに複製するとします。

以下の例は図だけで示しています。 組織のポリシーで地域別のデータセンターを採用していな
い場合は、「ファンイン」の項に記載されているように、1 台のターゲットアプライアンスで
4 つのライブラリまたは共有すべてをサポートすることができます。
HP B6000 シリーズ
1 台の HP B6000 ソースアプライアンスは、ノードあたり最大 8 台のターゲットアプライアン
スに複製することができます。

これは、カプレットあたり最大 16 台のターゲットアプライアンスになり、最大の 4 カプレッ
ト構成では最大 64 台のターゲットアプライアンスになります。
HP D2D4xxx シリーズ

複製の概念と用語 27



1 台の HP D2D 4004/4009 または 4106/4112 シリーズのソースアプライアンスは、最大 4
台のターゲットアプライアンスに複製することができます。

1 台の HP D2D 4312 シリーズのソースアプライアンスは、最大 8 台のターゲットアプライア
ンスに複製することができます。

1 台の HP D2D 4324 シリーズのソースアプライアンスは、最大 8 台のターゲットアプライア
ンスに複製することができます。

図 6 HP D2D4000/4100/4300 シリーズでのファンアウトの例

HP D2D 250x シリーズ
1 台の HP D2D 250x シリーズのソースアプライアンスは、最大 2 台のターゲットアプライア
ンスに複製することができます。

図 7 HP D2D 2500 でのファンアウトの例

ファンイン

ファンインについては、対応するソースアプライアンスの台数を検討します。

HP B6000 シリーズ

• 1 台の HP B6000 ターゲットアプライアンスは、ノードあたり最大 50 台のソースアプラ
イアンスに対応できます。

• これは、ノードあたり最大 100 台のターゲットアプライアンスになり、最大の 4 カプレッ
ト構成では最大 400 台のターゲットアプライアンスになります。
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HP D2D 250x シリーズ

• 1 台の HP D2D2502 ターゲットアプライアンスは、最大 4 台のソースアプライアンスに
対応できます。

• 1 台の HP D2D2503 ターゲットアプライアンスは、最大 6 台のソースアプライアンスに
対応できます。

• 1 台の HP D2D2504 ターゲットアプライアンスは、最大 8 台のソースアプライアンスに
対応できます。

ターゲットアプライアンス上の各共有またはライブラリは、ソースアプライアンス上のただ 1
つの共有またはライブラリにマッピングされている必要があります。 たとえば、 ある企業に
6 つのリモートサイトと 1 つのデータセンターがあるとします。 複製が必要なデバイス (ライ
ブラリまたは共有) は、4 つのリモートサイトにはサイトごとに 1 つ、2 つのリモートサイト
にはサイトごとに 2 つあります。 その場合、データセンター内のターゲットアプライアンス
には、8 つの対応するデバイスが必要です。

図 8 HP D2D250x シリーズでのファンインの例

HP D2D4xxx シリーズ
• 1 台の HP D2D4004/4009 または HP D2D4106 ターゲットアプライアンスは、最大 16
台のソースアプライアンスに対応できます。

• 1 台の HP D2D4112 ターゲットアプライアンスは、最大 24 台のソースアプライアンスに
対応できます。

• 1 台の HP D2D4312 ターゲットアプライアンスは、最大 50 台のソースアプライアンスに
対応できます。

• 1 台の HP D2D4324 ターゲットアプライアンスは、最大 50 台のソースアプライアンスに
対応できます。
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共有は 1 対 1 単位でしかマッピングされませんが、ターゲットアプライアンス上の各ライブ
ラリは、ソースアプライアンス当たり最大 4 つのライブラリにマッピングできます。 すなわ
ち、1 つの HP D2D 4xxx シリーズターゲット共有には 1 つのソース共有だけをマッピングで
きますが、1 つの HP D2D 4xxx シリーズターゲットライブラリには最大 4 つのソースライブ
ラリをマッピングできます。

たとえば、 ある研究機関に、5 つのリモートサイトがあり、合計 10 台のソースアプライアン
スがあります。

注記: 次の例では、データセンターにある HP D2D4000/4100 または 4300 シリーズのアプ
ライアンスによって 20 個のライブラリを簡単にサポートする方法が示されています。 ただ
し、NAS 共有を使用した場合は、1 対 1 のマッピングになるので、20 個の NAS 共有すべて
をサポートできるのは HP D2D4100 および 4300 シリーズのみになります。

• リモートサイト 1 とリモートサイト 4 には、それぞれ、1 台の D2D アプライアンスがあ
り、4 つのプロジェクトが進行しています。 HP D2D 上に、各プロジェクト用のソースラ
イブラリが構成されています。 データセンター内のターゲットアプライアンス上の 1 つ
のライブラリごとに、4 つのライブラリの集合をマッピングすることができます。 ソース
アプライアンス上の最大 4 つのライブラリから 1 つのターゲットライブラリにスロット
を複製できるので、バックアップされたデータ全体にわたるデデュプリケーションのレベ
ルが向上します (たとえば、共通のオペレーティングシステムファイル)。

• リモートサイト 2 には、2 台の D2D アプライアンスがあり、それぞれに 2 つのソースラ
イブラリがあります。 それらのライブラリから 1 つの HP D2D 4xxx シリーズターゲット
ライブラリに、スロットマッピング集合をマッピングできます。

• リモートサイト 3 には、2 台の D2D アプライアンスがあり、片方には 3 つのソースライ
ブラリ、他方には 1 つのソースライブラリがあります。 この場合も、それらのライブラ
リから 1 つの HP D2D 4xxx シリーズターゲットライブラリに、スロットマッピング集合
をマッピングすることができます。

• リモートサイト 5 には、4 台の D2D アプライアンスがあり、それぞれに 1 つのソースラ
イブラリがあります。 それらのライブラリから 1 つの HP D2D 4xxx シリーズターゲット
ライブラリに、スロットマッピング集合をマッピングできます。
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図 9 HP D2D4xxx シリーズでのファンインの例 (ライブラリを使用した場合)

ファンインとスロットマッピング: ライブラリ内のすべてのスロットを複製する必要がない場
合があります。 たとえば、週 1 回フルバックアップを行い、毎日 1 回増分バックアップを行っ
ている場合、フルバックアップを含んでいるスロットだけを複製する場合があります。 Web
管理インターフェイスで複製を設定するときに、その選択ができます。これをスロットマッピ
ングと呼びます。 このマッピングは 1 つのターゲットライブラリのみに複製できますが、1
つのターゲットライブラリは、異なるソースアプライアンスまたは 1 つのソースアプライアン
スの異なるソースライブラリからの複数のスロットマッピングを保持することができます。

ファンインと共有: 上記の例では、ターゲットアプライアンスには 20 の共有が必要です。
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ジョブの同時実行

同時実行できるジョブの数にも制限があります。 詳細は、次の表で確認してください。

注記: 各複製ジョブを正常に完了するには、最低 2Mbit/秒の WAN 帯域が必要です。

表 10 B6000 製品におけるファンイン、ファンアウトおよびジョブの同時実行のルール

最大カプレット (4) 構成の
場合

ノード (カプレット) あたり

648 (16)1 台のソースアプライアン
スがサポートするターゲッ
トアプライアンスの最大数

アプライアンスのファンア
ウト

38448 (96)1 台のターゲットアプライ
アンスがサポートするソー
スアプライアンスの最大数

アプライアンスのファンイ
ン

81 (2)1 つのソースライブラリに
マッピングできるターゲッ
トライブラリの最大数

ライブラリのファンアウト

12816 (32)1 つのターゲットライブラ
リにマッピングできるソー
スライブラリの最大数

ライブラリのファンイン

12816 (32)ターゲットアプライアンス
への複製ジョブの最大同時
実行数

同時実行ターゲットジョブ

38448 (96)ソースアプライアンスから
の複製ジョブの最大同時実
行数

同時実行ソースジョブ

表 11 G2 製品におけるファンイン、ファンアウトおよびジョブの同時実行のルール

HP D2D 4312/4324HP D2D 4106/4112HP D2D 2502/2504

8421 台のソースアプラ
イアンスがサポート

アプライアンスの
ファンアウト

するターゲットアプ
ライアンスの最大数

50D2D4106: 16
D2D4112: 24

D2D2502: 4
D2D2504: 8

1 台のターゲットア
プライアンスがサ

アプライアンスの
ファンイン

ポートするソースア
プライアンスの最大
数

1111 つのソースライブ
ラリにマッピングで

ライブラリのファン
アウト

きるターゲットライ
ブラリの最大数

16811 つのターゲットラ
イブラリにマッピン

ライブラリのファン
イン

グできるソースライ
ブラリの最大数

1684同時に実行できる
ターゲットアプライ

同時実行ターゲット
ジョブ

アンスへの複製ジョ
ブの最大数

48248同時に実行できる
ソースアプライアン

同時実行ソースジョ
ブ

スからの複製ジョブ
の最大数
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表 12 G1 製品におけるファンイン、ファンアウトおよびジョブの同時実行のルール

HP D2D 4112HP D2D 4004/4009HP D2D 250x

44[全て (All)]: 21 台のソースアプラ
イアンスがサポート

アプライアンスの
ファンアウト

するターゲットアプ
ライアンスの最大数

2416D2D2502: 4
D2D2503: 6
D2D2504: 8

1 台のターゲットア
プライアンスがサ
ポートするソースア

アプライアンスの
ファンイン

プライアンスの最大
数

11[全て (All)]: 11 つのソースライブ
ラリにマッピングで

ライブラリのファン
アウト

きるターゲットライ
ブラリの最大数

44[全て (All)]: 11 つのターゲットラ
イブラリにマッピン

ライブラリのファン
イン

グできるソースライ
ブラリの最大数

86D2D2502: 3
D2D2503: 2
D2D2504: 3

同時に実行できる
ターゲットアプライ
アンスへの複製ジョ
ブの最大数

同時実行ターゲット
ジョブ

22D2D2502: 2
D2D2503: 1
D2D2504: 2

同時に実行できる
ソースアプライアン
スからの複製ジョブ
の最大数

同時実行ソースジョ
ブ

複製の配備戦略
多くの配備戦略がありますが、次の 3 つがその代表的なものです。
• アクティブからパッシブ

• アクティブからアクティブ

• 多対 1

アクティブからパッシブの例

次の例では、2 つのオフィスがあり、それぞれに 1 台の HP StoreOnce Backup System があり
ます。 オフィス A の HP StoreOnce Backup System はホストサーバーがバックアップとリスト
ア用に使用し、そのシステムで設定されている共有およびライブラリが、オフィス B にある
HP StoreOnce Backup System の対応する共有およびライブラリに複製されます。 複製ライセ
ンスは、オフィス B にある HP StoreOnce Backup System にのみ必要です。 このライセンス
は、アプライアンス B 上のすべてのターゲットの共有およびライブラリに対応します。
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図 10 アクティブからパッシブ複製の例

アクティブからアクティブの例

次の例でも、2 つのオフィスがあり、それぞれに 1 台の HP StoreOnce Backup System があり
ます。 オフィス A の HP StoreOnce Backup System は、バックアップやリストア用にホスト
サーバーに使用されており、ソースライブラリおよびソース共有は、すべてオフィス B の HP
StoreOnce Backup System 上の対応するターゲットライブラリおよび共有に複製されます。 た
だし、オフィス B の HP StoreOnce Backup System 上のもう 1 つのライブラリにある 6 つの
カートリッジに単一のホストバックアップがあります。 それらのカートリッジのうちの 2 つ
はオフィス A の HP StoreOnce Backup System 上のターゲットライブラリに複製するために構
成されています。 複製ライセンスは両方の HP StoreOnce Backup System に必要です。

図 11 アクティブからアクティブ複製の例

多対 1 の例
次の例では、ある企業に、2 つのリモートオフィスと 1 つの中央データセンターがあります。
各リモートオフィスには、ローカルホストマシンからのバックアップ用のソースライブラリお
よび共有をホストしている、複数の小規模な HP StoreOnce Backup System があります。 デー
タセンターには、リモートオフィス用のターゲットのライブラリおよび共有をホストするため
だけに使用する、より大規模な StoreOnce Backup System があります。 複製ライセンスは、

34 複製



データセンターにある HP StoreOnce Backup System にのみ必要です。 このライセンスは、す
べてのターゲットライブラリおよびターゲット共有に対応します。

また、これは、スロットマッピングの良い例です。 ターゲットアプライアンスのライブラリ
2 は、オフィス A とオフィス B にあるソースライブラリが、ターゲットライブラリとして使
用しています。 オフィス A にあるソースライブラリは 2 個のスロット (赤色) を複製し、オ
フィス B にあるソースライブラリは 5 個のスロット (赤色) を複製します。

図 12 多対 1 複製の例

複製ライセンス
複製ライセンスは、シングルソフトウェアライセンスです。1 台の HP StoreOnce Backup System
に固有のもので、ターゲットとして使用するすべてのアプライアンスに 1 つずつ必要です。
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複数の HP StoreOnce Backup System にデータを複製する場合は、各ターゲットアプライアン
ス用にそれぞれ、モデルタイプに適したライセンスが必要です。また、HP StoreOnce Backup
System ごとにアクティベーションプロセスを繰り返す必要があります。

注記: 購入した複製ライセンスは、対象のモデルでのみ使用できます。 たとえば、D2D250x
シリーズ用の複製ライセンスは、D2D250x Backup System でのみ使用できます。 B6000 また
は D2D4xxx Backup System で使用することはできません。

はじめに

ライセンスをアクティベートするには、最初に HP のライセンス Web サイトから永続的な LTU
(License To Use) を入手する必要があります。次に、Web 管理インターフェイスを使用して LTU
を適用し、複製機能を有効にして、ライセンスプロセスを完了します。 HP のライセンス Web
サイトでは、以下が必要です。

• HP StoreOnce 複製ライセンス用の HP 権利証明書注文番号 (権利証明書に記載されていま
す)

• シングルノードシステムの場合: HP StoreOnce Backup System 固有のシリアル番号 (ユニッ
ト上面のラベルに記載されています)

• マルチノードシステムの場合: クラスター ID (B6000 管理インターフェイス (GUI または
CLI) で確認できます)

• 氏名や連絡先など、標準的な登録情報

オンラインで LTU を取得することをお勧めしますが、郵送やファックスで送ることのできるラ
イセンスキーリクエストフォームもあります。 HP のライセンス Web サイトからライセンス
を取得する代わりにこのフォームを作成する場合は、HP StoreOnce Backup System のシリアル
番号を必ず記入してください。

注記:  LTU は、HP StoreOnce ハードウェアのシリアル番号と一意に関連付けられます。 (ユ
ニットのマザーボードの交換で) ハードウェアのシリアル番号が変更された場合は、HP のライ
センス Web サイトで LTU を新しいハードウェアへ移す必要があります。 新しい LTU が生成
されます。修理または交換したシステムの Web 管理インターフェイスでこの LTU を適用し、
アクティベートする必要があります。

ターゲットアプライアンスのシーディング
複製のすべてのステータスページと設定ページは、Web 管理インターフェイスの [複製
(Replication)] タブから使用できます。 複製ウィザードを使用して仮想テープデバイスおよび
NAS 共有へのマッピングを設定する方法については、『HP StoreOnce Backup System ユーザー
ガイド』を参照してください。

ターゲットアプライアンスへのシーディング

データのデデュプリケーションにより、複製するデータの量が最小限になるので、ネットワー
クトラフィックへの影響を軽減できます。 ただし、デデュプリケーションの利点は、最初のフ
ルバックアップの後でしか得られません。 ファイル (NAS 共有の場合) またはカートリッジ (仮
想テープデバイスの場合) の最初の同期には、大きな帯域幅が必要です。 逆に、ソースから
ターゲットにデータを復旧する必要がある場合にも、大きな帯域幅が必要です。 したがって、
最初のフルバックアップの複製の時間を短縮することが重要です。 このプロセスをシーディン
グと呼びます。

配備戦略の一環として、最初のフルバックアップのシーディング方法を決定することが重要で
す。 主に、次の 3 つのオプションがあります。
• このオプションはシーディングを使用せず、その代わりに最初の同期化を単に WAN 経由
で行います。 必要な場合は、Web 管理インターフェイスの [ローカル設定 (Local Settings)]
から、複製ジョブに使用できる帯域幅を制限することができます (『HP StoreOnce Backup
System ユーザーガイド』を参照)。 これを完了するには非常に長い時間がかかる場合があ

36 複製



り、スケジュールされた次回のバックアップが共有またはスロットに複製される前に完了
しない場合があります。

• ターゲットアプライアンスをまだ使用していない場合は、ソースアプライアンスとター
ゲットアプライアンスを同じサイトの LAN に配置して、高帯域幅リンクを使用して最初
の複製をローカルで実行してから、アプライアンスをデータセンターへ搬送することがで
きます。

• ターゲットアプライアンスをすでに使用している場合で NAS 共有を設定済みの場合、Web
管理インターフェイスを使用して複製ソースおよびターゲットを設定する前に、以下に説
明するように初期データを非複製共有にシーディングできます。

USB ディスクを使用した NAS 共有のシーディング
シーディングする必要があるのは、1 つのフルバックアップだけです。
1. ホストをソースアプライアンス上の非複製の NAS 共有へバックアップします。
2. ホストを HP StoreOnce Backup System 上の NAS 共有にマッピングし、Windows エクス
プローラーなどのファイル管理アプリケーションを使用してファイルを特定して、それら
のファイルをホストに接続された USB ディスクにコピーします。

3. USB ディスクをデータセンターへ搬送します。
4. HP StoreOnce Backup System 上に新しい共有を作成します (Web 管理インターフェイスを
使用)。

5. さらに、この共有をマッピングし、USB ディスクのファイルをこの共有にコピーすること
ができます。

6. これで、複製する必要がある新しいデータや変更されたデータのみが、WAN 経由で複製
されます。

図 13 初期データのシーディング (NAS のみ)

重要: ファイアウォールを介して複製を実行する必要がある場合、ネットワーク管理者は
(TCP) ポート 9387 (コマンドプロトコル) および 9388 (データプロトコル) を開いて、HP
StoreOnce Backup System 間の複製の送受信トラフィックが通過できるようにする必要があり
ます。 D2D がネットワーク上の他のデバイスと競合する場合、複製ペアリングの作成時に、
またはローカルアプライアンスの [全般設定 (General Settings)] ページで、必要に応じてこれら
のポートをデフォルトから変更できます。
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ソースアプライアンスの復旧

注記: 複製の復旧時に、ソースの共有またはライブラリがターゲットからデータを取り戻し
ている間は、どちらのデバイスも読み取り専用になります。 復旧中にソースデバイスに書き込
みはできません。

StoreOnce Backup System を使用したデータの復旧には 3 つの基本的なモデルがあり、さら
に、復旧するデータの状態によってサブモデルがあります。

以下のシナリオでは、リモートサイトで障害が発生し、ホストサーバーと StoreOnce Backup
System の両方が失われています。
1. 反転複製

図 14 反転複製のシナリオ

新しいホストサーバーおよび StoreOnce Backup System のハードウェアを購入して設置し
た後、管理者がデータを StoreOnce Backup System に復旧し、次にホストサーバーにリス
トアします。 障害の前には、リモートサイトの StoreOnce Backup System 上のソース共有
またはライブラリ共有とデータセンターの StoreOnce Backup System 上のターゲット共有
またはライブラリ共有の間にマッピングが存在しました。 障害の後では、ソース共有また
はソースライブラリが失われていますが、マッピングは存在している場合と存在していな
い場合があります。

ソースアプライアンスとホストサーバーが失われ、両方とも置き換えられた場合は、複製
ウィザードを使用して交換用のソースアプライアンスを再配置することができます。

注記: このオプションでは、StoreOnce Backup System へのデータ復旧速度を上げるため
に、反転シーディングを使用することができます。 NAS 共有への復旧を行う場合、これ
は USB ディスクになります。

2. ターゲットの昇格
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図 15 ターゲットの昇格のシナリオ

• NAS (または iSCSI (G2 および G1 製品の場合)) を使用して WAN 経由でターゲット
にアクセスします。

この復旧モデルでは、新しいサーバーハードウェアを購入して設置した後、管理者が
データをサーバーにリストアします。 ただし、管理者が新しい StoreOnce Backup
System をまだ設置していないため、データセンターの StoreOnce Backup System アプ
ライアンスから WAN 経由で直接サーバーにデータを復旧します (これには長い時間
がかかります)。

• ターゲットをリモートサイトに配置し、iSCSI (G2 または G1 のみ)、FC、または NAS
で接続します。

新しいサーバーハードウェアを購入して設置した後、管理者がデータをサーバーにリ
ストアします。 サーバーデータを復旧するために (通常は一時的に)、管理者がデータ
センターの StoreOnce Backup System アプライアンスをリモートオフィスへ搬送しま
す。

このモードでは、共有またはライブラリを昇格させるためマッピングが失われます。

重要: この設定は、データセンターのアプライアンスへの他のバックアップや複製
が失われるため、限られた状況でのみ使用できます。 ただし、単純なアクティブ-パッ
シブシナリオでは、これが適切なモデルである場合があります。

重要: ソース StoreOnce Backup System アプライアンスのディスクを交換し、元のアプライ
アンスを保持した場合、修復後の StoreOnce Backup System ではソースからターゲットへの
マッピングが残っています。 復旧を実行する前に、必ずこのマッピングを解除してください。
解除しなかった場合、(交換ディスク上の) 空白のソース共有またはソースライブラリによって
ターゲット共有またはターゲットライブラリのデータが上書きされてしまいます。 ソースデバ
イスとターゲットデバイス上のバックアップデータが事実上失われます。
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6ハウスキーピング
この章では、以下について説明します。

• ハウスキーピングとは (40 ページ)

• ハウスキーピングによるパフォーマンスへの影響 (40 ページ)

• ハウスキーピングが重要な理由 (40 ページ)

• 何を実行する必要があるのか (40 ページ)

ハウスキーピングとは
StoreOnce Backup System からデータが削除された場合 (仮想カートリッジが上書きまたは消去
された場合など)、一意のチャンクは削除対象としてマークされ、一意でないチャンクは非参照
となり参照数が減らされます。 データのチャンクを削除するプロセスは、パフォーマンスに大
きな影響を及ぼす可能性があるため、インライン操作ではありません。 このプロセスは「ハウ
スキーピング」と呼ばれ、アプライアンス上でバックグラウンド操作として実行されます。
カートリッジごと、および NAS ファイルベースで実行されるもので、カートリッジがアンロー
ドされてストレージスロットに戻されるか、NAS ファイルの書き込みが完了してアプライア
ンスによって閉じられると、すぐに実行されます。

ハウスキーピングによるパフォーマンスへの影響
ハウスキーピング処理は仮想カートリッジがスロットに戻されたらすぐに実行できますが、こ
れによってハイレベルのディスクアクセスとオーバーヘッド処理が発生する可能性がありま
す。これによって、それ以降のバックアップ、復元、テープオフロードジョブ、複製など、他
の操作が影響を受ける恐れがあります。

この問題を避けるために、ハウスキーピング処理では実行前に利用可能なリソースの確認を行
い、他の操作が実行中の場合は、他の操作のパフォーマンスに影響を及ぼさないようにハウス
キーピングを動的にホールドオフします。 ただし、ここで注意すべき重要な点は、このホール
ドオフがバイナリ (オン/オフ) ではないということです。したがって、バックアップジョブの
実行中であっても一部の低レベルのハウスキーピングは実行され、バックアップパフォーマン
スにわずかに影響を及ぼします。

ハウスキーピングが重要な理由
アプライアンスのデデュプリケーション効率を最大化するために、ハウスキーピングは重要な
プロセスであるため、完了のために十分な時間を確保することが大切です。 バックアップ、復
元、テープオフロード、複製といった操作を間断なく ( 24 時間体制で) 実行すると、ハウス
キーピングを完了することができなくなります。

原則として、仮想カートリッジまたは NAS 共有に 100GB のデータを上書きするごとに、1
日当たり数分の時間を確保する必要があります。 たとえば、 日次ベースで、異なる仮想ライ
ブラリにある 2 つのカートリッジに対して、バックアップアプリケーションがカートリッジご
とに 400GB のデータを上書きする場合、HP D2D4106 アプライアンスではデータを参照解除
して空き領域を再生させるため、ハウスキーピング実行のための次の 24 時間の過程において、
約 30 分の休止時間が必要になります。

何を実行する必要があるのか
バックアップローテーションのスキームを正しく構成することは、製品効率を最大化する上で
非常に重要です。これによって、必要とされるハウスキーピングの量が削減され、作成される
負荷が予測可能になります。 1 つのライブラリまたは NAS 共有のディレクトリでバックアッ
プが終了すると、ハウスキーピングがトリガーされます。このハウスキーピングが次のライブ
ラリまたは NAS 共有のバックアップのパフォーマンスに影響するのです。 バックアップジョ
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ブが同時に完了するようにスケジュールを設定できれば、ハウスキーピングによるバックアッ
プパフォーマンスへの影響は大幅に軽減されます。

多数のカートリッジを手動で消去したり再フォーマットしたりすると、大きなハウスキーピン
グ負荷が作成されます。 一般的には、すべてのメディアの上書き処理をバックアップローテー
ションスキームによって制御し、予測可能にする必要があります。 少なくとも 1 つのバック
アップローテーションスケジュールに対して十分な仮想ライブラリカートリッジを作成し、仮
想ライブラリカートリッジのデータが失効するか使用されなくなった時点で、テープカート
リッジを上書きします。

さらに、Web 管理インターフェイスを使用してハウスキーピングを監視し、ハウスキーピン
グがバックアップおよび複製ジョブを干渉しないように、ブラックアウトウィンドウを構成す
ることもできます。 詳細については、『HP StoreOnce Backup System ユーザーガイド』を参
照してください。

詳細情報
この問題は複雑です。 詳細なガイダンスを得るために、http:www.hp.com/support/manuals (英
語) にある『HP D2D Backup Systems best practices for VTL, NAS and Replication implementations』
をお読みいただくことを強くお勧めします。
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7パフォーマンス
パフォーマンスの最適化

システムのパフォーマンスを最適化し、各種の StoreOnce 処理間でのリソース競合を最小限に
抑えるためには、HP StoreOnce Backup System 上で発生するあらゆるワークロードを理解して
おく必要があります。 以下に述べる説明は、注意すべき要素についてのごく簡単な概要です。
詳細なガイダンスを得るために、http:www.hp.com/support/manuals (英語) にある『HP D2D
Backup Systems best practices for VTL, NAS and Replication implementations』をお読みいただ
くことを強くお勧めします。

StoreOnce の主要プロセス
主要プロセスは、以下のとおりです。

• デデュプリケーション付きのバックアップ

• 複製

• ハウスキーピング

デフォルトでは、複製はバックアップの完了後すぐに開始されます。タスクの切り離し処理を
行わない場合、バックアップ直後の時点のウィンドウは非常に混雑した状態になります。 この
時点では、StoreOnce Backup System に対する他の未完了のバックアッププロセスが存在して
いる可能性が高く、削除および上書きされたデータのハウスキーピングが行われる可能性があ
ります。

オーバーラップを回避する方法

これらの操作はすべて相互のパフォーマンスに影響し合います。こうしたオーバーラップを避
けるためのベストプラクティスには、次のようなものがあります。

• バックアップがすべて同時に終了するようにスケジュール設定する。これには試行錯誤を
伴う可能性があります。 すべてのバックアップを並行して実行することができれば、パ
フォーマンスの全体総量は向上します。また、各バックアップの終了を数分の範囲内に収
めることができれば、バックアップジョブによるハウスキーピングの影響を最小限に抑え
られます。

• 複製がバックアップやハウスキーピングとオーバーラップしないように、複製のブラック
アウトウィンドウを設定する。

• ハウスキーピングがバックアップや複製とオーバーラップしないように、ハウスキーピン
グのブラックアウトウィンドウを設定する。

詳細情報

個々の主要なプロセスの詳細については、このガイドで詳しく説明しています。 Web 管理イ
ンターフェイスを使用して、バックアップ、複製ブラックアウトウィンドウ、およびハウス
キーピングブラックアウトウィンドウをスケジュールする方法の詳細については、『HP
StoreOnce Backup System ユーザーガイド』を参照してください。

パフォーマンスとデデュプリケーション比率のバランス調整
いずれかのフレキシブルエミュレーションタイプを使用する場合は、デバイスプール間のバラ
ンス調整を慎重に行うことが大切です。 ここで言うデバイスとは、NAS 共有または VTL ロー
ダー/テープドライブを指します。
デデュプリケーションの効率を重視する場合は、ストア数を可能な限り少なくし、単一の VTL
デバイスに対して複数のテープドライブを構成します。

パフォーマンスを重視する場合は、複数のストアにわたって同時ストリームを維持し、1 対 1
のホスト/ストア関係を提供します。
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HP D2D4312 を使用した例を示します。
• 24 個のストリームを 24 個の個別のライブラリに書き込むようにすると、最適なパフォー
マンスが得られます。

• 24 個のストリームを単一ライブラリ上の 24 個のドライブに書き込むようにすると、最
適なデデュプリケーション比率が得られます。

回避すべき事項

• カートリッジを削除および排出しない

• バックアップ中はハウスキーピングジョブを避ける

• 小容量の増分バックアップを多数実行するのを避ける
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用語集

C

CIFS CIFS (Common Internet File System) は、Windows ネットワーク上のホストに対するインター
フェイス用のプロトコルです。 HP StoreOnce Backup System は、Windows ネットワークか
ら NAS ターゲットに接続するためにこのインターフェイスをサポートしています。

I

iSCSI (B6000 では
使用不可)

イーサネットネットワーク上では HP StoreOnce Backup System は iSCSI デバイスとして構成
されます。 したがって、HP StoreOnce Backup System は直接ネットワークに接続しますが、
ホストマシンからは直接接続された SCSI ライブラリとして認識されます。 これを機能させ
るには、iSCSI イニシエーターが必要です。 iSCSI の詳細については、『HP StoreOnce Backup
System インストールおよび構成ガイド』を参照してください。 Linux と UNIX のユーザーは、
HP StoreOnce Backup System CD-ROM に収録されている『Linux and UNIX Configuration
Guide』も参照して、詳細情報を確認してください。

N

NAS 共有 HP StoreOnce Backup System 上のデバイスは、仮想テープデバイス、またはバックアップア
プリケーション用の NAS (Network Attached Storage) ターゲットとして構成されます。 HP
StoreOnce Backup System 上の NAS ターゲットデバイスは、ディスクへのバックアップ用に
最適化されたネットワークファイル共有アクセスを提供し、Web 管理インターフェイスでは
NAS 共有と呼ばれます。
NAS 用に構成されたすべての HP StoreOnce デバイスでは、自動的に HP のデデュプリケー
ション機能が使用可能になり、ディスク領域を効果的に使用してコスト効率を上げることが
できます。

HP StoreOnce ネットワーク共有の目的は「ディスクへのバックアップ」を行うバックアップ
アプリケーションによる使用のみであるということを必ず理解してください。 ドラッグアン
ドドロップによる一般的なファイル保存用に、このデバイスを使用しないでください。

NFS NFS (Network File System) は、Linux または UNIX ネットワーク上のホストに対するインター
フェイス用のプロトコルです。 B6000 (G3) および G2 HP StoreOnce Backup System は、
Linux または UNIX ネットワークホストから HP StoreOnce G2 アプライアンス上の NAS ター
ゲットに接続するためにこのインターフェイスをサポートしています。

NTP NTP (Network Time Protocol: ネットワークタイムプロトコル) は、自動的な時間同期のための
サポートを提供します。

R

RAID RAID (Redundant Array of Inexpensive (または Independent) Disk) は、データを複数のハード
ドライブに分散することでデータの信頼性とスループットを向上させるデータ格納方式です。

HP D2D2500 シリーズ Backup System は、RAID5 デバイスとして構成されます。 4 台のディ
スクから構成され、1 台のディスクが故障してもデータは失われず、HP StoreOnce Backup
System は正常動作を継続します。
HP B6000 および HP D2D4100/4300 シリーズ Backup System は、ディスクアレイ用にデー
タの保護と容量の最適な組み合わせを提供する RAID 6 デバイスです。 これは、2 台のディ
スクの障害、または 1 台のディスクを再構築している間の障害に対する保護を提供します。
HP D2D4100 および 4300 シリーズ Backup System にはオンラインスペアディスクがあり
(アプライアンス自身内と各拡張シェルフ上)、製品の信頼性がさらに向上しています。 1 台
のディスクが故障すると、ただちにオンラインスペアディスクが代わりに使用されます。
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え

エミュレーション
の種類

HP StoreOnce 製品は、さまざまな物理テープオートローダーまたはテープライブラリをエ
ミュレートします。 サポートされているエミュレーションの種類は、次のとおりです。

• HP 1x8 G2 オートローダー (B6000 以外)

• HP MSL2024 ライブラリ

• HP MSL4048 ライブラリ

• HP D2DBS ライブラリ

• HP MSL8096 ライブラリ (HP B6000、HP D2D4300/D2D4100)

• HP ESL-E ライブラリ (HP B6000、HP D2D4300/D2D4100)

• HP EML-E ライブラリ (HP B6000、HP D2D4300/D2D4100)

• HP D2DBS Generic ライブラリ

お使いのバックアップアプリケーションでサポートされている場合、推奨されるエミュレー
ションの種類は HP D2DBS Generic ライブラリです。実在する物理ライブラリタイプをエミュ
レートするわけではないので、StoreOnce デバイスであると明確に識別できます。 これは利
用できる中で最も柔軟なエミュレーションタイプですが、ソフトウェアベンダーによっては
バックアップアプリケーションでサポートしていないことがあります。

お

オートローダー オートローダーは、1 台のテープドライブと複数のストレージスロットを備えた仮想テープ
デバイスです (ライブラリには複数のテープドライブがあります)。 各ストレージスロットに
は単一のカートリッジが収容されています。特定のバックアップタスク、たとえば、月曜日、
火曜日など、曜日ごとのデータを別々のカートリッジに保存できます。 この方法では、バッ
クアップアプリケーションにより、日単位、週単位、月単位、および年単位のバックアップ
などのさまざまなバックアップ要件に対応するテープローテーションの計画を実装できます。

か

仮想テープデバイ
ス

仮想テープデバイスは HP StoreOnce Backup System 上のバックアップターゲットで、ホスト
上のバックアップアプリケーションはここにデータを書き込みます。 仮想テープデバイス
は、ホストからはネットワーク接続またはローカル接続の物理的なテープライブラリまたは
オートローダーとして認識されますが、物理的には HP StoreOnce Backup System 上のディス
ク領域を使用します。テープ関連の用語では、この領域はスロットまたはカートリッジと呼
ばれます。

カプレット カプレットは 2 つのサーバーノードと 2 つの 12 ディスクアレイコントローラー (各ノード
に対して 1 つずつ) で構成されます。 12 ディスクのストレージシェルフを追加購入して、カ
プレットに接続することもできます (ディスクアレイにはストレージシェルフのペアを 3 つ
まで接続可能)。

く

クラスター クラスターは、StoreOnce Backup System 内のサーバー全体の構成です。 B6000 のラックに
取り付けられている 1 つから 4 つまでのカプレットで構成されます。 クラスター、管理コ
ンソール、およびクラスターレベルのすべての構成作業の機能にアクセスできる 1 つの URL
があります。 最大限に拡張されたクラスターは、各ラックに 2 つのカプレットが収容されて
いる 2 つのラックで構成されます。

さ

サービスセット サービスセットは、1 つのノード上で実行されるサービスのセットです。 これには、NAS、
VTL、複製、およびその他のサービスが含まれます。
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す

ストレージ容量 HP B6000 StoreOnce Backup System の物理ストレージ容量は、そのクラスター内に構成され
ているラック数、カプレット数、および拡張シェルフ数に応じて、32TB から 512TB まで拡
張できます。

HP StoreOnce Backup System の G2 および G1 製品の物理ストレージ容量は次のとおりで
す。

• HP D2D2502: 2TB (4 x 500GB)、HP D2D2503: 3TB (4 x 750GB)、HP D2D2504: 4TB
(4 x 1TB)

• HP D2D4106: 6TB (12 x 500GB) 1 台の追加シェルフをユニットに接続することができ、
合計容量を 12TB (24 x 500GB) に増やすことができます。

• HP D2D4112: 12TB (12 x 1TB)。 1 台の追加シェルフをユニットに接続することができ、
合計容量を 24TB (24 x 1TB) に増やすことができます。

• HP D2D4312: 12TB (12 x 1TB)。 最大 3 台の追加シェルフをユニットに接続することが
でき、合計容量を 48TB (48 x 1TB) まで増やすことができます。

• HP D2D4324: 24TB (12 x 2TB)。 最大 3 台の追加シェルフをユニットに接続することが
でき、合計容量を 96TB (48 x 2TB) まで増やすことができます。

ただし、高度なデータ整合性を確保するために、ディスクでは RAID 保護を使用しています。
そのために使用可能なストレージ容量は約 25% 減少しますが、デバイスでディスクに障害が
発生してもデータが消失することはありません。

て

テープ接続 サポートされている物理テープライブラリまたは物理テープドライブを G1 HP Backup System
に直接接続すると、物理テープライブラリまたは物理テープドライブにデータをコピーまた
はエクスポートすることができるので、バックアップをオフサイトに保存できます。 これ
は、ディザスタリカバリ戦略にとって重要な要件です。 コピーとエクスポートの主な違い
は、コピー済みのデータは G1 HP Backup System 上に残ることです。一方、エクスポート済
みのデータはこのシステムから削除されますが、必要な場合は簡単にインポートできます。
これらの機能は、Web インターフェイスの [テープ接続 (Tape Attach)] セクションにまとめ
られています。

B6000 および G2 HP StoreOnce Backup System は、テープへの直接エクスポートはサポート
していません。

テープローテー
ションの計画

テープローテーションの計画は、バックアップを実行するタイミング、必要なカートリッジ
の数、およびカートリッジを再利用する方法を決定します。 HP StoreOnce Backup System 上
の仮想テープライブラリターゲットは、ほとんどのテープローテーションの計画に簡単に組
み込むことができます。 組織におけるテープローテーションの計画をまだ決定していない場
合は、『HP StoreOnce Backup System コンセプトガイド』に記載されている構成例を参照し
てください。

デデュプリケー
ション機能

データのデデュプリケーション機能は、バックアップデバイスに書き込むデータブロックを、
デバイスにすでに格納されているデータブロックと比較します。 重複データが見つかった場
合は、重複する複数のデータセットを格納する代わりに、元のデータに対するポインターを
作成します。 これにより、不要なブロックを排除 (つまり「重複の発生を防止」) できます。
主要な利点は、各デバイスに対してより多くのデータを格納でき、より長期にわたってデー
タを保持できることです。 今まで格納できなかった履歴データはオフラインにアーカイブさ
れていましたが、このデバイスを使用するホストでは、より多くの履歴データにアクセスで
きます。

の

ノード ノードは、アレイストレージと共にカプレットを構成するサーバーのペアの片方です。

その 2 つのノードは、フェイルオーバーペア内で直接接続されています。 各ノードから両方
のアレイの両方のコントローラーへのストレージパスが存在するため、一方のノードで障害
が発生した場合でも、他方のノードは障害が発生したノードからストレージにアクセスでき
ます。
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は

ハウスキーピング StoreOnce Backup System からデータが削除された場合 (仮想カートリッジが上書きまたは消
去された場合など)、一意のチャンクは削除対象としてマークされ、一意でないチャンクは非
参照となり参照数が減らされます。 データのチャンクを削除するプロセスは、パフォーマン
スに大きな影響を及ぼす可能性があるため、インライン操作ではありません。 このプロセス
は「ハウスキーピング」と呼ばれ、アプライアンス上でバックグラウンド操作として実行さ
れます。カートリッジごと、および NAS ファイルベースで実行されるもので、カートリッジ
がアンロードされてストレージスロットに戻されるか、NAS ファイルの書き込みが完了して
アプライアンスによって閉じられると、すぐに実行されます。

バックアップデバ
イスとスロット

『仮想テープデバイス』を参照。

ふ

ファイバーチャネ
ル (FC)

ファイバーチャネル (Fibre Channel: FC) は、光ファイバーケーブルまたは銅配線を使用した
ネットワーク接続をサポートしています。 FC はイーサネットとは標準およびネットワーク
接続プロトコルのセットが異なり、また構成要件も異なります。 FC HP StoreOnce Backup
System は、ファイバーチャネル SAN およびイーサネット (iSCSI デバイスとして) ネットワー
クの両方に接続できます。 FC 接続は、ホストから HP StoreOnce Backup System に対して
バックアップデータを転送する場合にのみ使用します。 HP StoreOnce の Web 管理インター
フェイスにアクセスするときは、必ずイーサネット接続を使用します。

複製 複製 (Replication) とは、物理的に異なる位置にある 2 つのハードウェアの間でデータを同期
化する方法を表す標準用語です。 HP StoreOnce の複製機能を使用すると、HP StoreOnce
Backup System 上のカートリッジから、リモートサイトにある別の HP StoreOnce Backup
System または同じシステム上のマッピングされたスロットにデータを複製できます。 複製機
能は使い方が簡単なウィザードを使用して設定します。この設定が完了すると複製が自動的
に行われるようになり、ソース HP StoreOnce Backup System からターゲット HP StoreOnce
Backup System にデータをミラー化して保存できます。 また、デデュプリケーション機能に
よりネットワークトラフィックが最小限に抑えられます。 詳細については、『HP StoreOnce
Backup System コンセプトガイド』も参照してください。

フレキシブルエ
ミュレーション

フレキシブルエミュレーションを使用する場合は、特定のデータストア上で構成可能な VTL
デバイス (ローダーおよびドライブ) や NAS 共有の数に対するハード制限はありません。た
だし、同一アプライアンス上で構成可能なデバイスや共有の最大数には制限が存在します。
フレキシブルエミュレーションを使用する場合は、パフォーマンスとデデュプリケーション
比率のバランス調整に配慮して、ホストからのバックアップストリームの構成を決定できま
す。 フレキシブルエミュレーション (13 ページ) も参照してください。

ほ

ホスト iSCSI またはファイバーチャネルを経由して StoreOnce システムにバックアップを行うため
に使用しているサーバー。このサーバーは、StoreOnce Backup System への iSCSI やファイ
バーチャネルによる直接接続を持たないネットワーク上の他のサーバーのバックアップを行
う、バックアップアプリケーションメディアサーバーにもなっている場合があります。

め

メールスロット
(インポート/エク
スポート要素)

「メールスロット」とは、カートリッジのインポートとエクスポート専用のスロットを識別
するためにテープ用語から借用された用語です。 バックアップアプリケーションでは、「イ
ンポート/エクスポート要素」と呼ぶ場合もあります。 この機能をサポートするバックアッ
プアプリケーションは、ユーザーがエクスポートジョブを実行すると、メールスロットから
カートリッジを移動し、ユーザーがインポートジョブを実行すると、メールスロットでカー
トリッジを探します。

テープへの直接エクスポートがサポートされないため、G3 (B6000) および G2 HP StoreOnce
Backup System ではメールスロットは実際に機能しません。
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ら

ライブラリ ライブラリは、ホスト上のバックアップアプリケーションには物理テープライブラリとして
表示される、仮想テープデバイスです。 テープライブラリは、複数のドライブと複数のスト
レージスロットを備えたバックアップデバイスです。 各ストレージスロットには、カート
リッジが収容されます。 ライブラリは、大きなストレージ容量を提供し、テープローテー
ションの計画を全面的にサポートします オートローダーとライブラリの違いは、ライブラリ
が複数のテープドライブをサポートできるのに対し、オートローダーはただ 1 台のテープド
ライブを実装している点です。 (ライブラリをサポートするために、使用中のバックアップア
プリケーションをアップグレードする必要が生じることがあります)。
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このマニュアルについて

本書では、以下の HP StoreOnce Backup System のコンセプトについて説明します。

• G3: HP B6000 StoreOnce Backup System

• G2: HP D2D4324/4312、HP D2D4112/4106、および HP D2D2502/2504 Backup System

• G1: HP D2D4112、HP D2D4004/4009、および HP D2D2502/2503/2504 Bacjkup System

対象読者
本書は、HP StoreOnce Backup System の設置、操作、およびメンテナンスを行うユーザーを対
象にしています。

参考資料
このマニュアル以外に、次の資料に関連情報があります。

『はじめに』ポスター (取り付け情報の概要。G2 および G1 製品では、英語、フランス語、
ドイツ語、および日本語があります)。
『HP StoreOnce Backup System ユーザーガイド』 (HP B6000 マルチノード製品用のユーザー
ガイドと G2/G1 シングルノード製品用のユーザーガイドがあります)。
『HP StoreOnce インストールおよび構成ガイド』 (HP B6000 マルチノード製品用のユーザー
ガイドと G2/G1 シングルノード製品用のユーザーガイドがあります)。
これらの資料は、HP Business Support Center の Web サイトにある「Manuals」ページから入
手できます。

http://www.hp.com/support/manuals (英語)

[Storage] セクションの [Storage Solutions] をクリックし、ご使用の製品を選択してください。
日本語版が用意されているマニュアルは http://www.hp.com/jp/manual/ (日本語) から入手で
きます。

表記上の規則および記号
表 13 表記上の規則

要素規則

クロスリファレンスリンクおよび電子メールアドレスミディアムブルーの語句： 図

Web サイトアドレスミディアムブルーの下線付き語句
（http://www.hp.com/jp ）

対象読者 49

http://www.hp.com/support/manuals
http://www.hp.com/jp/manual/
http://www.hp.com/jp


表 13 表記上の規則 (続き)

要素規則

太字 • アプリケーション名および強調するべき語句

括弧（[ ]）で表示 • キー名

• ボックスなどの GUI で入力される文字列

• クリックおよび選択される GUI（メニューおよびリスト項目、ボタン、
チェックボックス）

Monospace フォント • ファイル名およびディレクトリ名

• システム出力

• コード

• コマンドラインで入力した文字列

イタリック体の Monospace フォ
ント

• コード変数

• コマンドライン変数

太字体の Monospace フォント • ファイル名、ディレクトリ名、システム出力、コード、コマンドライン
で入力される文字列の強調

警告! その指示に従わないと、人体への傷害や生命の危険を引き起こす恐れがある警告事
項を表します。

注意: その指示に従わないと、装置の損傷やデータの消失を引き起こす恐れがある注意事項
を表します。

重要: 詳細情報または特定の手順を示します。

注記: 補足情報を示します。

HP テクニカルサポート
テクニカルサポートについては、次の HP のサポート Web サイトを参照してください。

http://www.hp.com/jp/support (日本語)

HP Web サイト
その他の製品情報については、HP の次の Web サイトを参照してください。

• http://www.hp.com/jp/ (日本語)

• http://www.hp.com/go/ebs (英語)

• http://www.hp.com/go/connect (英語)

• http://www.hp.com/jp/storage/ (日本語)

• http://www.hp.com/support/manuals (英語)

• http://www.hp.com/support/downloads (英語)
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