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1
トラブルシューティングガイ
ドの使用について
この章では以下の項目について説明しています。
■

このマニュアルについて

■

対象読者について

■

テクニカルサポートへの問い合わせについて

■

NetBackup Appliance のトラブルシューティングについて

このマニュアルについて
このガイドには、アプライアンスソフトウェアバージョン 3.0 の Veritas NetBackup Appliance
をトラブルシューティングするための情報が記載されています。 このガイドでは、NetBackup
Appliance Web Consoleと NetBackup Appliance のシェルメニューを使用して
NetBackup Appliance のトラブルシューティングを行う手順について説明します。また、
52xx と 5330 アプライアンスハードウェアをトラブルシューティングする方法の詳細な手
順も記載しています。 このガイドを利用することで、次のタスクを実行できるようになりま
す。
■

利用できる問題診断用のツールを使って、問題を診断します。

■

関連ログを参照することで、コア問題を識別するための関連情報を特定します。

■

トラブルシューティングのベストプラクティスを実施することで直面した問題を解決しま
す。

■

欠陥があり、問題を再発生するハードウェアコンポーネントを安全に除去して交換し
ます。

第 1 章 トラブルシューティングガイドの使用について
対象読者について

メモ: シマンテック社は、最新のドキュメントに記載されている NetBackup Appliance の
ハードウェアとソフトウェアについての情報が最新であることを確認しています。NetBackup
Appliance マニュアルの Web ページを参照して、NetBackup Appliance マニュアルの
最新バージョンを入手することができます。

対象読者について
このガイドは、NetBackup Appliance の保守管理業務に従事しているシステム管理者や
IT 技術者を含むエンドユーザーを対象としています。

テクニカルサポートへの問い合わせについて
テクニカルサポート Web サイトには、NetBackup Appliance の問題の解決に役立つ豊
富な情報があります。次の URL でテクニカルサポートにアクセスできます。
www.veritas.com/support
サポートへ問題を報告するとき、次の情報を用意してください。
■

適宜、アプライアンス、ストレージデバイス、およびスイッチのシリアル番号を特定して
メモしておきます。
p.13 の 「NetBackup Appliance のシリアル番号の確認」 を参照してください。

■

トラブルシューティングガイドのエラーメッセージセクションを参照し、推奨する処理を
確認します。以降のセクションを参照できます。
p.100 の 「初期構成時に表示されるエラーメッセージ」 を参照してください。
p.101 の 「NetBackup Appliance Web Consoleに表示されるエラーメッセージ」 を参
照してください。
p.120 の 「NetBackup Appliance Shell Menuに表示されるエラーメッセージ」 を参照
してください。
p.129 の 「NetBackup Appliance に適用可能な NetBackup の状態コード」 を参照
してください。

■

Datacollect コマンドを使ってデバイスログを収集します。

p.40 の 「DataCollect コマンドを使ったデバイスログの収集」 を参照してください。
■

コールホームが有効になっていて、提供されるプロキシ設定が正しいことを確認しま
す。NetBackup Appliance Web Consoleから［設定 (Settings)］>［通知
(Notification)］>［アラートの構成 (Alert configuration)］を使ってコールホームの設定
を適用します。p.19 の 「通知設定について」 を参照してください。

p.11 の 「ベストプラクティスについて」 を参照してください。
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NetBackup Appliance のトラブルシューティングについて

NetBackup Appliance のトラブルシューティングにつ
いて
アプライアンスで問題が発生し、［ツール (Tools)］ アイコンから利用可能なトラブルシュー
ティングウィザードを使用して問題を解決できない場合は、問題を明確にしてサポート情
報を収集できることが重要です。このような状況になった場合は、テクニカルサポートに問
い合わせてください。 テクニカルサポート担当者は問題を診断し、満足のいく解決を得る
ために協力します。
次の手順では、NetBackup Appliance の使用中に発生する可能性がある問題の解決
に役立つ一般的なガイドラインを示します。手順では、さらに詳しいトラブルシューティン
グ情報のリンクを示します。
NetBackup Appliance の問題をトラブルシューティングする手順

表 1-1
手順

処理

説明

手順 1

エラーメッセージの確認

アプライアンスで適切に行われなかった処理を確認するため、次のオプションを
使用することができます。
■

■

■

通常、エラーメッセージは、適切に行われなかった処理を示しています。
このガイドのエラーメッセージセクションを参照して、推奨処置を確認します。
p.100 の 「初期構成時に表示されるエラーメッセージ」 を参照してください。
p.101 の 「NetBackup Appliance Web Consoleに表示されるエラーメッセー
ジ」 を参照してください。
p.120 の 「NetBackup Appliance Shell Menuに表示されるエラーメッセージ」
を参照してください。
インターフェースにエラーメッセージが表示されていなくても問題が発生して
いる可能性がある場合は、次の操作を行うことができます。
■ NetBackup Appliance Web Consoleの［監視 (Monitor)］ > ［ハードウェ
ア (Hardware)］タブで、ハードウェア、ストレージデバイス、それらに関連
付けられているすべてのコンポーネントを監視します。
■ Support > Test コマンドを使用して、NetBackup Appliance Shell
Menuでハードウェアセルフテストを実行します。ハードウェアセルフテスト
が完了すると、アプライアンスの問題を正確に識別できる詳細なハードウェ
ア監視レポートが NetBackup アプライアンスのシェルメニューに表示され
ます。
■ NetBackup Appliance のレポートとログを確認します。ログは、適切に行
われなかった処理と、問題が起きたときに進行中だった操作を示します。
p.34 の 「NetBackup Appliance のログファイルについて」 を参照してく
ださい。
アプライアンスハードウェアに簡単にアクセスできる場合は、LED を使用して
問題を識別できます。 LED の場所とその解釈について詳しくは、『NetBackup
アプライアンスハードウェアの取り付けガイド』を参照してください。
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手順

処理

説明

手順 2

問題発生時に実行していた操
作の確認

次について質問します。
■

試行された操作

■

使った方法
たとえば、クライアントにソフトウェアをインストールするには複数の方法があり
ます。また、多くの操作において使用可能なインターフェースは複数存在しま
す。操作によっては、スクリプトを使って実行することもできます。
使っていたサーバープラットフォームとオペレーティングシステムの種類

■
■

■
■

■
■

■

手順 3

すべての情報の記録

マスターサーバーとメディアサーバーのどちらで問題が発生したか (サイトで
マスターサーバーとメディアサーバーの両方を使用している場合)
クライアントの種類（クライアントが関連する場合）
過去にその操作が正常に実行されたことがあるかどうか。正常に実行されたこ
とがある場合、現在との相違点
ソフトウェアバージョンレベル
最新の修正プログラムが適用されているオペレーティングシステムソフトウェア
を使っているか
デバイスのファームウェアのレベル。掲載されているデバイス互換性リストに
従ってテストされたレベル以上かどうか

重要になる可能性がある情報を入手します。
■

進捗ログ

■

レポート

■

ユーティリティレポート

■

デバッグログ

■

システムログとイベントビューアアプリケーションでのエラーメッセージまたは状
態メッセージの確認（Windows コンピュータの場合）

メモ: イベントビューアを起動するには、スタートメニューで［すべてのプログラ
ム］ > ［管理ツール］ > ［イベントビューア］をクリックします。
■

ダイアログボックス内のエラーメッセージまたは状態メッセージ

p.34 の 「NetBackup Appliance のログファイルについて」 を参照してください。
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手順

処理

説明

手順 4

問題の修正

NetBackup Applianceの問題だと考えられる場合は、テクニカルサポート Web
サイトの「NetBackup アプライアンス」ページで追加のトラブルシューティング情報
を入手できます。
NetBackup の問題だと考えられる場合は、次の情報を使って問題を修正できま
す。
■

■

手順 5

テクニカルサポートの問題レ
ポートへの入力

状態コードまたはメッセージによって推奨される訂正処理を実行します。
p.129 の 「NetBackup Appliance に適用可能な NetBackup の状態コード」
を参照してください。
詳しくは、『NetBackup 状態コードリファレンスガイド』を参照してください。
状態コードまたはメッセージが存在しないか、または状態コードの処理で問題
が解決しない場合は、追加のトラブルシューティング手順を使って一般的な問
題を特定します。
p.31 の 「NetBackup サポートユーティリティについて」 を参照してください。
NetBackup 固有の追加情報については、『NetBackup トラブルシューティン
グガイド』を参照してください。

問題の解決に役立つログが特定できる場合は、適切なログを収集します。 問題
の解決に必要なログを特定できない場合は、テクニカルサポートに連絡して収集
するログについてアドバイスを受けてください。トラブルシューティングに失敗した
場合は、テクニカルサポートに連絡するための問題レポートを準備します。
p.7 の 「テクニカルサポートへの問い合わせについて」 を参照してください。
p.34 の 「NetBackup Appliance のログファイルについて」 を参照してください。

手順 6

テクニカルサポートへの連絡

Veritasテクニカルサポート Web サイトでは、NetBackup Appliance の問題の解
決に役立つ豊富な情報を参照できます。
次の URL でテクニカルサポートにアクセスします。
www.veritas.com/support
p.7 の 「テクニカルサポートへの問い合わせについて」 を参照してください。

p.42 の 「VxMS ログの有効化および無効化」 を参照してください。
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2
ベストプラクティス
この章では以下の項目について説明しています。
■

ベストプラクティスについて

■

NetBackup Appliance のシリアル番号の確認

■

ファイバーチャネル HBA カード構成の確認について

■

通知設定について

■

IPMI 構成について

■

パスワード管理およびリカバリについて

■

IPv4-IPv6 ベースのネットワークサポートについて

■

BMR オプションの有効化について

■

LDAP または Active Directory ユーザーの削除について

ベストプラクティスについて
このセクションでは、アプライアンスハードウェアおよびソフトウェアを使用するためのベス
トプラクティスをリストします。 次のセクションが含まれます。
表 2-1
セクション

ベストプラクティスの章のセクション
説明

リンク

NetBackup Appliance シリアル このセクションでは、アプライア p.13 の 「NetBackup
番号の確認
ンスのシリアル番号を取得する Appliance のシリアル番号の確
ための手順について説明しま 認」 を参照してください。
す。
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セクション

説明

リンク

ファイバーチャネル HBA カー
ド構成の確認について

このセクションでは、SAN クライ p.18 の 「ファイバーチャネル
アントファイバーチャネル HBA HBA カード構成の確認につい
カードの取り付けおよび構成を て」 を参照してください。
確認するための手順について
説明します。

通知設定について

このセクションでは、通知を有効 p.19 の 「通知設定について」
化する重要性について説明し、 を参照してください。
アプライアンスを登録し、登録
詳細を編集するために、マイア
プライアンスポータルにリダイレ
クトします。

IPMI サブシステムについて

このセクションでは、IPMI サブ p.20 の 「IPMI 構成について」
システムの重要性と、アプライア を参照してください。
ンスの構成が必要な理由につ
いて簡単に説明します。

パスワード管理およびリカバリに このセクションでは、パスワード p.22 の 「パスワード管理および
ついて
をリカバリするために行う手順に リカバリについて」 を参照してく
ついて説明します。
ださい。
IPv4 および IPv6 ネットワーク
サポートについて

このセクションでは、IPv4 およ p.22 の 「IPv4-IPv6 ベースの
び IPv6 アドレスを構成するた ネットワークサポートについて」
めのガイドラインについて説明 を参照してください。
します。

BMR オプションの有効化につ このセクションでは、アプリケー p.24 の 「BMR オプションの有
いて
ションと、アプライアンスがマス 効化について」 を参照してくだ
ターサーバーとして構成される さい。
ときに BMR オプションを有効
化することの利点について簡単
に説明します。
LDAP または Active Directory このセクションでは、NetBackup p.24 の 「LDAP または Active
ユーザーの削除について
Appliance から LDAP または Directory ユーザーの削除につ
Active Directory ユーザーを削 いて」 を参照してください。
除するときに行う必要がある対
策について説明します。

詳しくは、これらのセクションだけでなく、ディザスタリカバリ固有のベストプラクティスを参
照することもできます。p.44 の 「ディザスタリカバリのベストプラクティス」 を参照してくだ
さい。
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NetBackup Appliance のシリアル番号の確認
問題をベリタスのテクニカルサポートに報告する場合は、NetBackup Appliance のシリ
アル番号を確認して参照する必要があります。
次のオプションのいずれかを使って、NetBackup Appliance のシリアル番号とストレージ
シェルフシャーシの番号を確認できます。
表 2-2

NetBackup Appliance システムのシリアル番号とシャーシ番号を確
認する場合のオプション

このオプションの使用場所

参照先

NetBackup Appliance Web コンソール

「Web コンソールを使った NetBackup
Appliance のシリアル番号の確認」

NetBackup Appliance のシェルメニュー

「シェルメニューを使った NetBackup Appliance
のシリアル番号の確認」
「シェルメニューを使った NetBackup 5330 プラ
イマリストレージシェルフのシリアル番号とシャー
シ番号の確認」
「シェルメニューを使った NetBackup 5330 拡
張ストレージシェルフのシリアル番号とシャーシ
番号の確認」

Web コンソールを使った NetBackup Appliance のシリアル番
号の確認
次の手順で、NetBackup Appliance Web Consoleを使って NetBackup Appliance の
シリアル番号を確認します。
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NetBackup Appliance Web Consoleを使って NetBackup Appliance シリアル番
号を確認するには、次の操作をします。

1

ユーザーのクレデンシャルを使って NetBackup Appliance Web Consoleにログオ
ンします。

2

［監視 (Monitor)］>［ハードウェア (Hardware)］を選択します。
［ハードウェア健全性の概略 (Hardware Health Summary)］ページが表示されま
す。

3

左ペインでアプライアンス名をクリックします。
シリアル番号は、NetBackup Appliance Web Consoleの NetBackup 5330 サー
バー名の行内の右側に表示されます。

メモ: NetBackup 5330 Appliance で、左ペインのストレージシェルフ名をクリックす
ると、接続している各ストレージシェルフのシリアル番号も確認できます。
プライマリストレージのシャーシ番号を確認するには、NetBackup Appliance Shell
Menuを使います。
「シェルメニューを使った NetBackup 5330 プライマリストレージシェルフのシリアル
番号とシャーシ番号の確認」を参照してください。
拡張ストレージシェルフのシャーシ番号を確認するには、NetBackup Appliance
Shell Menuを使います。
「シェルメニューを使った NetBackup 5330 拡張ストレージシェルフのシリアル番号
とシャーシ番号の確認」を参照してください。
詳しくは、『NetBackup Appliance 管理者ガイド』を参照してください。
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シェルメニューを使った NetBackup Appliance のシリアル番号
の確認
次の手順で、NetBackup Appliance のシェルメニューを使って NetBackup Appliance
または NetBackup 5330 サーバーのシリアル番号を確認します。

シェルメニューを使った NetBackup 5330 プライマリストレージ
シェルフのシリアル番号とシャーシ番号の確認
次の手順で、NetBackup Appliance のシェルメニューを使って NetBackup 5330 プラ
イマリストレージシェルフのシリアル番号とシャーシ番号を確認します。
プライマリストレージシェルフのシリアル番号とシャーシ番号を確認するには

1

ログインクレデンシャルを使って NetBackup Appliance の管理シェルメニューにロ
グオンします。

2

Main_Menu> コマンドプロンプトで Monitor と入力して Enter キーを押します。

コマンドプロンプトが Monitor> に変更されます。

3

次のコマンド Hardware ShowHealth Appliance Product を入力して Enter キー
を押します。
たとえば、Monitor > Hardware ShowHeath PrimaryShelf Product と入力し
ます。
プライマリストレージシェルフのシリアル番号とシャーシ番号が、次の例のように表示
されます。

シェルメニューを使った NetBackup 5330 拡張ストレージシェル
フのシリアル番号とシャーシ番号の確認
次の手順で、NetBackup Appliance のシェルメニューを使って NetBackup 5330 拡張
ストレージシェルフのシリアル番号とシャーシ番号を見つけます。
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拡張ストレージシェルフのシリアル番号とシャーシ番号を確認するには

1

ログオンクレデンシャルを使って NetBackup Appliance の管理シェルメニューにロ
グオンします。

2

Main_Menu> プロンプトで Monitor と入力して Enter キーを押します。

コマンドプロンプトが Monitor> に変更されます。

3

次のコマンド Hardware ShowHealth ExpansionShelf ExpansionShelfID
Product を入力して Enter キーを押します。
メモ: ExpansionShelfID は拡張ストレージシェルフの ID です。ExpansionShelfID
を確認するには、Main > Monitor > Hardware ShowComponents コマンドを使
います。
たとえば、Monitor > Hardware ShowHeath ExpansionShelf 0 Product と入
力します。
拡張ストレージシェルフのシリアル番号とシャーシ番号が、次の例のように表示され
ます。

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。
p.11 の 「ベストプラクティスについて」 を参照してください。

ハードウェアのシリアル番号の確認
インストールする必要があるユニットを記録するためのハードウェアのシリアル番号を確認
できます。

NetBackup 5230 Appliance のシリアル番号の場所
アプライアンスのシリアル番号は、背面パネルの縦型のバーに記載されています。
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図 2-1

NetBackup 5230 Appliance のシリアル番号の場所

NetBackup 5230、5240 および 5330 Appliance のシリアル番
号の場所
NetBackup 5230、5240 および 5330 Appliance のシリアル番号は、背面パネルの縦
型のバーにあります。
図 2-2

NetBackup 5230、5240 および 5330 Appliance のシリアル番号の
場所

3U16 ストレージシェルフのシリアル番号の場所
3U16 ストレージシェルフのシリアル番号は、ストレージシェルフの背面パネルに記載され
ています。シェルフの右側で、ストレージシェルフから白いつまみを引き出します。
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図 2-3

3U16 ストレージシェルフのシリアル番号の場所

メモ: 以前のモデルのストレージシェルフには 2 つの番号がある場合があります。 HOST
番号はアプライアンスに適用されます (無視して構いません)。これらのモデルでは、
STORAGE 番号がストレージシェルフのシリアル番号です。

ファイバーチャネル HBA カード構成の確認について
NetBackup Appliance サーバーは最大 6 枚のファイバーチャネル (FC) HBA カードを
インストールした状態で発注できます。各カードには、2 つの標準ファイバーチャネルポー
トが含まれます。ファイバーチャネル HBA カードは、SAN クライアントと一緒に使用する
ファイバートランスポートメディアサーバーとして、または FC 上の最適化複製と自動イメー
ジレプリケーション用のターゲットホストとして、アプライアンス上に構成できます。
メモ: Veritas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。Veritas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。
ファイバーチャネル HBA カードの構成後、このカードが適切に構成されていることを確
認する必要がある場合があります。確認するには、CLI から Main_Menu > Manage >
FibreChannel > Show コマンドを使います。Main_Menu > Manage > FibreChannel
> Show コマンドを実行し、HBA カードが正しく構成されていたとき、次のような出力が表
示されます。
Testsys.FC> Show
FC HBA card(s) are configured correctly.
**** FC HBA Cards ****
02:00.0 Fibre Channel: QLogic Corp. ISP2432-based 4Gb Fibre Channel
to PCI Express HBA (rev 03)
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02:00.1 Fibre Channel: QLogic
to PCI Express HBA (rev 03)
03:00.0 Fibre Channel: QLogic
to PCI Express HBA (rev 02)
03:00.1 Fibre Channel: QLogic
to PCI Express HBA (rev 02)
06:00.0 Fibre Channel: QLogic
to PCI Express HBA (rev 02)
06:00.1 Fibre Channel: QLogic
to PCI Express HBA (rev 02)

Corp. ISP2432-based 4Gb Fibre Channel
Corp. ISP2532-based 8Gb Fibre Channel
Corp. ISP2532-based 8Gb Fibre Channel
Corp. ISP2532-based 8Gb Fibre Channel
Corp. ISP2532-based 8Gb Fibre Channel

**** Drivers ****
qla2xxx
is loaded
windrvr6
is loaded
**** Ports ****
Bus ID Slot Port WWN
2:00.0 Slot3 21:00:...:07
2:00.1 Slot3 21:01:...:07
3:00.0 Slot2 21:00:...:30
3:00.1 Slot2 21:00:...:31
6:00.0 Slot1 21:00:...:82
6:00.1 Slot1 21:00:...:83
*** Devices ****
Device
Vendor
/dev/sg0 VERITAS
/dev/sg2 VERITAS

Status
Linkdown
Linkdown
Disconnect
Online
Fabric
Online

Mode
Speed Remote Ports
Initiator 4 gb/s
Initiator 4 gb/s
Target
8 gb/s
Initiator 2 gb/s 0x21000024...
Target
8 gb/s
Initiator 8 gb/s 0x21000024...

Host
Type
10.182.0.209 FCPIPE
10.182.0.209 FCPIPE

Remote Port
(NBU 50x0) 0x21000024ff232438
(NBU 50x0) 0x21000024ff3162be

*** Notes ****
(NOTE: Ports in mode "Initiator*" are configured for target mode
When SAN Client FT Media Server is active, however, are currently
running in initiator mode, i.e. SAN Client is disabled or inactive.)

通知設定について
NetBackup Appliance Web Consoleから［設定 (Settings)］>［通知 (Notification)］>［ア
ラートの構成 (Alert configuration)］を使ってコールホームの設定を適用します。アプライ
アンスの AutoSupport は、コールホームにより収集されたデータを使って、アプライアン
スのプロアクティブな監視機能を提供します。コールホームが有効な場合には、アプライ
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アンスは定期的に、Veritas AutoSupport サーバーにハードウェアとソフトウェアの情報
(コールホームデータ) をアップロードします。
アプライアンスでエラー状態が発生した場合は、現在のログと過去 3 日間のハードウェア
ログが収集されます。次に、ログは詳しい分析とサポートのために Veritas AutoSupport
サーバーにアップロードされます。 これらのエラーログはアプライアンスでも格納されま
す。/log/upload/<date> フォルダからこれらのログにアクセスできます。ハードウェア
に問題がある場合は、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。 テクニカ
ルサポートエンジニアはアプライアンスのシリアル番号を使って、コールホームデータか
らハードウェアの状態を評価します。
メモ: コールホームが正しく働くには、アプライアンスがインターネットに直接またはプロキ
シサーバーを経由してアクセスし、Veritas AutoSupport サーバーに到達する必要があ
ります。
NetBackup Appliance は市場に提供されているすべての SNMP サーバーをサポート
します。ただし、次の SNMP サーバーはテスト済みでバージョン 3.0 での使用が認定さ
れています。
■

ManageEngine™ SNMP サーバー

■

HP OpenView SNMP サーバー

また、マイアプライアンスポータルで、アプライアンスと連絡先情報を登録します。
NetBackup Appliance を登録すると、アプライアンスに関する製品の更新と他の重要な
情報が確実に通知されるようになります。

IPMI 構成について
インテリジェントプラットフォーム管理インターフェース (IPMI) は、ホストシステムの CPU、
ファームウェア、オペレーティングシステムとは関係なく管理、監視機能を提供します。 ア
プライアンス用の IPMI サブシステムを構成できます。IPMI サブシステムに接続するため
に、アプライアンスの背面パネルのリモート管理ポートを使用することができます。
次の図は、NetBackup 5240 アプライアンスの背面パネルのリモート管理ポート (または
IPMI ポート) を示します。

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

IPMI の動作
アプライアンスの電源がオフになっているか、
またはネットワークインターフェースを使って
アクセスできない場合

リモート管理ポート

IPMI を使う Out of Band Management
リモート管理コンソール

IPMI の主要な用途には次があります。
■

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

■

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

■

通常のネットワークインターフェースを使ってアプライアンスにアクセスできない場合、
IPMI を使ってリモートから NetBackup Appliance Shell Menuにアクセスできます。

■

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

■

アプライアンスのハードウェア健全性をリモートから監視します。

■

キーボード、モニター、マウス (KVM) ソリューションなど煩雑なケーブル配線やハー
ドウェアを避けます。
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パスワード管理およびリカバリについて
ユーザーはアプライアンスへのアクセスを回復するために、admin パスワードまたはユー
ザーのパスワードをリカバリする必要がある場合があります。パスワードのリカバリは次の
方法に基づいて行うことができます。
表 2-3

ローカルユーザーと LDAP ユーザーのパスワードのリカバリ

ユーザーの種類 パスワードの変更手順
ローカルユーザー

パスワードのリカバリの状況と
アクション

NetBackup Appliance Web Console 状況: パスワードを保守する従業員
で［設定 (Settings)］>［パスワード管理 が退職したり、パスワードを紛失また
(Password Management)］の順にタ は忘れたりすることがあります。
ブを選択します。
アクション: このような状況が発生し
た場合は、Veritas のテクニカルサ
ポートに問い合わせて、TechNote
TECH189518/000016161 を参照
するよう担当者に依頼してください。

LDAP ユーザー、 パスワードをリセットまたは変更するに 状況: LDAP ユーザーが退職した
Active Directory
は、次の手順を実行します。
り、パスワードを紛失または忘れたり
ユーザー、
することがあります。LDAP ユーザー
■ Active Directory サーバー、LDAP
Kerberos-NIS ユー
のパスワードをリセットまたは変更す
サーバーまたは Kerberos-NIS
ザー
るには次の手順を行います。
サーバーのユーザーのパスワード
を更新します。
■ LDAP サーバーを使ってパス
ワードをリカバリします。
■ NetBackup Appliance Web
Consoleの［設定 (Settings)］>［パ ■ パスワードの変更については、
スワード管理 (Password
Veritas のテクニカルサポートに
Management)］タブから、アプライ
問い合わせてください。
アンスの admin パスワードを変更
します。

p.11 の 「ベストプラクティスについて」 を参照してください。

IPv4-IPv6 ベースのネットワークサポートについて
NetBackup Appliance はデュアルスタック IPv4-IPv6 ネットワークでサポートされ、バッ
クアップとリストアの目的で IPv6 クライアントと通信できます。IPv6 アドレスをアプライア
ンスに割り当て、DNS を構成し、IPv6 ベースシステムを含めるようにルーティングを構成
できます。
NetBackup Appliance Web Consoleまたは NetBackup Appliance Shell Menuを使っ
て IPv4 と IPv6 のアドレス情報を入力できます。
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IPv6 アドレスに関する次の注意事項を確認してください。
■

NetBackup Appliance はピュア IPv6 ネットワークをサポートしません。 アプライアン
ス用の IPv4 アドレスを構成する必要があります。構成しない場合、(hostname set
コマンドを必要とする) 初期構成に失敗します。 このコマンドを機能させるには、少な
くとも 1 つの IPv4 アドレスが必要です。
たとえば、特定のホストの hostname を v46 に設定するとします。 これを実行するに
は、特定のホストに少なくとも 1 つの IPv4 アドレスがあることを最初に確認し、次のコ
マンドを実行します。
Main_Menu > Network > Hostname set v46

■

使用できるのはグローバルアドレスのみです。リンクローカルスコープまたはノードロー
カルスコープのアドレスは使用できません。 グローバルスコープアドレスと一意のロー
カルアドレスは両方ともホストによってグローバルアドレスとして扱われます。
グローバルスコープ IP アドレスは、グローバルにルーティング可能なアドレスを意味
します。 一意のローカルアドレスはグローバルアドレスとして扱われます。

■

同じコマンドで、IPv4 と IPv6 の両方のアドレスを使うことはできません。 たとえば、
Configure 9ffe::9 255.255.255.0 1.1.1.1 を使うことはできません。 Configure
9ffe::46 64 9ffe::49 eth1 を使う必要があります。

■

IPv6 アドレスへの IPv4アドレスの埋め込みはサポートされていません。 たとえば、
9ffe::10.23.1.5 のようなアドレスを使うことはできません。

■

アプライアンスのメディアサーバーの IPv6 アドレスとホスト名が使用可能な場合は、
マスターサーバーにアプライアンスのメディアサーバーを追加できます。
たとえば、マスターサーバーにアプライアンスのメディアサーバーを追加するには、ア
プライアンスのメディアサーバーの IPv6 アドレスを次のように入力します。
例:
Main > Network > Hosts add 9ffe::45 v45 v45
Main > Appliance > Add v45 <password>

アプライアンスのメディアサーバーの IPv4 アドレスを提供する必要はありません。
■

純粋な IPv6 クライアントは、NetBackup の場合と同様の方法でサポートされます。

■

NIC (Network Interface Card) または結合に対して IPv4 アドレスを 1 つのみ入力
できます。 ただし、NIC または結合に対して複数の IPv6 アドレスを入力できます。

■

NFS (Network File System) または CIFS (Common Internet File System) のプロ
トコルは、アプライアンスの IPv4 ネットワーク上でサポートされます。 NFS または
CIFS は、IPv6 ネットワークではサポートされません。

■

NetBackup クライアントが IPv6 上のメディアサーバーアプライアンスと通信できるよ
うになりました。

■

Main_Menu > Network > Hosts コマンドは、1 つの NIC (Network Interface Card)

を持つ同じホスト名への複数の IPv6 アドレスの割り当てをサポートします。 ただし、
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このコマンドでは、1 つの NIC を持つ特定のホスト名に 1 つの IPv4 アドレスのみを
割り当てることができます。
■

ゲートウェイアドレスを指定せずにネットワークインターフェースの IPv6 アドレスを追
加できます。
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。

BMR オプションの有効化について
アプライアンスがマスターサーバー用に構成されているとき、NetBackup Appliance Web
Consoleの［管理 (Manage)］>［ホスト (Host)］>［詳細 (Advanced)］から BMR (Bare
Metal Restore) を有効にできます。BMR はサーバーのリカバリ処理を自動化し、効率
化する NetBackup のサーバーリカバリオプションです。 したがって、オペレーティングシ
ステムを手動で再インストールする必要もハードウェアを構成する必要もありません。 BMR
により、以下のリカバリが可能になります。
■

完全に異なるハードウェアに接続されている Windows システム (DSR (Dissimilar
System Recovery))

■

ジオメトリが異なるディスクに接続された UNIX/Linux システム (DDR (Dissimilar Disk
Recovery))

BMR を使ったリカバリ処理について詳しくは、『BMR 管理者ガイド』を参照してください。
p.11 の 「ベストプラクティスについて」 を参照してください。

LDAP または Active Directory ユーザーの削除につ
いて
LDAP または Active Directory ユーザーを削除するときは、必ず NetBackup Appliance
からユーザーを削除します。NetBackup Appliance から削除する前に LDAP または
Active Directory からユーザーを削除すると、エラーが発生します。
メモ: ユーザーが LDAP または AD の権限があるユーザーとしてリストに登録されていて
も、そのユーザーが LDAP ディレクトリまたは Active Directory から削除された (アプライ
アンスからは削除されていない) 場合には、ユーザーはログインできません。 したがって、
これらのユーザーはセキュリティ上の脅威とはなりません。
たとえば、LDAP サーバーと NetBackup Appliance から John Doe というユーザーを削
除するとします。LDAP サーバーから John Doe のユーザーエントリを削除します。次に
NetBackup Appliance Shell Menuにログインして、LDAP > Users Remove John Doe
コマンドを使ってユーザーを削除します。アプライアンスではユーザーが認識されず、次
のエラーが表示されます。
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The user name that you have entered is not valid. Enter a valid user
name.

詳しくは、『 NetBackup™ Appliance セキュリティガイド』を参照してください。
p.11 の 「ベストプラクティスについて」 を参照してください。

25

3
トラブルシューティングツー
ルについて
この章では以下の項目について説明しています。
■

NetBackup Appliance のトラブルシューティングのツール

■

ハードウェア監視について

■

アプライアンス診断センターでのアプライアンスのトラブルシューティングとチューニン
グ

■

NetBackup サポートユーティリティについて

NetBackup Appliance のトラブルシューティングのツー
ル
この章では、NetBackup Appliance で直面する問題の診断に使用できるツールおよび
コマンドについて説明します。次のセクションが含まれます。
表 3-1

トラブルシューティングツールの章のセクション

セクション

説明

リンク

ハードウェア監視について

このセクションでは、アプライア p.27 の 「ハードウェア監視につ
ンスで利用可能なハードウェア いて」 を参照してください。
監視およびアラートメカニズムに
ついて説明します。
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セクション

説明

リンク

アプライアンス診断センターを このセクションでは、いくつかの p.27 の 「アプライアンス診断セ
使用したアプライアンスのトラブ 対話型自己修復ウィザードを使 ンターでのアプライアンスのトラ
ルシューティングとチューニング 用して、NetBackup アプライア ブルシューティングとチューニン
ンスのエラーをトラブルシュー グ」 を参照してください。
ティングし、問題を解決するた
めに使用されるアプライアンス
診断センターについて説明しま
す。
NetBackup サポートユーティリ このセクションでは、NetBackup p.31 の 「NetBackup サポート
ティについて
Appliance でサポートされてい ユーティリティについて」 を参照
る NetBackup サポートユーティ してください。
リティについて説明します。

特定の問題に関する特定のトラブルシューティング情報については、Veritas のサポート
Web サイトの NetBackup Appliance のページを参照してください。このページには、
NetBackup Appliance に関する記事およびトラブルシューティング情報が含まれていま
す。検索機能を使って、特定の問題に関する有用な記事を検索できます。
p.6 の 「このマニュアルについて」 を参照してください。

ハードウェア監視について
アプライアンスにはハードウェアの問題について自身を監視する機能があります。注意を
必要とする問題を検出した場合は、次の通知のしくみを使うことができます。
■

NetBackup Appliance Web Consoleからのハードウェアの監視とアラート。

■

コールホームを使ったベリタスへの通知送信。

■

ローカル管理者への電子メール送信。

■

SNMP マネージャへのアラート送信。
アプライアンスの SNMP トラップの詳細と、エラー発生時のお勧めの対処法につい
ては、『NetBackup Appliance SNMP トラップリファレンスガイド』を参照してください。

ハードウェア監視機能の詳しい説明については、『NetBackup Appliance 管理者ガイド』
を参照してください。

アプライアンス診断センターでのアプライアンスのトラブ
ルシューティングとチューニング
アプライアンス診断センターでいくつかの対話型自己修復ウィザードを使って、NetBackup
Appliance の複数のエラーをトラブルシューティングし、問題を解決することができます。
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それぞれのウィザードで特定の診断タスクを実行できます。いくつかのウィザードでは、シ
ステムの最適化とチューニングも実行できます。これらのウィザードには、NetBackup
Appliance Web Consoleの［アプライアンス診断センター (Appliance Diagnostics
Center)］アイコンをクリックしてアクセスできます。このアイコンは NetBackup Appliance
Web Consoleの右上にあり、次のように表示されます。

このアイコンをクリックすると、［アプライアンス診断センター (Appliance Diagnostics
Center)］ページが表示され、［利用可能 (Available)］タブと［実行中のウィザードジョブ
(Running Wizard Jobs)］タブが示されます。このページを閉じると、NetBackup Appliance
Web Consoleに戻ります。
すべてのトラブルシューティングウィザードは、［利用可能 (Available)］タブに一覧表示さ
れます。
［実行中のウィザードジョブ (Running Wizard Jobs)］タブには、開始されたが完了して
いないウィザードが一覧表示されます。ウィザードを (閉じるボタンを使って) 完了せずに
閉じたり、未完了のままにすると、そのウィザードは［実行中のウィザードジョブ (Running
Wizard Jobs)］タブの下に一覧表示されます。［再開 (Resume)］列または［削除 (Delete)］
列のアイコンをそれぞれクリックして、これらのアクティブなウィザードを再開または削除で
きます。
［利用可能 (Available)］タブからウィザードを実行するには、次の操作を実行します。
［ログファイルを収集
このウィザードを使ってアプライアンスからログファイルを収集します。
(Collect Log files)］のク
ウィザードを使って、NetBackup、アプライアンス、オペレーティングシス
リック
テム、PureDisk、GUI、NetBackup サポートユーティリティ (NBSU)、
DataCollect などさまざまな形式のログファイルを収集できます。
NetBackup のログの収集には数分かかることがあります。
表 3-2 に、ウィザードによって収集されるログファイルの詳細を示します。
ログファイルは、受信者に電子メールで送信するか、コンピュータにダウ
ンロードするか、ベリタスのサポートにアップロードすることができます。
ログファイルを電子メールで送信する場合は、次の点を確認してくださ
い。
■

■

ログに電子メールを送信できるように SMTP を構成する必要があり
ます。NetBackup Appliance Web Consoleの［設定 (Settings)］ >
［通知 (Notification)］ > ［警告の構成 (Alert Configuration)］で SMTP
を構成できます。
ログを電子メールで送信するには、収集されるログのサイズを 10 MB
以下にする必要があります。
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表 3-2 に、ログファイルを収集ウィザードによって収集されるログファイルを示します。ロ
グは、指定したログ形式に基づいて収集されます。NetBackup ログを収集する場合は、
ログを収集する時間枠を指定することもできます。
ログファイルを収集ウィザードによって収集されるログファイル

表 3-2
ログ形式

収集される内容

NetBackup

NetBackup ログコピーツール (nbcplogs) によって作成されるログです。 次の
ログを含みます。
■

NetBackup レガシーログ

■

NetBackup VxUL (統合) ログ

■

NetBackup OpsCenter ログ

■

NetBackup PureDisk ログ

■

Windows イベントログ (アプリケーション、システム、セキュリティ)

■

PBX ログ

■

NetBackup データベースログ

■

NetBackup データベースエラーログ

■

NetBackup データベース trylogs

■

Vault セッションログ

■

Volume Manager デバッグログ

■

VxMS ログ (有効になっている場合)

メモ: レガシーログと vxlogs は、指定の時間枠に基づいて収集されます。

29

第 3 章 トラブルシューティングツールについて
アプライアンス診断センターでのアプライアンスのトラブルシューティングとチューニング

ログ形式

収集される内容

アプライアンス

アップグレード、ハードウェア、イベントログなどを含んでいるアプライアンスログで
す。次のアプライアンスログを収集します。
■

hostchange.log、selftest_report*

■

CallhomeDataGather ユーティリティによって作成されるログ。

■

config_nb_factory.log、iso_postinstall.log、sf.log

■

patch_*、upgrade_* logs

■

NetBackup Appliance VxUL（統合）ログには、次のものが含まれます。
■ All
■

CallHome

■

Checkpoint

■

Common

■

Config

■

Database

■

Hardware

■

HWMonitor

■

Network

■

RAID

■

Seeding

■

SelfTest

■

Storage

■

SWUpdate

■

Commands

■

CrossHost

■

Trace

メモ: NetBackup Appliance 統合ログは、nbpern や nbjm などの
NetBackup 統合ログとは異なります。NetBackup Appliance には独自のロ
グファイルのセットがあります。NetBackup 統合ログを収集するには、［ログ
ファイルを収集 (Collect Log files)］ウィザードで［NetBackup］を選択します。
オペレーティン 次を含むオペレーティングシステムのログです。
グシステム
■ boot.log
■

boot.msg

■

boot.omsg

■

messages
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ログ形式

収集される内容

重複排除 (メ
ディアサーバー
重複排除プー
ルまたは
PureDisk)

メディアサーバー重複排除プール (MSDP) 関連のすべてのログは、次のディレ
クトリ以下に収集されます。
<DIR> PD
■

/var/log/puredisk

■

/msdp/data/dp1/pdvol/log

NetBackup ア NetBackup Appliance Web Consoleログ関連のすべてのログは、次のディレク
プライアンス
トリ以下に収集されます。
Web コンソー
/log/webgui
ル
NetBackup サ NetBackup とオペレーティングシステムについての診断情報です。
ポートユーティ
リティ (nbsu)
DataCollect

ハードウェアとストレージデバイスのログです。 DataCollect ユーティリティに
よって作成されたログが収集されます。

NetBackup サポートユーティリティについて
NetBackup Appliance は NetBackup の問題の診断に役立つ次のサポートユーティリ
ティを提供します。
■

「NBDNA (NetBackup Domain Network Analyzer)」

■

「NetBackup サポートユーティリティ (NBSU)」

NBDNA (NetBackup Domain Network Analyzer)
NetBackup Appliance で NBDNA ユーティリティを実行すると、次のタスクを実行できま
す。
■

ネットワーク関連の問題を解決するために NetBackup ドメイン構成を識別する

■

NetBackup パフォーマンスの問題を特定する

■

ホスト名のルックアップに関する動作が機能するかどうかを確認する

■

NetBackup ドメイン内での役割に基づき、NetBackup ホストとアプライアンス間の接
続が確立され、機能するかどうかを確認する

■

Veritasテクニカルサポートに提出するレポートを生成する

NBDNA ユーティリティで次の種類の情報を出力します。
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Running audit as Media Server.
Collection Version: x.x
Collection Time: Tuesday, October 7, 2010 at 19:17:11 PM
NBU Release: NetBackup-RedHat2.6.18 7.7.1
NBU Version: 7.7.1
NBU Major Version: 7
NBU Minor Version: 7
NBU Release Update: 1
NBU Patch Type: Release Update
NBU GlobDB Host: "host name"
Is GlobDB HOST? No
UNAME:
Hostname: sample.name.veritas.com
Host's Platform: Linux
Perl Architecture: Linux
Initialization completed in 14.040101 seconds.

Brief Description of What It Does (for type 1):
---------------------------------------------------1) Perform basic self checks.
2) Check connectivity to Master (and EMM) server.
3) If SSO configured, get list of media servers sharing devices.
4) Get list of all clients which could send data here for backup.
5) Test NBU ports for basic connectivity between media servers
sharing devices.
6) Test NBU ports for basic connectivity between media server and
clients it backs up.
7) Perform service level tests for phase 2
8) Capture data for reports; save reports.
9) Save data to report files.
---------------------------------------------------Discovering and mapping the NetBackup domain network for analysis
by extracting data from current system's configuration.
(To see more details, consider using '-verbose' switch.)
Probing Completed in 2.867581 seconds.
Initiating tests...
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COMPLETED.

Thank you for your patience.

/log/dna/sample.name.veritas.com.NBDNA.20100907.191711.zip
Archive created successfully!
Return /log/dna/sample.name.veritas.com.NBDNA.20100907.191711.zip
to Veritas Support upon request.

NetBackup サポートユーティリティ (NBSU)
nbsu ユーティリティを使うと、NetBackup とオペレーティングシステムに関する適切な診

断情報を収集できます。
NBSU (NetBackup Support Utility) はユーティリティが実行されたシステムの診断情報
を収集するために使われる Veritas 社のユーティリティです。デフォルトでは、NBSU は
オペレーティングシステムと NetBackup 環境に基づいて適切な診断情報を収集します。
Support > NBSU コマンドを使って NBSU ユーティリティが使用する NetBackup 構成

サポートファイルを作成または削除できます。
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。
p.26 の 「NetBackup Appliance のトラブルシューティングのツール」 を参照してくださ
い。
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4
ログファイルの使用
この章では以下の項目について説明しています。
■

NetBackup Appliance のログファイルについて

■

［ログファイルを収集 (Collect Log files)］ウィザードについて

■

Support コマンドを使用したログファイルの表示

■

Browse コマンドを使用した NetBackup Appliance ログファイルの参照場所

■

DataCollect コマンドを使ったデバイスログの収集

■

NetBackup-Java アプリケーションの情報収集について

■

VxMS ログの有効化および無効化

NetBackup Appliance のログファイルについて
ログファイルは、アプライアンスで発生する可能性がある問題の特定と解決に役立ちま
す。
NetBackup Appliance では、ハードウェア、ソフトウェア、システム、パフォーマンス関連
データを取得できます。ログファイルは、アプライアンス操作などの情報、未構成ボリュー
ムまたはアレイなどの問題、温度またはバッテリに関する問題、およびその他の詳細を取
得します。
表 4-1 に、アプライアンスのログファイルにアクセスするために使用できる方法を説明し
ます。
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ログファイルの表示

表 4-1
取得元

方法

NetBackup Appliance Web
Console

NetBackup Appliance Web Consoleの［ログ ■
ファイルを収集 (Collect Log files)］ウィザード
を使用して、アプライアンスからログファイルを ■
収集できます。
p.36 の 「［ログファイルを収集 (Collect Log
files)］ウィザードについて」 を参照してくださ
い。

ログの詳細

■
■

■

p.27 の 「アプライアンス診断センターでのア
プライアンスのトラブルシューティングとチュー
■
ニング」 を参照してください。
■

NetBackup Appliance Web
Console

NetBackup のコピーログツールが
作成するログ (nbcplogs)
高可用性、ハードウェア、イベントロ
グが記録されるアプライアンスのログ
オペレーティングシステムのログ
メディアサーバー重複排除プール
(MSDP) 関連のすべてのログ
NetBackup Appliance Web コン
ソール関連のすべてのログ
NetBackup およびオペレーティン
グシステムについての診断情報
ハードウェアおよびストレージデバイ
スのログ

NetBackup Appliance Web Consoleの［モ アプライアンスの監査ログ
ニター (Monitor)］>［SDCS 監査ビュー (SCSP
Audit View)］画面を使用して、アプライアンス
の監査ログを取得できます。

NetBackup Appliance Shell Menu Main > Support > Logs > Browse
コマンドを使用して、LOGROOT/> プロンプト
を開きます。ls や cd のようなコマンドを使用
して、アプライアンスのログディレクトリの操作
や各種ログの取得を行えます。

■

Appliance の構成ログ

■

Appliance のコマンドログ

■

Appliance のデバッグログ

■

NetBackup ログ、Volume Manager
ログ、openv ディレクトリに含まれて
いる NetBackup ログ
Appliance のオペレーティングシス
テム (OS) インストールログ
NetBackup 管理 Web ユーザーイ
ンターフェースログと NetBackup
Web サーバーログ
NetBackup 52xx アプライアンスの
デバイスログ

p.37 の 「Support コマンドを使用したログファ
■
イルの表示」 を参照してください。
■

■
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取得元

方法

NetBackup Appliance Shell Menu Main > Support > Logs >
VxLogView Module ModuleName コマ
ンドを実行して、 Appliance VxUL (統合) ログ
にアクセスすることができます。 Main >
Support > Share Open コマンドを実行
し、デスクトップを使用して、VxUL ログのマッ
プ、共有、コピーを行うこともできます。

ログの詳細
Appliance 統合ログ:
■

All

■

CallHome

■

Checkpoint

■

Commands

■

Common

■

Config

p.37 の 「Support コマンドを使用したログファ
■
イルの表示」 を参照してください。

CrossHost

■

Database

■

Hardware

■

HWMonitor

■

Network

■

RAID

■

Seeding

■

SelfTest

■

Storage

■

SWUpdate

■

Trace

■

FTMS

■

FTDedup

■

TaskService

■

AuthService

NetBackup Appliance Shell Menu Main > Support > DataCollect コマ Appliance ストレージデバイスログ
ンドを使用して、ストレージデバイスログを収集
できます。
p.40 の 「DataCollect コマンドを使ったデバ
イスログの収集」 を参照してください。
NetBackup Java アプリケーション

NetBackup Java アプリケーションに関する問 NetBackup Java アプリケーションに関
題が発生した場合、このセクションのスクリプト するログ
を使って、サポートに連絡するために必要な
情報を集めることができます。

［ログファイルを収集 (Collect Log files)］ウィザードに
ついて
NetBackup Appliance Web Consoleの［ログファイルを収集 (Collect Log files)］ウィ
ザードを使用して、アプライアンスからログファイルを収集できます。ウィザードを使って、
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NetBackup、アプライアンス、オペレーティングシステム、NetBackup サポートユーティリ
ティ (NBSU)、DataCollect などさまざまな形式のログファイルを収集できます。
NetBackup Appliance からログファイルを収集できます。
ログファイルを生成すると、受信者に電子メールで送信したり、コンピュータにダウンロー
ドしたり、ベリタスのサポートにアップロードできます。
アプライアンス診断センターについて詳しくは、以下を参照してください。
p.27 の 「アプライアンス診断センターでのアプライアンスのトラブルシューティングとチュー
ニング」 を参照してください。
p.34 の 「NetBackup Appliance のログファイルについて」 を参照してください。

Support コマンドを使用したログファイルの表示
次のセクションを使ってログファイルの情報を表示できます。
Support > Logs > Browse コマンドを使用してログを表示する方法

1

NetBackup Appliance Shell Menuで Main_Menu > Support > Logs によって参
照モードに入り、次に Browse コマンドを実行します。LOGROOT/> プロンプトが表示
されます。

2

アプライアンスの利用可能なログディレクトリを表示するには、LOGROOT/> プロンプ
トで ls と入力します。

3

いずれかのログディレクトリで利用可能なログファイルを参照するには、cd コマンド
を使って、選択するログディレクトリにディレクトリを変更します。プロンプトが現在の
ディレクトリを示すように変わります。たとえば、ディレクトリを GUI ディレクトリに変更
した場合、プロンプトは LOGROOT/GUI/> と表示されます。そのプロンプトから ls コ
マンドを使うと、GUI ログディレクトリの利用可能なログファイルを表示できます。

4

ファイルを表示するには、less <FILE> または tail <FILE> コマンドを使います。
ファイルは <FILE> で、ディレクトリは <DIR> でマーク付けされます。

p.38 の 「Browse コマンドを使用した NetBackup Appliance ログファイルの参照場所」
を参照してください。
Support > Logs コマンドを使用して NetBackup Appliance 統合 (VxUL) ログを表

示する方法

1

Support > Logs > VXLogView コマンドを使用して、NetBackup Appliance 統合

(VxUL) ログを表示できます。コマンドをシェルメニューに入力し、次のオプションの
うちいずれかを使用します。
■

Logs VXLogView JobID job_id

特定のジョブ ID に関するデバッグ情報の表示に使用します。
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■

Logs VXLogView Minutes minutes_ago

特定の時間枠に関するデバッグ情報の表示に使用します。
■

Logs VXLogView Module module_name

特定のモジュールに関するデバッグ情報の表示に使用します。

2

必要に応じて、Main > Support > Logs > Share Open コマンドを使って統合ロ
グをコピーできます。デスクトップを使ってログのマップ、共有、コピーを行います。

メモ: NetBackup Appliance 統合ログは、nbpern や nbjm などの NetBackup 統合ログ
とは異なります。NetBackup Appliance には独自の統合ログのセットがあります。
NetBackup 統合ログを収集するには、ログファイルを収集ウィザードを使用して
［NetBackup］を選択します。
p.27 の 「アプライアンス診断センターでのアプライアンスのトラブルシューティングとチュー
ニング」 を参照してください。
また、Main_Menu > Support > Logs コマンドを使って次のことを実行することもできま
す。
■

ベリタスのテクニカルサポートにログファイルをアップロードする

■

ログレベルを設定する

■

CIFS 共有と NFS 共有をエクスポートまたは削除する

メモ: NetBackup Appliance VxUL ログは、cron ジョブまたはスケジュール済みタスクに
よってアーカイブされなくなりました。さらに、ログの再利用が有効になり、デフォルトのロ
グファイル数が 50 に設定されました。
上記のコマンドを使う方法について詳しくは『NetBackup Appliance コマンドリファレンス
ガイド』を参照してください。
p.34 の 「NetBackup Appliance のログファイルについて」 を参照してください。

Browse コマンドを使用した NetBackup Appliance ロ
グファイルの参照場所
表 4-2 は、Support > Logs > Browse コマンドを実行することで、アクセス可能なログ
とログディレクトリの場所を提供します。
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表 4-2

NetBackup Appliance ログファイルの場所

アプライアンスログ

ログファイルの場所

構成ログ

<DIR> APPLIANCE
config_nb_factory.log

セルフテストレポート

<DIR> APPLIANCE
selftest_report

ホスト変更ログ

<DIR> APPLIANCE
hostchange.log

NetBackup ログ、Volume Manager ログ、
<DIR> NBU
openv ディレクトリに含まれている NetBackup
■ <DIR> netbackup
ログ
■ <DIR> openv
■

オペレーティングシステム (OS) インストールロ
グ

<DIR> volmgr

<DIR> OS
boot.log
boot.msg
boot.omsg
messages

NetBackup 重複排除（PDDE）構成スクリプトの <DIR> PD
ログ
pdde-config.log
NetBackup 管理 Web ユーザーインターフェー <DIR> WEBGUI
スログと NetBackup Web サーバーログ
■ <DIR> gui
■

デバイスログ

<DIR> webserver

/tmp/DataCollect.zip
Main > Support > Logs > Share Open
コマンドを使うと、DataCollect.zip をローカ
ルフォルダにコピーできます。

p.34 の 「NetBackup Appliance のログファイルについて」 を参照してください。
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DataCollect コマンドを使ったデバイスログの収集
Main > Support シェルメニューから DataCollect コマンドを使ってデバイスログを収

集できます。 これらのデバイスログを ベリタスのサポートチームと共有することで、デバイ
ス関連の問題を解決できます。
DataCollect コマンドは次のログを収集します。
■

リリース情報

■

ディスクパフォーマンスのログ

■

コマンド出力ログ

■

iSCSI ログ
メモ: iSCSI ログは /var/log/messages and /var/log/iscsiuio.log にあります。

■

CPU 情報

■

メモリ情報

■

オペレーティングシステムのログ

■

Patch ログ

■

ストレージログ

■

ファイルシステムログ

■

Test hardware のログ

■

AutoSupport ログ

■

ハードウェア情報

■

Sysinfo ログ

DataCollect コマンドを使ってデバイスログを収集する方法

1

NetBackup Appliance Shell Menuにログオンします。

2

Main > Support ビューから次のコマンドを入力して、ストレージデバイスログを収

集します。
DataCollect

アプライアンスは /tmp/DataCollect.zip ファイルにデバイスログを生成します。
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3

Main > Support > Logs > Share Open コマンドを使って、DataCollect.zip

をローカルフォルダにコピーします。

4

問題を解決するために、ベリタスのサポートチームに DataCollect.zip ファイルを
送信できます。

p.34 の 「NetBackup Appliance のログファイルについて」 を参照してください。

NetBackup-Java アプリケーションの情報収集につい
て
NetBackup-Java アプリケーションに問題が発生した場合、テクニカルサポートが必要と
するデータを次のようにして収集します。
次のスクリプトおよびアプリケーションを使用して情報を収集できます。
jnbSA
(NetBackup-Java 管理アプリケーションの起動
スクリプト)

Windows の NetBackup-Java 管理アプリケー
ション

/usr/openv/netbackup/logs/user_ops/nbjlogs のログファイ
ルにデータを書き込みます。スクリプトを開始すると、このディレクトリ内のロ
グを記録するファイルが示されます。通常、このファイルサイズは大きくなり
ません (通常は 2 KB 未満)。/usr/openv/java/Debug.properties
ファイルを参照して、このログファイルの内容に影響するオプションを調べ
ます。
アプリケーションが起動されているコンピュータ上に NetBackup がインス
トールされている場合、スクリプトは
install_path¥NetBackup¥logs¥user_ops¥nbjlogs でログファ
イルにデータを書き込みます。
NetBackup がこのコンピュータ上にインストールされていない場合、ログ
ファイルは作成されません。ログファイルを作成するには、
install_path¥java¥nbjava.bat の最後の “java.exe” の行を変更
し、ファイルへの出力を指定します。
NetBackup がこのコンピュータ上にインストールされていない場合、スクリ
プトはinstall_path¥Veritas¥Java¥logs でログファイルにデータ
を書き込みます。

メモ: アプリケーションが起動されているコンピュータ上に NetBackup が
インストールされていて、install_path が setconf.bat ファイルで設定さ
れていない場合、スクリプトは install_path¥Veritas¥Java¥logs
のログファイルにデータを書き込みます。
/usr/openv/java/get_trace

UNIX/Linux のみ。
テクニカルサポートが分析するための Java Virtual Machine のスタックト
レースを提供します。このスタックトレースは、実行インスタンスに関連付け
られたログファイルに書き込まれます。
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UNIX または Linux の場合:
/usr/openv/netbackup/bin/support/nbsu

ホストに問い合わせて、NetBackup とオペレーティングシステムに関する
適切な診断情報を収集します。

Windows の場合:
install_path¥NetBackup¥bin¥support¥
nbsu.exe

次の例では、Veritas 社のテクニカルサポートが分析するトラブルシューティングデータを
集める方法を示します。
アプリケーションが応答しませ
ん。

操作がハングアップしているかどうかは、数分間様子を見てから
判断します。操作によっては、完了するまで時間のかかるものも
あります。特に、アクティビティモニターおよびレポートアプリケー
ションでは時間がかかります。

UNIX/Linux のみ:

Javaアプリケーションを開始したアカウントで
/usr/openv/java/get_trace を実行します。このスクリプ
数分後にもまだ応答がありませ
トによって、ログファイルにスタックトレースが書き込まれます。
ん。
具体的には、root ユーザーアカウントで jnbSA を起動した場
合、root ユーザーアカウントで
/usr/openv/java/get_trace を実行します。これ以外の
アカウントの場合、コマンドを実行してもエラーは発生しませんが、
スタックトレースはデバッグログに追加されません。これは、root
ユーザーアカウントだけが、スタックトレースを出力するコマンドの
実行権限を所有しているためです。
構成についてのデータを取得
します。

このトピックのリストに含まれる nbsu コマンドを実行します。
NetBackup のインストールが完了した後と、NetBackup の構成
を変更するたびに、このコマンドを実行します。

Veritas 社のテクニカルサポー 分析用にログファイルと nbsu コマンドの出力を提供します。
トへの連絡

VxMS ログの有効化および無効化
次の手順では、NetBackup Appliance Shell Menuから VxMS ログを有効化または無
効化する方法を説明します。
メモ: ベリタスは、VxMS ログのサイズを考慮して、VxMS ログは問題をトラブルシューティ
ングする必要がある場合にのみ有効化することをお勧めします。 問題が解決されたら再
度 VxMS ログを無効にします。
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VxMS ログの現在の設定を確認するには、Support > Logs > GetLevel コマンドを使
用します。
VxMS ログを有効化する方法

1

NetBackup Appliance Shell Menuの Support > Logs ビューから次のコマンドを
実行します。
SetLevel VxMS 1

2

GetLevel コマンドを使用して、VxMS ログが有効になっていることを確認します。

VxMS ログが有効な場合の GetLevel コマンド出力は次のようになります。
VxMS log level is set to 1

VxMS ログを無効化する方法

1

NetBackup Appliance Shell Menuの Support > Logs ビューから次のコマンドを
実行します。
SetLevel VxMS 0

2

GetLevel コマンドを使用して、VxMS ログが無効になっていることを確認します。

VxMS ログが無効な場合の GetLevel コマンド出力は次のようになります。
VxMS log level is set to 0

p.34 の 「NetBackup Appliance のログファイルについて」 を参照してください。
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ディザスタリカバリ
この章では以下の項目について説明しています。
■

ディザスタリカバリについて

■

ディザスタリカバリのベストプラクティス

■

ディザスタリカバリのシナリオ

ディザスタリカバリについて
災害がアプライアンスを襲う可能性はいつでもあります。 残念ながら、災害の定義は地域
によって変わり、さまざまな方法で解釈できます。 電源の消失などの事象からサイト全体
の消失まで、どちらもディザスタリカバリの範囲内です。
この章では次のトピックについて説明します。
■

ディザスタリカバリのベストプラクティス
災害がアプライアンスを襲った場合には、リカバリ処理に役立つ方法を実行できます。

■

ディザスタリカバリのシナリオ
高レベルのエラーシナリオ例とデータ損失を最小限に抑えるリカバリを実行するため
に必要な手順を示します。

アプライアンスでいずれかの種類のディザスタリカバリを試みる前に、テクニカルサポート
に連絡することを推奨します。 サポートエンジニアが適切なリカバリ手順を実行できるよう
に協力します。 アプライアンスがリカバリできない場合には、アプライアンスの再構築を提
案することがあります。そのオプションが実行可能でない場合、アプライアンスを完全に交
換する必要があることもあります。

ディザスタリカバリのベストプラクティス
NetBackup には、災害が起きた場合にディザスタリカバリ処理に役立ついくつかの異な
る構成オプションが用意されています。
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メモ: 一般的な指針として次のトポロジー構成を使います。 ベリタスの顧客担当者に連絡
して、お客様固有の環境に最善のトポロジー構成を確認してください。
単一ドメインの構成:
■

MSDP カタログのバックアップを作成します。 バックアップによって、NetBackup
Appliance に存在するバックアップデータのコンテンツについての重要な MSDP 情
報を保護します。
ポリシーは NetBackup Appliance を初めて構成するとき、および［ストレージ
(Storage)］ > ［サイズの変更 (Resize)］操作の実行中に MSDP ストレージを追加す
るときに自動的に作成されます。
ポリシー構成を見直し、必要に応じてそのスケジュール、バックアップ時間帯、および
位置情報を変更してください。 カタログを保護するため、ポリシーを有効にしてくださ
い。
詳細については、『 NetBackup Appliance 52xx 初期構成ガイド』または『 NetBackup
Appliance 5330 初期構成ガイド』の「初期構成における MSDP カタログバックアッ
プポリシーの作成」のセクションを参照してください。

■

リカバリが必要な場合に備えて、オフサイトの場所にカタログバックアップを格納しま
す。 テープやクラウドを使って、ディザスタリカバリサイトで再構築マスターサーバー
にリストアできます。

複数ドメインの構成:
■

自動イメージレプリケーションを構成して、1 つの NetBackup ドメインで生成される
バックアップを別の NetBackup ドメインにあるストレージにレプリケートします。

ディザスタリカバリのシナリオ
次の災害シナリオは、災害後にアプライアンスを実行するための指針として提供します。
ハードウェア関連のシナリオ
■

p.46 の 「電源中断が持続するアプライアンス」 を参照してください。

■

p.48 の 「アプライアンスハードウェアの故障」 を参照してください。

■
■

p.55 の 「リカバリ可能なオペレーティングシステムドライブとストレージディスクが接続
されているアプライアンスの完全な消失」 を参照してください。

■

p.56 の 「リカバリ可能なストレージディスクが接続されているアプライアンスの完全な
消失」 を参照してください。

■

p.85 の 「アプライアンスおよび接続されたストレージのディスクの完全な消失」 を参
照してください。

ソフトウェア関連のシナリオ
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■

p.86 の 「NetBackup のアプライアンスのソフトウェアの破損」 を参照してください。

■

p.87 の 「NetBackup Appliance のデータベースの破損」 を参照してください。

■

p.92 の 「NetBackup Appliance のカタログの破損」 を参照してください。

■

p.98 の 「NetBackup Appliance のオペレーティングシステムの破損」 を参照してく
ださい。

電源中断が持続するアプライアンス
NetBackup Appliance とストレージシステムのサイトで電源の消失が持続する場合は、
次の手順に従いハードウェアをオンにします。
メモ: 停電後に電源をリストアすると、アプライアンスは正常に動作し続けます。
電源中断の後にアプライアンスの電源をリストアする手順

表 5-1
手順

処理

説明

手順 1

ストレージシステムとアプライアン 次の順番でハードウェアを初期化します。
スハードウェアを初期化する。
■ ストレージシステム
■

マスターサーバー

■

メディアサーバー

メモ: 最初にメインアプライアンスから最も離れたスト
レージシェルフを常時オンにし、メインアプライアンス
に到達するまで順に近いシェルフに移動していきま
す。
p.47 の 「電源のリストア手順」 を参照してください。
ハードウェアの初期化処理について詳しくは、『
NetBackup 5230 アプライアンスハードウェアの取り
付けガイド』の「アプライアンスとストレージのハード
ウェアの動作の検証」を参照してください。
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手順

処理

説明

手順 2

ハードウェアコンポーネントの状 アプライアンスと接続済みストレージシステムを初期
態を確認する。
化したら、すべてのハードウェアコンポーネントの健
全性状態を確認します。
■

■

手順 3

NetBackup Appliance Web Consoleで アプラ
イアンス診断センター (Appliance Diagnostics
Center) を実行し、［ハードウェアの健全性をチェッ
クする (Perform a hardware health check)］を
選択します。
p.27 の 「アプライアンス診断センターでのアプラ
イアンスのトラブルシューティングとチューニング」
を参照してください。
ハードウェアに関連付けられたログを調べるには、
DataCollect ログをダウンロードします。

すべての NetBackup サービス アプライアンスハードウェアの状態が健全であること
を開始していることを確認する。 を確認したら、すべての NetBackup サービスを再開
していることを確認します。アプライアンスがオンにな
ると、すべてのバックアップジョブが再開します。
コマンドラインインターフェースまたはメンテナンスシェ
ルメニューを使って NetBackup サービスを調べるこ
とができます。

メモ: 電源の中断が起きたときにバックアップを処理
中だった場合は、バックアップジョブが失敗する可能
性があります。

電源のリストア手順
次の手順に従ってハードウェアの電源をリストアします。

停電後の NetBackup Appliance のリストア操作
この節では、停電後に電源をリストアした後で NetBackup Appliance をリストアする方法
について説明します。

47

第 5 章 ディザスタリカバリ
ディザスタリカバリのシナリオ

停電後にスタンドアロンアプライアンスをリストアするには

1

電源がユニットに利用できること、ユニットがオフであることを確認します。
メモ: コントロールパネルにある接続済みイーサネットポートの LED (1、2、3) は緑
色です。システム状態の LED も緑色です。

2

コントロールパネルの電源ボタンを押します。 ファンは、ユニットの初期化を開始す
るとオンになります。

p.48 の 「外部ストレージがある NetBackup Appliance の停電後のリストア操作」 を参照
してください。

外部ストレージがある NetBackup Appliance の停電後のリスト
ア操作
この節では、停電後に電源をリストアした後で外部ストレージがある NetBackup Appliance
をリストアする方法について説明します。
停電後に外部ストレージがある NetBackup Appliance をリストアするには

1

Veritas Storage Shelf がオンで、初期化されていることを確認します。

2

電源がアプライアンスに利用できること、アプライアンスがオフであることを確認しま
す。
メモ: アプライアンスのコントロールパネルにある接続済みイーサネットポートの LED
(1、2、3) は緑色です。システム状態の LED も緑色です。

3

コントロールパネルの電源ボタンを押します。 ファンは、ユニットの初期化を開始す
るとオンになります。

p.47 の 「停電後の NetBackup Appliance のリストア操作」 を参照してください。

アプライアンスハードウェアの故障
NetBackup Appliance ハードウェアが故障することはまれですが、いくつかの理由でア
プライアンスが故障することがあります。次の手順に従ってハードウェアの故障からアプラ
イアンスをリカバリします。
ハードウェアの故障が起きた場合のアプライアンスの状態を次に示します。
■

SNMP に構成した場合は、警告メッセージがハードウェア監視ページに表示された
り、電子メールで送信されます。
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■

アプライアンスはブートせず、オンにもなりません。 システムディスクは故障状態にな
る可能性があります。

■

アプライアンスはブートし、オンになりますが、メインアプライアンスまたはストレージ
シェルフにコンポーネントのハードウェアエラーが表示されます。

■

仮想ディスクは低下状態になります。
ハードウェアの故障からアプライアンスをリカバリする手順

表 5-2
手順

処理

説明

手順 1

アプライアンスをオンにする。 前面パネルのコントロールパネルの電源ボタンおよび
LED を押して、ユニットをオンにします。
■

■

■

■

手順 2

ユニットがオンにならない場合は、ユニットの電源
を確認します。
確認してもユニットがオンにならない場合は、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。
ユニットがオンになっても問題がある場合は、次の
手順に進みます。
ユニットがオンになり、問題がない場合は、すべて
の NetBackup サービスが正常に再開していること
を確認します。

欠陥があるハードウェアを特定 欠陥があるハードウェアを特定するには次の処理を実
する。
行します。
■

アプライアンスの LED 状態インジケータで、ハー
ドディスクと電源が正しく機能するかどうかを判断し
ます。

■

NetBackup Appliance Web Consoleで アプライ
アンス診断センター (Appliance Diagnostics
Center) を実行し、［ハードウェアの健全性をチェッ
クする (Perform a hardware health check)］を選
択します。
p.27 の 「アプライアンス診断センターでのアプライ
アンスのトラブルシューティングとチューニング」 を
参照してください。
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手順

処理

説明

手順 3

欠陥があるハードウェアを交換 交換が必要なハードウェアを特定したら、欠陥がある
する。
ハードウェアを取りはずして新しいユニットに交換しま
す。
ユーザーが交換できるハードウェアは次のとおりです。
■

電源

■

ハードディスク

このマニュアルで取り上げていない手順について詳し
くは、次のリンクに移動してください:
http://www.veritas.com/docs/DOC7757

メモ: ユーザーが交換できないハードウェアに欠陥を
見つけた場合は、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。
手順 4

ハードウェアが正常に交換さ
れたこと確認する。

新しいハードウェアの状態を確認するには次の処理を
実行します。
■

アプライアンスの LED 状態インジケータで、ハー
ドディスクと電源が正しく機能しているかどうかを判
断します。

■

NetBackup Appliance Web Consoleで アプライ
アンス診断センター (Appliance Diagnostics
Center) を実行し、［ハードウェアの健全性をチェッ
クする (Perform a hardware health check)］を選
択します。
p.27 の 「アプライアンス診断センターでのアプライ
アンスのトラブルシューティングとチューニング」 を
参照してください。

手順 5

すべての NetBackup サービ アプライアンスハードウェアの状態が健全であることを
スを開始していることを確認す 確認したら、すべての NetBackup サービスを再開し
る。
ていることを確認します。アプライアンスがオンになる
と、すべてのバックアップジョブが再開します。

メモ: 電源の中断が起きたときにバックアップを処理中
だった場合は、バックアップジョブが失敗する可能性
があります。

ハードウェアコンポーネントの取り外しと交換
ハードウェアコンポーネントが故障した場合、新しいポートに交換する必要がある場合が
あります。一部のコンポーネントは、ホットスワップ対応です。ホットスワップ対応のコンポー
ネントを取りはずす前に、それらが安全な状態にあることを必ず確認してください。ホット
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スワップ対応のコンポーネントの不適切な取り外しにより、システム操作が中断され、デー
タ損失およびデータ破損が発生する可能性があります。コンポーネントを不適切に取り外
してしまった場合、または部品を交換してもエラーが解決されなかった場合は、ただちに
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。
電装品の処理時には、適切な ESD 予防対策を常に適用してください。次の手順を実行
します。
■

適切に接地されたリストストラップ、ESD 対応手袋、または ESD 対応服を着用してく
ださい。

■

作業を行うコンポーネントを適切に接地された ESD 対応の作業台に置いてください。

■

交換コンポーネントを使用する準備が整うまでは ESD 対応の梱包材から開封しない
ようにします。

静電気損傷の影響は目に見ることができず、多くの場合はすぐに現れません。 それでも
静電気損傷によってパフォーマンスが影響を受け、重要なコンポーネントの寿命が短くな
る可能性があります。
NetBackup Appliance と、ストレージシェルフの個々のコンポーネントの置換の手順に
ついて詳しくは、NetBackup Appliance ハードウェアサービス手順ページに移動してく
ださい。

NetBackup 5330 ストレージシェルフコンポーネントをサービス処
理が可能なモードに設定する
プライマリストレージシェルフまたは拡張ストレージシェルフでサービスや置換を実行する
には、まずユニットの特定のコンポーネントをサービス処理が可能なモードに設定する必
要があります。
通常、エラーが起きると、影響されるユニットのコンポーネントをサービス処理が可能な
モードに自動的に設定します。エラーの兆候を示す警告が生成されると、コンポーネント
をサービス処理が可能なモードに自動的に設定しません。この状況では、NetBackup
Appliance Shell Menuを使って手動でコンポーネントをサービス処理が可能なモードに
設定する必要があります。
Main_Menu > Support ビューでは次の 2 つの主要なコマンドを利用できます。
■

ServiceAllowed Set PrimaryShelf

このコマンドでオプションを使って、適切なプライマリストレージシェルフコンポーネン
トをサービス処理が可能なモードに設定します。
■

ServiceAllowed Set ExpansionShelf

このコマンドでオプションを使って、適切な拡張ストレージシェルフコンポーネントを
サービス処理が可能なモードに設定します。
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次に、プライマリストレージシェルフコンポーネントまたは拡張ストレージシェルフコンポー
ネントをサービス処理が可能なモードに設定する場合に利用できるコマンドオプションに
ついて説明します。
表 5-3

Service Allowed コマンドのオプション

ストレージユニット コマンドオプション
プライマリストレージ ■
シェルフ

コントローラ (Controller)
プライマリシェルフのコントローラに Service Allowed フラグを設定します。このオプションを入力す
る場合は、コントローラの場所 (A/B) も指定する必要があります。次に、完全なコマンドを示します。
ServiceAllowed Set PrimaryShelf Controller A/BOn/Off

■

FanCanister
プライマリシェルフのファンキャニスタに Service Allowed フラグを設定します。このオプションを入
力する場合は、ファンキャニスタの場所 (Left/Right) も指定する必要があります。次に、完全な
コマンドを示します。
ServiceAllowed Set PrimaryShelf FanCanister Left/RightOn/Off

■

HDD
プライマリシェルフハードディスクドライブに Service Allowed フラグを設定します。このオプションを
入力する場合は、ドロワーの場所 (DrawerID) とディスクドライブの場所 (SlotNo) も指定する必
要があります。次に、完全なコマンドを示します。
ServiceAllowed Set PrimaryShelf HDD DrawerIDSlotNoOn/Off

メモ: このコマンドを実行するには、まず Monitor > Hardware ShowHealth PrimaryShelf
RAID コマンドを実行します。詳しくは「注意事項とガイドライン」のセクションを参照してください。
■

PowerCanister
プライマリシェルフの電源キャニスタに Service Allowed フラグを設定します。このオプションを入力
する場合は、電源キャニスタの場所 (Top/Bottom) も指定する必要があります。次に、完全なコマ
ンドを示します。
ServiceAllowed Set PrimaryShelf PowerCanister Top/BottomOn/Off
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ストレージユニット コマンドオプション
拡張ストレージシェ
ルフ

■

ExpansionCanister
拡張シェルフキャニスタに Service Allowed フラグを設定します。このオプションを入力する場合は、
キャニスタの場所 (Top/Bottom) も指定する必要があります。次に、完全なコマンドを示します。
ServiceAllowed Set ExpansionShelf ExpansionCanister Top/BottomOn/Off

■

FanCanister
プライマリシェルフのファンキャニスタに Service Allowed フラグを設定します。このオプションを入
力する場合は、ファンキャニスタの場所 (Left/Right) も指定する必要があります。次に、完全な
コマンドを示します。
ServiceAllowed Set ExpansionShelf FanCanister Left/RightOn/Off

■

HDD
拡張シェルフハードディスクドライブに Service Allowed フラグを設定します。このオプションを入力
する場合は、拡張シェルフ ID (ExpansionShelfID)、ドロワーの場所 (DrawerID) およびディ
スクドライブの場所 (SlotNo) も指定する必要があります。次に、完全なコマンドを示します。
ServiceAllowed Set ExpansionShelf HDD
ExpansionShelfIDDrawerIDSlotNoOn/Off

メモ: このコマンドを実行するには、まず Monitor > Hardware ShowHealth PrimaryShelf
RAID コマンドを実行します。詳しくは「注意事項とガイドライン」のセクションを参照してください。
■

PowerCanister
プライマリシェルフの電源キャニスタに Service Allowed フラグを設定します。このオプションを入力
する場合は、電源キャニスタの場所 (Top/Bottom) も指定する必要があります。次に、完全なコマ
ンドを示します。
ServiceAllowed Set ExpansionShelf PowerCanister Top/BottomOn/Off

注意事項とガイドライン
ベリタスは、この手順をベリタスのテクニカルサポートの支援のもとでのみ実行することを
要求します。 特定の状況では、システム操作に悪影響を与える可能性があることに留意
してください。Service Allowed コマンドオプションを実行する場合は注意が必要です。
システムのパフォーマンスを最高の状態に保つには問題が起きたら 1 つずつ問題を解
決し、問題をためないようにしてください。問題が複数になるとシステムのパフォーマンス
が低下し、システムにサービスを提供することが困難になる可能性があります。複数の問
題は、データ損失の原因になる状況が起きる可能性を高めることもあります。
次に、サービス処理が可能なモードがシステムに与える影響について説明します。
■

パフォーマンスが低下
状況によっては、コンポーネントをサービス処理が可能なモードに設定するとパフォー
マンスが低下する可能性があります。続行する前にこの可能性を警告するメッセージ
が表示されます。たとえば、プライマリシェルフの Controller オプションを使うと、次
のメッセージが表示されます。
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Support> ServiceAllowed Set PrimaryShelf Controller A on
Service allowed flag is used for component replacement. Setting
this flag may cause performance degradation due to write cache
being turned off.
>> Do you want to continue? (yes, no):
■

RAID ボリューム状態が［低下 (Degraded)］状態になる
HDD オプションを使ってハードディスクドライブをサービス処理が可能なモードに設定
すると、次のメッセージが表示されます。
Support> ServiceAllowed Set PrimaryShelf HDD 1 2 on
Service allowed flag is used for component replacement. Before
you set this flag, run the
'Monitor->Hardware ShowHealth PrimaryShelf RAID' command to
make sure that this Hard Disk Drive (HDD) is in a RAID volume
with a status of Optimal. If the RAID volume status is not Optimal,
executing this command creates a RISK OF POTENTIAL DATA LOSS.
>> Do you want to continue? (yes, no): no

この状況のベストプラクティスは、no と入力することです。現在の RAID ボリュームの
問題を解決して状態を［最適 (Optimal)］に戻す必要があります。この状態に戻さない
と、影響を受けるハードディスクドライブをサービス処理が可能なモードに設定できま
せん。
ベリタスは、ハードディスクドライブをサービス処理が可能なモードに設定するには、
まず Monitor > Hardware ShowHealth PrimaryShelf RAID コマンドを実行す
ることを推奨します。 サービス処理が可能なモードに設定するハードディスクドライブ
が RAID ボリュームに存在し、状態が［最適 (Optimal)］であることを確認します。
警告: データ損失の可能性がある状況を避けるためのガイダンスについてはベリタス
のテクニカルサポートに問い合わせて、協力して対処してください。
次の手順では、プライマリストレージシェルフや拡張ストレージシェルフのコンポーネント
をサービス処理が可能なモードに設定する方法について説明します。
プライマリストレージシェルフや拡張ストレージシェルフのコンポーネントをサービス処理
が可能なモードに設定するには

1

ベリタスのテクニカルサポートに連絡し、ストレージシェルフコンポーネントをサービ
ス処理が可能なモードに設定する必要がある担当者を知らせます。
次に示す残りの手順については担当者がサポートします。

2

NetBackup Appliance Shell Menuにログインします。

3

Main_Menu > Support と入力します。
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4

表 5-3 のコマンドのリストにある適切なコマンドを入力します。
メモ: ハードディスクドライブをサービス処理が可能なモードに設定するには、まず
Monitor > Hardware ShowHealth PrimaryShelf RAID コマンドを実行します。
詳しくは「注意事項とガイドライン」のセクションを参照してください。

5

影響を受けるストレージシェルフの LED がサービス処理が可能なことを示す青色に
なっているかどうかを調べて、コンポーネントがサービス処理が可能なモードである
ことを確認します。

6

影響を受けるユニットで必要な操作を実行します。
操作が完了し、ユニットが正常な動作に戻ると自動的にサービス処理が可能なモー
ドがクリアされます。

リカバリ可能なオペレーティングシステムドライブとストレージディスクが
接続されているアプライアンスの完全な消失
アプライアンス全体の交換が必要な壊滅的事象がアプライアンスの存在する場所で起き
ても、オペレーティングシステムのドライブと接続されたストレージディスクが動作している
場合には、次の手順に従ってアプライアンスを交換します。
メモ: アプライアンスの交換と再構成については、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。 ここで示す手順は、接続されたディスクストレージが機能しているアプラ
イアンスを交換する一般的なガイドです。
表 5-4

リカバリ可能なオペレーティングシステムのドライブと接続されたディ
スクストレージを交換するための手順

手順

処理

説明

手順 1

損傷したアプライアンスからオ ベリタスのテクニカルサポート
ペレーティングシステムとスト
は、アプライアンスからのドライ
レージのディスクを取りはずす。 ブの取りはずしをお手伝いする
ためにサービス担当者を派遣し
ます。

手順 2

損傷したアプライアンスを取りは ベリタスのテクニカルサポート
ずし、新しいアプライアンスに交 は、新しいアプライアンスの設
換する。
置と構成をお手伝いするために
サービス担当者を派遣します。
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手順

処理

説明

手順 3

新しいアプライアンスにオペ
ベリタスのテクニカルサポート
レーティングシステムとストレー は、新しいアプライアンスへのド
ジのディスクを取り付ける。
ライブの取り付けをお手伝いす
るためにサービス担当者を派遣
します。

手順 4

コンポーネントをオンにする。

次の順番でコンポーネントをオ
ンにします。
■

■

■

アプライアンスから最も離れ
たストレージシェルフをオン
にし、初期化が完了するま
で待機します。
アプライアンスに最も近いス
トレージシェルフをオンに
し、初期化が完了するまで
待機します。
メインアプライアンスをオン
にします。

メモ: 環境に複数のアプライア
ンスが含まれる場合は、最初に
マスターサーバーアプライアン
スをリカバリし、次にメディアサー
バーをリカバリします。
手順 5

すべての NetBackup サービス アプライアンスハードウェアの状
を開始していることを確認する。 態が健全であることを確認した
ら、すべての NetBackup サー
ビスを再開していることを確認し
ます。アプライアンスがオンにな
ると、すべてのバックアップジョ
ブが再開します。

リカバリ可能なストレージディスクが接続されているアプライアンスの完
全な消失
アプライアンス全体の交換が必要な壊滅的事象がアプライアンスの存在する場所で起き
ても、接続されたストレージディスクが動作している場合には、次の手順に従ってアプライ
アンスを交換します。 このシナリオは、アプライアンスハードウェアとオペレーティングシス
テムドライブがリカバリできないことを前提にしています。
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メモ: アプライアンスの交換と再構成については、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。 ここで示す手順は、接続されたディスクストレージが機能しているアプラ
イアンスを交換する一般的なガイドです。
表 5-5

アプライアンスが動作しなくても接続されたディスクストレージが動作
している場合にアプライアンスを交換する手順

手順

処理

説明

手順 1

損傷したアプライアンスを取り外 ベリタスのテクニカルサポート
し、新しいアプライアンスに交換 は、新しいアプライアンスの設
する。
置と構成をお手伝いするために
サービス担当者を派遣します。

手順 2

すべてのデータをエクスポート ディスクにデータがある場合は、
する。
このデータをエクスポートし、新
しいアプライアンスに移動する
必要がある場合があります。故
障したアプライアンスがマスター
サーバーの場合は、カタログの
リカバリが必要です。

手順 3

コンポーネントをオンにする。

次の順番でコンポーネントをオ
ンにします。
■

■

■

アプライアンスから最も離れ
たストレージシェルフをオン
にし、初期化が完了するま
で待機します。
アプライアンスに最も近いス
トレージシェルフをオンに
し、初期化が完了するまで
待機します。
メインアプライアンスをオン
にします。

メモ: 環境に複数のアプライア
ンスが含まれる場合は、最初に
マスターサーバーアプライアン
スをリカバリし、次にメディアサー
バーをリカバリします。
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手順

処理

説明

手順 4

既存のストレージディスクシステ 新しいアプライアンスの再構成
ムと新しいアプライアンスを再構 を実行します。 再構成プロセス
成する。
で、NetBackup のストレージオ
ブジェクトが検出されたかどうか
を判断します。 次の項目を保存
するオプションがあります。
■

NetBackup カタログ

■

既存のストレージのパーティ
ションとオブジェクト

アプライアンスを再構成する手
順については、次のトピックを参
照してください。
■

■

■

■

p.59 の 「USB ドライブから
NetBackup アプライアンス
を再イメージングする」 を参
照してください。
p.63 の 「NetBackup
Appliance Shell Menuを
使った 52xx マスターサー
バーアプライアンスの再構
成」 を参照してください。
p.72 の 「マスターサーバー
の構成によるアプライアンス
のメディアサーバーとの通
信」 を参照してください。
p.74 の 「 NetBackup
Appliance Shell Menuを
使った 52xx または 5330 メ
ディアサーバーアプライアン
スの再構成」 を参照してくだ
さい。

メモ: 構成にストレージ拡張シェ
ルフを追加する場合は、再構成
処理が完了した後に追加できま
す。

アプライアンスの再イメージングおよび再構成手順
次の手順に従ってアプライアンスを再イメージングおよび再構成します。
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USB ドライブから NetBackup アプライアンスを再イメージングす
る
次に、メディアサーバーアプライアンスに新しいイメージをインストールするために必要な
手順を説明します。ストレージボリュームの既存のバックアップデータは、自動的に保持
されます。データリカバリを完了するには、アプライアンスを NetBackup Appliance Shell
Menuから再構成する必要があります。以前のストレージ構成を保持する場合は、
NetBackup Appliance Web Consoleを使用することはできません。
USB ドライブからアプライアンスを再イメージ処理する方法

1

アプライアンスにログインしてアプライアンスのシェルメニューにアクセスできる場合
は、次の手順を使って IPsec クレデンシャルをリモートドライブにエクスポート (コ
ピー) して移動してから、手順 2 に進みます。
メモ: アプライアンスにログインできない場合は、USB ドライブをアプライアンスに挿
入し、アプライアンスをオンにしてから、手順 4 に進みます。
アプライアンスにログインして IPsec 証明書をエクスポートすることができない場合
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。 この状況では、詳細な
サポートが必要です。
■

次のコマンドを使って CIFS と NFS の共有を開きます。
Manage > Software > Share Open

■

IPsec クレデンシャルをエクスポート (コピー) するには、次のコマンドを入力しま
す。
Network > Security > Export <yes/no> /inst/patch/incoming

<yes/no> は、パスワードを保護するかどうかを指定します。
メモ: export コマンドを実行すると、実際の証明書のバックアップ .pfx ファイル
が作成されます。yes を選択してパスワードを使う場合は、.pfx 拡張子が付い
た数字がファイル名になります (nnnnnnn.pfx)。no を選択してパスワードを使
わない場合は、ファイル名の前にピリオドが付きます (.nnnnnnn.pfx)。
パスワードを使う場合は、後で Import コマンドを実行するときに使うためにパス
ワードの名前を覚えておきます。

■

.pfx ファイルをリモートコンピュータ上のローカルディレクトリに移動するには、

次のようにマウントポイントを作成してマウントし、ファイルを移動します。
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Windows

この例では、Windows システムで Samba が使われていることを
前提とします。
■ 次のコマンドを実行して、マウントポイントを作成してマウントし
ます。
net use <AnAvailableDriveLetter>:
¥¥<appliance-host>¥"incoming_patches"
■

次のコマンドを実行して、.pfx ファイルをコピーします。
# copy /inst/patch/incoming/*.pfx
/mnt/<computer_name>

UNIX または Linux この例では、UNIX または Linux システムで NFS が使われている
ことを前提とします。
■ 次のコマンドを実行して、マウントポイントを作成してマウントし
ます。
# mkdir -p /mnt/<computer_name>
# mount -t nfs <computer_name>:/<share_name>
/mnt/<computer_name>
■

次のコマンドを実行して、.pfx ファイルをコピーします。
# cp /inst/patch/incoming/*.pfx
/mnt/<computer_name>

2

再イメージ処理するメディアサーバーアプライアンスのアプライアンス USB ポートに
USB ドライブを挿入します。

3

再構成しているアプライアンスのリモート管理 (IPMI) ポートを企業ネットワークに接
続して次の手順を実行します。
■

リモート管理ポートに割り当てた IP アドレスを使って、リモートコンピュータからメ
ディアサーバーアプライアンスのリモート管理ポートにログオンしてください。

［システム情報 (System Information)］ページで、［リモート制御 (Remote Control)］
をクリックします。
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［リモート制御 (Remote Control)］ページで、［コンソールの起動 (Launch Console)］
をクリックします。

4

［コンソールの起動 (Launch Console)］をクリックします。この手順により、メディア
サーバーアプライアンスをリモートで監視して制御できる JViewer アプリケーション
が起動します。

5

[ベリタスリモート管理 (Veritas Remote Management)]のインターフェースから、
［サーバー電源管理 (Server Power Control)］を選択します。Web ページで次の
操作を実行します。

6

■

［Reset Server］ラジオボタンを選択します。

■

［アクションを実行 (Perform Action)］をクリックします。

JViewer のアプリケーションウィンドウで、F6 キーを押してアプライアンスのブートメ
ニューに入ります。
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7

USB ドライブを選択した後に ESC キーを押します。実行するインストールの種類を
選択するための画面が表示されます。NetBackup Appliance の完全インストールま
たは、クライアントパッケージのインストールを行わないより小さいバージョンのインス
トールを選択できます。
選択し、Enter キーを押して再イメージ処理操作を始めます。

8

新しいアプライアンスパッケージのインストールが完了すると、JViewer アプリケー
ションウィンドウに［ようこそ (Welcome)］メッセージが表示されます。デフォルトのア
プライアンスパスワード (P@ssw0rd) を入力します。これでアプライアンスシェルメ
ニューにログインしました。
メモ: 再構成プロセスを始める前に、再イメージ処理操作を始める前に記録した構
成情報を参照すると効率的です。

9

IPsec クレデンシャル、.pfx ファイルを、事前にエクスポートしたリモートコンピュー
タからインポートします。
■

次のコマンドを実行して、アプライアンスのシェルメニューから共有を開きます。
Main_Menu > Manage > Software > Share Open

CIFS 共有 ¥¥<appliance-name>¥incoming¥patches と NFS 共有
<appliance-name>:/inst/patch/incoming が、このアプライアンス上で開
きます。
■

事前に保存した .pfx ファイルを、開いている共有の場所へ移動するには、次
のようにマウントポイントを作成してマウントし、ファイルを移動します。
Windows

この例では、Windows システムで Samba が使われていることを
前提とします。
■ 次のコマンドを実行して、マウントポイントを作成してマウントし
ます。
net use <AnAvailableDriveLetter>:
¥¥<appliance-host>¥"incoming_patches"
■

次のコマンドを実行して、.pfx ファイルをアプライアンスに戻
します。
# move /mnt/computer_name/*.pfx
/inst/patch/incoming/
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UNIX または Linux この例では、UNIX または Linux システムで NFS が使われている
ことを前提とします。
■ 次のコマンドを実行して、マウントポイントを作成してマウントし
ます。
# mkdir -p /mnt/computer_name
move <pfx ファイルを保存したディレクトリ>/*.pfx <マ
ウントしたドライブ>
■

■

次のコマンドを実行して、.pfx ファイルをアプライアンスに戻し
ます。
mv <pfx ファイルを保管しているローカルディレクトリ
>/*.pfx <マウントポイント>

次のコマンドを入力して、ファイルをインポートします。
Main_Menu > Network > Security > Import
<yes/no>/inst/patch/incoming

メモ: 手順 1 で Export コマンドを実行したときにパスワードを使った場合は、
Import コマンドを実行するときに同じパスワードを入力する必要があります。

■

次のコマンドを実行して、アプライアンスのシェルメニューから共有を閉じます。
Main_Menu > Manage > Software > Share Close

10

Return を 2 回入力して、メインメニューに戻ります。

11 メインメニューに戻ったことを確認します。
これで、アプライアンスで初期構成の準備ができました。
次のトピックを参照して、NetBackup Appliance を再構成します。
p.63 の 「NetBackup Appliance Shell Menuを使った 52xx マスターサーバーアプライ
アンスの再構成」 を参照してください。
p.74 の 「 NetBackup Appliance Shell Menuを使った 52xx または 5330 メディアサー
バーアプライアンスの再構成」 を参照してください。

NetBackup Appliance Shell Menuを使った 52xx マスターサー
バーアプライアンスの再構成
次の手順は、NetBackup Appliance Shell Menuから 52xx マスターサーバーのアプラ
イアンスを再構成する方法を示しています。
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警告: NetBackup アプライアンスは、同じサブネットに属する 2 つの IP アドレスの構成
をサポートしません。アプライアンスは Linux のオペレーティングシステムで実行され、こ
の種類のネットワークは現在の制限事項です。作成する各結合は、異なるサブネットに属
する IP アドレスを使う必要があります。

メモ: アプライアンスのホスト名がその IP アドレスに解決される場合は、IP アドレスを削除
できません。

注意: アプライアンスはメンテナンスユーザーアカウントの既知のデフォルトパスワードが設
定された状態で提供されます。このパスワードは、アプライアンスのメンテナンスモードに
不正にアクセスされないように、初期構成の前または直後に変更してください。なお、ア
プライアンスのトラブルシューティングサービスが必要な場合に、ベリタステクニカルサポー
トにメンテナンスユーザーパスワードを知らせる必要があります。次に示す手順の手順 14
では、メンテナンスユーザーパスワードの変更方法を説明しています。
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NetBackup Appliance Shell Menuを使って 52xx マスターサーバーアプライアンス
を再構成するには

1

再構成処理の開始前に、再イメージ手順に従っていることを確認してくださ
い。p.59 の 「USB ドライブから NetBackup アプライアンスを再イメージングする」
を参照してください。
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2

［Main_Menu］ > ［ネットワーク (Network)］ ビューで次のコマンドを入力して、アプ
ライアンスが接続する単一ネットワークの IP アドレスを設定します。
Configure IPAddressNetmaskGatewayIPAddress [InterfaceNames]

ここで、IPAddress は新しい IP アドレス、Netmask はネットマスク、
GatewayIPAddress はインターフェースのデフォルトゲートウェイです。
[InterfaceNames] オプションは省略可能です。
IP Address や Gateway IP Address には、IPv4 または IPv6 アドレスを指定でき
ます。グローバルスコープ IPv6 アドレスと一意のローカル IPv6 アドレスのみが許可
されます。
ただし、同じコマンド内で IPv4 と IPv6 アドレスの両方は使用しないでください。た
とえば、Configure 9ffe::9 255.255.255.0 1.1.1.1 は使えません。Configure
9ffe::46 64 9ffe::49 eth1 を使ってください。
p.22 の 「IPv4-IPv6 ベースのネットワークサポートについて」 を参照してください。
複数のネットワークを構成する場合には、追加する各ネットワークの IP アドレスを最
初に構成する必要があります。次に、追加した各ネットワークのゲートウェイアドレス
を構成します。必ずデフォルトゲートウェイアドレスを最初に追加する必要がありま
す。以下の 2 つのコマンドを使います。
各ネットワークの IP アドレスの
構成

ネットワークインターフェースに対して IPv4 または IPv6 ア
ドレスのどちらを構成するかに応じて、以下のコマンドのい
ずれかを使います。
ネットワークインターフェースの IPv4 アドレスを構成するに
は
IPv4 IPAddressNetmask [InterfaceName]
ここで、IPAddress は新しい IP アドレス、Netmask はネッ
トマスクです。[InterfaceName] は省略可能です。追
加する IP アドレスごとにこのコマンドを繰り返します。
ネットワークインターフェースの IPv6 アドレスを構成するに
は
IPv6 <IP Address> <Prefix> [InterfaceNames]
ここで、IPAddress は IPv6 アドレス、Prefix はプレフィック
ス長です。[InterfaceName] は省略可能です。
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追加した各ネットワークのゲート Gateway Add GatewayIPAddress
ウェイアドレスの構成
[TargetNetworkIPAddress] [Netmask]
[InterfaceName]
ここで、GatewayIPAddress はインターフェースのゲート
ウェイです。TargetNetworkIPAddress、Netmask、
InterfaceName は省略可能です。このコマンドを繰り返
して、すべての宛先ネットワークにゲートウェイを追加しま
す。
Gateway IP Address や TargetNetworkIPAddress には、
IPv4 または IPv6 アドレスを指定できます。
ただし、同じコマンド内で IPv4 と IPv6 アドレスの両方は使
用しないでください。たとえば、Gateway Add 9ffe::3
255.255.255.0 eth1 は使用できません。Gateway
Add 9ffe::3 6ffe:: 64 eth1 を使用してください。

3

［Main_Menu］ > ［ネットワーク (Network)］ ビューで次のコマンドを使って、アプラ
イアンスの DNS ドメイン名を設定します。
メモ: DNS を使わない場合は、ステップ 6 に進んでください。
DNS Domain Name

ここで、Name はアプライアンスの新しいドメイン名です。

4

［Main_Menu］ > ［ネットワーク (Network)］ ビューで、次のコマンドを使って DNS
ネームサーバーをアプライアンス構成に追加します。
DNS Add NameServer IPAddress

ここで、IPAddress は DNS サーバーの IP アドレスです。
アドレスは IPv4 または IPv6 のいずれかになります。グローバルスコープ IPv6 アド
レスと一意のローカル IPv6 アドレスのみが許可されます。
p.22 の 「IPv4-IPv6 ベースのネットワークサポートについて」 を参照してください。
複数の IP アドレスを追加するには、スペースを空けずに各アドレスをカンマで区切
ります。

5

［Main_Menu］ > ［ネットワーク (Network)］ ビューで次のコマンドを使って、DNS
検索ドメインをアプライアンス構成に追加し、異なるドメインにあるホスト名をアプライ
アンスが解決できるようにします。
DNS Add SearchDomain SearchDomain

ここで、SearchDomain は検索用に追加する対象ドメインです。
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6

このステップは省略可能です。ここでは、アプライアンスの hosts ファイルに、他のホ
ストの IP アドレスを追加できます。
［Main_Menu］ > ［ネットワーク (Network)］ ビューで次のコマンドを使って、ホストエ
ントリをアプライアンスの hosts ファイルに追加します。
Hosts Add IPAddressFQHNShortName

ここで、IPAddress は IPv4 または IPv6 アドレス、FQHN は完全修飾ホスト名、
ShortName は短いホスト名です。
p.22 の 「IPv4-IPv6 ベースのネットワークサポートについて」 を参照してください。

7

［Main_Menu］ > ［ネットワーク (Network)］ ビューで次のコマンドを使って、アプラ
イアンスのホスト名を設定します。
メモ: このアプライアンスで Active Directory (AD) 認証を構成することを計画してい
る場合は、ホスト名は 15 文字以下にする必要があります。そうしないと、AD 構成が
失敗する可能性があります。
Hostname Set Name

Name は、このアプライアンスの短いホスト名または完全修飾ドメイン名 (FQDN) で
す。
一部の例外を除き、ホスト名はアプライアンス構成全体に適用されます。短縮名は
次の場所に常に表示されます。
■

NetBackup Appliance Shell Menuプロンプト

■

重複排除プールカタログのバックアップポリシー

■

デフォルトのストレージユニットおよびディスクプール名

このアプライアンスが出荷時の設定にリセットされていて、以前のバックアップイメー
ジのいずれかをインポートする場合は、アプライアンスのホスト名が次のルールのい
ずれかを満たしている必要があります。
■

ホスト名は出荷時の設定へのリセット前に使われるものとまったく同じである必要
があります。

■

FQDN にホスト名を変更する場合は、出荷時の設定へのリセットの前に使われ
た短い名前を含んでいる必要があります。 たとえば、「myhost」が出荷時の設定
へのリセットの前に使われた場合は、新しい FQDN として
「myhost.domainname.com」を使います。

■

短いホスト名にホスト名を変更する場合は、出荷時の設定へのリセットの前に使
われた FQDN から得られる名前にする必要があります。 たとえば、
「myhost.domainname.com」が出荷時の設定へのリセットの前に使われた場合
は、新しい短いホスト名として「myhost」を使います。
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メモ: ホスト名は初期構成セッションの間のみ設定することができます。 初期構成が
正常に完了した後、アプライアンスで出荷時の設定にリセットすると初期構成を再入
力できます。詳しくは、『NetBackup Appliance 管理者ガイド』を参照してください。
このステップにより、NetBackup は新しいホスト名で動作するように再構成されます。
この処理は、完了するまでにしばらく時間がかかることがあります。
Hostname set コマンドが動作するためには、少なくとも 1 つの IPv4 アドレスが必

要です。たとえば、特定のホストのホスト名を v46 に設定するとします。そのために
は、まず、その特定のホストが少なくとも 1 つの IPv4 アドレスを持つことを確認した
後、次のコマンドを実行します。
Main_Menu > Network > Hostname set v46

8

前述のネットワーク構成設定に加え、［Main_Menu］ > ［ネットワーク (Network)］
ビューを使って、アプライアンスネットワークの初期設定時に結合を作成して VLAN
をタグ付けすることもできます。
■

2 つ以上のネットワークインターフェース間に結合を作成するには、Network >
LinkAggregation Create コマンドを使います。

■

物理インターフェースまたは結合インターフェースにタグ付けするには、Network
> VLAN Tag コマンドを使います。

LinkAggregation と VLAN コマンドオプションについて詳しくは、『NetBackup ア

プライアンスコマンドリファレンスガイド』を参照してください。

9

［Main_Menu］ > ［ネットワーク (Network)］ ビューで次のコマンドを使って、このア
プライアンスのタイムゾーン、日付および時間を設定します。
■

次のコマンドを入力して、タイムゾーンを設定します。
TimeZone Set

表示されたリストから該当するタイムゾーンを選択します。
■

次のコマンドを入力して、日付と時刻を設定します。
Date Set MonthDayHHMMSSYear

Month は月の名前です。
Day は 0 から 31 までの日付です。
HHMMSS は 24 時間形式の時、分、秒です。 フィールドは、HH:MM:SS のよ
うにセミコロンで区切ります。
Year は、1970 から 2037 までの暦年です。
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10 ［Main_Menu］ > [設定 (Settings)] > [アラート (Alerts)] > [電子メール (Email)]
ビューで次のコマンドを使って、アプライアンスの失敗アラートの SMTP サーバー名
と電子メールアドレスを入力します。
SMTP サーバー名の入力

Email SMTP Add Server [Account]
[Password]
Server 変数は、電子メールを送信するために使われるター
ゲット SMTP サーバーのホスト名です。[Account] オプショ
ンでは、使われたアカウントの名前または SMTP サーバー
の認証を識別します。[Password] オプションは、SMTP
サーバーの認証のためのパスワードです。

電子メールアドレスの入力

Email Software Add Addresses
ここで、Addresses はユーザーの電子メールアドレスです。
複数の電子メールを定義するには、セミコロンで電子メール
を区切ります。

11 アプライアンスの役割として、マスターサーバーを設定します。
［Main_Menu］ > [アプライアンス (Appliance)] ビューから、次のコマンドを実行しま
す。
Master

12 既存の NetBackup カタログが検出された場合は、

yes を選択して保存する、また
は no を選択して新しいカタログを作成します。 次のメッセージが表示されます。

A NetBackup catalog database has been found on the disk that belongs to this appliance.
You have an option to create an empty catalog or reuse the preexisting NetBackup catalog.

If you choose 'yes', the following occurs:
1. The preexisting NetBackup catalog will be used.
2. Any preexisting storage partitions and objects will be used.
If
1.
2.
3.

you choose 'no', the following occurs:
The preexisting NetBackup catalog will be backed up.
An empty NetBackup catalog will be created.
You will an have opportunity to customize storage pools.

If you want to remove the backup and catalog data,
run 'Support->Storage Reset' before you proceed.
>> Do you want to reuse the NetBackup catalog? [yes,no]: yes
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13 役割を設定すると、NetBackup カタログ、AdvancedDisk、MSDP パーティションの
ディスクストレージのメッセージが表示されます。
メモ: 12 で NetBackup カタログを再利用することを選択した場合、ストレージプロン
プトが表示されません。 15 にスキップします。
ストレージパーティションを構成するには、次を実行する必要があります。
■

マスターサーバーの NetBackup カタログのサイズを入力します。
NetBackup カタログパーティションの構成をスキップするには、サイズの入力を
求められたときに 0 を入力します。パーティションを現在のサイズに保持するに
は、Enter を押します。

■

ストレージプールのサイズを GB または TB 単位で入力します。
パーティションについてストレージプールのサイズの構成をスキップするには、サ
イズを求められたときに 0 を入力します。ストレージプールを現在のサイズに保
持するには、Enter を押します。

■

ディスクプール名を入力します。
デフォルト名は、AdvancedDisk の場合は dp_adv_<hostname>、MSDP の場
合は dp_disk_<hostname> です。デフォルト名を保持するには、Enter を押し
ます。

■

ストレージプール名を入力します。
デフォルト名は、AdvancedDisk の場合は stu_adv_<hostname>、MSDP の
場合は stu_disk_<hostname> です。デフォルト名を保持するには、Enter を押
します。

ストレージのプロンプトが次の順序で表示されます。
NetBackup Catalog volume size in GB [default size]:
AdvancedDisk storage pool size in GB/TB [default size]:
AdvancedDisk diskpool name:
AdvancedDisk storage unit name:
MSDP storage pool size in GB/TB [default size]:
MSDP diskpool name:
MSDP storage unit name:

ストレージパーティションの構成後、ストレージの構成の概略が次のプロンプトととも
に表示されます。
Do you want to edit the storage configuration? [yes, no]

変更を実行する場合は yes、現在の構成を保持する場合は no と入力します。

14 次のように、メンテナンスユーザーパスワードを変更します。
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■

Main_Menu > Support > Maintenance コマンドを入力します。

■

パスワードプロンプトで、デフォルトのメンテナンスユーザーパスワード（P@ssw0rd）
を入力します。

■

メンテナンスシェルプロンプトで passwd コマンドを入力してパスワードを変更しま

す。
■

Exit と入力すると NetBackup Appliance Shell Menuに戻ります。

Support > Maintenance コマンドの使用について詳しくは、『NetBackup アプラ

イアンスコマンドリファレンスガイド』を参照してください。

15 NIC1 アプライアンスポートからラップトップを切断します。
メモ: ネットワークに 192.168.x.x という IP アドレス範囲が使われている場合は、次
のトピックで重要な情報を参照してください。
p.84 の 「NetBackup アプライアンスでの NIC1 (eth0) ポートの使用について」 を
参照してください。

16 再構成が必要なメディアサーバーがある場合は、ここでマスターサーバーとの通信
を設定し、メディアサーバーを再構成します。
p.72 の 「マスターサーバーの構成によるアプライアンスのメディアサーバーとの通
信」 を参照してください。
p.74 の 「 NetBackup Appliance Shell Menuを使った 52xx または 5330 メディア
サーバーアプライアンスの再構成」 を参照してください。

マスターサーバーの構成によるアプライアンスのメディアサーバー
との通信
再イメージングされたメディアサーバーのアプライアンスを構成する前に、アプライアンス
と一緒に使う予定のマスターサーバーを構成する必要があります。これにより、マスター
サーバーと再構成されたメディアサーバーのアプライアンス間での適切な通信が可能に
なります。
次に、マスターサーバーを構成してアプライアンスのメディアサーバーと通信する手順を
示します。
マスターサーバーを構成して新しいメディアサーバーと通信する方法

1

マスターサーバーに管理者としてログインし、メディアサーバーのアプライアンスの
名前がマスターサーバーに追加されていることを確認します。
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アプライアンスのマスターサー
バー

NetBackup Appliance Web Consoleで次の操作を実行し
ます。
■

■

■

［管理 (Manage)］>［追加サーバー (Additional
Servers)］>［追加 (Add)］をクリックします。
［アプライアンスのホスト名 (Appliance Hostname)］
フィールドに、追加するアプライアンスのメディアサー
バーの完全修飾ホスト名 (FQHN) を入力します。
［追加 (Add)］をクリックします。
アプライアンスに複数のホスト名がある場合はすべての
名前を追加します。

NetBackup Appliance Shell Menuで次の操作を実行しま
す。
■

Main_Menu > ［設定 (Settings)］ビューから、次のコマ
ンドを実行します。
Settings > NetBackup AdditionalServers
Add media-server
media-server は、まだ構成していないアプライアンスの
メディアサーバーの完全修飾ホスト名 (FQHN) です。
アプライアンスに複数のホスト名がある場合はすべての
名前を追加します。

従来の NetBackup マスター
サーバー

■

■

■

■

■

■

2

管理者として NetBackup 管理コンソールにログオンし
ます。
コンソールのメインウィンドウの左ペインで、［NetBackup
の管理 (NetBackup Management)］>［ホストプロパティ
(Host Properties)］>［マスターサーバー (Master
Server)］をクリックします。
右ペインで、マスターサーバーのホスト名をクリックしま
す。
［ホストプロパティ (Host Properties)］ウィンドウの左ペ
インで、［サーバー (Servers)］をクリックします。
右ペインの［追加サーバー (Additional Servers)］セク
ションで、［追加 (Add)］をクリックしてアプライアンスのホ
スト名を入力します。アプライアンスのホスト名が最上部
の［追加サーバー (Additional Servers)］セクションに表
示されます。
アプライアンスに複数のホスト名がある場合はすべての
名前を追加します。
［OK］をクリックして［マスターサーバープロパティ
(Master Server Properties)］ウィンドウを閉じます。

マスターサーバーとメディアサーバーの間にファイアウォールがある場合、マスター
サーバーの次のポートを開いてメディアサーバーとの通信を許可します。

73

第 5 章 ディザスタリカバリ
ディザスタリカバリのシナリオ

メモ: ポート設定を変更するには管理者としてログインしている必要があります。

3

■

vnetd: 13724

■

bprd: 13720

■

PBX: 1556

■

マスターサーバーが TCP を利用する NetBackup Appliance の場合、次のポー
トを開きます。
443、5900、7578。

メディアサーバーの日時とマスターサーバーの日時が一致していることを確認しま
す。NTP サーバーを使うことも、時間を手動することもできます。

p.74 の 「 NetBackup Appliance Shell Menuを使った 52xx または 5330 メディアサー
バーアプライアンスの再構成」 を参照してください。

NetBackup Appliance Shell Menuを使った 52xx または 5330
メディアサーバーアプライアンスの再構成
次の手順は、NetBackup Appliance Shell Menuから 52xx メディアサーバーのアプライ
アンスを再構成する方法を示しています。
警告: NetBackup アプライアンスは、同じサブネットに属する 2 つの IP アドレスの構成
をサポートしません。アプライアンスは Linux のオペレーティングシステムで実行され、こ
の種類のネットワークは現在の制限事項です。作成する各結合は、異なるサブネットに属
する IP アドレスを使う必要があります。

メモ: アプライアンスのホスト名がその IP アドレスに解決される場合は、IP アドレスを削除
できません。

注意: アプライアンスはメンテナンスユーザーアカウントの既知のデフォルトパスワードが設
定された状態で提供されます。このパスワードは、アプライアンスのメンテナンスモードに
不正にアクセスされないように、初期構成の前または直後に変更してください。なお、ア
プライアンスのトラブルシューティングサービスが必要な場合に、ベリタステクニカルサポー
トにメンテナンスユーザーパスワードを知らせる必要があります。次に示す手順の手順 15
では、メンテナンスユーザーパスワードの変更方法を説明しています。
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NetBackup Appliance Shell Menuを使って 52xx メディアサーバーアプライアンスを
再構成するには

1

再構成処理の開始前に、再イメージ手順に従っていることを確認してくださ
い。p.59 の 「USB ドライブから NetBackup アプライアンスを再イメージングする」
を参照してください。
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2

［Main_Menu］ > ［ネットワーク (Network)］ ビューで次のコマンドを入力して、アプ
ライアンスが接続する単一ネットワークの IP アドレスを設定します。
Configure IPAddressNetmaskGatewayIPAddress [InterfaceNames]

ここで、IPAddress は新しい IP アドレス、Netmask はネットマスク、
GatewayIPAddress はインターフェースのデフォルトゲートウェイです。
[InterfaceNames] オプションは省略可能です。
IP Address や Gateway IP Address には、IPv4 または IPv6 アドレスを指定でき
ます。グローバルスコープ IPv6 アドレスと一意のローカル IPv6 アドレスのみが許可
されます。
ただし、同じコマンド内で IPv4 と IPv6 アドレスの両方は使用しないでください。た
とえば、Configure 9ffe::9 255.255.255.0 1.1.1.1 は使えません。Configure
9ffe::46 64 9ffe::49 eth1 を使ってください。
p.22 の 「IPv4-IPv6 ベースのネットワークサポートについて」 を参照してください。
複数のネットワークを構成する場合には、追加する各ネットワークの IP アドレスを最
初に構成する必要があります。次に、追加した各ネットワークのゲートウェイアドレス
を構成します。必ずデフォルトゲートウェイアドレスを最初に追加する必要がありま
す。以下の 2 つのコマンドを使います。
各ネットワークの IP アドレスの
構成

ネットワークインターフェースに対して IPv4 または IPv6 ア
ドレスのどちらを構成するかに応じて、以下のコマンドのい
ずれかを使います。
ネットワークインターフェースの IPv4 アドレスを構成するに
は
IPv4 IPAddressNetmask [InterfaceName]
ここで、IPAddress は新しい IP アドレス、Netmask はネッ
トマスクです。[InterfaceName] は省略可能です。追
加する IP アドレスごとにこのコマンドを繰り返します。
ネットワークインターフェースの IPv6 アドレスを構成するに
は
IPv6 <IP Address> <Prefix> [InterfaceNames]
ここで、IPAddress は IPv6 アドレス、Prefix はプレフィック
ス長です。[InterfaceName] は省略可能です。
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追加した各ネットワークのゲート Gateway Add GatewayIPAddress
ウェイアドレスの構成
[TargetNetworkIPAddress] [Netmask]
[InterfaceName]
ここで、GatewayIPAddress はインターフェースのゲート
ウェイです。TargetNetworkIPAddress、Netmask、
InterfaceName は省略可能です。このコマンドを繰り返
して、すべての宛先ネットワークにゲートウェイを追加しま
す。
Gateway IP Address や TargetNetworkIPAddress には、
IPv4 または IPv6 アドレスを指定できます。
ただし、同じコマンド内で IPv4 と IPv6 アドレスの両方は使
用しないでください。たとえば、Gateway Add 9ffe::3
255.255.255.0 eth1 は使用できません。Gateway
Add 9ffe::3 6ffe:: 64 eth1 を使用してください。

3

［Main_Menu］ > ［ネットワーク (Network)］ ビューで次のコマンドを使って、アプラ
イアンスの DNS ドメイン名を設定します。
メモ: DNS を使わない場合は、ステップ 6 に進んでください。
DNS Domain Name

ここで、Name はアプライアンスの新しいドメイン名です。

4

［Main_Menu］ > ［ネットワーク (Network)］ ビューで、次のコマンドを使って DNS
ネームサーバーをアプライアンス構成に追加します。
DNS Add NameServer IPAddress

ここで、IPAddress は DNS サーバーの IP アドレスです。
アドレスは IPv4 または IPv6 のいずれかになります。グローバルスコープ IPv6 アド
レスと一意のローカル IPv6 アドレスのみが許可されます。
p.22 の 「IPv4-IPv6 ベースのネットワークサポートについて」 を参照してください。
複数の IP アドレスを追加するには、スペースを空けずに各アドレスをカンマで区切
ります。

5

［Main_Menu］ > ［ネットワーク (Network)］ ビューで次のコマンドを使って、DNS
検索ドメインをアプライアンス構成に追加し、異なるドメインにあるホスト名をアプライ
アンスが解決できるようにします。
DNS Add SearchDomain SearchDomain

ここで、SearchDomain は検索用に追加する対象ドメインです。
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6

このステップは省略可能です。ここでは、アプライアンスの hosts ファイルに、他のホ
ストの IP アドレスを追加できます。
［Main_Menu］ > ［ネットワーク (Network)］ ビューで次のコマンドを使って、ホストエ
ントリをアプライアンスの hosts ファイルに追加します。
Hosts Add IPAddressFQHNShortName

ここで、IPAddress は IPv4 または IPv6 アドレス、FQHN は完全修飾ホスト名、
ShortName は短いホスト名です。
p.22 の 「IPv4-IPv6 ベースのネットワークサポートについて」 を参照してください。

7

［Main_Menu］ > ［ネットワーク (Network)］ ビューで次のコマンドを使って、アプラ
イアンスのホスト名を設定します。
メモ: このアプライアンスで Active Directory (AD) 認証を構成することを計画してい
る場合は、ホスト名は 15 文字以下にする必要があります。そうしないと、AD 構成が
失敗する可能性があります。
Hostname Set Name

Name は、このアプライアンスの短いホスト名または完全修飾ドメイン名 (FQDN) で
す。
一部の例外を除き、ホスト名はアプライアンス構成全体に適用されます。短縮名は
次の場所に常に表示されます。
■

NetBackup Appliance Shell Menuプロンプト

■

重複排除プールカタログのバックアップポリシー

■

デフォルトのストレージユニットおよびディスクプール名

このアプライアンスが出荷時の設定にリセットされていて、以前のバックアップイメー
ジのいずれかをインポートする場合は、アプライアンスのホスト名が次のルールのい
ずれかを満たしている必要があります。
■

ホスト名は出荷時の設定へのリセット前に使われるものとまったく同じである必要
があります。

■

FQDN にホスト名を変更する場合は、出荷時の設定へのリセットの前に使われ
た短い名前を含んでいる必要があります。 たとえば、「myhost」が出荷時の設定
へのリセットの前に使われた場合は、新しい FQDN として
「myhost.domainname.com」を使います。

■

短いホスト名にホスト名を変更する場合は、出荷時の設定へのリセットの前に使
われた FQDN から得られる名前にする必要があります。 たとえば、
「myhost.domainname.com」が出荷時の設定へのリセットの前に使われた場合
は、新しい短いホスト名として「myhost」を使います。
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メモ: ホスト名は初期構成セッションの間のみ設定することができます。 初期構成が
正常に完了した後、アプライアンスで出荷時の設定にリセットすると初期構成を再入
力できます。詳しくは、『NetBackup Appliance 管理者ガイド』を参照してください。
このステップにより、NetBackup は新しいホスト名で動作するように再構成されます。
この処理は、完了するまでにしばらく時間がかかることがあります。
Hostname set コマンドが動作するためには、少なくとも 1 つの IPv4 アドレスが必

要です。たとえば、特定のホストのホスト名を v46 に設定するとします。そのために
は、まず、その特定のホストが少なくとも 1 つの IPv4 アドレスを持つことを確認した
後、次のコマンドを実行します。
Main_Menu > Network > Hostname set v46

8

前述のネットワーク構成設定に加え、［Main_Menu］ > ［ネットワーク (Network)］
ビューを使って、アプライアンスの初期設定時に結合を作成して VLAN をタグ付け
することもできます。
■

2 つ以上のネットワークインターフェース間に結合を作成するには、Network >
LinkAggregation Create コマンドを使います。

■

物理インターフェースまたは結合インターフェースにタグ付けするには、Network
> VLAN Tag コマンドを使います。

LinkAggregation と VLAN コマンドオプションについて詳しくは、『NetBackup ア

プライアンスコマンドリファレンスガイド』を参照してください。

9

［Main_Menu］ > ［ネットワーク (Network)］ ビューで次のコマンドを使って、このア
プライアンスのタイムゾーン、日付および時間を設定します。
■

次のコマンドを入力して、タイムゾーンを設定します。
TimeZone Set

表示されたリストから該当するタイムゾーンを選択します。
■

次のコマンドを入力して、日付と時刻を設定します。
Date Set MonthDayHHMMSSYear

Month は月の名前です。
Day は 0 から 31 までの日付です。
HHMMSS は 24 時間形式の時、分、秒です。 フィールドは、HH:MM:SS のよ
うにセミコロンで区切ります。
Year は、1970 から 2037 までの暦年です。
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10 ［Main_Menu］ > [設定 (Settings)] > [アラート (Alerts)] > [電子メール (Email)]
ビューで次のコマンドを使って、アプライアンスの失敗アラートの SMTP サーバー名
と電子メールアドレスを入力します。
SMTP サーバー名の入力

Email SMTP Add Server [Account]
[Password]
Server 変数は、電子メールを送信するために使われるター
ゲット SMTP サーバーのホスト名です。[Account] オプショ
ンでは、使われたアカウントの名前または SMTP サーバー
の認証を識別します。[Password] オプションは、SMTP
サーバーの認証のためのパスワードです。

電子メールアドレスの入力

Email Software Add Addresses
ここで、Addresses はユーザーの電子メールアドレスです。
複数の電子メールを定義するには、セミコロンで電子メール
を区切ります。
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11 アプライアンスの役割として、メディアサーバーを設定します。
メモ: メディアサーバーとしてこのアプライアンスを設定する前に、このアプライアンス
名を、一緒に使うマスターサーバーに追加してください。
［Main_Menu］ > [アプライアンス (Appliance)] ビューから、次のコマンドを実行しま
す。
Media MasterServer

MasterServer がスタンドアロンのマスターサーバー、マルチホームマスターサー
バー、またはクラスタ化されたマスターサーバーのいずれかである場合。 それぞれ
のシナリオについて以下で説明します。
スタンドアロンのマスターサー
バー

このシナリオは、マスターサーバーホスト名が 1 つの場合で
す。この名前は、アプライアンスがネットワーク上でマスター
サーバーを認識できていれば、完全修飾名である必要は
ありません。コマンドの表示例を次に示します。
Media MasterServerName

マルチホームマスターサーバー このシナリオでは、マスターサーバーに複数のホスト名が関
連付けられています。ホスト名の区切り文字としてカンマを
使ってください。コマンドの表示例を次に示します。
Media MasterNet1Name,MasterNet2Name
クラスタ化されたマスターサー
バー

このシナリオでは、マスターサーバーはクラスタにあります。
ベリタスは、クラスタ名、クラスタのアクティブノード、クラスタ
のパッシブノードの順でリストにすることをお勧めします。こ
のリストでは、カンマを使ってノード名を区切ります。コマン
ドの表示例を次に示します。
Media
MasterClusterName,ActiveNodeName,PassiveNodeName

マルチホームクラスタ化された
マスターサーバー

このシナリオでは、マスターサーバーはクラスタにあり、関連
付けられている複数のホスト名があります。ベリタスは、クラ
スタ名、クラスタのアクティブノード、クラスタのパッシブノー
ドの順でリストにすることをお勧めします。このリストでは、カ
ンマを使ってノード名を区切ります。コマンドの表示例を次
に示します。
Media MasterClusterName,ActiveNodeName,
PassiveNodeName,MasterNet1Name,MasterNet2Name
アプライアンスの役割を設定するときに、今後問題が起こら
ないようにするため、関連付けられているすべてのマスター
サーバー名を設定することをお勧めします。
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メモ: マスターサーバーのホスト名が FQDN の場合は、FQDN を使ってメディアサー
バーのマスターサーバーを指定することをお勧めします。

12 構成プロセスで、NetBackup のストレージオブジェクトが検出されたかどうか判断し
ます。既存のストレージオブジェクトおよびデータを保存するかどうかを決定します。
ストレージオブジェクトが検出されると、次のメッセージが表示されます。
NetBackup storage objects have been detected that belong to this
media server node. You have an option to clean up (delete and
recreate) or preserve any preexisting NetBackup storage objects
that are solely owned by this appliance node.
If
1.
if
2.
up

you choose 'yes' the following occurs:
The NetBackup catalog images owned by this node are expired,
applicable.
The storage servers, disk pools, and storage units are cleaned
on the master server.

Whether you chose 'yes' or 'no', the backup data on the disk is
preserved.
If you want to remove the backup data, run 'Support->Storage
Reset'
before you proceed.
>> Do you want to clean up existing storage objects? [yes,no]

「yes」を入力すると、次のようになります。
■

このメディアサーバー計算ノードが所有する NetBackup カタログイメージは期
限切れになります。

■

ストレージサーバー、ディスクプールおよびストレージユニットはマスターサーバー
でクリーンアップされます。

■

ディスクのバックアップデータが保存されます。

「no」を選択すると、次のようになります。
■

NetBackup カタログのイメージは保持されます。

■

ディスクのバックアップデータが保存されます。

82

第 5 章 ディザスタリカバリ
ディザスタリカバリのシナリオ

メモ: バックアップデータを削除する場合は、続行する前に NetBackup Appliance
Shell Menuから次のコマンドを実行してください。
Main_Menu > Support > Storage Reset

13 ストレージ構成プロパティを入力して、AdvancedDisk または重複排除 (MSDP) 、
あるいは両方のストレージプールを設定します。
再イメージ処理後にストレージプールのサイズを設定するときに、デフォルトのスト
レージサイズが表示されます。再イメージ処理の前にストレージプールのサイズを調
整した場合は、新しいストレージプールのサイズがデフォルト値として表示されます。
ただし、表示されるデフォルトのディスクプール名とストレージユニット名は、初期構
成プロセスのときと同じデフォルト名になります。再イメージ処理の前にディスクプー
ル名とストレージユニット名を変更した場合は、再構成プロセス中に再度、選択した
名前を入力する必要があります。
メモ: この手順を省略するには、サイズを入力するようプロンプトが表示されたら 0 を
入力します。またこれにより、そのパーティションの既存のデータが削除されます。
プロンプトが表示されたときに 0 を入力した場合に、ストレージにパーティションが存
在しない場合には、パーティションは作成されません。0 を入力し、パーティションが
すでに存在する場合は、パーティションおよび既存のデータが削除されます。
AdvancedDisk ストレージプールを構成するには、次の情報を提供します。
■

AdvancedDisk partition size in GB/TB [1GB..4.51TB]: (1 GB)
[1.6395 GB..51.8 TB]:

■

AdvancedDisk diskpool name: (dp_adv_5230)

■

AdvancedDisk storage unit name: (stu_adv_5230)

MSDP ストレージプールを構成するには、次の情報を提供します。
■

MSDP partition size in GB/TB [118GB..4.49TB]: (4.23 TB)

■

MSDP diskpool name: (dp_disk_5230)

■

MSDP storage unit name: (stu_disk_5230)

■

MSDP Catalog partition size in GB/TB [19GB..294GB]: (19 GB)
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メモ: 同じストレージプール構成を再作成できるよう、この再イメージ処理手順を開始
する前に記録した構成メモを参照する必要がある場合があります。

14 上記からストレージ構成への変更を行うかどうかを選択してください。
メモ: ストレージの予想構成時間は、システムの読み込みによって変動する可能性
があります。NetBackup サービスを再起動するには数分間かかることもあります。 シ
ステムの負荷が大きいほど、操作を完了するまでに時間がかかります。
Do you want to make changes to the storage configuration shown
above? [yes,no]: no

15 次のように、デフォルトのメンテナンスユーザーパスワードを変更します。
■

Main_Menu > Support > Maintenance コマンドを入力します。

■

パスワードプロンプトで、デフォルトのメンテナンスユーザーパスワード（P@ssw0rd）
を入力します。

■

メンテナンスシェルプロンプトで passwd コマンドを入力してパスワードを変更しま

す。
■

Exit と入力すると NetBackup Appliance Shell Menuに戻ります。

Support > Maintenance コマンドの使用について詳しくは、『NetBackup アプラ

イアンスコマンドリファレンスガイド』を参照してください。

16 NIC1 アプライアンスポートからラップトップを切断します。
メモ: ネットワークから再構成を行う場合、次の手順にスキップします。

メモ: ネットワークに 192.168.x.x という IP アドレス範囲が使われている場合は、次
のトピックで重要な情報を参照してください。
p.84 の 「NetBackup アプライアンスでの NIC1 (eth0) ポートの使用について」 を
参照してください。

NetBackup アプライアンスでの NIC1 (eth0) ポートの使用につ
いて
デフォルトでは、NIC1 (eth0) は出荷時に IP アドレス 192.168.229.233 に設定されま
す。 このプライベートネットワークのアドレスは、ノートパソコンからの直接接続によって初
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期構成を実行できるように予約されています。 NIC1 (eth0) は、通常、ネットワーク環境
に接続されません。
初期構成を完了すると、バックアップデータ転送を行わない管理ネットワークに NIC1
(eth0) を接続できます。 ただし、プライマリネットワークが同じ IP アドレス範囲を使用す
る場合は、デフォルト IP アドレスの変更が必要になることがあります。NetBackup アプラ
イアンスは、NIC1 (eth0) で管理者インターフェイスのデフォルト IP アドレスと同じ範囲に
おいてネットワーク構成を使用できません。
例えば、NIC2 (eth1) が 192.168.x.x IP アドレス範囲に設定されている場合、NIC1 (eth0)
のデフォルトの IP アドレスを別の IP アドレス範囲に変更する必要があります。
初期構成を完了した後に NIC1 (eth0) の IP アドレスを変更するには、次のいずれかを
実行します。
■

NetBackup Appliance Web Consoleで次の操作を実行します。
アプライアンスにログインしたら、［設定 (Settings)］>［ネットワーク (Network)］>［ネッ
トワーク設定 (Network Settings)］の順にクリックします。 ［ネットワーク構成 (Network
Configuration)］セクションで、NIC1 (eth0) の IPv4 アドレス設定を編集します。
詳しくは、『NetBackup Appliance 管理者ガイド』を参照してください。

■

NetBackup Appliance Shell Menuで次の操作を実行します。
アプライアンスにログインしたら、［ネットワーク (Network)］>［IPv4 (IPv4)］コマンド
を使用して NIC1 (eth0) の IP アドレスを変更します。
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。
メモ: アプライアンスで eth0 が構成されていない場合は、NetBackup Appliance
Web Consoleからのチェックポイント操作が機能しません。この問題は、ポートの IP
アドレスの構成を削除した場合にのみ発生します。この問題が発生した場合は、ポー
トを構成するか、NetBackup Appliance Shell Menuを使ってチェックポイントを作成
するか、またはチェックポイントにロールバックします。ベストプラクティスとして、NIC1
(eth0) を使わない場合にも、IP アドレスを使って構成しておいてください。

アプライアンスおよび接続されたストレージのディスクの完全な消失
アプライアンス全体の交換が必要な壊滅的事象がアプライアンスの存在する場所で発生
した場合、次の手順に従ってアプライアンスを交換します。 このシナリオはアプライアン
ス、オペレーティングシステムのドライブ、および接続されたストレージのディスクがリカバ
リできないことを前提にしています。
メモ: アプライアンスの交換に支援が必要な場合は、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。 ここで提供する手順は、ディザスタリカバリを実行するための一般
的なガイドとして説明しています。
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動作不能と診断されたアプライアンスおよび接続されたストレージ
ディスクユニットを交換するための手順

表 5-6
手順

処理

説明

手順 1

損傷したアプライアンスを取り外
し、新しいアプライアンスに交換
する。

ベリタスのテクニカルサポートから、新しいアプライ
アンスの設置を支援するサービススタッフを派遣す
ることもできます。

手順 2

損傷したストレージシステムを取 適切な構成を行えるようにするために、アプライア
り外し、新しいストレージシステム ンスのハードウェアを交換するときに、損傷のある
と交換する。
すべてのストレージシステムも同時に交換すること
が必要です。ベリタスのテクニカルサポートはスト
レージシステムの交換を支援します。

手順 3

新しいコンポーネントの電源を入 次に示す順序でコンポーネントの電源を入れてく
れる。
ださい。

手順 4

■

ストレージシステム

■

マスターサーバー

■

メディアサーバー

アプライアンスおよびストレージシ 新しい構成でアプライアンスを構成します。
ステムを構成する。
52xx アプライアンスの場合、52xx アプライアンス
と接続されたストレージシステムのセットアップにつ
いて詳しくは、『 NetBackup 52xx 初期構成ガイ
ド』の「初期構成」の章を参照してください。
5330 アプライアンスの場合、5330 アプライアンス
と接続されたストレージシステムのセットアップにつ
いて詳しくは、『 NetBackup 5330 初期構成ガイ
ド』の「初期構成」の章を参照してください。

手順 5

セカンダリバックアップサイトから セカンダリバックアップサイトがある場合、ベリタスの
データをリカバリする。
テクニカルサポートはセカンダリバックアップサイト
からのデータのリカバリ作業を支援します。

NetBackup のアプライアンスのソフトウェアの破損
発生したソフトウェア破損の種類を判断するために、次に示す手順をガイドとして参考に
してください。これらにより、特定の問題に対する詳細情報を得ることができます。
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ソフトウェアの破損の種類を判断するための手順

表 5-7
手順

処理

説明

手順 1

アプライアンスで起きたソフ さまざまな要因によりアプライアンスで発生する可能性
トウェアの破損を判断する。 のあるソフトウェアの破損の種類を次に示します。
■

■

■

データベースの破損: 行った変更が表示されない。
またはまったく何も表示されない。
カタログの破損: バックアップまたは復元を実行す
るための機能を使用できない。またはバックアップ
対象のイメージが表示されない。
オペレーティングシステムの破損: ログインできな
い。または NetBackup および NetBackup
Appliance の操作を行えない。

メモ: ここにリストしたソフトウェアの破損よりもさらに重
大な問題が発生した場合、今後のサポートのために、
特定のシナリオを ベリタスのテクニカルサポートにお知
らせください。
手順 2

特定のソフトウェア破損の データベース破損のディザスタリカバリについての詳
ケースに対するディザスタリ 細は、p.87 の 「NetBackup Appliance のデータベー
カバリを実行する。
スの破損」 を参照してください。 を参照してください。
カタログ破損のディザスタリカバリについての詳細
は、p.92 の 「NetBackup Appliance のカタログの破
損」 を参照してください。 を参照してください。
オペレーティングシステム破損のディザスタリカバリに
ついての詳細は、p.98 の 「NetBackup Appliance の
オペレーティングシステムの破損」 を参照してください。
を参照してください。

NetBackup Appliance のデータベースの破損
構成に変更を加えた場合や起動時にアプライアンスに何も表示されない場合、アプライ
アンス構成データベースの破損が発生している可能性があります。
アプライアンスで破損したデータベースをリカバリする場合のガイドとして、次の手順を参
考にしてください。
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アプライアンスで破損したデータベースをリカバリするための手順

表 5-8
手順

処理

説明

手順 1

直前に作成されたチェックポイント 構成データベースが破損していると判断した場
にアプライアンスをロールバックす 合、アプライアンスを既存のチェックポイントまで
る。
ロールバックできます。
p.88 の 「アプライアンスのシェルメニューからの
アプライアンスチェックポイントへのロールバック」
を参照してください。

手順 2

ロールバックが正常に行われたか ロールバックが次のコンポーネントを復帰したこと
を検証する。
検証します。
■

アプライアンスのオペレーティングシステム

■

アプライアンスのソフトウェア

■

NetBackup ソフトウェア

■

ネットワークの構成

■

前回適用したソフトウェア更新すべて

ロールバックに含まれていない項目:
■

■

マスターサーバーアプライアンスの
NetBackup カタログは含まれません。
バックアップデータは含まれません。

p.92 の 「アプライアンスのロールバックの検証に
ついて」 を参照してください。

アプライアンスのロールバックの手順
アプライアンスのロールバックを実行する場合のガイドとして、次の手順を参考にしてくだ
さい。

アプライアンスのシェルメニューからのアプライアンスチェックポイ
ントへのロールバック
次の手順は、アプライアンスのシェルメニューから、アプライアンスをチェックポイントにロー
ルバックする方法を示しています。
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アプライアンスのシェルメニューから既存のチェックポイントにロールバックするには

1

アプライアンスに管理者としてログオンし、アプライアンスのシェルメニューを開きま
す。

2

次のコマンドを入力します。
Main_Menu > Support > Checkpoint Rollback

以下の対話式のプロセスが始まります。シェルメニューから、このプロセス中に戻さ
れるコンポーネントが通知されます。既存のチェックポイントもすべて一覧表示され
ます。
Rolling back to an Appliance Checkpoint will restore the
system back to the checkpoint's point-in-time. This can help
undo any misconfiguration or system failures that might have
occured.
Rolling back to an Appliance Checkpoint will revert the following
components:
1) Appliance Operating System
2) Appliance Software
3) NetBackup Software
4) Networking Configuration
5) Any previously applied patches
6) Backup data is not reverted
The existing Appliance Checkpoints in the system are:
-----------------------------------------------------------(1) Checkpoint Name: User directed checkpoint
Date Created: Fri Oct 5 09:27:32 2016
Description: User checkpoint after configuring network
-----------------------------------------------------------Please enter the checkpoint to rollback to (Available
options: 1 only):

3

ロールバック操作に使うチェックポイントの数を入力します。
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4

ロールバックの完了後にすべてのアプライアンスを自動的に再起動する場合は、
Yes を入力します。
A reboot of the appliance is required to complete the
checkpoint rollback. Reboot automatically after rollback (yes/no)?
Automatically rebooting the appliance after the rollback will not
provide you with an opportunity to review the progress/final
status of the rollback. Are you sure you would like to
automatically
reboot the appliance (yes/no) yes
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5

Yes を 2 回入力して、ロールバック操作の完了後にアプライアンスが自動的に再起
動することを確認します。
---------------------------ROLLBACK OPTIONS AND SUMMARY
---------------------------Rollback to checkpoint name : [User directed checkpoint]
Auto reboot after rollback? : [YES]
The rollback reverts the entire system to the following versions:
+------------------------------------------------------+
|
Appliance
| Current Version | Reverted Version |
|-----------------+-----------------+------------------|
|app1.Veritas.com |NetBackup 8.0
|NetBackup 8.0
|
|
|Appliance 3.0
|Appliance 3.0
|
|-----------------+-----------------+------------------|
|app2.Veritas.com |NetBackup 8.0
|NetBackup 8.0
|
|
|Appliance 3.0
|Appliance 3.0
|
+------------------------------------------------------+

6

Yes を入力してチェックポイントへのロールバック操作を開始します。
ロールバック操作が開始されると次の状態になります。
Rollback
- [Info]
- [Info]
- [Info]
- [Info]

to checkpoint? (yes/no) yes
Stopping NetBackup Services...please wait.
PERFORMING REVERT TO USER CHECKPOINT
This takes approx. 15 to 20 mins. Please wait...
Rollback to Appliance Checkpoint (User directed
checkpoint) successful.

A reboot of the appliance is required to complete the
checkpoint rollback. Reboot now? (Type REBOOT to continue) REBOOT
Rebooting the appliance now...
- [Info] Rebooting app2.Veritas.com
Please reconnect to the appliance shell menu to continue
using this appliance.
The system is going down for reboot NOW!
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アプライアンスのロールバックの検証について
このページには、ロールバックされたアプライアンス構成コンポーネントの一覧が表示さ
れます。
メモ: ロールバックの処理中、すべてのアプライアンス機能は中断されます。
アプライアンスのチェックポイントにロールバックすると、次のコンポーネントが元に戻りま
す。
■

アプライアンスのオペレーティングシステム

■

アプライアンスのソフトウェア

■

NetBackup ソフトウェア

■

ネットワークの構成

■

前回適用したソフトウェア更新すべて

■

チェックポイントに含まれていない次の項目
■

マスターサーバーアプライアンスの NetBackup カタログは含まれません。

■

バックアップデータは含まれません。

処理のリストを確認した後、［検証 (Validate)］をクリックしてロールバック操作を続行しま
す。
［アプライアンスをロールバック (Rollback Appliance)］ポップアップウィンドウが表示され
ます。このポップアップは、ロールバック処理が開始された場合、その処理は取り消せな
いことを通知します。［はい (Yes)］をクリックすると、ロールバック処理が開始されます。
［いいえ (No)］をクリックすると、ロールバック処理が停止します。

NetBackup Appliance のカタログの破損
バックアップまたは復元を実行するための機能を使用できない場合、またはバックアップ
対象のイメージが表示されない場合は、アプライアンス構成カタログの破損が発生してい
る可能性があります。
アプライアンスで破損した構成カタログをリカバリする場合のガイドとして、次の手順を参
考にしてください。
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アプライアンスで破損したカタログからリカバリするための手順

表 5-9
手順

処理

説明

手順 1

ストレージに構成とバックアップデー 出荷時設定へのリセットにより、アプライアンス
タが保持されている間に、アプライ はクリーンで、未構成で、デフォルトの状態に
アンスで出荷時設定へのリセットを 戻ります。
実行する。
出荷時設定へのリセットの後でアプライアンス
の再構成を行わないで済むように、この処理
の間にストレージの構成とバックアップデータ
を保持することを選択できます。
出荷時設定へのリセットを実行する手順につ
いて詳しくは、p.94 の 「アプライアンスのシェ
ルメニューからの出荷時設定へのリセットの開
始」 を参照してください。 を参照してください。
出荷時設定にリセットする方法について詳し
くは、『 NetBackup Appliance 管理者ガイド』
の「アプライアンスの出荷時設定へのリセット」
を参照してください。

手順 2

出荷時設定へのリセットが正常に行 ロールバックが次のコンポーネントを復帰した
われたかを検証する。
こと検証します。

■

アプライアンスのオペレーティングシステ
ム
アプライアンスのソフトウェア

■

NetBackup ソフトウェア

■

マスターサーバーのテープメディアの構成

■

ネットワーク構成

■

ストレージの構成とバックアップデータ (オ
プションで保持可能)

■

メモ: 出荷時設定へのリセットを実行してもカ
タログの破損が修正されない場合、手順 3 に
進みます。
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手順

処理

説明

手順 3

カタログのリカバリオプションでアプ 出荷時設定へのリセットが成功しなかった場
ライアンスを再構成する。
合は、アプライアンスを元の構成で再構成す
ることができます。
ベリタスは、再構成の実行中に参照できるよう
に、初期構成情報をすべて記録しておくこと
をお勧めします。
アプライアンスの再イメージ処理と再構成のた
めの詳しい手順については、p.58 の 「アプラ
イアンスの再イメージングおよび再構成手順」
を参照してください。 を参照してください。
再構成処理について詳しくは、『 NetBackup
Appliance Decommissioning and
Reconfiguration Guide』の「NetBackup
Appliance の再構成」を参照してください。

出荷時設定へのリセットの手順
アプライアンスで出荷時設定へのリセットを実行する場合のガイドとして、次の手順を参
考にしてください。

アプライアンスのシェルメニューからの出荷時設定へのリセットの
開始
次の手順は、アプライアンスのシェルメニューから出荷時設定へのリセット操作を開始す
る方法を示しています。
メモ: 出荷時設定にリセットすると、パスワードが元のデフォルト値に戻ります。

メモ: 出荷時の設定へのリセット時にストレージのリセットを行う前に、接続されているテー
プライブラリの所有権を削除します。テープライブラリがアプライアンスに関連付けられた
ままの場合、出荷時の設定へのリセットに失敗する原因になります。

メモ: NetBackup 5330 アプライアンスでは、出荷時設定にリセット中のイメージをインポー
トするときや、マスターサーバーから別のマスターサーバーにデータを再イメージまたは
移行するときにかなりの時間がかかる場合があります。 5330 ハードウェアの基本ストレー
ジのレイアウトに時間がかかることが原因です。
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アプライアンスのシェルメニューから出荷時設定へのリセットを開始するには

1

管理者としてアプライアンスにログオンし、アプライアンスのシェルメニューを開きま
す。
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2

Main_Menu > Support > FactoryReset と入力します。このコマンドを使うと次

のメッセージが表示され、出荷時設定へのリセットを開始する前に以下の質問に答
えるよう要求されます。
Appliance factory reset will reset the entire system to the
factory installed image. The appliance will have the following components
reset to the factory restored settings/image:
1) Appliance Operating System
2) Appliance Software
3) NetBackup Software
4) Tape media configuration on the master server
5) Networking configuration (optionally retain)
6) Storage configuration and backup data (optionally retain)
7) Fibre Transport Deduplication target port configuration
- [Info] Running factory reset validation...please wait (approx 2 mins)
- [Info] Factory reset validation successful.
RESET NETWORK CONFIGURATION [Optional]
-- Resets the IP and routing configuration.
-- Resets the DNS configuration.
>> Do you want to reset the network configuration? [yes/no] (yes) no
RESET STORAGE CONFIGURATION and BACKUP DATA [Optional]
-- Removes all the images on the AdvancedDisk, MSDP, and Share partitions.
-- Resets the storage partitions.
-- Resets storage expansion units, if any.
- [Warning] Performing a factory reset interrupts all share activity and
removes and resets all share data.
Unmount all the shares on clients before continuing with this operation.
- [Info] Performing a factory reset removes the current Fibre Transport
Deduplication target port configuration.
>> Do you want to delete images and reset backup data? [yes/no] (yes) yes
>> Resetting the storage configuration will remove all backup data on the
storage partitions and any connected expansion units. This is not reversible.
Are you sure you want to reset storage configuration? [yes/no] (yes) yes
>> A reboot of the appliance is required to complete the factory reset.
Reboot automatically after reset? [yes/no] (no) yes
>> Automatically rebooting after the reset will not provide you with an opportunity
to review the progress/final status of the reset. Are you sure you would like to
automatically reboot? [yes/no] (no) yes
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3

これらの質問に答えると、［出荷時設定リセットの概略 (Factory Reset Summary)］
が表示されます。 この概略の例を次に示します。

FACTORY RESET SUMMARY
--------------------Reset Appliance OS, software configuration
:
Reset Appliance network configuration
:
Reset Appliance storage configuration (REMOVE DATA) :
Auto reboot after reset?
:

[YES]
[NO]
[YES]
[YES]

Appliance will make the following version changes:
+-----------------------------------------------------------------------------+
|
Appliance
| Current Version
| Reverted Version |
|-----------------------------------+--------------------+--------------------|
|appl1
|NetBackup 7.7.3
|NetBackup 7.7.3
|
|
|Appliance 2.7.3
|Appliance 2.7.3
|
+-----------------------------------------------------------------------------+

4

次の警告が表示されます。出荷時設定へのリセット操作を開始する場合は、Yes と
入力します。
WARNING: An appliance factory reset cannot be reversed!
Continue with factory reset?? (yes/no) yes

出荷時設定へのリセットが続行し、情報メッセージが表示されます。

5

リモート管理ポートを使ってネットワーク設定を再構成し、NetBackup Appliance
Web Consoleに再接続する必要があります。次の手順を実行します。
■

アプライアンスが再起動し、画面上部にキーボードプロンプトが表示されたら、
キーボードの F2 ファンクションキーを押します。

■

Server Management メニューに移動するには、キーボードの左矢印と右矢印
を使います。

■

［ベースボード LAN (Baseboard LAN)］構成セクションに移動するには、キー
ボードの上矢印と下矢印を使います。

■

［RMM4 LAN 構成 (RMM4 LAN Configuration)］セクションを選択します。

■

IP ソース [静的]、IP、サブネットマスク、ゲートウェイ IP アドレスなどのネットワー
ク構成情報を入力します。

■

NetBackup Appliance Web Consoleに接続できます。
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NetBackup Appliance のオペレーティングシステムの破損
ログインできない場合や NetBackup および NetBackup Appliance の操作を行えない
場合は、オペレーティングシステムの破損が起きている可能性があります。
アプライアンスで破損したオペレーティングシステムをリカバリする場合のガイドとして、次
の手順を参考にしてください。
アプライアンスで破損したオペレーティングシステムからリカバリする
ための手順

表 5-10
手順

処理

説明

手順 1

USB ドライブを使用して、アプライ USB ドライブからアプライアンスの再イメージ
アンスの再イメージ処理を実行しま を実行すると、アプライアンスをクリーンで構
す。
成されていない状態に戻ります。
p.59 の 「USB ドライブから NetBackup アプ
ライアンスを再イメージングする」 を参照して
ください。

手順 2

アプライアンスの初期設定を実行し 新しい構成でアプライアンスを構成します。
ます。
ベリタスは、構成の実行中に参照できるよう
に、初期構成情報をすべて記録しておくこと
をお勧めします。
52xx アプライアンスの場合、52xx アプライア
ンスと接続されたストレージシステムのセット
アップについて詳しくは、『 NetBackup 52xx
初期構成ガイド』の「初期構成」の章を参照し
てください。

手順 3

セカンダリバックアップサイトから
データをリカバリする。

セカンダリバックアップサイトがある場合、ベリ
タスのテクニカルサポートはセカンダリバック
アップサイトからのデータのリカバリ作業を支
援します。
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6
NetBackup Appliance のエ
ラーメッセージ
この章では以下の項目について説明しています。
■

NetBackup Appliance のエラーメッセージについて

■

初期構成時に表示されるエラーメッセージ

■

NetBackup Appliance Web Consoleに表示されるエラーメッセージ

■

NetBackup Appliance Shell Menuに表示されるエラーメッセージ

■

NetBackup Appliance に適用可能な NetBackup の状態コード

NetBackup Appliance のエラーメッセージについて
この章では、NetBackup Appliance Web Consoleや NetBackup Appliance Shell Menu
を使って、NetBackup Appliance にアクセスするときに表示されることがある最も重要な
エラーメッセージを示します。このセクションでは、各エラーメッセージに対する説明と推
奨処置を示します。 このセクションでは、NetBackup Appliance に適用可能な NetBackup
の状態コードも一覧表示します。 このセクションには、次の種類のエラーメッセージが含
まれています。
■

p.100 の 「初期構成時に表示されるエラーメッセージ」 を参照してください。

■

p.101 の 「NetBackup Appliance Web Consoleに表示されるエラーメッセージ」 を参
照してください。

■

p.120 の 「NetBackup Appliance Shell Menuに表示されるエラーメッセージ」 を参照
してください。

■

p.129 の 「NetBackup Appliance に適用可能な NetBackup の状態コード」 を参照
してください。
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また、アプライアンスでは、特定のエラーが検出されると電子メールアラートを送信できま
す。アプライアンスの電子メールアラートには、一意のメッセージ識別子 (UMI) コードを
持つエラーメッセージが含まれます。UMI コードは特定のエラー条件に関連付けられて
います。
各アラート電子メールには、関連する TechNote へのリンクが含まれています。リンクをク
リックすると、発生した特定のエラーのエラー詳細および推奨されるユーザー操作を確認
できます。
特定の UMI コードについて詳しくは、Veritas のサポート Web サイトに移動して、サポー
トが必要なコードを検索してください。

初期構成時に表示されるエラーメッセージ
表 6-1 に、NetBackup Appliance の初期構成中に表示されることがある、一般的なエ
ラーメッセージをいくつか示します。
初期構成のエラー

表 6-1
エラーメッセージ

説明

推奨処置

予期しないエラーにより DNS 設定また このエラーメッセージは DNS 情報の設 DataCollect コマンドを使用してデバ
はホスト名解決エントリの構成に失敗しま 定に問題があるとき表示されます。 この イスのログを収集し、サポートにお問い合
した。
エラーは、スクリプトが有効な入力値を戻 わせください。
さないか、予期しない状態が発生したた
めに発生することがあります。
予期しないエラーにより、ホスト構成の設 このメッセージは、アプライアンスの DNS DataCollect コマンドを使用してデバ
定のロードに失敗しました。
情報の取得に問題がある場合に表示さ イスのログを収集し、サポートにお問い合
れます。 このエラーは、スクリプトが有効 わせください。
な入力値を戻さないか、予期しない状態
が発生したために発生することがありま
す。
ホスト名「NAME」を設定できません。 ア このエラーは次の理由により発生する可 この問題を解決するには、次の操作を
プライアンスで発生した内部エラーです。 能性があります。
行ってみてください。
詳細な理由を参照するにはログを確認し
■ アプライアンスの IP アドレスは、ホス ■ ホスト名が構成される前にアプライア
てください。
ト名を設定するときに構成されませ
ンスの IP アドレスを構成します。
ん。
■ 短い名前「nb-appliance」と FQDN
■ 短縮名または完全修飾ドメイン名
「nbappliance.domain.com」以外の
（FQDN）のホスト名のいずれかとして
ホスト名を使います。
「nb-appliance」を使おうとする場合。 ■ 上記の処理で問題が解決しない場合
■ その他の内部エラー
は、DataCollect コマンドを使って
すべての Vxul ログを収集して、テク
ニカルサポートに問い合わせてくださ
い。
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エラーメッセージ

説明

マスターサーバーに接続できません。

このメッセージは次の理由により表示され 次の検査の実行によってこの問題を解決
ます。
できます。
■

■

推奨処置

メディアとして役割を選択し、マスター ■
サーバーのホスト名を入力する場合。
マスターサーバーが到達可能ではな ■
いか、マスターサーバーでの
NetBackup プロセスが停止している
場合。

ユーザー入力値が正しくありません - マ このメッセージは、メディアとして役割を
スターサーバー名をアプライアンスのホ 選択し、マスターサーバーのホスト名を
スト名と同じにすることはできません。
入力する場合に表示されます。

マスターサーバーが ping に応答す
るかどうかを調べてください。
すべての NetBackup プロセスが実
行中であることを確認してください。

正しいマスターサーバー名を入力してく
ださい。

p.129 の 「NetBackup Appliance に適用可能な NetBackup の状態コード」 を参照して
ください。
p.120 の 「NetBackup Appliance Shell Menuに表示されるエラーメッセージ」 を参照し
てください。
p.101 の 「NetBackup Appliance Web Consoleに表示されるエラーメッセージ」 を参照
してください。

NetBackup Appliance Web Consoleに表示されるエ
ラーメッセージ
このセクションでは、NetBackup Appliance Web Consoleを使用して NetBackup
Appliance を操作中に次のタブで表示される可能性のある共通のエラーメッセージをリ
ストします。
■

表 6-2 ではログイン画面および NetBackup Appliance Web Consoleダッシュボー
ドに表示されるエラーメッセージをリストします。

■

表 6-3 では［モニター (Monitor)］>［ハードウェア (Hardware)］タブに表示されるエ
ラーメッセージをリストします。

■

表 6-4 では［監視 (Monitor)］>［SDCS］タブに表示されるエラーメッセージをリストし
ます。

■

表 6-5 では［管理 (Manage)］>［ストレージ (Storage)］タブに表示されるエラーメッ
セージをリストします。

■

表 6-6 では［管理 (Manage)］>［ホスト (Host)］タブに表示されるエラーメッセージを
リストします。
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■

表 6-7 では［管理 (Manage)］>［アプライアンスのリストア (Appliance Restore)］タブ
に表示されるエラーメッセージをリストします。

■

表 6-8 では［管理 (Manage)］>［ライセンス (License)］タブに表示されるエラーメッ
セージをリストします。

■

表 6-9 では［管理 (Manage)］>［移行ユーティリティ (Migration Utility)］タブに表示
されるエラーメッセージをリストします。

■

表 6-10 では［管理 (Manage)］>［ソフトウェア更新 (Software Updates)］タブに表示
されるエラーメッセージをリストします。

■

表 6-11 では［管理 (Manage)］>［追加サーバーを追加 (Add Additional Server)］タ
ブに表示されるエラーメッセージをリストします。

■

表 6-12 では［設定 (Settings)］>［通知 (Notification)］タブに表示されるエラーメッ
セージをリストします。

■

表 6-13 では［設定 (Settings)］>［ネットワーク (Network)］タブに表示されるエラー
メッセージをリストします。

■

表 6-14 では［設定 (Settings)］>［日付と時刻 (Date and Time)］タブに表示されるエ
ラーメッセージをリストします。

■

表 6-15 では［設定 (Settings)］>［認証 (Authentication)］タブに表示されるエラーメッ
セージをリストします。

■

表 6-16 では［設定 (Settings)］>［パスワード (Password)］タブに表示されるエラー
メッセージをリストします。

■

表 6-17 では NetBackup Appliance Web Consoleのすべてのタブに共通のエラー
メッセージをリストします。

表 6-2 では、ログイン画面および NetBackup Appliance Web Consoleダッシュボード
に表示されるすべてのエラーメッセージをリストします。
ログイン画面および NetBackup Appliance Web Consoleダッシュ
ボード

表 6-2
エラーメッセージ

説明

推奨処置

現在のセッションが期限切れになりました。 現在のセッションは、アプライア アプライアンスに再度ログオンしてください。
ログインページにリダイレクトしています。 ンス NetBackup Appliance
Web Consoleが 10 分を超え
てアイドル状態だったため期限
切れになりました。
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エラーメッセージ

説明

推奨処置

ログインに失敗しました。詳しくは［?］をク このエラーは、
■
リックしてください。
■ そのアプライアンスで初期構
成が進行中に、NetBackup
■
アプライアンス Web コン
ソールの新しいインスタンス
にログオンしようとした場合
に表示されます。
■ 予想外のエラーが発生しま
した。

NetBackup アプライアンス Web コンソール
の複数のインスタンスを使って単一のアプラ
イアンスにログオンしないようにします。
Web コンソールのログを表示して、例外スタッ
クを表示し、プログラム上のすべてのステート
メントを追跡します。［ログの収集 (Collect
Logs)］ウィザードを使用して、ログを表示でき
ます。
p.36 の 「［ログファイルを収集 (Collect Log
files)］ウィザードについて」 を参照してくださ
い。

ユーザー認証に失敗しました。有効なユー このエラーは次の原因で表示さ ■
ザー名とパスワードを入力してください。 れる場合もあります。
それでも問題が解決しない場合は、シス
■
■ 提供されたユーザー名とパ
テム管理者に連絡してください。
スワードが正しくない場合。
■ 認証サーバーが応答しませ
ん。

正しいユーザー名とパスワードを入力したこと
を確認します。
エラーが再度発生したらシステム管理者に連
絡してください。

接続がタイムアウトになりました。

このエラーは、Web サーバーが 詳しくはシステム管理者に問い合わせてください。
応答せずログインページが表示
されない場合に表示されます。

接続できません

このエラーは、Web サーバーが 詳しくはシステム管理者に問い合わせてください。
終了している場合に表示されま
す。

Symantec Product Authentication
Service (AT) への接続中にエラーが発
生しました。AT サービスが実行されてい
ることを確認してください。

このエラーは認証サーバーが応 エラーが再度発生したらシステム管理者に連絡
答しない場合に表示されます。 してください。

予期しないエラーが発生したため、重複
排除率を取得できません。

このエラーは、現在の重複排除 重複排除ソリューションが構成されていることを確
率が重複排除タイルに表示でき 認してください。 問題が解決しない場合は、ベリ
ない場合に表示されます。
タスのサポートに問い合わせてください。

重複排除率を取得できません。10 分後
にもう一度確認してください。

このエラーは、重複排除率が予 10 分後にダッシュボードからの情報を更新してく
期しないエラーが原因で表示で ださい。 エラーが解決しない場合は、ベリタスの
きない場合に表示されます。
サポートに問い合わせてください。
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エラーメッセージ

説明

推奨処置

認識されないまたは無効なユーザーのた ユーザーが LDAP ディレクトリ この場合、アプライアンスを使用するよう設定され
めログインに失敗しました。(Login failure から削除され (かつ、アプライア ている LDAP ユーザーは、LDAP ディレクトリか
due to an unrecognized or invalid user) ンスログイン許可リストから削除 ら削除し、最初にアプライアンスから削除する必
されていない) ているが、ユー 要があります。 そうしないと、アプライアンスのユー
ザーが LDAP 認可ユーザーと ザーリストからそのユーザーを削除できません。
してリストに登録されている場
合、ユーザーはログインできま
せん。したがって、これらのユー
ザーはセキュリティ上の脅威と
はなりません。

表 6-3 では［モニター (Monitor)］>［ハードウェア (Hardware)］タブに表示されるすべて
のエラーメッセージをリストします。
［モニター (Monitor)］>［ハードウェア (Hardware)］

表 6-3
エラーメッセージ

説明

推奨処置

ハードウェアの健全性に関する情報を取 このメッセージは、アプライアン 少なくとも 10 分間待ってから、改めて健全性情
得できませんでした。
スがハードウェアの健全性に関 報を表示してください。問題が解決しない場合は、
する情報を取得できない時に表 Veritas のテクニカルサポートに問い合わせてく
示されます。
ださい。
ディスクドライブのライトを点灯できません。 このメッセージは、ディスクドライ ディスクドライブのビーコンに技術的な問題があ
ブのビーコンを点灯できない場 る可能性があります。 ベリタスのテクニカルエンジ
合に表示されます。
ニアにビーコンの修理を依頼してください。
無効なエントリです。1 から 300 までの整 このメッセージは、ビーコンの点 ビーコンの点灯時間として入力した値を確認し、
数を入力してください。
灯時間に無効な値を入力したと 有効範囲内にあることを確認してください。
きに表示されます。値は整数に
し、1 から 300 (分) までの範囲
内にしてください。
アダプタは検出されませんでした。

このメッセージは、アダプタ情報 このエラーを解決するには、ベリタスのテクニカル
を取得できない時に表示されま サポートに問い合わせてください。
す。

BBU は検出されませんでした。

このメッセージは、バッテリバッ このエラーを解決するには、ベリタスのテクニカル
クアップユニット (BBU) 情報を サポートに問い合わせてください。
取得できない時に表示されま
す。

CPU は検出されませんでした。

このメッセージは、CPU 情報を このエラーを解決するには、ベリタスのテクニカル
取得できない時に表示されま サポートに問い合わせてください。
す。
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エラーメッセージ

説明

推奨処置

ディスクは検出されませんでした。

このメッセージは、ディスク情報 このエラーを解決するには、ベリタスのテクニカル
を取得できない時に表示されま サポートに問い合わせてください。
す。

ファンは検出されませんでした。

このメッセージは、ファン情報を このエラーを解決するには、ベリタスのテクニカル
取得できない時に表示されま サポートに問い合わせてください。
す。

ファームウェアは検出されませんでした。 このメッセージは、ファームウェ このエラーを解決するには、ベリタスのテクニカル
ア情報を取得できない時に表示 サポートに問い合わせてください。
されます。
MSDP 情報は使用できません。

このメッセージは、MSDP がア
プライアンスで設定されていな
いか、アプライアンスがステータ
ス情報を取得できないときに表
示されます。

アプライアンスで MSDP が設定されているか確
認してください。 MSDP が設定されているのにこ
のエラーが発生する場合は、エラーを解決するた
め 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。

パーティション情報は使用できません。

このメッセージは、パーティショ このエラーを解決するには、ベリタスのテクニカル
ン情報を取得できない時に表示 サポートに問い合わせてください。
されます。

RAID グループは検出されませんでした。 このメッセージは、RAID グルー このエラーを解決するには、ベリタスのテクニカル
プ情報を取得できない時に表 サポートに問い合わせてください。
示されます。
温度情報は使用できません。

このメッセージは、温度情報を
取得できない時に表示されま
す。

このエラーを解決するには、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。

接続情報をフェッチできません

このメッセージは、5330 アプラ このエラーを解決するには、ベリタスのテクニカル
イアンスの接続情報を取り込め サポートに問い合わせてください。
ないときに表示されます。

コントローラは検出されませんでした

このメッセージは、5330 アプラ このエラーを解決するには、ベリタスのテクニカル
イアンスのコントローラ情報を取 サポートに問い合わせてください。
り込めないときに表示されます。

ボリュームは検出されませんでした

このメッセージは、5330 アプラ このエラーを解決するには、ベリタスのテクニカル
イアンスのボリューム情報を取り サポートに問い合わせてください。
込めないときに表示されます。

表 6-4 では［監視 (Monitor)］>［SDCS］タブに表示されるすべてのエラーメッセージをリ
ストします。
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［監視 (Monitor)］>［SDCS］

表 6-4
エラーメッセージまたはエラーの種
類

説明

証明書のダウンロードに失敗

SDCS サーバー用に提供され インターネット接続を確認し、証明書のダウンロー
た SSL 証明書が見つからず、 ドに使われたパスを検証して再試行してください。
ダウンロードできません。

有効なポートを入力してください

提供された SDCS サーバー
ポートの詳細が正しくありませ
ん。

表示する監査ログはありません。

SDCS ログを NetBackup
SDCS ログを表示するには、SDCS サーバーに
Appliance Web Consoleに表 ログオンしてログを確認します。
示することができません。 このエ
ラーは次の場合に表示されま
す。
■

■

表示する監査ログはありません。

推奨処置

SDCS サーバー用に入力したポート番号が正し
いことを確認してください。

SDCS サーバーに接続済
みであり、監査ログが SDCS
サーバーに現在プッシュ型
で転送されている場合。
ログがローカルで利用できな
い場合。

SDCS サーバーに接続してい 次のいずれかの方法でこのエラーを解決してくだ
ない場合はログを参照できませ さい。
ん。
■ 何回か GUI を更新し、NetBackup Appliance
Shell Menuを使用して検証してください。
■ Web サーバーを停止し、再起動してくださ
い。［監視 (Monitor)］>［SDCS］タブを再表示
してください。

表 6-5 では［管理 (Manage)］>［ストレージ (Storage)］タブに表示されるすべてのエラー
メッセージをリストします。
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［管理 (Manage)］>［ストレージ (Storage)］

表 6-5
エラーメッセージ

説明

推奨処置

ストレージ情報のフェッチに失敗しました。 このエラーは次の原因で表示さ ベリタスのサポートに問い合わせてください。
れる場合もあります。
警告: これは回復不可能なエラーです。 すべて
■ このメッセージは、アプライア の Vxul ログを、DataCollect コマンドを使用
ンスストレージコンポーネント して収集し、エラーをデバッグするために ベリタ
がパーティション、ディスク、 スのサポートチームと共有する必要があります。
配布物をフェッチできない場
合に表示されます。
■ このメッセージは、アプライア
ンスのコアと NetBackup
Appliance Web Console間
の接続が失われた場合にも
表示されます。
ソースディスクと宛先ディスクが同じです。 このメッセージは、パーティション 同じディスク名を選択することはできません。ソー
の移動操作を実行するときに表 スと異なるターゲットディスクを選択してください。
示できます。 ［元 (From)］および
［宛先 (To)］ドロップダウンリスト
で同じディスク名を選択している
場合に発生します。
最大長は 256 文字です。(The maximum このメッセージは、ストレージユ 256 文字未満の名前を入力してください。
length is 256 characters.)
ニットまたはディスクプールに付
けられた名前にエラーがある場
合に表示されます。
次の文字は許可されません: ストレージユ
ニットおよびディスクプール名内 (The
following characters are not allowed:
in the storage unit and disk pool name)

このメッセージは、ストレージユ 次の特殊文字を、ストレージユニットまたはディス
ニットまたはディスクプールに付 クプール名から削除してください。
けた名前が次の文字を含んでい
`~!@#$%^&*()=|¥¥¥"¥':;<,>,?/
る場合に表示されます。
`~!@#$%^&*()=|¥¥¥"¥':;<,>,?/

表 6-6 は ［管理 (Manage)］ > ［ホスト (Host)］ タブに表示されるすべてのエラーメッセー
ジをリストします。
［管理 (Manage)］>［ホスト (Host)］

表 6-6
エラーメッセージ

説明

推奨処置

重複排除のパラメータをリセット中にエ
ラーが発生しました。(Error resetting
deduplication parameters.)

アプライアンスは現在の重複排除 DataCollect コマンドを使用してログを収集
パラメータをデフォルト設定にリ し、ベリタスのテクニカルサポートに問い合わせ
セットできません。
てください。
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エラーメッセージ

説明

推奨処置

重複排除のパラメータを取得中にエラー アプライアンスの現在の重複排除 DataCollect コマンドを使用してログを収集
が発生しました。
のパラメータは表示することがで し、ベリタスのテクニカルサポートに問い合わせ
きません。
てください。
重複排除のパラメータを更新中にエラー アプライアンスの現在の重複排除 DataCollect コマンドを使用してログを収集
が発生しました。
のパラメータを新しいパラメータに し、ベリタスのテクニカルサポートに問い合わせ
更新することができません。
てください。
データバッファのパラメータのリセット中
にエラーが発生しました。

アプライアンスは現在のデータ
DataCollect コマンドを使用してログを収集
バッファパラメータをデフォルト設 し、ベリタスのテクニカルサポートに問い合わせ
定にリセットできません。
てください。

データバッファのパラメータの更新中に
エラーが発生しました。

アプライアンスの現在のデータ
バッファパラメータを新しいパラ
メータに更新することができませ
ん。

データバッファのパラメータを取得中に
エラーが発生しました。

アプライアンスの現在のデータ
DataCollect コマンドを使用してログを収集
バッファパラメータは表示すること し、ベリタスのテクニカルサポートに問い合わせ
ができません。
てください。

ストレージライフサイクルパラメータの取
得中にエラーが発生しました。

アプライアンスの現在のストレー DataCollect コマンドを使用してログを収集
ジライフサイクルのパラメータは表 し、ベリタスのテクニカルサポートに問い合わせ
示することができません。
てください。

ストレージライフサイクルパラメータの更
新中にエラーが発生しました。

アプライアンスの現在のストレー DataCollect コマンドを使用してログを収集
ジライフサイクルのパラメータを新 し、ベリタスのテクニカルサポートに問い合わせ
しいパラメータに更新することが てください。
できません。

BMR のステータスを取得中にエラーが
発生しました。

アプライアンスの現在の BMR の DataCollect コマンドを使用してログを収集
ステータスは表示することができ し、ベリタスのテクニカルサポートに問い合わせ
ません。
てください。

DataCollect コマンドを使用してログを収集
し、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。

BMR 設定を更新中にエラーが発生しま アプライアンスの BMR 設定を有 DataCollect コマンドを使用してログを収集
した。
効にすることができません。
し、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。
アプライアンスで BMR のステータスを更
新中にエラーが発生しました。
BMR オプションが選択されていません
でした。

アプライアンスの BMR 設定を有 ［この Appliance に対し BMR を有効化 (Enable
効にすることができません。
BMR on this Appliance)］オプションを選択しま
す。

表 6-7 では［管理 (Manage)］>［アプライアンスのリストア (Appliance Restore)］タブに
表示されるすべてのエラーメッセージをリストします。
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管理 (Manage) > アプライアンスのリストア (Appliance Restore)

表 6-7
エラーメッセージ

説明

推奨処置

アプライアンスの一部またはすべてをリ
セットできませんでした。

システムリソースがビジー状態である可
能性があります。

アプライアンスを再起動し、出荷時設定
へのリセットを再試行してください。

ストレージをリセットできませんでした。詳 マウントポイントがビジー状態である可能 ログを確認し、ベリタスのテクニカルサ
しくはログを確認してください。
性があります。
ポートに問い合わせてください。
出荷時にはチェックポイントが存在しない このエラーは、アップグレードした後でア アップグレード後のチェックポイントにア
ため、出荷時設定へのリセットはサポート プライアンスをリセットしようとすると生じま プライアンスをロールバックしてください。
されません。このアプライアンスのリセット す。
方法について詳しくは、『Veritas
NetBackup Appliance 管理者ガイド』を
参照してください。NetBackup Appliance
Web Consoleの右上にある［?］をクリック
します。
アプライアンスのチェックポイントの作成 このエラーは、チェックポイントを保存す エラーメッセージ上にリストされる追加情
に失敗しました。［完了 (Finish)］をクリッ るのに十分なディスク容量がないために 報を確認してください。 操作を再試行し
クして、［アプライアンスのリストア
生じることがあります。
てください。こういった障害ではクリーン
(Appliance Restore)］ページに戻りま
アップを行い、ディスク容量を解放するこ
す。
とができます。
チェックポイントの検証が失敗しました。 安全なネットワーク通信に問題がありま
ロールバック操作が開始できません。
す。
NetBackup Appliance Web Consoleの
右上にある［?］をクリックします。
アプライアンスの構成のロールバックが
成功しませんでした。NetBackup
Appliance Web Consoleの右上にある
［?］をクリックします。

エラーメッセージ上にリストされる追加情
報を確認してください。エラーを訂正し、
操作を再試行してください。

アプライアンス設定 (NetBackup
ベリタスのテクニカルサポートに問い合わ
Appliance Directory) のロールバックが せてください。
失敗しました。

表 6-8 では［管理 (Manage)］>［ライセンス (License)］タブに表示されるすべてのエラー
メッセージをリストします。
［管理 (Manage)］>［ライセンス (License)］

表 6-8
エラーメッセージ

説明

選択したライセンスはメディアサーバー
{0} から削除できませんでした。

このエラーは、内部システムエ
DataCollect コマンドを使用してログを収集
ラーが原因で発生することがあり し、ベリタスのテクニカルサポートに問い合わせ
ます。
てください。

選択したライセンスはマスターサーバー
{0} から削除できませんでした。

推奨処置
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エラーメッセージ

説明

推奨処置

ライセンスを追加中にエラーが発生しま このエラーは次の原因で表示さ
した。
れる場合があります。
■

■

この問題を解決するには、次の操作を行ってみ
てください。

ライセンスキーが無効の場
■
合。
内部システムエラーが原因の
場合。
■

ライセンスが有効であるかどうか確認するか、
ベリタスのテクニカルサポートに問い合わせ
ます。
DataCollect コマンドを使用してログを収
集し、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。

ライセンスを削除中にエラーが発生しま このエラーは、内部システムエ
DataCollect コマンドを使用してすべてのロ
した。
ラーが原因で発生することがあり グを収集し、ベリタスのテクニカルサポートに問
ます。
い合わせてください。
ライセンスリストを取得中にエラーが発生 このエラーは、内部システムエ
DataCollect コマンドを使用してログを収集
しました。
ラーが原因で発生することがあり し、ベリタスのテクニカルサポートに問い合わせ
ます。
てください。
ライセンスキーのロード中にエラーが発
生しました。

このエラーは、内部システムエ
DataCollect コマンドを使用してログを収集
ラーが原因で発生することがあり し、ベリタスのテクニカルサポートに問い合わせ
ます。
てください。

ライセンスキー: {0} のメディアサーバー このエラーは次の原因で表示さ
{1} へのインストールは失敗しました。
れる場合があります。
■

■

ライセンスキーが無効の場
合。
内部システムエラーが原因の
場合。

DataCollect コマンドを使用してログを収集
し、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。

表 6-9 では［管理 (Manage)］>［移行ユーティリティ (Migration Utility)］タブに表示され
るすべてのエラーメッセージをリストします。
［管理 (Manage)］>［移行ユーティリティ (Migration Utility)］

表 6-9
エラーメッセージ

説明

推奨処置

選択した基準を送信できませんでした。 このメッセージは、NetBackup 内部に問 断続的な通信エラーが原因である場合
題または通信エラーがある場合に表示さ もあるため、再試行してみてください。問
れます。
題が解決しない場合、詳細を取得するた
め GUI のログを DataCollect コマン
ドを使用して収集し、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。
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エラーメッセージ

説明

推奨処置

ジョブをキャンセルできませんでした。

このメッセージは、NetBackup 内部に問 断続的な通信エラーが原因である場合
題または通信エラーがある場合に表示さ もあるため、再試行してみてください。問
れます。
題が解決しない場合、詳細を取得するた
め GUI のログを DataCollect コマン
ドを使用して収集し、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。

ジョブの詳細を取得できませんでした。

このメッセージは、NetBackup 内部に問 断続的な通信エラーが原因である場合
題または通信エラーがある場合に表示さ もあるため、再試行してみてください。問
れます。
題が解決しない場合、詳細を取得するた
め GUI のログを DataCollect コマン
ドを使用して収集し、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。

選択したポリシーを送信できませんでし
た。

このメッセージは、NetBackup 内部に問 断続的な通信エラーが原因である場合
題または通信エラーがある場合に表示さ もあるため、再試行してみてください。問
れます。
題が解決しない場合、詳細を取得するた
め GUI のログを DataCollect コマン
ドを使用して収集し、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。

表 6-10 では［管理 (Manage)］>［ソフトウェア更新 (Software Updates)］タブに表示さ
れるすべてのエラーメッセージをリストします。
管理 (Manage) > ソフトウェア更新 (Software Updates)

表 6-10
エラーメッセージ

説明

推奨処置

オンライン更新のロードが失敗しました。 このエラーは、アプライアンスがオンライ ベリタスのソフトウェアの更新センターへ
ン更新の取得に失敗したときに表示され のネットワーク接続を確認するか、内部エ
ます。
ラーがないかスクリプトを確認してくださ
い。
利用可能な更新のロードが失敗しました。 このエラーは、利用可能な更新を取得せ 内部エラーがないかスクリプトを確認して
ず、ダウンロード済みのソフトウェアの更 ください。
新の状態を取得できなかったときに表示
されます。
オンライン更新リストを取得中にエラーが このエラーは、オンライン更新の取得エ
発生しました。
ラーがあるときに表示されます。

ベリタスのソフトウェアの更新センターへ
のネットワーク接続を確認するか、内部エ
ラーがないかスクリプトを確認してくださ
い。

ソフトウェアの更新リストを取得中にエラー このエラーは、ソフトウェアの更新リストが 内部エラーがないかスクリプトを確認して
が発生しました。
取得できない場合に表示されます。
ください。
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表 6-11 では［管理 (Manage)］>［追加サーバー (Additional Servers)］タブに表示され
るすべてのエラーメッセージをリストします。
［管理 (Manage) ］>［追加サーバー (Additional Servers)］

表 6-11
エラーメッセージ

説明

推奨処置

追加サーバーを追加できません。

このエラーは、内部システムエ
DataCollect コマンドを使用してログを収集
ラーが原因で発生することがあり し、ベリタスのテクニカルサポートに問い合わせ
ます。
てください。

追加サーバーを削除できません。

このエラーは、内部システムエ
DataCollect コマンドを使用してログを収集
ラーが原因で発生することがあり し、ベリタスのテクニカルサポートに問い合わせ
ます。
てください。

区切り文字としてカンマ (,) を使用し、有 このエラーは、サーバー名が、カ サーバーのリストを確認し、サーバー名がカンマ
効なサーバー名のエンティティを入力し ンマなしで追加されるか、サー
を使用して区切られており、リストがカンマで終
てください。
バーのリストがカンマで終了して 了していないことを確認してください。
いる場合に表示されます。

表 6-12 では［設定 (Settings)］>［通知 (Notification)］タブに表示されるすべてのエラー
メッセージをリストします。
［設定 (Settings)］ > ［通知 (Notification)］

表 6-12
エラーメッセージ

説明

推奨処置

このシステムがベリタスに対してプロビジョ このエラーは、アプライアンスが
ニングされているか確認してください。
AutoSupport にプロビジョニングされず、
［設定 (Settings)］>［通知
(Notifications)］ページで変更を保存使
用とすると発生する場合があります。

アプライアンスを AutoSupport サーバー
(または登録サーバー) にプロビジョニン
グしてください。 問題が解決しない場合
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。

コールホームのテストが失敗しました。 こ このエラーメッセージは、アプライアンス
のシステムが正しくベリタスにプロビジョ がプロビジョニングされないときに［設定
ニングされていることを確かめてください。 (Settings)］>［通知 (Notifications)］ペー
ジの［コールホームの構成の設定 (Call
Home Configuration Settings)］ペイン
の［コールホームのテスト (Test Call
Home)］をクリックすると表示されます。

AutoSupport サーバーにアプライアンス
をプロビジョニングしてください。 問題が
解決しない場合は、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。

コールホームを有効にできませんでした。 このエラーは、コールホームを有効にで このエラーを解決するには、ベリタスのテ
きないときに［設定 (Settings)］>［通知
クニカルサポートに問い合わせてくださ
(Notifications)］ページの変更を保存し い。
ようとすると発生することがあります。
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エラーメッセージ

説明

推奨処置

コールホームを無効にできませんでした このエラーは、コールホームを無効にで このエラーを解決するには、ベリタスのテ
きないときに［設定 (Settings)］>［通知
クニカルサポートに問い合わせてくださ
(Notifications)］ページの変更を保存し い。
ようとすると発生することがあります。
コールホームサーバーに到達できませ
ん。

アプライアンスがコールホームサーバー このエラーを解決するには、ベリタスのテ
に到達できないときに、このエラーが発 クニカルサポートに問い合わせてくださ
生する場合があります。
い。

プロキシ認証が失敗しました。1 つ以上
のプロキシエントリを解決できなかったか
検証できませんでした。 プロキシエントリ
を見直し、必要な修正をしてください。

このエラーメッセージは、プロキシサー プロキシサーバーの正しく、有効な認証
バーを有効にしながら無効な認証詳細 詳細 (プロキシサーバーの証明書など)
を入力し、［設定 (Settings)］>［通知
を入力しているか確認してください。
(Notifications)］タブで変更を保存しよう
とすると表示されます。

SNMP または SMTP サーバーでハード
ウェア管理者の電子メールが設定されて
いる場合は、通知間隔は空白または 0
にできません。 15 の倍数で通知間隔を
入力します。

［アラートの構成 (Alert configuration)］
タブの［通知の間隔 (Notification
Interval)］フィールドが空白になっている
か、SNMP 詳細を有効にした後で 0 (ゼ
ロ) を入力するか、SMTP 詳細を入力し、
［設定 (Settings)］>［通知
(Notifications)］タブで変更を保存しよう
とするとこのメッセージが表示されます。

プロキシサーバーとプロキシポートの
フィールドは必須です。

このメッセージは、［プロキシサーバーを プロキシサーバーの設定に必要な正し
有効化 (Enable proxy server)］チェック い値を入力したことを確認してください。
ボックスを選択しているのに必須のプロ
キシサーバーの詳細が空白のときに表
示されます。

［アラートの構成 (Alert configuration)］
タブの［通知の間隔 (Notification
Interval)］フィールドに値を入力したか、
またこの値が 15 の倍数かつゼロでない
値になっていることを確認してください。

プロキシポートの値は 1～65535 の範囲 このメッセージは、無効な値がプロキシ プロキシサーバーのポート番号に正しく
の整数である必要があります。
サーバーのポート番号に入力されている 有効な値を入力していることを確認してく
ときに表示されます。
ださい。
プロキシサーバーに対して無効な値が入 このメッセージは、プロキシサーバーの設 プロキシサーバーの設定時に入力した
力されています。
定中に無効な IPv4 または IPv6 アドレ 値が正しく、有効であることを確認してく
スのような、無効な値を入力すると表示さ ださい。
れます。
プロキシサーバーのユーザー名を入力
してください 。(Please enter the user
name for proxy server)

このメッセージは、プロキシサーバーのパ プロキシサーバーの有効なユーザー名
スワードが入力してあり、プロキシサー
およびパスワードを入力してください。
バーのユーザー名が入力されていない
ときに表示されます。
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エラーメッセージ

説明

推奨処置

テスト用電子メールを送信できませんで
した。このアプライアンスに対して、SMTP
サーバーと電子メールの設定が正しいか
確認してください。続行しますか。

テスト電子メールが［SMTP サーバーの SMTP サーバーの構成の設定を確認し、
構成の設定 (SMTP Server
テスト電子メールを送信してみてくださ
Configuration)］を使用して送信できない い。
場合や、SMTP サーバーが一時的に到
達不能の場合で、SMTP サーバーの設
定詳細が正し区入力されていない場合
にこのエラーが表示されます。

表 6-13 では［設定 (Settings)］>［ネットワーク (Network)］タブに表示されるすべてのエ
ラーメッセージをリストします。
［設定 (Settings)］>［ネットワーク (Network)］

表 6-13
エラーメッセージ

説明

推奨処置

VLAN の作成に失敗しました。<vlan_id> このメッセージは、すでに存在す VLAN ID は一意の識別子です。したがって、別
はすでに存在します。
る vlan_id を VLAN にタグ付けし の vlan_id をVLAN にタグ付けするよう指定し
ようとした場合に表示されます。 てください。
VLAN <vlan_id> にタグ付けできません。
指定された IP アドレス <ip> はすでに構
成されています。使用中でない IP アドレ
スを指定してください。

このメッセージは、別のインター
他のインターフェースで使われていない IP アド
フェースにすでに構成されている レスを指定してください。
IP アドレスを VLAN にタグ付けし
ようとした場合に表示されます。

サブネットマスク <subnet_mask> が無 このメッセージは、無効なサブネッ 有効なサブネットマスクを入力してください。
効です。
トマスクを入力した場合に表示さ
れます。
IP アドレスが無効です。IP アドレス <ip>
は使用中です。検証するには
Main->Network->Show Status を使い
ます。

このメッセージは、別のインター
他のインターフェースで使われていない IP アド
フェースに構成されている IP アド レスを指定してください。
レスを使って結合を形成しようとし
た場合に表示されます。

ルーティング情報の更新に失敗しました。 このメッセージは、別のドメイン内 ドメインに対応するゲートウェイの情報を入力し
指定されたルーティング情報では、ネッ のゲートウェイの情報を入力した てください。
トワークゲートウェイに到達できません。 場合に表示されます。
ネットワークインターフェース設定を使っ
て到達できるサブネットマスクの範囲に
含まれていないため、ゲートウェイに到達
できない可能性があります。
WAN の最適化設定を取得中にエラー
が発生しました。

このメッセージは、内部システムエ DataCollect コマンドを使用してログを収集
ラーが原因で表示されます。
し、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。
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エラーメッセージ

説明

推奨処置

ファイバートランスポートの設定の取得中 アプライアンスの現在のファイバー DataCollect コマンドを使用してログを収集
にエラーが発生しました。
トランスポートの設定は表示するこ し、ベリタスのテクニカルサポートに問い合わせ
とができません。
てください。
FT フラグの構成を有効/無効にする際に ファイバートランスポートの設定を、 DataCollect コマンドを使用してログを収集
エラーが発生しました。
アプライアンスで有効にすることが し、ベリタスのテクニカルサポートに問い合わせ
できません。
てください。
SAN クライアントのフラグ構成を更新中 SAN クライアントのファイバートラ DataCollect コマンドを使用してログを収集
にエラーが発生しました。
ンスポートをアプライアンスで有効 し、ベリタスのテクニカルサポートに問い合わせ
にすることができません。
てください。
ロードできませんでした。

アプライアンスの現在のファイバー DataCollect コマンドを使用してログを収集
トランスポートの設定は表示するこ し、ベリタスのテクニカルサポートに問い合わせ
とができません。
てください。

このアプライアンスに、検出可能な FC この情報は次のシナリオで表示さ ■
HBA カードが含まれていません。ヘルプ れます。
(?)アイコンをクリックして、ご使用のアプ
■ アプライアンスがそのハード
ライアンスの構成に HBA カードが含ま
ウェア構成に HBA カードを含
れているかを確認してください。
んでいません。たとえば、構成 ■
A の NetBackup 5220 アプラ
イアンスです。
■ アプライアンスが 1 つ以上の
HBA カードを搭載している
が、すべての HBA カードでエ
ラーが発生しています。

『NetBackup Appliance 製品説明ガイド』を
参照して、ご使用のアプライアンスの構成に
1 つ以上の HBA カードが含まれているか確
認します。
アプライアンスの構成に 1 つ以上の HBA
カードが含まれている場合は、
DataCollect コマンドを使用してログを収
集し、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。

アプライアンスは、FC での最適化複製と この情報は次のシナリオで表示さ ■
レプリケーション用のターゲットホストとし れます。
て使える HBA カードを搭載していませ
■ アプライアンスが 1 つ以上の
ん。ヘルプ(?)アイコンをクリックして、ご
■
HBA カードを搭載している
使用のアプライアンスの HBA 構成がこ
が、この機能をサポートしてい
の機能をサポートしていることを確認して
ません。たとえば、構成 C の
ください。
NetBackup 5330 アプライア
ンスです。

製品説明ガイドを参照して、アプライアンス
の構成がこの機能をサポートしているか確認
してください。
アプライアンスの構成に、この機能をサポー
トする 1 つ以上の HBA カードが含まれてい
る場合は、DataCollect コマンドを使用し
てログを収集し、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。

■

最適化複製とレプリケーション
用のターゲットホストとして使用
きるすべての HBA カードでエ
ラーが発生しています。で
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エラーメッセージ

説明

推奨処置

現在の HBA カードの構成が、FC での
最適化複製とレプリケーション用のター
ゲットホストとしてこのアプライアンスを使
用することをサポートしていません。ヘル
プ(?)アイコンをクリックして、サポートされ
ている HBA 構成を確認してください。

現在の HBA カード構成が最適化 DataCollect コマンドを使用してログを収集
複製またはレプリケーション用の し、ベリタスのテクニカルサポートに問い合わせ
ターゲットホストとして使用できま てください。
せん。構成が、この機能で必要と
なる標準の HBA 構成ではありま
せん。HBA カードの構成が、次の
理由により非標準になる可能性が
あります。
■

HBA カードの追加

■

HBA カードの取り外し

■

HBA カードのエラー

表 6-14 では［設定 (Settings)］>［日付と時刻 (Date and Time)］タブに表示されるすべ
てのエラーメッセージをリストします。
［設定 (Settings)］>［日付と時刻 (Date and Time)］

表 6-14
エラーメッセージ

説明

推奨処置

日付と時刻の設定を保存できません。

このエラーは次の原因で表示される場合 NTP サーバーと Web サーバーが接続
があります。
済みであることを確認してください。問題
が解決しない場合は、DataCollect コ
■ 内部システムエラーが発生しました。
マンドを使用してログを収集し、ベリタス
■ NTP サーバーへの接続を確立でき
のテクニカルサポートに問い合わせてく
ません。
ださい。
■ Web サーバーへの接続は確立され
ません。

NTP サーバーの設定を保存できません。 このエラーは、NTP サーバーの IP の詳 NTP サーバーの IP アドレスが有効であ
指定した NTP サーバーが存在するか確 細が正しくないか、NTP サーバーが実 ることを確認してください。 また、NTP
認してください。
在しない場合に表示されます。
サーバーがアプライアンスに接続済みで
あることを確認してください。

表 6-15 では［設定 (Settings)］>［認証 (Authentication)］タブに表示されるすべてのエ
ラーメッセージをリストします。
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［設定 (Settings)］>［認証 (Authentication)］

表 6-15
エラーメッセージ

説明

推奨処置

現在の LDAP 構成を無効化できません 構成済みの LDAP サーバーは無 DataCollect コマンドを使用してログを収集
でした。
効にすることができません。 このエ し、ベリタスのテクニカルサポートに問い合わせ
ラーは、LDAP サーバーが応答可 てください。
現在の LDAP 構成を有効化できません
能でない場合に発生することがあ
でした。
ります。
Web サーバーへの接続は確立さ
れません。
現在の LDAP 構成を構成解除できませ 設定された LDAP サーバーは構 エラーを解決する次の操作のいずれかを使用
んでした。
成解除することができません。
してください。
■

■

■

LDAP の構成中にエラーが発生しまし
た。

このエラーは次の原因で表示され LDAP サーバーの構成詳細が正しいか確認し
る場合もあります。
てください。
■

■

サーバー名を設定中にエラーが発生し
ました。

LDAP サーバーが応答可能であることを確
認してください。
LDAP サーバーを構成解除するための正
当な認可を得ていることを確認してください。
NetBackup Appliance Shell Menuを使用
して LDAP サーバーへの接続を確認してく
ださい。

提供された LDAP サーバーの
詳細が正しくありません。
LDAP サーバーが応答しませ
ん。

提供された LDAP サーバー名を LDAP サーバーの入力されたサーバー名が正
設定できません。
しいことを確認してください。

パスワードを設定中にエラーが発生しま LDAP サーバーにアクセスするた LDAP サーバーを構成するための有効なパス
した。
めに入力したパスワードが正しくあ ワードを入力します。
りません。
共通ユーザー名を設定中にエラーが発 LDAP サーバーにアクセスするた LDAP サーバーを構成するための有効なユー
生しました。
めに入力した既存の LDAP ユー ザー名を入力します。
ザーのユーザー名が正しくありま
せん。
共通グループ名を設定中にエラーが発 LDAP サーバーにアクセスするた LDAP サーバーを構成するための有効なグルー
生しました。
めに入力した既存の LDAP グ
プ名を入力します。
ループのグループ名が正しくあり
ません。

117

第 6 章 NetBackup Appliance のエラーメッセージ
NetBackup Appliance Web Consoleに表示されるエラーメッセージ

エラーメッセージ

説明

推奨処置

SSL を設定中にエラーが発生しました。 このエラーは次の原因で表示され エラーを解決する次の操作のいずれかを使用
る場合もあります。
してください。
■

■

■

SSL 証明書が破損していま
■
す。
SSL 証明書へのパスが正しく ■
ありません。
SSL 証明書が古い証明書で ■
す。

SSL 証明書が破損していないことを確認し
てください。
SSL 証明書へのパスが正しいか確認してく
ださい。
SSL 証明書が最新であることを確認してく
ださい。

LDAP 構成の設定のエクスポートでエ
このエラーは次の原因で表示され ページを更新し、それでも問題が解決しない場
ラーが発生しました。(Error in exporting る場合もあります。
合は、ベリタスのテクニカルサポートに問い合わ
the LDAP configuration settings.)
せてください。
■ 生成された XML ファイルの保
存先のパスが正しくありませ
ん。
■ XML ファイルを生成できませ
んでした。
ユーザーを保存中にエラーが発生しまし アプライアンスは新たに追加され タスクを実行する適切な権限があることを確認
た。
たユーザーを保存することができ してください。 ページを更新し、再試行してくだ
ません。
さい。問題が解決しない場合は、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。
グループを保存中にエラーが発生しまし アプライアンスは新たに追加され タスクを実行する適切な権限があることを確認
た。
たユーザーグループを保存するこ してください。ページを更新し、再試行してくだ
とができません。
さい。問題が解決しない場合は、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。
認可中にエラーが発生しました。

アプライアンスは選択したユーザー タスクを実行する適切な権限があることを確認
に管理者権限を与えることができ してください。ページを更新し、再試行してくだ
ません。
さい。問題が解決しない場合は、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。

ユーザーを削除中にエラーが発生しまし アプライアンスが追加されたユー タスクを実行する適切な権限があることを確認
た。
ザーを削除することができません。 してください。ページを更新し、再試行してくだ
さい。問題が解決しない場合は、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。
ユーザーグループを削除中にエラーが
発生しました。(Error in deleting user
group.)

アプライアンスが追加されたユー タスクを実行する適切な権限があることを確認
ザーグループを削除することがで してください。ページを更新し、再試行してくだ
きません。
さい。問題が解決しない場合は、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。
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エラーメッセージ

説明

推奨処置

認識されないまたは無効なユーザーの
ためログインに失敗しました。(Login
failure due to an unrecognized or
invalid user)

ユーザーが LDAP ディレクトリから
削除され (かつ、アプライアンスロ
グイン許可リストから削除されてい
ない) ているが、ユーザーが LDAP
認可ユーザーとしてリストに登録さ
れている場合、ユーザーはログイ
ンできません。したがって、これら
のユーザーはセキュリティ上の脅
威とはなりません。

この場合、アプライアンスを使用するよう設定さ
れている LDAP ユーザーは、LDAP ディレクト
リから削除し、最初にアプライアンスから削除す
る必要があります。そうしないと、アプライアンス
のユーザーリストからそのユーザーを削除でき
ません。

サーバーの構成は成功しませんでした。 このエラーは、複数の原因により ページを更新し、それでも問題が解決しない場
エラーメッセージを表示して詳細を確認 表示されます。 完全なエラーメッ 合は、ベリタスのテクニカルサポートに問い合わ
します。
セージを表示して解決策を確認し せてください。
てください。

表 6-16 では［設定 (Settings)］>［パスワード (Password)］タブに表示されるすべてのエ
ラーメッセージをリストします。
［設定 (Settings)］>［パスワード (Password)］

表 6-16
エラーメッセージ

説明

推奨処置

供給されたパスワードでは、必要なパター 新しいパスワードにすべての必須 新しいパスワードを入力してください。
ンを満足することができません。
パラメータが含まれていません。 7 文字から成るパスワードは、必ず次の必要条
件をすべて満たす必要があり、それより長いパ
スワードの場合は、これらのうち少なくとも 3 つ
を満たしている必要があります。
■

1 つの大文字

■

1 つの小文字

■

1 つの数字 (0 から 9)

■

1 つの特殊文字 (@#$%%^&*(){}[].)
パスワードは大文字で始めても、数字で終
わってもかまいません。ただし、これらの文
字をその位置に指定すると、パスワードが最
小必要条件を満たしているとは見なされま
せん。

表 6-17 では NetBackup Appliance Web Consoleのすべてのタブに共通のエラーメッ
セージをリストします。
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表 6-17
エラー

NetBackup Appliance Web Consoleに表示される共通のエラーメッ
セージ
説明

推奨処置

不明なエラーが発生しました。ベリタスサ これは一般エラーで、Web サーバーが Web サーバーを再起動し、再試行して
ポートに連絡して、この問題を解決してく 応答しない場合に表示されることがありま ください。
ださい。引き続き他の操作を行うには、該 す。
当するタブをクリックします。
このアイコンは更新情報が表示されてい 適切な値を入力し、再度保存してくださ
ないフィールドの横に表示されます。 こ い。 NetBackup Appliance Directory に
れは、入力した値が NetBackup
接続されていることを確認してください。
Appliance Directory の更新が取得され
なかったときに発生します。 データストア
と一致しない新しい値です。

p.129 の 「NetBackup Appliance に適用可能な NetBackup の状態コード」 を参照して
ください。
p.120 の 「NetBackup Appliance Shell Menuに表示されるエラーメッセージ」 を参照し
てください。
p.100 の 「初期構成時に表示されるエラーメッセージ」 を参照してください。

NetBackup Appliance Shell Menuに表示されるエ
ラーメッセージ
表 6-18 に、NetBackup Appliance Shell Menuを使用した作業時に表示される可能性
のある、一般的なエラーメッセージのいくつかを示します。
表 6-18
エラーメッセージ

NetBackup Appliance Shell Menuの一般的なエラーメッセージ
説明/推奨処置

このアプライアンスへのアクセスがマスターサー アプライアンスのホスト名がマスターサーバーにとって既知のサーバーリスト
バーに拒否される
に追加されているか確認します。NetBackup 管理コンソールを使って、マス
ターサーバーにとって既知のサーバーのリストにアプライアンスを追加するこ
とができます。
注意事項については『NetBackup 管理者ガイド』を参照してください。
マスターサーバーに接続できない

マスターサーバー上で NetBackup サービスが実行中であることを確かめま
す。また、マスターサーバーのサービスへのアクセスがファイアウォールで遮
断されてないことも確認します。
ファイアウォールを介してアクセスする方法について詳しくは、『NetBackup
管理者ガイド』を参照してください。
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エラーメッセージ

説明/推奨処置

NetBackup バージョンを取得できない

アプライアンス上で NetBackup サービスが実行中であることを確かめます。
この問題が発生したら、NetBackup サービスを再起動します。

マスターサーバーのバージョンがメディアサー マスターサーバーが標準の非アプライアンスマスターサーバーの場合、マス
バーのバージョンより古くなっています。
ターサーバーの NetBackup ソフトウェアをメディアサーバーの現在のバー
ジョン以上にアップグレードしてください。
アプライアンスのアプライアンスバージョンにメディアサーバーの NetBackup
リリース以上の NetBackup リリースが含まれる場合は、マスターサーバーを
アップグレードしてください。
ディスクストレージへのアクセスに失敗した

ボリュームのサイズを調整できない

この問題は複数の問題が原因で発生する場合があります。たとえば、ディスク
がオフラインの場合やディスクボリュームが無効の場合です。これらのシナリ
オでは、
■

DataCollect ログを収集します

■

実際のディスクグループおよびボリューム関連のエラーが発生していない
か、/log/app_vxul/409-9-*.log を調べます。

まず最初に、必要なパーティションサイズまたは割合の値を変更してみます。
次に、元々使われていた形式とは異なる形式で値を入力します。たとえば、
絶対サイズを入力してアプライアンスのホストを再起動します。
/var/log/sf.log を開き、ボリューム (VxVM) に関するエラーメッセージ
を調べます。

AdvancedDisk のストレージでライセンスチェッ NetBackup Flexible Disk Option を使うための有効なライセンスがメディア
クに失敗する
サーバーにインストールされているか確認します。
重複排除ストレージのライセンスチェックが失
敗する

NetBackup 重複排除オプションを使うための有効なライセンスがメディアサー
バーにインストールされているか確認します。

重複排除ストレージユニットを作成できない

ストレージユニットまたは対応するディスクボリュームがすでにメディアサーバー
に存在しているか調べてください。存在する場合は、ストレージユニットまたは
対応するディスクボリュームが現在使用されているかどうかを確認してくださ
い。ストレージが重複している場合にのみ、NetBackup 管理コンソールまた
は nbdecommission ユーティリティを使用してそれらを削除してください。
これらのツールは、NetBackup マスターサーバーで利用できます。より詳細
なエラー情報については、Support > Logs > VxLogView Module
ALL コマンドを使用して NetBackup Appliance VxUL (統合) ログを確認し
てください。

表 6-19 には、Manage > Software ビューのコマンドに特定のエラーメッセージが表示
されます。
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［管理 (Manage)］ > ［ソフトウェア (Software)］ビュー

表 6-19
エラーメッセージ

説明

推奨処置

<RPM name> の更新構成を読み込め
ませんでした。

rpm パッチにエラーがあります。

ベリタスのサポートに連絡して支援を依
頼してください。

NetBackup Appliance バージョンはす
でに <version number> です。

現在のアプライアンスバージョンはパッチ このパッチがインストールされているかど
のバージョンと同じです。アプライアンス うか調べてください。インストール済みの
がパッチのインストールを停止しました。 場合は、アプライアンスにインストールす
る正しいパッチを特定してください。

ソフトウェアの更新をインストールできま アプライアンスにインストールされている 正しいパッチを特定し、アプライアンスに
せん。ソフトウェアの更新バージョンは
現在のバージョンは、インストールしようと インストールしてください。
<version number> であり、アプライアン しているパッチよりも高いバージョンです。
スバージョンは <version number> で
す。
パッチがないか、またはダウンロード済み ダウンロードしようとしているパッチが存
のパッチを調べる List downloaded 在しない、または最新ではないため、イ
コマンドを実行しなかったため、インストー ンストールは失敗しました。
ルは失敗しました。

正しいパッチを特定し、アプライアンスに
インストールしてください。List
downloaded コマンドを実行し、ダウン
ロード済みのパッチを調べ、正しいパッ
チをインストールしてください。

アップグレードプロセスはこのアプライア アップグレードロックを取得できません。 アップグレードプロセスの別のインスタン
ンスですでに動作しています。
つまり、別のアップグレードがアプライア スがアプライアンスで動作していないか
ンスで動作しています。
調べてください。
不明なエラーです。ベリタスのテクニカル エラーの発生元が見つかりません。
サポートに問い合わせてください。

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。

ソフトウェアの更新 <rpm> は計算ノード rpm ( のインストーラパッケージ) がアプ インストールしようとしている rpm がアプ
<node name> にすでにインストールさ ライアンスにすでにインストールされてい ライアンスにすでにインストールされてい
れています。
ます。
るかどうかを調べてください。
そのソフトウェアの更新 <rpm> がインス インストールしようとしている rpm ( のイン システムエラーがないか調べてください。
トールされているかどうかを確認できませ ストーラパッケージ) がアプライアンスに
ん
存在しているかどうかを調べることができ
ません。
マスター <master server name> で
NetBackup バージョンを取得できませ
ん。

マスターサーバーでバージョン情報を取 ネットワークの問題がないか、マスター
得できませんでした。
サーバーが予期せずオフになっていな
いかを調べてください。

マスターのバージョン番号がパッチの必 NBU バージョンがマスターサーバーにイ
マスター <master server name> の
ンストールされていることを確認してくだ
NetBackup のバージョンは、<version 要条件に適合しません。
さい。インストールされていない場合、そ
number> です。また、<version number>
れはインストールするべき適切なパッチ
にする必要があります。
ではありません。
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エラーメッセージ

説明

推奨処置

無効なアプライアンスモード。

bp.conf ファイルのアプライアンスモー bp.conf のアプライアンスモードを調べ、
ベリタスのサポートに連絡してください。
ドが正しくありません。

有効な EEB 名を指定してください。

このエラーメッセージは EEB のロール
バック用としてのみ表示されます。EEB
名が無効です。

パッチ <rpm name> の署名チェックが
終了しました。

rpm ( のインストーラパッケージ) に署名 rpm ( のインストーラパッケージ) の md5
エラーが見つかりました。
の数が正しいかどうかを調べてください。
rpm を再度ダウンロードすることをお勧
めします。

使用済みの EEB 名を調べてください。

NetBackup ジョブは現在実行中です。 アップグレード時には、NetBackup のす アプライアンスソフトウェアをアップグレー
NetBackup のすべてのジョブを停止し、 べてのジョブを停止する必要があります。 ドする前に、NetBackup ジョブを停止し
次にアップグレードをもう一度試してくだ
てください。
さい。
バックアップジョブの概略情報を収集で
きません。これはいくつかのプロセスが動
作していないことと、アプライアンスを再
起動する必要があることを示す場合があ
ります。

アップグレードプロセスでは、アクティブ NetBackup サービスが正しく動作してい
な NetBackup ジョブがあるかどうかが調 るかどうかを調べてください。
べられます。アクティブなジョブが検出さ
れない場合にのみ、アップグレードプロ
セスが進行します。バックアップジョブの
概略に準拠できない場合は、動作してい
ないプロセスがあるということです。

ソフトウェアのアップグレードプロセスが ソフトウェアのアップグレードプロセスは ロールバックが完了するまでお待ちくだ
失敗しました。アプライアンスは、アップ 失敗し、アプライアンスはアップグレード さい。
グレード前のチェックポイントを使用して 前の状態に自動でロールバックします。
アップグレード前の状態にロールバック
しています。
アップグレード前のチェックポイントの作 予期しないエラーが原因で、アップグレー ベリタスのサポートに連絡して、チェック
成に失敗しました。この問題を最初に解 ド前のチェックポイントを作成できません。 ポイントログを確認してください。
決してください。
セルフテストが失敗しました。この問題を セルフテストは、予期しないエラーが原因 Support > Test software コマ
最初に解決してください。
で失敗しました。
ンドを実行して、詳細なエラーメッセージ
を参照してください。

表 6-20 には、Manage > Appliance Restore ビューのコマンドに特定のエラーメッ
セージが表示されます。
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［管理 (Manage)］ > ［アプライアンスのリストア (Appliance Restore)］
ビュー

表 6-20
エラーメッセージ

説明

推奨処置

アプライアンスのチェックポイントの作成 このエラーはディスク領域が不足してい
に失敗しました。エラーが解決されたら再 る場合に発生する可能性があります。
試行してください。

エラーメッセージの上にリスト表示されて
いる追加情報を見つけてください。操作
を再試行してください。このようなエラー
の場合にはクリーンアップを実行します。
これにより、領域が解放される場合があり
ます。

ロールバックの検証に失敗しました。アプ 安全なネットワーク通信に問題がありま
ライアンスのチェックポイントへのロール す。
バックを続行できません。上記のエラー
を訂正し、再試行してください。

エラーメッセージの上にリスト表示されて
いる追加情報を見つけてください。エラー
を訂正し、操作を再試行してください。

アプライアンスのチェックポイント
システムリソースがビジー状態である可
<checkpoint_name> へのロールバック 能性があります。
に失敗しました。提案されたシステムの再
ブートを続行してください。アプライアン
スのチェックポイントへのロールバック時
のエラーは、アプライアンスを再ブートす
ることによって解決できる場合があります。

アプライアンスを再起動し、ロールバック
操作を再試行してください。

出荷時設定へのリセットの検証に失敗し 安全なネットワーク通信に問題がありま
ました。続行できません。上記のエラーを す。
修正し、再試行してください。

エラーメッセージの上にリスト表示されて
いる追加情報を見つけてください。エラー
を訂正し、操作を再試行してください。

アプライアンスの出荷時設定へのリセット システムリソースがビジー状態である可
に失敗しました。提案されたシステムの再 能性があります。
ブートを続行してください。リセットのエ
ラーは、アプライアンスを再ブートするこ
とによって解決できる場合があります。

アプライアンスを再起動し、出荷時設定
へのリセットを再試行してください。

表 6-21 には、Main_Menu > Network ビューのコマンドに特定のエラーメッセージが表
示されます。
［Main_Menu (Main_Menu )］ > ［ネットワーク (Network)］ビュー

表 6-21
エラーメッセージ

説明

推奨処置

VLAN <vlan_id> の作成に失敗しまし
た。イーサネットデバイス {interface} は
存在しません。

このエラーは、入力が無効なインター
フェースを入力すると発生します。

<vlan_id> に有効な数値識別子を指定
してください。
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エラーメッセージ

説明

VLAN <vlan_id> の作成に失敗しまし このエラーは、IP アドレスが構成されて
た。インターフェース <eth> には IP アド いるインターフェース上で VLAN にタグ
レス 10.10.10.10 が構成されています。 を付けしようとした場合に発生します。
構成されたインターフェース上に VLAN
デバイスを作成することはできません。
VLAN デバイスを追加する前にこの IP
の構成を解除してください。

推奨処置
別のインターフェースに構成されていな
い IP アドレスを入力してください。また、
指定されたインターフェースの既存の IP
アドレスの構成を解除して、VLAN にタグ
付けすることもできます。

VLAN <vlan_id> の作成に失敗しまし このエラーは、接続されていないインター VLAN のタグ付け用に選択したインター
た。インターフェース <eth> はケーブル フェース上で VLAN にタグ付けしようとし フェースが接続されていることを確認して
た場合に発生します。
ください。
接続されていません。
VLAN <vlan_id> の作成に失敗しまし このエラーは、結合されたインターフェー VLAN タグ付け用に選択したインター
た。インターフェース <eth> は <bond> ス上で VLAN にタグ付けしようとした場 フェースが結合の一部になっていないこ
とを確認してください。
を結合するためのスレーブです。結合さ 合に表示されます。
れたインターフェース上に VLAN を作成
することはできません。
インターフェース {interface} が存在しま このエラーは、LinkAggregation コ 結合を形成する際には有効なインター
せん。
マンドを使って結合を形成する場合に、 フェース名を入力してください。
無効なインターフェース名を入力すると
発生します。
指定されたインターフェース
このエラーは、結合の形成に関係するイ 結合の形成に関係するインターフェース
<interface(s)> がいずれもケーブル接続 ンターフェースがいずれも接続されてい のうちの少なくとも 1 つが接続されている
ない場合に表示されます。
ことを確認してください。
されていません。少なくとも 1 つのイン
ターフェースがケーブル接続されている
ことを確認してください。
単一インターフェースに対して結合を有 このエラーは、結合を形成する際に単一 結合を形成するには、複数のインター
効にできません。結合を有効にするには、 インターフェースの情報を指定した場合 フェースの詳細を指定してください。
複数のインターフェースの詳細を指定し に表示されます。
てください。
インターフェース <interface(s)> は形式 このエラーは、ポート速度が異なるイン 結合を形成するために成用に選択したイ
ターフェースを使って結合を形成しようと ンターフェースのポート速度が同じであ
および速度が異なります。
した場合に発生します。
ることを確認してください。
インターフェース <interface> は結合の このエラーは、すでに別の結合の一部と この操作用に選択したインターフェース
なっているインターフェースの詳細を指 が、結合の一部になっていないことを確
一部です。
定した場合に発生します。
認してください。
重複インターフェース <eth> に対して結
合を有効にできません。結合を有効にす
るには、別のインターフェースの詳細を
指定してください。

このエラーは、結合の形成中に重複する 結合の形成中に重複するインターフェー
インターフェース名を入力した場合に発 ス名を入力しないでください。
生します。たとえば、<eth3>、<eth4>、
<eth4> などです。
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エラーメッセージ

説明

推奨処置

インターフェース <bond> は結合された このエラーは、すでに別の結合の一部と 結合の形成用に選択したインターフェー
インターフェースです。結合されたイン なっているインターフェースを使って結合 スが既存結合の一部になっていないこと
を作成しようとした場合に表示されます。 を確認してください。
ターフェースは使用できません。
結合内のインターフェース <eth> は使え このエラーは、VLAN がタグ付けされて
ません。インターフェースは VLAN
いるインターフェースを使って結合を形
成しようとした場合に発生します。
<vlan_id> で使用中です。

VLAN がタグ付けされていないインター
フェースの詳細を入力してください。

複数のインターフェース
このエラーは、IP アドレスが構成されて
（eth4:10.10.10.10 eth5:10.10.10.11） いないインターフェースを使って結合を
が構成されています。インターフェースを 形成しようとした場合に発生します。
削除するには、［メイン (Main)］ > ［ネット
ワーク (Network)］ > ［構成解除
(Unconfigure)］を使います。

インターフェース間の結合を形成する場
合は、IP アドレスを複数のインターフェー
スに構成しないでください。

表 6-22 には、Main_menu > Network > WANOptimization ビューのコマンドに特定
のエラーメッセージが表示されます。
Main_ Menu > Network > WANOptimization ビュー

表 6-22
エラーコードとエラーメッセージ 説明

推奨処置

<V-409-925-11> 無効な結果が返 予期しないエラーのために、または NetBackup Appliance のシェルメニューを開始して
されました。(Invalid result
サービスが停止している可能性が Web サービスを再起動してください。 それから次の
returned.)
あるために WAN の最適化の状態 コマンドを実行してください。
を取得できません。
Support > InfraServices > Start
WebServer
問題が継続する場合は、テクニカルサポートに連絡
してください。
< V-409-925-12> ネットワークイン
ターフェースの最適化がネットワー
クポート {{port}} に対して有効にな
りません。(Network interface
optimization cannot be enabled
for network port {{port}}.)

個別のネットワークインターフェー
スはネットワークインターフェース
ポートの結合の一部です。 結合を
構成する個別のネットワークイン
ターフェースを有効にすることはで
きません。

結合の一部である個別のネットワークインターフェー
スに対して WAN の最適化を有効にするには、最初
に結合を削除する必要があります。 結束を削除した
後に、選択したネットワークインターフェースに対して
WAN の最適化を有効にすることができます。

メモ: 結合を削除すると、結合を構成するすべての
ネットワークインターフェースに対して、自動的に
WAN の最適化が無効になります。
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エラーコードとエラーメッセージ 説明

推奨処置

< V-409-925-13> ネットワークイン
ターフェースの最適化がネットワー
クポート {{port}} に対して無効にな
りません。(Network interface
optimization cannot be disabled
for network port {{port}}.)

結合の一部である個別のネットワークインターフェー
スに対して WAN 最適化を無効にするには、結合を
削除する必要があります。 結合を削除すると、結合
を構成していたすべてのネットワークインターフェー
スに対して、自動的に WAN の最適化が無効になり
ます。

個別のネットワークインターフェー
スはネットワークインターフェース
ポートの結合の一部です。結合を
構成する個別のネットワークイン
ターフェースを無効にすることはで
きません。

< V-409-925-14> WAN の最適化 指定したネットワークインターフェー コマンドラインで入力しているパラメータから、無効に
がネットワークポート {{port}} に対 スが存在しません。
する必要があるネットワークポートの名前を削除して
して無効になりません。(Cannot
ください。
disable WAN Optimization for
network port {{port}}.)
< V-409-925-15> WAN の最適化 指定したネットワークインターフェー コマンドラインで入力しているパラメータから、有効に
がネットワークポート {{port}} に対 スが存在しません。
する必要があるネットワークポートの名前を削除して
して有効になりません。(Cannot
ください。
enable WAN Optimization for
network port {{port}}.)

表 6-23 には、Main_menu > Settings ビューのコマンドに特定のエラーメッセージが
表示されます。
Main_menu > Settings ビュー

表 6-23
エラーコードとエラーメッセージ

説明

推奨処置

V-409-810-0001: アプライアンスの役割
が設定されていないため、重複排除サー
ビスを検出できません。この機能を有効
にするには、Main_Menu > Appliance
コマンドを使用してアプライアンスの役割
を構成する必要があります。

アプライアンスの役割を設定するまでは、 アプライアンスの役割を設定します。
アプライアンスをファイバーチャネル (FC)
を介した最適化複製および自動イメージ
レプリケーション用のターゲットホストとし
て構成することはできません。

V-409-810-0013: 内部エラーのため重
複排除サービスの有効化に失敗しまし
た。ベリタスのテクニカルサポートにお問
い合わせください。

内部エラーのため、アプライアンスを FC ベリタスのテクニカルサポートにお問い合
を介した最適化複製および自動イメージ わせください。
レプリケーション用のターゲットホストとし
て構成できません。

V-409-810-0014: 内部エラーのため操 アプライアンスは内部エラーのために操 ベリタスのテクニカルサポートにお問い合
作の実行に失敗しました。ベリタスのテク 作を実行できません。
わせください。
ニカルサポートにお問い合わせください。
V-409-810-0015: 内部エラーのため重 アプライアンスは、内部エラーのために ベリタスのテクニカルサポートにお問い合
複排除サービスの有効化に失敗しまし ターゲットポート構成をロードできません。 わせください。
た。ベリタスのテクニカルサポートにお問
い合わせください。

127

第 6 章 NetBackup Appliance のエラーメッセージ
NetBackup Appliance Shell Menuに表示されるエラーメッセージ

エラーコードとエラーメッセージ

説明

推奨処置

V-409-810-0017: 内部エラーのため操 アプライアンスは、内部エラーのために ベリタスのテクニカルサポートにお問い合
作の実行に失敗しました。ベリタスのテク ファイバートランスポート重複排除を無効 わせください。
ニカルサポートにお問い合わせください。 にできません。
V-409-810-0018: 現在のアプライアンス
モデルは標準ではありません。HBA カー
ド構成を確認し、ベリタスのテクニカルサ
ポートにお問い合わせください。

アプライアンスは、実際のパネル内の
HBA カード構成が NetBackup
Appliance 標準ハードウェア構成でない
ために、ファイバートランスポート重複排
除を有効化できません。出荷時の HBA
カード構成は、次の理由から変更される
場合があります。
■

1 つ以上の HBA カードが失敗した。

■

1 つ以上の HBA カードがインストー
ルまたはアンインストールされた。

問題のトラブルシューティングを行うには、
次を実行します。
■

■
■

ハードウェアの健全性またはハード
ウェアアラートの確認
実際のパネルの HBA カードの確認
ベリタスのテクニカルサポートにお問
い合わせください。

V-409-810-0019: 内部エラーのため操 アプライアンスは内部エラーのために操 ベリタスのテクニカルサポートにお問い合
作の実行に失敗しました。ベリタスのテク 作を実行できません。
わせください。
ニカルサポートにお問い合わせください。

表 6-24 には、Main_menu > Support > FibreTransport ビューのコマンドに特定の
エラーメッセージが表示されます。
表 6-24
エラーコードとエラーメッセージ

Main_menu > Support > FibreTransport view
説明

推奨処置

V-409-810-0006: アプライアンスの役割 ファイバートランスポート (FT) のチャンク アプライアンスの役割を設定します。
が設定されていないため、最適化された サイズは、アプライアンスの役割を設定
複製およびレプリケーションのチャンクサ するまでは構成および使用できません。
イズを構成できません。最適化された複
製のチャンクサイズを構成する前に、ア
プライアンスの役割を設定する必要があ
ります。
V-409-810-0007: 内部エラーのため、最 FT チャンクサイズは、内部エラーのため ベリタスのテクニカルサポートにお問い合
適化複製およびレプリケーションのチャ に構成および使用できません。
わせください。
ンクサイズを設定できませんでした。ベリ
タスのテクニカルサポートにお問い合わ
せください。
V-409-810-0016: 内部エラーのため操 アプライアンスは内部エラーのために操 ベリタスのテクニカルサポートにお問い合
作の実行に失敗しました。ベリタスのテク 作を実行できません。
わせください。
ニカルサポートにお問い合わせください。
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表 6-25 には、Main_menu > Manage > FibreChannel ビューのコマンドに特定のエ
ラーメッセージが表示されます。
Main_menu > Manage > FibreChannel ビュー

表 6-25
エラーコードとエラーメッセージ

説明

推奨処置

V-409-810-0002: 内部エラーのため重
複排除サービスの再起動に失敗しまし
た。テクニカルサポートにお問い合わせ
ください。

内部エラーのため、アプライアンスを FC ベリタスのテクニカルサポートにお問い合
を介した最適化複製および自動イメージ わせください。
レプリケーション用のターゲットホストとし
て構成できません。

V-409-810-0011: ポート Slot:Port
を FC イニシエータポートとして構成でき
ません。このポートは %s 用に予約済み
であり、変更できません。予約済みの
HBA 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。

このポートは SAN クライアント FTMS 用
のターゲットモードポートとして予約済み
であり、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用のイニシエータ
ポートとして使用することはできません。

V-409-810-0012: ポート Slot:Port
が見つかりません。HBA ポート識別子が
無効です。アプライアンスの HBA ポート
を確認し、有効なスロット番号 (1-6) およ
び有効なポート番号 (1-2) を入力します。

アプライアンスは、ユーザーが指定した 利用可能なポートについては、
ポートを見つけられません。ユーザーが 『NetBackup Appliance ファイバーチャ
無効なスロット番号、ポート番号、または ネルガイド』を参照してください。
これら両方を入力した可能性があります。

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イニシエータポートとし
て使用可能な、別のポートを使用します。
利用可能なポートについては、
『NetBackup Appliance ファイバーチャ
ネルガイド』を参照してください。

V-409-810-0014: 内部エラーのため操 アプライアンスは内部エラーのために操 ベリタスのテクニカルサポートにお問い合
作の実行に失敗しました。ベリタスのテク 作を実行できません。
わせください。
ニカルサポートにお問い合わせください。
V-409-810-0020: 内部エラーのため操 アプライアンスは内部エラーのために操 ベリタスのテクニカルサポートにお問い合
作の実行に失敗しました。テクニカルサ 作を実行できません。
わせください。
ポートにお問い合わせください。

p.129 の 「NetBackup Appliance に適用可能な NetBackup の状態コード」 を参照して
ください。
p.100 の 「初期構成時に表示されるエラーメッセージ」 を参照してください。

NetBackup Appliance に適用可能な NetBackup の
状態コード
このセクションでは、NetBackup Appliance と一緒に使用している場合に発生する可能
性のある NetBackup のエラーをリストします。対応するエラーメッセージに基づいて問題
を解決するのに役立ちます。
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表 6-26

NetBackup の状態コード

NetBackup の メッセージ
状態コード

説明

13

ファイルの読み込みに失敗しました

ファイルまたはソケットの読み込みに失敗しました。

48

クライアントのホスト名が見つかりません

システム関数 gethostbyname() でクライアントのホス
ト名を見つけることができませんでした。

83

メディアのオープンエラー

テープマネージャ (bptm) またはディスクマネージャ (bpdm)
は、バックアップまたはリストアを行う必要があるデバイスま
たはファイルを開けませんでした。

84

メディアの書き込みエラー

NetBackup がリムーバブルメディアまたはディスクファイル
に書き込むときに、システムのデバイスドライバが I/O エラー
を返しました。

89

共有メモリの設定中に問題が発生しました

NetBackup プロセスは一部の操作で共有メモリを使いま
す。 この状態は、エラーがオペレーティングシステムの API
によって共有メモリが初期化されるときに検出されると返さ
れます。

213

利用可能なストレージユニットがありません

NetBackup Resource Broker (nbrb) で使用可能なスト
レージユニットが見つかりませんでした。 すべてのストレー
ジユニットが使用できないか、すべてのストレージユニット
がオンデマンド用のみの設定になっています。 さらに、ポ
リシーおよびスケジュールは特定のストレージユニットを必
要としません。

242

不正な複製の原因となる可能性がある操作で 要求を処理すると、重複エントリを引き起こします (カタログ
す
や構成データベースなどで)。 カタログエントリの重複は通
常、NetBackup カタログバックアップ用メディア ID の仕様
の誤りが原因です。

1500

無効なストレージユニット

ストレージライフサイクルポリシーで 1 つまたは複数の宛先
で指定したストレージユニットまたはストレージユニットグ
ループが無効です。

NetBackup 状態コードについては、『 NetBackup™ 状態コードリファレンスガイド』を参
照してください。
p.129 の 「NetBackup Appliance に適用可能な NetBackup の状態コード」 を参照して
ください。
p.120 の 「NetBackup Appliance Shell Menuに表示されるエラーメッセージ」 を参照し
てください。
p.101 の 「NetBackup Appliance Web Consoleに表示されるエラーメッセージ」 を参照
してください。
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p.100 の 「初期構成時に表示されるエラーメッセージ」 を参照してください。
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