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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

■

シマンテック社の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
このガイドは、アプライアンスソフトウェアバージョン の Symantec NetBackup アプライア
ンスをトラブルシューティングするための情報を提供します。 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。
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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 のドキュメントの最新バージョンは、DOC2792 で参照できます。

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。

シマンテック社のテクニカルサポートへの問い合わせに
ついて
シマンテック社のテクニカルサポート Web サイトでは、NetBackup の問題を解決するた
めのさまざま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できま
す。
www.symantec.com/business/support/
また、シマンテック社の TV Web サイトを参照して、NetBackup Appliance の機能につ
いてのトレーニングビデオを閲覧することができます。
https://www.symantec.com/tv/allvideos/
シマンテック社の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。
■

NetBackup Appliance Web Consoleから［設定 (Settings)］>［通知 (Notification)］
>［登録 (Registration)］タブを使ってアプライアンスおよび連絡先情報を確実に登録
します。NetBackup Appliance の登録により、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。

■

適用可能なアプライアンス、ストレージデバイス、スイッチのシリアル番号を探してメモ
しておきます。
p.16 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.171 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.172 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.193 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.200 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。
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p.53 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.22 の 「通知設定について」 を参照してください。

ベストプラクティスの詳細リストについては、「p.14 の 「ベストプラクティスについて」 を参
照してください。 」を参照してください。

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って問題を解決できない場合、問題を定義し、サポート情報を収
集できることは重要です。このような状況になった場合は、シマンテック社のテクニカルサ
ポートに問い合わせてください。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 を使う間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、特定のトラブルシューティングの詳細へのリンク
を提供します。
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NetBackup Appliance の問題のトラブルシューティング手順

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。
以降のセクションを参照できます。
■ p.171 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.172 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.193 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、次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)］タブを使用して、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できます。
■ Support > Test コマンドを使用して、theNetBackup Appliance Shell
Menuからの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、アプライアンスの的確な問題を識別するのに役立つア
プライアンスのシェルメニューに詳細なハードウェア監視レポートが表示さ
れます。
■ NetBackup Appliance 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.52 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。
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、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、『Symantec
NetBackup 5230 Appliance ハードウェアの取り付けと初期構成ガイド』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が使われている場合)
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］メニューから［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.52 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。
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NetBackup Appliance のトラブルシューティングについて

手順

処理

説明

手順 4

問題の修正

NetBackup の問題として問題を定義する場合、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適用します。
p.200 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。 最も一般的な NetBackup エラーまたは『NetBackup 状
態コードリファレンスガイド』
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.70 の 「一般的な問題のトラブルシューティング」 を参照してください。

問題の解決に役立つログを識別できる場合、適切なログを収集してください。 問
題の解決に必要なログを識別できない場合、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。 「サポート」ログの取得は、問題を
トラブルシューティングするための開始情報ですが、その他のログが必要です。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.9 の 「シマンテック社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。
/usr/openv/netbackup/bin/goodies/support スクリプトは、発生した
問題をデバッグするためにテクニカルサポートが必要とするデータを含むファイル
を作成します。サポートログにより、問題をトラブルシューティングするための開始
点が提供されます。 サポートログを使用して問題を解決できない場合は、その他
のログを収集する必要があることがあります。
p.50 の 「Support コマンドの使用によるログファイルの表示」 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

シマンテック社のテクニカルサポート Web サイトでは、NetBackup の問題を解決
するためのさまざま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.symantec.com/business/support/
p.9 の 「シマンテック社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。

13

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 サブシステムについて

■

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

■

NetBackup Appliance からの vxprint 出力の一部のフィールドの解釈

■

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.16 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.21 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、通知および p.22 の 「通知設定について」
登録設定を有効化する重要性 を参照してください。
について説明します。

IPMI サブシステムについて

このセクションでは、IPMI サブ p.23 の 「 IPMI サブシステムに
システムの重要性と、アプライア ついて」 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.24 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.24 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.26 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。
NetBackup および PureDisk このセクションでは、vxprint 出 p.26 の 「NetBackup
アプライアンスからの vxprint 力の解釈方法について説明し Appliance からの vxprint 出
出力の一部のフィールドの解釈 ます。
力の一部のフィールドの解釈」
を参照してください。
LDAP または Active Directory このセクションでは、NetBackup p.28 の 「LDAP または Active
ユーザーの削除について
Appliance からの LDAP または Directory ユーザーの削除につ
Active Directory ユーザーの削 いて」 を参照してください。
除時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.118 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
問題をシマンテック社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: 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、『Symantec 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。
詳しくは、『Symantec 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.14 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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ハードウェアのシリアル番号の確認
アプライアンスまたはストレージシェルフに接続できない場合は、実際のハードウェアから
シリアル番号を見つけることができます。
■

NetBackup 5230 と NetBackup 5330 アプライアンスのシリアル番号は、背面パネ
ルの縦型のバーにあります。

■

NetBackup 5330 プライマリシェルフおよび拡張シェルフのシャーシのシリアル番号
は、前面パネルの右下にある縦型の白いラベルにあります。
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NetBackup 5220 アプライアンスのシリアル番号はアプライアンスの背面パネルにありま
す。ラベルは IPMI ポート付近の薄い金属片にあります。

Symantec Storage Shelf のシリアル番号はストレージシェルフの背面パネルにあります。
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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以前のモデルには 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
ファイバーチャネル HBA カードをアプライアンスに取り付け、SAN クライアントと共に使
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構成した後、これが正しく構成され
ているかを確認します。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
to PCI Express HBA (rev 03)
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

Corp. ISP2432-based 4Gb Fibre Channel
Corp. ISP2432-based 4Gb Fibre Channel
Corp. ISP2532-based 8Gb Fibre Channel
Corp. ISP2532-based 8Gb Fibre Channel
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to PCI Express HBA (rev 02)
06:00.0 Fibre Channel: QLogic Corp. ISP2532-based 8Gb Fibre Channel
to PCI Express HBA (rev 02)
06:00.1 Fibre Channel: QLogic Corp. ISP2532-based 8Gb Fibre Channel
to PCI Express HBA (rev 02)
**** 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 SYMANTEC
/dev/sg2 SYMANTEC

Status
Linkdown
Linkdown
Disconnect
Online
Fabric
Online

Mode
Initiator
Initiator
Target
Initiator
Target
Initiator

Host
Type
10.182.0.209 FCPIPE
10.182.0.209 FCPIPE

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

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、アプライアン
スは 15 分間隔で定期的に、Symantec AutoSupport サーバーへ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 Symantec 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、シマンテック社のテクニカルサポートに問い合わせてください。テ
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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: コールホームが適切に機能するには、アプライアンスがインターネットに直接アクセ
スして、またはプロキシサーバーを介して Symantec AutoSupport サーバーに接続して
いる必要があります。
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 2.6.0.x 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

［設定 (Settings)］>［通知 (Notification)］>［登録 (Registration)］メニューでアプライアン
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 サブシステムについて
アプライアンスに IPMI サブシステムを構成します。IPMI (Intelligent Platform
Management Interface) サブシステムは、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。このサブシステムはオペレーティングシステムとは関係なく
動作し、アプライアンスの背面パネルにある IPMI ポートを使って接続することができま
す。
IPMI により、ISM (Integrated Storage Manager) コンソールを使って、アプライアンスの
監視と管理をリモートから実行することができます。オペレーティングシステムが再起動す
ると、IPMI システムは、管理データと管理構造をオペレーティングシステムに開示します。
ノート PC を使って、またはキーボード、ディスプレイ、マウス (KVM) を使って、リモートか
らアプライアンスにアクセスできます。
IPMI の主要な用途には次があります。
■

オペレーティングシステムがない場合にシステムをリモートで管理

■

BIOSの設定の変更

■

システムのオン、オフ、リサイクル

■

支店、リモートのデータセンター、ヘッドレスシステムなど、モニターによるローカルア
クセスが不可能または望ましくない状況

■

キーボード、モニター、マウス (KVM) ソリューションなど高価で煩雑なケーブル配線
やハードウェアを避ける
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メモ: IPMI サブシステムを使って NetBackup Appliance を再イメージすることもできま
す。
IPMI サブシステムの構成手順について詳しくは、『Symantec NetBackup Appliance
管理者ガイド』の「IPMI の構成」のセクションを参照してください。

パスワード管理およびリカバリについて
シマンテック社は管理者 (admin) パスワードをリカバリする必要がある状況があることを
理解します。ユーザーは次の方法でパスワードをリカバリできます。
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

パスワードのリカバリ手順

ローカルユーザー

パスワードの変更については、シマ
ンテック社のテクニカルサポートに
問い合わせてください。 パスワード
を保守する従業員が退職したり、パ
スワードを紛失または失念すること
があります。これらの状況のうちのい
ずれかが起きた場合は、シマンテッ
ク社のテクニカルサポートに問い合
わせてください。

NetBackup Appliance Web Console
で［設定 (Settings)］>［パスワード管理
(Password Management)］の順にタ
ブを選択します。

LDAP ユーザーま LDAP または AD ユーザーのパスワー LDAP ユーザーが退職したり、パス
たは Active
ドをリセットまたは変更するには次の手 ワードを紛失または失念した例を検
Directory ユーザー 順を行います。
討します。LDAP ユーザーのパス
ワードをリセットまたは変更するには
■ Active Directory サーバーまたは
次の手順を行います。
LDAP 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で［設定 (Settings)］>［パ ■ パスワードの変更については、
スワード管理 (Password
シマンテック社のテクニカルサ
Management)］の順にタブを選択
ポートに問い合わせてください。
します。

p.14 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
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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。
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、SUSE によってどちらも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、SUSE で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。
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■

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、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.14 の 「ベストプラクティスについて」 を参照してください。

NetBackup Appliance からの vxprint 出力の一部の
フィールドの解釈
vxprint コマンドの出力は、ボリューム、ディスクおよびサブディスクを含む NetBackup

Appliance のレイアウトと構成を表示します。このセクションでは、NetBackup Appliance
のすべてのバージョンからの vxprint 出力のさまざまな列について説明します。 この説
明は、フィールドエンジニア、サポートエンジニア、コンサルタント、顧客、パートナーに
とって、ボリュームレイアウトについて理解を深め、構成とトラブルシューティングの目的で
各ボリュームに領域がどれだけ割り当てられるかを知る上で役立ちます。
ここでは、ベースユニットに Symantec Storage Shelf が接続されたバージョン 2.0.2 を
実行している NetBackup 5220 アプライアンスからの vxprint 出力の例を考えてみま
す。
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# vxprint
Disk group: nbuapp
TY NAME
dg nbuapp

ASSOC
nbuapp

KSTATE
-

LENGTH
-

dm disk_1
dm disk_2

disk_1
disk_2

-

v advol
fsgen
pl advol-01 advol
sd disk_1-02 advol-01
v
pl
sd
sd

catvol
catvol-01
disk_1-01
disk_1-03

fsgen
catvol
catvol-01
catvol-01

PLOFFS
-

STATE
-

TUTIL0
-

PUTIL0
-

9755774656 76171777984 -

-

-

-

ENABLED
ENABLED
ENABLED

1560281088
1560281088
1560281088

0

ACTIVE
ACTIVE
-

-

-

ENABLED
ENABLED
ENABLED
ENABLED

1951154176
1951154176
2097152
1949057024

0
2097152

ACTIVE
ACTIVE
-

-

-

行/列

説明

dm rows

これらの行は、disk_1 と disk_2 という名前の 2 つのディスクをリスト
しています。disk_1 はベース 5220 ユニットで、disk_2 はベースユ
ニットに接続された Storage Shelf からのストレージです。Storage Shelf
に属しているストレージは disk_2、disk_3、disk_0、またはその他の任意
の番号のディスクになります。

Volume names

ボリューム名は「v」 (ボリュームの省略形) で開始する行の 2 番目の列に
あります。たとえば、advol は AdvancedDisk ボリュームを示し、catvol
はカタログボリュームを示します。
これらは、pl (プレックス) で始まる行の 3 番目の列にも表示され、サブ
ディスク名が「sd」(サブディスク) で始まる行の 2 番目の列にリストされま
す。サブディスクとボリュームの名前の後に続きがある場合、特定のボ
リュームがどのディスクに存在しているか識別できます。たとえば、catvol
は disk_1 にあります。

Length

LENGTH 列には、512 バイト単位で表示した情報が提供されます。KB
単位のサイズを得るには、LENGTH の値を 2 で割ります。次にその結果
の値を 1024 で割り続けて、GB または TB 単位の値を取得します。
たとえば、catvol のLENGTH 列が示す 1951154176 という値は、930 GB
になります。

p.14 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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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。
The user name that you have entered is not valid. Enter a valid user name.

詳しくは、『Symantec NetBackup™ Appliance セキュリティガイド』を参照してください。
p.14 の 「ベストプラクティスについて」 を参照してください。

3
ソフトウェアトラブルシュー
ティングのツールについて
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

■

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

■

VxAT のプロパティの変更について

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 で発生した問題の診断に使用されるツールとコマン
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
セクション

ソフトウェアトラブルシューティングツールの章のセクション
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.30 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 Appliance ブルシューティングとチューニン
の複数のエラーをトラブル
グ」 を参照してください。
シューティングし、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。
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セクション

説明

リンク

NetBackup サポートユーティリ このセクションでは、NetBackup p.35 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。
VxAT のプロパティの変更につ このセクションでは、Symantec p.37 の 「VxAT のプロパティの
いて
Product Authentication
変更について」 を参照してくだ
Service (AT) サーバーパラメー さい。
タの構成に使用されるスクリプト
について説明します。

p.8 の 「このマニュアルについて」 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。
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。
図 3-1 に、［利用可能 (Available)］タブのサンプルビューを示します。
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図 3-1

［利用可能 (Available)］タブ

［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。
図 3-2 に、［実行中のウィザードジョブ (Running Wizard Jobs)］タブのサンプルビュー
を示します。
図 3-2

［実行中のウィザードジョブ (Running Wizard Jobs)］タブ

［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。
［コールホームの機能を
テストする (Test Call
Home functionality)］の
クリック

このウィザードを使ってコールホームのエラーをトラブルシューティングし
ます。コールホームが有効かどうか、コールホームプロキシサーバー (プ
ロキシーサーバー) が有効かどうか、アプライアンス、プロキシサーバー、
およびシマンテック社のコールホームサーバーが通信できるかどうかを
調べます。
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［ディスク構成を確認
このウィザードを使って、ディスクストレージの問題、チューニング、可用
(Check Disk
性をトラブルシューティングします。ウィザードは AdvancedDisk などの
Configuration)］のクリッ ストレージパーティションを調べて、次を実行します。
ク
■ ストレージパスがマウントされているかどうかを調べます。ストレージパ
スがマウントされていなければ、マウントできます。
■ ディスクプールとディスクボリュームが起動して実行中であるかどうか
を調べます。実行されていない場合は、ディスクプールとディスクボ
リュームをリセットできます。
■ PureDisk サービスが起動して実行中であるかどうかを調べます。実
行されていない場合、これらのサービスを開始できます。
［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、シマンテック社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。

［ハードウェアの健全性 このウィザードを使って環境のハードウェアの健全性チェックを実行しま
をチェックする (Perform す。このウィザードでは、CPU、ディスク、ファン、RAID などのハードウェ
a hardware health
アコンポーネントが問題なく動作しているかを確認できます。
check)］のクリック
［ネットワークの問題をテ
ストし診断する (Test
and diagnose network
issues)］のクリック

このウィザードを使って、アプライアンスとマスターサーバー、メディアサー
バー、ストレージサーバー、クライアントとのネットワーク接続を調べます。
このウィザードでは、ネットワーク関連の問題をすばやくテストし、診断で
きます。

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。
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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。
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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

■

ストレージ

■

SWUpdate

■

Commands

■

CrossHost

■

Trace

メモ: NNetBackup 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

34

第 3 章 ソフトウェアトラブルシューティングのツールについて
NetBackup サポートユーティリティについて

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

■

/disk/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)
NBDNA ユーティリティを NetBackup プライマリまたはセカンダリアプライアンスで実行し
て、次のタスクを実行することができます。
■

ネットワーク関連の問題を解決するための NetBackup ドメイン構成の識別

■

NetBackup パフォーマンス問題の識別

■

ホスト名参照に関する動作が機能するかどうかの確認

■

NetBackup ドメイン内でのロールに基づき、NetBackup ホストとアプライアンス間の
接続性が確立され、正しく機能するかの確認

■

シマンテック社のテクニカルサポートのためのレポートの生成

NBDNA ユーティリティは出力で次の形式の情報を提供します。
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Running audit as Media Server.
Collection Version:
Collection Time:
NBU Release:
NBU Version:
NBU Major Version:
NBU Minor Version:
NBU Patch Type:
NBU GlobDB Host:
Is GlobDB HOST?
UNAME:
Hostname:
Host's Platform:
Perl Architecture:

x.x
Tuesday, October 7, 2010 at 19:17:11 PM
NetBackup-SuSE2.6.16 7.0.1.5
7.0.1.5
7.0
1
GA
"host name"
No
sample.name.symantec.com
Linux
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 4.695464 seconds.
Initiating tests...
COMPLETED.

Thank you for your patience.
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/log/dna/sample.name.symantec.com.NBDNA.20100907.191711.zip
Archive created successfully!
Return /log/dna/sample.name.symantec.com.NBDNA.20100907.191711.zip
to Symantec 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ついて適切な診

断情報を収集できます。『Symantec NetBackup トラブルシューティングガイド』では、こ
のユーティリティを使う状況およびその実行方法について説明しています。
p.29 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。

VxAT のプロパティの変更について
アプライアンスをトラブルシューティングするとき、Symantec Product Authentication
Service (AT) サーバーパラメータを設定する必要があることがあります。
changeVxATProperties スクリプトを使ってこれらのパラメータを更新することもできま
す。
UNIX で AT パラメータを設定するには次のコマンドを入力します。
/opt/SYMCOpsCenterServer/bin/changeVxATProperties.sh

changeVxATProperties スクリプトは次の詳細を入力するように求めます。
■

Authentication Service のホスト名 (Authentication Service Host Name)

■

Authentication Service のポート番号 (Authentication Service Port Number)

■

Authentication Service のドメイン名 (Authentication Service Domain Name)

■

Authentication Service のドメイン名 (Authentication Service Domain Name)

■

Authentication Service のパスワード (Authentication Service Password)

p.29 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。

37

4
Symantec Storage Shelf 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。
■

Symantec Storage Shelf について

■

Symantec Storage Shelf の仕様

■

ストレージシェルフの前面パネルについて

■

ストレージシェルフの背面パネルについて

Symantec Storage Shelf について
Symantec Storage Shelf は、高さ 3U、RAID 互換、ドライブ 16 台の拡張システムで
す。 Symantec Storage Shelf を使って NetBackup 52xx アプライアンスのストレージを
追加できます。ストレージシェルフは NetBackup Appliance にインストールされたバック
アップと RAID 管理の機能をサポートします。 ストレージシェルフは、SAS 技術を使って
アプライアンスに接続します。
ストレージシェルフには 2 つの電源と 2 つの I/O モジュールがあります。 電源からユニッ
トに電力を供給し、ユニットを冷却します。正常に動作しているときは負荷共有を使ってス
トレージシェルフに電力を供給します。電源が 1 つ消失すると、電源が消失したユニット
を交換するまでもう一方の電源はシステム全体に自動的に負荷をかけます。
I/O モジュールにはデータ用に SAS インターフェースが備わっています。 負荷分散も使
われます。 1 つのモジュールが壊れると、動作が活発な間はパフォーマンスに影響する
可能性がありますが NetBackup 操作は続行します。
ストレージシェルフのスロット 16 のドライブはホットスペアとして予約されています。 スト
レージシェルフのいずれかのドライブが使えない場合は、ホットスペアをアクティブにして
壊れたドライブの代わりにします。 RAID パリティ情報を使って、壊れたドライブに格納さ
れたデータをホットスペアで再構築します。 ホットスペアでデータを再構築すると、完了ま

第 4 章 Symantec Storage Shelf について
Symantec Storage Shelf の仕様

でに数時間かかる可能性があります。 壊れたドライブを交換したら、ホットスペアドライブ
から新しいドライブにデータをポピュレートするコピーバックを実行します。 ホットスペアド
ライブはホットスペアの役割に戻ります。
p.39 の 「Symantec Storage Shelf の仕様」 を参照してください。
p.40 の 「ストレージシェルフの前面パネルについて」 を参照してください。
p.43 の 「ストレージシェルフの背面パネルについて」 を参照してください。
p.38 の 第4章 を参照してください。

Symantec Storage Shelf の仕様
このセクションでは、Symantec Storage Shelf の一般的な仕様について説明します。
p.39 の 「寸法」 を参照してください。
p.39 の 「電源仕様」 を参照してください。
p.40 の 「環境仕様」 を参照してください。
p.38 の 「Symantec Storage Shelf について」 を参照してください。
p.40 の 「ストレージシェルフの前面パネルについて」 を参照してください。
p.43 の 「ストレージシェルフの背面パネルについて」 を参照してください。
p.38 の 第4章 を参照してください。

寸法
■

高さ 5.25 インチ (13.35 cm)

■

幅 17.6 インチ (44.7 cm)

■

奥行き 22.1 インチ (56.1 cm)

■

重量 71.7 lbs (32.5 kg)

p.39 の 「電源仕様」 を参照してください。
p.40 の 「環境仕様」 を参照してください。
p.39 の 「Symantec Storage Shelf の仕様」 を参照してください。

電源仕様
■

100 – 240 VAC (オートレンジ)

■

50-60 Hz

■

580W
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p.39 の 「寸法」 を参照してください。
p.40 の 「環境仕様」 を参照してください。
p.39 の 「Symantec Storage Shelf の仕様」 を参照してください。

環境仕様
■

動作温度: 50°F から 95°F (10°C から 35°C) (1 時間あたりの最大変化率が 10°C
を超えないこと)

■

非動作温度: -40°F から 140°F (- 40°C から 60°C)

■

動作湿度: 8 % から 80 % (結露なし)

■

非動作湿度: 35°C で 90 % (結露なし)

■

動作時衝撃: 正弦半波、ピーク加速度 2 g、持続時間 11 ミリ秒

■

非動作時衝撃: 振幅 10 g、持続期間 11 ミリ秒

■

高度: 0 フィートから 7000 フィート (2100 m) または 95°F (35°C) 未満で 0 フィート
から 10,000 フィート (3000 m)

p.39 の 「寸法」 を参照してください。
p.39 の 「電源仕様」 を参照してください。
p.39 の 「Symantec Storage Shelf の仕様」 を参照してください。

ストレージシェルフの前面パネルについて
Symantec Storage Shelf の前面パネルには 16 のドライブスロットがあります。各ドライ
ブスロットには、ドライブベイ、ドライブリリースボタン、2 つの LED があります。ベイにはド
ライブモジュールが装着されています。 リリースボタンを使うと、ストレージシェルフからド
ライブを取り外すことができます。LED はドライブの状態および活動についての情報を提
供します。
ドライブスロットに加えて、前面パネルには 3 つの LED が 2 組右側のハンドルに組み込
まれています。これらの LED は、ストレージシステム全体とシステムコンポーネントの状態
を示します。
図 4-1 に、前面パネルを示します。
図 4-2 は LED を識別します。
表 4-1 では、LED について説明します。
表 4-2 では、ドライブスロットの LED について説明します。
図 4-3 には、ドライブのスロット番号を示します。
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図 4-1

前面パネル

図 4-2

前面パネルの LED の詳細

表 4-1

ストレージシェルフの前面パネルの LED

番号

要素

オフ

緑色に点灯 緑色に点滅

橙色

赤色

1

電源 LED

システムがオフ

正常

—

—

—

2

エンクロージャ全体の システムがオフ
ステータス LED

正常

—

1 つの電源が 両方の電源が
誤動作
誤動作

3

未使用

—

—

—

—

7

1 つ目の I/O モジュー 動作停止
ルの LED

—

動作中

—

—

8

2 つ目の I/O モジュー 動作停止
ルの LED

—

動作中

—

—
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番号

要素

オフ

緑色に点灯 緑色に点滅

9

ハートビートの LED

システムがオフ。スト —
レージシェルフとア
プライアンスとの通
信が確立されていま
せん。

橙色

赤色

正常。アプライアンス —
との接続が確立され
ていることを示しま
す。 1 つの I/O モ
ジュールが接続され
ている場合に 4 秒ご
とに点滅します。 両
方の I/O モジュール
が接続されている場
合に 2 秒ごとに点滅
します。

—

前面パネルのストレージシェルフドライブコンポーネント

表 4-2
番号

要素

オフ

緑色に点灯

青色に点灯

青色に点滅

橙色

4

ドライブリリースボタン

—

—

—

—

—

5

ドライブ状態の LED

—

ドライブが存在 —
し、構成されてい
ます。

—

ドライブは正常
に動作していま
せん。 続行する
前にデータログ
を参照してくださ
い。

6

ドライブの電源/動作の ドライブが存在し —
LED
ません。

図 4-3

ドライブが存在し 動作中
ます。

—

ドライブのスロット番号

p.38 の 「Symantec Storage Shelf について」 を参照してください。
p.39 の 「Symantec Storage Shelf の仕様」 を参照してください。
p.43 の 「ストレージシェルフの背面パネルについて」 を参照してください。
p.38 の 第4章 を参照してください。
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ストレージシェルフの背面パネルについて
Symantec Storage Shelf には 2 つの I/O モジュールと 2 つの電源があります。I/O モ
ジュールにより、ストレージシェルフのストレージ容量が NetBackup Appliance の RAID
コントローラで利用可能になります。このセクションでは、I/O モジュールと電源について
説明します。
図 4-4 に、ストレージシェルフの背面パネルを示します。 背面パネルには NetBackup
Appliance にストレージシェルフを接続する I/O モジュール (1) が用意されています。電
源 (2) は I/O モジュールの下にあります。
図 4-4

ストレージシェルフの背面パネル

I/O モジュールには SAS_IN および SAS_OUT ポートが含まれます。 SAS_In ポートか
らアプライアンスの外部 RAID カードの SAS ポートに直接 I/O モジュールを接続します。
複数のストレージシェルフを使っている場合は、アプライアンスに接続されたシェルフの
SAS_OUT ポートが次のシェルフの SAS_IN ポートに接続します。図 4-5 に、ストレージ
シェルフの I/O モジュールのコンポーネントを示します。表 4-3 では、I/O モジュールで
利用可能なコンポーネントについて説明します。
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図 4-5

ストレージシェルフの I/O モジュール

表 4-3

ストレージシェルフの I/O モジュールコンポーネント

番号

コンポーネント

説明

1

I/O ポート

トラブルシューティング用に予約されています。

2

SAS_IN ポートの LED

SAS_IN ポートの状態を示します。
■

暗い — リンクが停止

■

緑色に点灯 - リンクが起動

■

緑色に点滅 - 動作中

3

SAS_IN ポート

SAS 入力のコネクタ。

4

SAS_OUT ポート

SAS 出力のコネクタ。

5

SAS_OUT ポートの LED

SAS_OUT ポートの状態を示します。
■

暗い — リンクが停止

■

緑色に点灯 - リンクが起動

■

緑色に点滅 - 動作中
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番号

コンポーネント

説明

6

I/O モジュールの状態の LED

このモジュールの I/O の状態を示します。
■

暗い - オフ

■

緑色に点灯 - 準備完了

■

緑色に点滅 - 動作中

メモ: 1 つ目の I/O モジュールはシェルフがオンになってか
ら数秒後に利用できます。 1 つ目の I/O モジュールが利用
できるようになってから数秒後に 2 つ目の I/O モジュールを
利用できます。
7

ラッチ

ストレージシェルフのモジュールを固定します。

Symantec Storage Shelf の背面パネルには、隣り合わせに設置された電源が 2 つあり
ます。 正常に動作しているときは、電源は負荷分散を使ってストレージシェルフに電力を
供給します。 電源が 1 つ消失すると、もう一方の電源が自動的に全体の負荷を担いま
す。 電源が供給されていない場合、ストレージシェルフの前面パネルにあるエンクロー
ジャ全体のステータス LED も表示されます。この LED は電源が両方ともストレージシェ
ルフに電力を供給するまで橙色のままです。
図 4-6 は I/O モジュールの下にあるストレージシェルフの電源を示します。 各電源の
LED は囲まれています。表 4-4 では、電源の LED の状態について説明します。
図 4-6

ストレージシェルフの電源

表 4-4

電源の LED の状態

色

状態

オフ

電源は作動していない

緑色に点灯

電源はオンでシステムは作動中

緑色に点滅

電源は正常だが作動していない

赤色

電源は消失している
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p.38 の 「Symantec Storage Shelf について」 を参照してください。
p.39 の 「Symantec Storage Shelf の仕様」 を参照してください。
p.40 の 「ストレージシェルフの前面パネルについて」 を参照してください。
p.38 の 第4章 を参照してください。
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この章では以下の項目について説明しています。
■

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 コマンドの使用による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 のアプリケーションに関する情報の参照場所

■

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 5-1 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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表 5-1

ログファイルの表示

取得元

方法

ログ詳細

NetBackup Appliance Web NetBackup Appliance Web
■
Console
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.50 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。
■

p.30 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 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 アプライアンス
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 NetBackup Appliance Web
アプライアンスの監査ログ
Console
Consoleの［モニター (Monitor)］>
［SCSP 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。
p.50 の 「Support コマンドの使用
によるログファイルの表示」 を参照
してください。

■

■

Appliance の構成ログ
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
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取得元

方法

ログ詳細

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。

Appliance 統合ログ:

NetBackup Appliance
Shell Menu

■

All

■

CallHome

■

Checkpoint

■

Commands

■

Common

■

Config

■

CrossHost

■

Database

■

Hardware

■

HWMonitor

■

Network

■

RAID

■

Seeding

■

SelfTest

■

ストレージ

■

SWUpdate

■

Trace

Main > Support >
Appliance ストレージデバイス
DataCollect コマンドを使用し ログ
て、ストレージデバイスログを収集で
きます。
p.53 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 NetBackup Java アプリケーション NetBackup Java アプリケー
ション
に関する問題が発生した場合、この ションに関するログ
セクションのスクリプトを使って、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。p.55 の
「NetBackup Java のアプリケーショ
ンに関する情報の参照場所」 を参
照してください。
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［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、
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、シマンテック社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.30 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.47 の 「NetBackup Appliance のログファイルについて」 を参照してください。

Support コマンドの使用による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 のシェルメニューで 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.52 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。
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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。
■

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。 利用可能なモ
ジュール名は次のとおりです。All、CallHome、Checkpoint、Common、Config、
Database、Hardware、HWMonitor、Network、RAID、Seeding、SelfTest、
Storage、SWUpdate、Commands、CrossHost、Trace。
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。 利用可能なモ
ジュール名は次のとおりです。All、CallHome、Checkpoint、Common、Config、
Database、FTMS、Hardware、HWMonitor、Network、RAID、Seeding、
SelfTest、Storage、SWUpdate、Commands、CrossHost、Trace。

2

必要に応じて、Main > Support > 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: NNetBackup 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ウィザードを使用して
［NetBackup］を選択します。
p.30 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。
■

シマンテック社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。
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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.47 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 5-2 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。
表 5-2

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
■

<DIR> webserver
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アプライアンスログ

ログファイルの場所

デバイスログ

/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.47 の 「NetBackup Appliance のログファイルについて」 を参照してください。

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シマンテック社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、オペレーティングシステム、IPMI、ストレージログの他に次のロ
グも収集します。
■

Patch ログ

■

Veritas File System のログ

■

Test hardware のログ

■

CPU 情報

■

ディスクパフォーマンスのログ

■

メモリ情報

■

ハードウェア情報

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 の管理シェルメニューにログオンします。

2

サポートメニューを開きます。サポートメニューを開くには、次のコマンドを使います。
Main > Support

アプライアンスは、サポートメニューのすべてのサブタスクを表示します。
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3

ストレージデバイスのログを収集するには、DataCollect コマンドを入力します。
アプライアンスが次の手順を開始します。
appliance123.Support > DataCollect
Gathering
Gathering
Gathering
Gathering
Gathering
Gathering
Gathering
Gathering
Gathering
Gathering
Gathering
Gathering
Gathering
Gathering
Gathering
Gathering
Gathering
Gathering
Gathering
Gathering
Gathering
Gathering
Gathering
Gathering

release information
dmidecode logs
ipmitool sel list logs
fwtermlog logs
AdpEventLog logs
smartctl logs
disk performance logs
ipmiutil command output
cpu information
memory information
sdr logs
adpallinfo logs
encinfo logs
cfgdsply logs
ldpdinfo logs
pdlist logs
fru logs
adpbbucmd logs
os logs
adpalilog logs
dfinfo logs
vxprint logs
Test Hardware logs
patch logs

All logs have been collected in /tmp/DataCollect.zip
Log file can be collected from the appliance shared folder
- ¥¥appliance123¥logs¥APPLIANCE
Share can be opened using Main->Support->Logs->Share Open
=======================End of DataCollect==================
All logs have been collected in /tmp/DataCollect.zip

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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4

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。

5

問題を解決するために、シマンテック社のサポートチームに DataCollect.zip ファ
イルを送信できます。

p.47 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 のアプリケーションに関する情報の参
照場所
NetBackup Java アプリケーションに関する問題が発生した場合は、次の方法を使って
サポートに提示するデータを収集します。
次のスクリプトを情報収集のために利用できます。
jnbSA
(NetBackup-Java 管理アプリケーションの起動スクリプト)

データのログを
/usr/openv/netbackup/logs/user_ops/nbjlogs
のログファイルに記録します。起動時に、スクリプト
はこのディレクトリ内のどのファイルにログが記録さ
れるかを知らせます。通常、このファイルは 2 KB
以下で、それほど大きいサイズにはなりません。こ
のログファイルの内容に影響する可能性があるオ
プションについて
は、/usr/openv/java/Debug.properties
ファイルを参照してください。

Windows での NetBackup-Java 管理アプリケーション

アプリケーションが開始されたコンピュータに
NetBackup がインストールされている場合は、ロ
グファイルにデータのログを記録します。
install_path¥NetBackup¥logs¥user_ops¥nbjlogs
にログオンします。NetBackup がこのコンピュータ
にインストールされなかった場合、ログファイルは
作成されません。ログファイルを生成するには、次
の最後の "java.exe" の行を修正して、出力をファ
イルにリダイレクトするようにします。
install_path¥java¥nbjava.bat。

/usr/openv/java/get_trace

分析をサポートするために Java 仮想マシンのス
タックトレースを提供します。このスタックトレース
は、実行のインスタンスに関連付けられるログファ
イルに書き込まれます。
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/usr/openv/netbackup/bin/goodies/support

発生したあらゆる問題をデバッグするために、テク
ニカルサポートにとって必要となるデータが含まれ
たファイルを作成します。詳しくは、support -h
を使う場合のスクリプトの使用方法に関する情報
を参照してください。

シマンテック社のテクニカルサポートが分析を行うために利用するトラブルシューティング
データを、どのように収集できるかについて、次の例で説明します。
アプリケーションが応答しま
せん。

操作がハングアップされていると考える前に数分間待機します。一
部の操作では、特にアクティビティモニターとレポートアプリケーショ
ンでの操作で、完了するまでにかなり時間がかかる可能性がありま
す。

数分間経っても応答がありま Java アプリケーションを開始したアカウントの下で
せん。
/usr/openv/java/get_trace を実行します。このスクリプト
によって、スタックトレースのログファイルへの書き込みが生じます。
たとえば、ルートアカウントから jnbSA を開始した場合、ルートとし
て /usr/openv/java/get_trace を開始します。さもないと、
コマンドはエラーなしで実行しますが、デバッグログにスタックトレー
スを追加できません。このエラーは、スタックトレースをダンプするコ
マンドを実行する権限があるアカウントがルートだけであるために発
生します。
構成についてのデータを取
得します。

/usr/openv/netbackup/bin/goodies/ サポートを実行し
ます。NetBackup のインストールを完了した後と、NetBackup の構
成を変更するたびに、このスクリプトを実行します。

シマンテック社のテクニカル 分析のために、ログファイルと support スクリプトの出力を提供し
サポートへ連絡します。
ます。

p.47 の 「NetBackup Appliance のログファイルについて」 を参照してください。

VxMS ログの有効化および無効化
次の手順では、NetBackup Appliance のシェルメニューから 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: 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 のシェルメニューの 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 debug level is TRC_TOP|PARAM_IN|PARAM_OUT|DEBUG|PARAM_FULL

VxMS ログを無効化する方法

1

NetBackup Appliance のシェルメニューの 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 debug level is disabled

p.47 の 「NetBackup Appliance のログファイルについて」 を参照してください。

57

6
NetBackup Appliance のセッ
トアップと構成の問題のトラ
ブルシューティング
この章では以下の項目について説明しています。
■

アプライアンスのセットアップと構成の問題のトラブルシューティング

■

設置したアプライアンスとアップグレードの問題のトラブルシューティングについて

■

アプライアンスの構成の問題のトラブルシューティング

■

ブート順序変更の問題の解決

■

消えないログインエラーメッセージについて

■

NetBackup Appliance Directory が停止したときに役割の構成を完了できないエラー

アプライアンスのセットアップと構成の問題のトラブル
シューティング
この章では、アプライアンスのセットアップおよび構成時に発生する問題をトラブルシュー
ティングするための手順について説明します。 この章には、次のセクションが含まれてい
ます。

第 6 章 NetBackup Appliance のセットアップと構成の問題のトラブルシューティング
設置したアプライアンスとアップグレードの問題のトラブルシューティングについて

表 6-1

アプライアンスのセットアップおよび構成の問題のトラブルシューティ
ングのセクション

セクション

説明

リンク

設置したアプライアンスとアップ このセクションでは、アプライア p.59 の 「設置したアプライアン
グレードの問題のトラブルシュー ンスの設置およびアップグレー スとアップグレードの問題のトラ
ティングについて
ドの問題をトラブルシューティン ブルシューティングについて」
グするための手順について説 を参照してください。
明します。
アプライアンスの構成の問題の このセクションでは、初期構成 p.60 の 「アプライアンスの構成
トラブルシューティング
の後または既存の構成に変更 の問題のトラブルシューティン
を行った後の問題を調べるため グ」 を参照してください。
の手順について説明します。
ブート順序変更の問題の解決

このセクションでは、ブート順序 p.61 の 「ブート順序変更の問
変更の問題によって発生する問 題の解決」 を参照してください。
題を解決するための手順につ
いて説明します。

消えないログインエラーメッセー このセクションでは、ログインエ p.65 の 「消えないログインエ
ジについて
ラーエラーメッセージを解決す ラーメッセージについて」 を参
るための手順について説明しま 照してください。
す。
CMDB の停止時の初期構成完 このセクションでは、CMDB の
了の失敗
停止時に初期構成が失敗した
場合の理由と解決について説
明します。

p.66 の 「NetBackup
Appliance Directory が停止し
たときに役割の構成を完了でき
ないエラー」 を参照してくださ
い。

設置したアプライアンスとアップグレードの問題のトラブ
ルシューティングについて
設置したアプライアンスとアップグレードの問題をトラブルシューティングするには、次の
手順を使ってください。
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設置上の問題をトラブルシューティングする手順

表 6-2
手順

処理

説明

手順 1

リリースメディアを使って 失敗の原因として、次のことが考えられます。
アプライアンスにソフト
■ 管理者としてログオンしていない
ウェアをインストールでき
■ メディアの不良 (テクニカルサポート (日本で購入した場合は購入先) に連絡)
るかどうかを判断します。
■ ドライブの不良 (ドライブを交換するかベンダーが提供するハードウェアマニュアルを
参照)
■ ドライブの構成方法が不適切 (システムマニュアルやベンダーが提供するマニュア
ルを参照)

手順 2

ネットワークの問題を解
決します。

問題が一般的なネットワーク通信と関連しているかどうか判断します。

次のトピックでは、実際に起こりえる具体的な問題について説明します。

アプライアンスの構成の問題のトラブルシューティング
初期構成の後または既存の構成に変更を加えた後の問題を調べるには、次の手順を使
います。
構成の問題をトラブルシューティングする手順

表 6-3
手順

処理

説明

手順 1

アプライアンスの構成パ 始めに、初期構成プロセスの間に入力したパラメータが正しいことを確認します。
ラメータを確認します。 『NetBackup Appliance ハードウェアの取り付けと初期構成ガイド』の「初期構成」の章
を参照し、「初期構成の実行」のトピックを見直します。このトピックでは、アプライアンス
を正しく構成するために、必須の IP アドレス、ファイアウォールポートの使用、ライセンス
などについて説明しています。

手順 2

操作を再試行し、状態
構成の問題を見つけて訂正した場合、操作を再試行し、次の手順で状態コードまたは
コードとメッセージを確認 メッセージを確認します。
します。
■ ログファイルを確認します。ログの内容から、エラーがいろいろな問題に起因する可
能性があるときに役立つ特定の情報が得られることがあります。
エラーメッセージを見つけた場合は、推奨される訂正処理を実行します。
p.171 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。
■ 有効になっている適切なデバッグログを確認します。検出された問題を解決します。
これらのログが有効でない場合、再試行する前に有効にします。
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手順

処理

説明

手順 3

操作を再試行し、追加の 訂正処理を実行した場合は、操作を再試行します。訂正処理を実行していないか、また
トラブルシューティングを は問題が解決しない場合、次のいずれかの手順に進みます。
実行します。
■ ログファイルの使用などによって NetBackup のインストールディレクトリに空きがなく
なると、多くの問題が発生する可能性があります。NetBackup が応答しなくなること
もあります。たとえば、NetBackup のすべてのプロセスとサービスが実行されていて
も、NetBackup ジョブが長時間キューに残ったままになることがあります。
『Symantec NetBackup トラブルシューティングガイド』の「空きがなくなったディスク
の問題の解決」を参照してください。
■ バックアップジョブまたはリストアジョブの実行が遅い場合は、ネットワークインター
フェースカード (NIC) が全二重に設定されていることを確認します。多くの場合、半
二重モードが設定されていると、パフォーマンスが低下します。
『Symantec NetBackup トラブルシューティングガイド』の「ネットワークインターフェー
スカードのパフォーマンスのトラブルシューティング」を参照してください。

ブート順序変更の問題の解決
次の状況によりブート順序が変更され、アプライアンスが起動できなくなることがあります。
■

新しい Symantec Storage Shelf が現在使用中のアプライアンスに接続済みである。

■

Symantec Storage Shelf の接続が解除された後にアプライアンスが再起動または
オンにされた。

■

停電により両方のコンポーネントの再起動が引き起こされ、アプライアンスが Symantec
Storage Shelf の前にオンになった。
これらのいずれかの状況の間にアプライアンスにログインした場合、カーソルが点滅
しているブランク画面または GRUB を表示する画面のいずれかが表示されることが
あります。
次の手順は、アプライアンスを正常に起動できるように現在の状態をクリアする方法を
示しています。

メモ: ブート順序は 5220 アプライアンスに対してのみ変更可能です。 5230 アプライア
ンスには固定されたブート順序があり、リストされているいずれの条件でも変わることはあ
りません。
ブート順序変更の問題を解決する方法

1

アプライアンスの VGA ポートにディスプレイを接続します。

2

アプライアンスの USB ポートの 1 つにキーボードを接続します。

3

Symantec Storage Shelf がアプライアンスに接続済みで、オンになっていることを
確かめます。
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4

電源をオフにしてから再度オンにすることによってアプライアンスを再起動します。

5

次の［バージョン (Version)］画面が表示されたらすぐに F2 キーを押してセットアッ
プを開始します。

6

セットアップ画面で、［Boot Options］タブがハイライトされるまで右矢印キーを押し、
Enter キーを押します。
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7

［Boot Options］画面で、［Hard Disk Order］がハイライトされるまで下矢印キーを押
し、Enter キーを押します。

8

次の画面で、［Boot Option #1］がハイライトされるまで上下の矢印キーを押し、Enter
キーを押します。
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9

［Boot Option #1］のポップアップが表示されたら、［ICHx/ESB2 Embedded RAID］
を選択し、Enter キーを押します。
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10 Esc キーを押して［Boot Options］タブに戻ります。
［ICHx/ESB2 Embedded RAID］が［Boot Option #1］として設定されている正しい
ブート順序が表示されます。

11 F10 を押してこの構成を保存し、セットアップを終了します。

アプライアンスが自動的に再起動し、正常に起動します。

消えないログインエラーメッセージについて
「5 分後にやり直してください」というログインエラーメッセージが表示される場合がありま
す。このエラーメッセージが表示され、5 分経ってもこれが消えなければ、次の手順を使っ
てこの問題を診断してください。
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エラーメッセージがしばらく経っても消えない原因を判定するには

1

アプライアンスのコマンドラインシェルを開きます。

2

次に示す一連のコマンドを使って、［プロセス (Processes)］ビューに移動します。
Main > Support > Processes

3

次のコマンドを入力して、現在の処理の状態を調べます。
AdminConsole Show

［アプライアンスコンソールサーバー (Appliance Console Server)］サービスが停止
していることが分かります。

4

次のログを調べて、サービスの認証が失敗していたか判定します。
/opt/SYMCOpsCenterServer/logs/OpsCenterServer_out.log

5

ログに［サービスユーザーの認証に失敗しました (Service user authentication
failed)］と記録されていれば、次のステップを実行します。
■

VxAT サービスの状態を調べます。サービスが停止していたら、それを問題にし
ます。
■

VxAT サービスの状態は、ルートから /opt/VRTSat/bin/vxatd という経路
で調べることができます。

■

まず AdminConsole Stop と入力し、続いて AdminConsole Start と入力
します。

■

ルートから /opt/VRTSat/bin/vssat listpd --pdrtype ab を実行して、
VxAT のドメインを調べます。

■

ドメインのホスト名を調べ、それをシステムのホスト名と比較します。
■

それらが同じでなければ、初期構成が壊れている可能性があります。

■

この問題を解決するには、vxss.hostname をシステムのホスト名で編集し、
次のコマンドを使って OpsCenter を再起動します。
/opt/SYMCOpsCenterServer/bin/opsadmin.sh stop/start

NetBackup Appliance Directory が停止したときに役割
の構成を完了できないエラー
次の場合に、役割の構成が失敗する可能性が高くなります。
■

NetBackup Appliance Directory が停止している

■

NetBackup Appliance Directory への接続で予期しないエラーが発生する
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メモ: このエラーは、メディアサーバーの重複排除アプライアンスでも確認されます。
役割の構成が失敗し、次のメッセージを表示する場合
Appliance> Master
- [Info] Checking current state of the appliance
- [Info] Initializing storage configuration...
- [Info] Acquired lock on the storage.
- [Info] Looking for existing storage configurations...
- [Info] No existing storage configurations found.
- [Info] Looking for existing storage configurations...
- [Info] Creating a new storage configuration now...
- [Info] Storage partitions are not present.
- [Info] 'Configuration' storage partition does not exist. Creating it now...
- [Info] Creating the 'Configuration' partition '0'...
- [Info] Mounting the 'Configuration' partition '0'...
- [Info] 'Catalog' storage partition does not exist. Creating it now...
- [Info] Creating the 'Catalog' partition '0'...
- [Info] Mounting the 'Catalog' partition '0'...
- [Info] Moving appliance configuration database to the Configuration partition.
- [Info] Updating hostname in the NetBackup Authentication Service configuration
.
- [Info] Checking storage capacity of the appliance
Enter storage configuration properties.
You have the opportunity to configure AdvancedDisk and dedupe storage pools.
You can view a summary of the storage settings and edit them, if desired.
1. To configure a storage pool, you must enter the following:
The size, the diskpool name, and the storage unit name.
2. To skip configuration, enter 0 (zero) when prompted for the size.
This also deletes any existing data.
3. To keep the storage pool intact, choose the default size, if applicable.
>> NetBackup Catalog volume size in GB [250..4096]: (250)
>> AdvancedDisk storage pool size in GB/TB (e.g., 50 GB) [0 GB..4.2 TB]: 1
- [Error] You must enter a valid value. For example, 512 GB or 8 TB.
>> AdvancedDisk storage pool size in GB/TB (e.g., 50 GB) [0 GB..4.2 TB]: 1 TB
>> AdvancedDisk diskpool name: (dp_adv_nbuappliance)
>> AdvancedDisk storage unit name: (stu_adv_nbuappliance)
>> MSDP storage pool size in GB/TB (e.g., 40 TB) [0 GB..3.2 TB]: 0
- [Info] Summary of storage configuration.
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->
->
->
->
->

NetBackup Catalog volume size:
AdvancedDisk storage pool size:
AdvancedDisk storage diskpool name:
AdvancedDisk storage unit name:
Dedupe storage configuration:

250 GB
1 TB
dp_adv_nbuappliance
stu_adv_nbuappliance
None

The estimated time to configure storage is 3 minutes. The greater total storage size
you specify, the longer it takes to complete the storage configuration.
>> Do you want to edit the storage configuration? [yes,no]: no
- [Info] Removing existing NetBackup configuration on appliance 'nbuappliance'
- [Info] Stopping NetBackup processes.
- [Info] Removing current NetBackup configuration.
- [Info] Performing Deduplication Engine cleanup.
- [Info] Configuring appliance 'nbuappliance' as NetBackup master appliance
- [Info] Creating basic NetBackup configuration on appliance 'nbuappliance'
- [Info] Reconfiguring NetBackup databases
- [Info] Configuring NetBackup logging on appliance 'nbuappliance'
- [Info] Starting NetBackup processes on appliance 'nbuappliance'
- [Info] Waiting for NetBackup processes to start
- [Info] Configuring storage partitions for appliance 'nbuappliance'
- [Error] Failed to save the AdvancedDisk disk pool name in the NetBackup Appliance
Directory. Retry this operation. If the issue persists, see the NetBackup Appliance
Troubleshooting Guide.
- [Error] Could not configure the appliance.

問題を解決するには、アプライアンスを再起動して再試行してください。問題が解決され
ない場合は、出荷時設定へのリセットを実行して、再試行してください。問題が解決しな
い場合は、シマンテック社のテクニカルサポートに問い合わせてください。
メモ: 役割の構成を実行する前に、必ず NetBackup のプロセスが稼働中であることを確
認してください。
p.14 の 「ベストプラクティスについて」 を参照してください。
p.58 の 「アプライアンスのセットアップと構成の問題のトラブルシューティング」 を参照し
てください。
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7
一般的な問題のトラブル
シューティング
この章では以下の項目について説明しています。
■

一般的な問題のトラブルシューティング

■

クライアントから行うターゲットモードのポートのトラブルシューティング

■

メディアサーバーへの接続およびストレージユニットの作成に失敗したときのトラブル
シューティング

■

SAN クライアントファイバートランスポートの有効と無効を切り替える際に発生する可
能性のある問題のトラブルシューティング

■

セルフテストエラーのトラブルシューティング

■

破損したストレージパーティションのトラブルシューティングについて

■

FactoryReset の問題のトラブルシューティングについて

■

出荷時設定へのリセット実行後 RAID が保持しているキャッシュを廃棄する

■

カーネルコアダンプの場合のクラッシュの分析

■

IPv6 ネットワークの問題のトラブルシューティング

■

5220 上で NetBackup Appliance ソフトウェアを再インストールすると失敗する場合
がある。

■

NetBackup 重複排除ディスクプールまたはディスクボリュームが断続的に停止状態
になる

■

メディアサーバーのアプライアンスの出荷時設定へのリセット操作が失敗しました

■

埋め込み RAID コントローラ情報が見つからないため、NetBackup 5220 アプライア
ンスの起動に失敗した
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■

fsck テストの失敗の解決

一般的な問題のトラブルシューティング
この章には、優先度が高い問題、優先度が低い問題および重要な問題をトラブルシュー
ティングするのに役立つセクションが含まれています。この章には次のタイプの問題が含
まれています。
表 7-1

優先度が低い問題

セクション

リンク

クライアントから行うターゲットモードのポートのト p.71 の 「クライアントから行うターゲットモードの
ラブルシューティング
ポートのトラブルシューティング」 を参照してくだ
さい。
メディアサーバーへの接続およびストレージユ p.76 の 「メディアサーバーへの接続およびスト
ニットの作成に失敗したときのトラブルシューティ レージユニットの作成に失敗したときのトラブル
ング
シューティング」 を参照してください。
SAN クライアントファイバートランスポートの有効 p.76 の 「SAN クライアントファイバートランスポー
と無効を切り替える際に発生する可能性のある トの有効と無効を切り替える際に発生する可能
問題のトラブルシューティング
性のある問題のトラブルシューティング 」 を参照
してください。
セルフテストエラーのトラブルシューティング

表 7-2

p.76 の 「セルフテストエラーのトラブルシューティ
ング」 を参照してください。

優先度が高い問題

セクション

リンク

破損したストレージパーティションのトラブル
シューティングについて

p.78 の 「破損したストレージパーティションのト
ラブルシューティングについて」 を参照してくだ
さい。

FactoryReset の問題のトラブルシューティング p.79 の 「FactoryReset の問題のトラブルシュー
について
ティングについて」 を参照してください。
出荷時設定へのリセット実行後 RAID が保持し p.81 の 「出荷時設定へのリセット実行後 RAID
ているキャッシュを廃棄する
が保持しているキャッシュを廃棄する」 を参照し
てください。
カーネルコアダンプの場合のクラッシュの分析

p.81 の 「カーネルコアダンプの場合のクラッシュ
の分析」 を参照してください。

IPv6 ネットワークの問題のトラブルシューティン p.82 の 「IPv6 ネットワークの問題のトラブル
グ
シューティング」 を参照してください。
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セクション

リンク

5220 上で NetBackup Appliance ソフトウェア
を再インストールすると失敗する場合がある。

p.84 の 「5220 上で NetBackup Appliance ソ
フトウェアを再インストールすると失敗する場合
がある。 」 を参照してください。

表 7-3

重要な問題

セクション

リンク

NetBackup 重複排除ディスクプールまたはディ p.84 の 「NetBackup 重複排除ディスクプール
スクボリュームが断続的に停止状態になる
またはディスクボリュームが断続的に停止状態に
なる」 を参照してください。
埋め込み RAID コントローラ情報が見つからな p.86 の 「埋め込み RAID コントローラ情報が見
いため、NetBackup 5220 アプライアンスの起 つからないため、NetBackup 5220 アプライアン
動に失敗した
スの起動に失敗した」 を参照してください。
fsck テストの失敗の解決

p.87 の 「fsck テストの失敗の解決」 を参照して
ください。

クライアントから行うターゲットモードのポートのトラブル
シューティング
ターゲットポートが動作状態になり次第、クライアントからトラブルシューティングを続行す
る必要がある場合があります。この場合、NetBackup の管理者のコンソールを使うか、コ
マンドラインインターフェースから nbftconfig コマンドを使うことができます。管理者の
コンソールから、［デバイス管理 (Device Management)］ > ［デバイス (Devices)］ >
［SAN クライアント (SAN Clients)］の順に選択します。コマンドラインからは、次のコマン
ドを実行します。このとき、appsanclient1 には SAN クライアントの名前を入力します。
nbftconfig -listclients -verbose -C appsanclient1
Testsys:~ # nbftconfig -listclients -verbose -C appsanclient1
SAN Client Name
: appsanclient1
SAN Client Version
: 7.0
SAN Client State
: disabled
Master Server Name
: nbuappliance1
FT Server Connections: 1
Client Ports/Server : 2
Usage Preference
: always
SAN Client HBA Port : 16
SAN Client Device State: active
Media Server Name
: Testsys
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Media
Media
Media
Media

Sever State
Server HBA Port
Server Port Mode
Server LUN

:
:
:
:

SAN Client Device State:
Media Server Name
:
Media Sever State
:
Media Server HBA Port :
Media Server Port Mode :
Media Server LUN
:

active
1
FABRIC
1
active
Testsys
active
1
FABRIC
0

出力が正しく表示されなければ、nbftconfig -rescanclient client コマンドを使っ
てもかまいません。数分間待ち、クライアントを再度リストするように試みます。このコマン
ドが実行に失敗した場合は、クライアントシステムに移動してオペレーティングシステムが
SCSI デバイスを認識できるか確認してください。/proc/scsi/scsi ディレクトリのデバ
イスリストを参照できます。
appsanclient1:~ # cat /proc/scsi/scsi
Attached devices:
Host: scsi0 Channel: 00 Id: 08 Lun: 00
Vendor: DP
Model: BACKPLANE
Type:
Enclosure
Host: scsi0 Channel: 02 Id: 00 Lun: 00
Vendor: DELL
Model: PERC 5/I
Type:
Direct-Access
Host: scsi0 Channel: 02 Id: 01 Lun: 00
Vendor: DELL
Model: PERC 5/I
Type:
Direct-Access
Host: scsi2 Channel: 00 Id: 00 Lun: 00
Vendor: Dell
Model: Virtual CDROM
Type:
CD-ROM
Host: scsi3 Channel: 00 Id: 00 Lun: 00
Vendor: Dell
Model: Virtual Floppy
Type:
Direct-Access

Rev: 1.00
ANSI SCSI revision: 05
Rev: 1.00
ANSI SCSI revision: 05
Rev: 1.00
ANSI SCSI revision: 05
Rev: 123
ANSI SCSI revision: 02
Rev: 123
ANSI SCSI revision: 02

メモ: nbftconfig -rescanclient client コマンドが機能する場合、シマンテック社
ではここでも、クライアントシステムに移動してオペレーティングシステムが SCSI デバイ
スを認識できるか確認することをお勧めします。nbftconfig -rescanclient client
コマンドの実行後に受け取った出力には、古くなった情報が含まれていることがあります。
この例では、予期した SCSI デバイスが含まれていません。ベンダー ARCHIVE とモデ
ル Python からのデバイスが 2 つ表示されている必要があります。この状況で
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は、/sys/class/fc_remote_ports ディレクトリを調べます。このディレクトリには、オペ
レーティングシステムが認識できるリモートの FC ポートが表示されます。
appsanclient1:~ # ls -la /sys/class/fc_remote_ports/
total 0
drwxr-xr-x 2 root root 0 Apr 25 11:06 .
drwxr-xr-x 24 root root 0 Apr 24 17:55 ..

ここでも、予期したデータが含まれていません。現時点でシマンテック社では、FC HBA
ドライバと qla2xxx と rmmod qla2xxx と modprobe qla2xxx を、この順番で再ロード
することをお勧めします。ドライバを再ロードすることで、問題が解決できることがあります。
この例では、ドライバの再ロードによって問題が解決できたのは、それまでドライバが一度
もロードされていなかったためです。次に示す出力からエントリが確認でき、リモートの
port_name がアプライアンスの Port WWN と一致することが分かります。
appsanclient1:~ # modprobe qla2xxx
appsanclient1:~ # ls -la /sys/class/fc_remote_ports/
total 0
drwxr-xr-x 3 root root 0 Apr 27 14:48 .
drwxr-xr-x 24 root root 0 Apr 24 17:55 ..
drwxr-xr-x 2 root root 0 Apr 27 14:48 rport-4:0-0
appsanclient1:~ # cat /sys/class/fc_remote_ports/rport-4¥:0-0/port_name
0x21000024ff232782
appsanclient1:~ # cat /proc/scsi/scsi
Attached devices:
Host: scsi0 Channel: 00 Id: 08 Lun: 00
Vendor: DP
Model: BACKPLANE
Rev: 1.00
Type:
Enclosure
ANSI SCSI revision: 05
Host: scsi0 Channel: 02 Id: 00 Lun: 00
Vendor: DELL
Model: PERC 5/I
Rev: 1.00
Type:
Direct-Access
ANSI SCSI revision: 05
Host: scsi0 Channel: 02 Id: 01 Lun: 00
Vendor: DELL
Model: PERC 5/I
Rev: 1.00
Type:
Direct-Access
ANSI SCSI revision: 05
Host: scsi2 Channel: 00 Id: 00 Lun: 00
Vendor: Dell
Model: Virtual CDROM
Rev: 123
Type:
CD-ROM
ANSI SCSI revision: 02
Host: scsi3 Channel: 00 Id: 00 Lun: 00
Vendor: Dell
Model: Virtual Floppy Rev: 123
Type:
Direct-Access
ANSI SCSI revision: 02
Host: scsi4 Channel: 00 Id: 00 Lun: 00
Vendor: ARCHIVE Model: Python
Rev: V000
Type:
Sequential-Access
ANSI SCSI revision: 02
Host: scsi4 Channel: 00 Id: 00 Lun: 01
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Vendor: ARCHIVE Model: Python
Type:
Sequential-Access

Rev: V000
ANSI SCSI revision: 02

それでも /sys/class/fc_remote_ports ディレクトリに何も表示されない場合、または
SCSI デバイスが一切表示されない場合、その最も可能性の高い根本原因はゾーン化
の問題です。この結論に至ったときは、場合によってテクニカルサポートへの問い合わせ
が必要になります。
/proc/scsi/scsi ディレクトリに予期したエントリが表示されるものの、その情報が古く

なっている場合もあります。情報が古くないことを確認するには、sg_inq コマンドを使っ
て現在の状態をクエリーします。
appsanclient1:~ # sg_inq -I /dev/sg3
VPD INQUIRY: Device Identification page
Designation descriptor number 1, descriptor length: 55
id_type: T10 vendor identification, code_set: ASCII
associated with the addressed logical unit
vendor id: SYMANTEC
vendor specific: FATPIPE 1.0
Testsys.enx1.symantec.com
appsanclient1:~ # sg_inq -I /dev/sg4
VPD INQUIRY: Device Identification page
Designation descriptor number 1, descriptor length: 55
id_type: T10 vendor identification, code_set: ASCII
associated with the addressed logical unit
vendor id: SYMANTEC
vendor specific: FATPIPE 1.1
Testsys.enx1.symantec.com

これらのコマンドが失敗した場合、オペレーティングシステムにある情報が古いという可能
性が十分に考えられます。この場合、rescan-scsi-bus util
(/bin/rescan-scsi-bus.sh) を実行すれば、強制的に情報を更新することができま
す。まずこれを -r オプションを使って実行し、古いエントリを削除します。この方法がうま
くいかない場合は、次の方法を試します。
■

rescan-scsi-bus util -r コマンドを実行しても期待したエントリが表示されない

場合は、-I オプションを使って実行してみます。これにより、強制的に FC リンクが再
交渉を行います。
■

アプライアンスの FT メディアサーバーを再起動します(有効にしてから無効にする)。
その後で、rescan-scsi-bus util コマンドを使って再スキャンします。
このコマンドが失敗すれば、ゾーン化の問題が最も可能性の高い根本原因です。ア
プライアンスにゾーン化が起きているかを断定するには、サポートに連絡してくださ
い。

■

最後に、SCSI デバイスを再スキャンする必要がある場合、または新しい SCSI デバ
イスがある場合は、FT のクライアントデーモンを再起動します。再起動が終わったら、
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オリジネータ 200 の VxUL ログを見て、SCSI デバイスが正しく認識されているかを
確認することができます。
appsanclient1:~ # /usr/openv/netbackup/bin/vxlogview -p nb -o 200
04/27/11 13:58:25.736 [FATClientMgrService::init] Client
successfully started (FATClientMgrService.cpp:277)
04/27/11 13:58:25.822 [DiscoveryTaskThread] DiscoveryTask Thread
1094740288 Startup
04/27/11 13:58:25.822 [AddDevice] /dev/sg3
Inquiry "SYMANTECFATPIPE 1.0
nbapp36.engba.symantec.com"
TargetHBA:LUN:InitiatorHBA = 1:0:0x40 State = 1 RefCount = 0
04/27/11 13:58:25.822 [AddDevice] /dev/sg4
Inquiry "SYMANTECFATPIPE 1.1
nbapp36.engba.symantec.com"
TargetHBA:LUN:InitiatorHBA = 1:1:0x40 State = 1 RefCount = 0

ファイバートランスポートのメディアサーバーの検証について
ファイバートランスポート (FT) のメディアサーバーをインストールした後に、Settings >
FibreTransport SANClient Show コマンドを使って SAN のクライアント機能の状態
を表示することができます。FibreTransport SANClient Show コマンドを実行し、ファ
イバートランスポート (FT) のメディアサーバーが正しく設定される場合は、次にような出
力が表示されます。
Testsys.Settings> FibreTransport SANClient Show
Fibre Transport server installed and running.
Manage > FC Show コマンドを使って、SAN クライアント機能の状態の検証と確認を行

うことができます。Manage > FC Show コマンドを実行した後に送信される出力から、次
の内容を確かめることができます。
■

qla2xxx、windrvr6ドライバがロードされます。

■

宛先ポートはターゲットモードです。開始プログラムモードではありません。

■

［状態 (Status)］列に表示されるターゲットモードのポートの状態は、ポートがスイッチ
のようなものに物理的に接続されている場合、［ファブリック (Fabric)］となっている必
要があります。
ターゲットモードのポートの［リモートポート (Remote Ports)］列には、何も表示されま
せん。
ターゲットモードのポートについて詳しく調べるには、開始プログラム 199 の VxUL
ログ (nbftsvr) を参照してください。
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メディアサーバーへの接続およびストレージユニットの作
成に失敗したときのトラブルシューティング
メディアサーバーの短い名前と長い名前の両方が、マスターサーバーから ping 可能で
あることを確認してください。短い名前を使用してメディアサーバーにアクセスできない場
合は、次の操作を実行します。
■

DNS サフィックスに完全修飾名を使用します。

■

マスターサーバーのホストのキャッシュを消去します。

これら 2 つのステップを実行した後、マスターサーバーからメディアサーバーにアクセス
し、次にメディアサーバーからストレージユニットを作成できます。
p.70 の 「一般的な問題のトラブルシューティング」 を参照してください。

SAN クライアントファイバートランスポートの有効と無効
を切り替える際に発生する可能性のある問題のトラブル
シューティング
5220 アプライアンスの SAN クライアントファイバートランスポートの有効と無効を切り替
えるときに、テープデバイスを認識し、SAN クライアントデーモンを実行していることを確
認するために次の操作が必要な場合があります。
■

5220 アプライアンスの SAN クライアントファイバートランスポートを有効または無効
にする場合、デバイスの永続パスを設定していない場合はテープデバイスを再スキャ
ンする必要があります。 これは、有効化や無効化の操作で、ファイバーチャネル HBA
ドライバの再読み込みが必要になるためです。永続パスを設定していない場合、再
読み込みするとアプライアンスのテープデバイスのパスの番号が付け直されます。し
たがって、テープデバイスを使用する場合はアプライアンスでテープデバイスのパス
が再検出されるよう、再スキャンを実行してください。

■

5220 アプライアンスの SAN クライアントファイバートランスポートを無効にし、その後
再度有効にする場合、クライアントシステムで動作している SAN クライアントデーモン
を再起動する必要があります。 たとえば、クライアントで SAN クライアントデーモンを
起動する前に、5220 アプライアンスで SAN クライアントを有効にする必要がありま
す。これは、ターゲットの検出は起動時にのみ行われるためです。

p.70 の 「一般的な問題のトラブルシューティング」 を参照してください。

セルフテストエラーのトラブルシューティング
このセクションでは、セルフテスト失敗時に発生する可能性のあるエラー、およびそれら
のエラーを解決するための推奨処置について説明します。
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NetBackup が構成され稼働している場合、セルフテストが実行時
に失敗する場合があります。
NetBackup が構成され稼働している場合に、セルフテストが次のエラーメッセージが表
示されて失敗することがあります。
....cannot connect on socket - CORBA transient error(3000001)

NetBackup の構成および操作のテスト時にセルフテストの失敗を回避する方法

1

NetBackup サービスすべてを停止します。

2

Symantec Private Branch Exchange (PBX) を停止します。

3

Symantec Private Branch Exchange (PBX) を起動します。

4

NetBackup デーモンを起動します。

バックアップおよびリストア操作のテスト時に、セルフテストが失敗
することがあります。
バックアップおよびリストア操作のテスト時に、セルフテストが失敗することがあります。次
のエラーが表示されることがあります。
Error:
[10-21-2011 00:33:17] [10882]
Debug (/opt/NBUAppliance/scripts/self_test.pm 812):
"Trying restore attempt number <1>"
[10-21-2011 00:34:50] [10882] cmd:
" /usr/openv/netbackup/bin/bprestore
-00:03:00 /tmp/test_backup.txt"( 10 )
stderr: EXIT STATUS 10: allocation failed

使用できるシステムメモリ容量が不十分なため、システムメモリの割り当てが失敗します。
システムで行われている処理が多すぎて負荷がかかり、物理メモリまたは仮想メモリが不
十分になっていることが考えられます。
メモリを消費している不要な処理を停止し、より多くのスワップ領域または物理メモリを追
加することをお勧めします。
この問題について詳しくは、シマンテック社のサポート Web サイトの次の技術メモを参照
してください。https://www.symantec.com/docs/TECH87179
p.70 の 「一般的な問題のトラブルシューティング」 を参照してください。
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破損したストレージパーティションのトラブルシューティン
グについて
まれに、ストレージパーティションが破損することがあります。この問題は、構成エラー、
バックアップエラー、状態と監視エラーに見える可能性があります。ほとんどの場合、エ
ラーメッセージによって直接、ストレージパーティションが破損していることが判明すること
はありません。ソフトウェアスタックにより実際のエラーがマスクされてしまい、別のエラー
が示されます。
メモ: 多くの場合、ストレージパーティションは一般的な VxFS ファイルシステムになりま
す。
問題を認識するのに役立つ、ユーザーが遭遇する症状の 1 つとして、次のエラーメッセー
ジが表示されてバックアップが失敗することがあります。
1: (213) no storage units available for use.
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この場合、次のどちらかの方法を使って、パーティションサイズを調べることができます。
パーティションサイズの状態が［低下 (Degraded)］と表示される場合は、1 つまたは複数
のパーティションがマウントされていないことを意味します。また、アプライアンスがすでに
構成されてる場合は、パーティションの状態が［アクセス不可 (Not Accessible)］と示され
ます。
この種類の問題は Storage Foundation に報告するものとして、ご使用のアプライアンス
についてシマンテック社のテクニカルサポートに問い合わせることを推奨します。ファイル
システムが回復不能状態になる可能性があるため、ボリュームの削除や再フォーマットは
実行しないことを推奨します。
シマンテック社は、アプライアンスの DataCollector ツールが収集できる情報とは別の情
報を必要とします。Storage Foundation チームには「根本原因分析」を行うために、アプ
ライアンスからの広範なトラブルシューティング情報を集めるためのユーティリティがありま
す。これらのユーティリティについて詳しくは、次の TechNote を参照してください。
■

シマンテック社の根本原因分析の説明ページ (TECH61403)

■

Symantec VRTSexplorer ツールの参照ページ (TECH17676)

■

Metasave のダウンロードと実行方法 (HOWTO36957)

FactoryReset の問題のトラブルシューティングについて
メモ: 52xx のマスターサーバーまたはメディアサーバーをバージョン 2.6.0.1 にアップグ
レードした場合、出荷時設定へのリセットはサポートされません。最新版のアプライアンス
ソフトウェアが必要であれば、ソフトウェアの最新版を USB フラッシュドライブからインス
トールできます。最新版のアプライアンスソフトウェアについてはシマンテック社のテクニ
カルサポートに問い合わせてください。
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FactoryReset 関数はアプライアンスをデフォルトの状態に戻すときに使います。この関
数を使うときには、以下の問題が起きる可能性があります。
■

ネットワークに問題があるアプライアンスに対して FactoryReset 関数を実行すると、
以下の問題のうち 1 つが起きることがあります。
■

ネットワークがタイムアウトすることがあります。
この状況が起きやすいのは、アプライアンスがメディアサーバーのアプライアンス
であり、マスターサーバーと通信できないときです。

マスターサーバーの構成済みストレージユニットのいずれにも、適切にクリーンに
ならない可能性があります。
このような状況になった場合、アプライアンスを再構成する前にストレージユニットが
必ず適切にクリーンアップされるようにする必要があります。
■

■

出荷時設定へのリセット時に Storage Reset オプションを選択すると、データまたは
ストレージは削除されないことがあります。この状況は、より多くのパーティションの 1
つが使用中であるか、そのパーティションにいくつかのプロセスがアクセスし続けてい
る場合に発生します。このシナリオでストレージを削除するには、出荷時設定へのリ
セットを実行した後に Support > Storage Reset コマンドを実行します。
次に、ストレージがリセットされないときに表示されるエラーメッセージの例を示します。
- [Error] Failed to unmount the 'Configuration' partition '0'
because the partition is currently in use. Restarting the appliance
and retrying the operation may help to resolve the issue. Contact
Symantec Technical Support if the issue persists.

メモ: Storage Reset コマンドはアプライアンスが出荷時の状態のときのみ利用可能
です。

■

出荷時設定へのリセットを実行する前に接続されたストレージディスクを削除する場
合は、RAID コントローラの保存済みのキャッシュを消去する必要があります。
p.81 の 「出荷時設定へのリセット実行後 RAID が保持しているキャッシュを廃棄す
る」 を参照してください。

メモ: バージョン 2.5.1 にアップグレードされている NetBackup 5200 アプライアンスの場
合、出荷時設定にリセットしたり直接バージョン 2.5.1 に再イメージ処理することができま
せん。まずアプライアンスをバージョン 2.5 にリセットまたは再イメージ処理してから、バー
ジョン 2.5.1 リリース更新を再インストールする必要があります。
p.9 の 「シマンテック社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。
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出荷時設定へのリセット実行後 RAID が保持している
キャッシュを廃棄する
出荷時設定のリセットを実行する前に、接続されたディスクストレージを取り外す場合、
RAID BIOS コンソールでストレージディスクに保持されているキャッシュを廃棄する必要
があります。
保持されているキャッシュの廃棄

1

アプライアンスが再起動し、プロンプトが表示されたら任意のキーを押します。RAID
構成ユーティリティが開きます。

2

RAID コントローラを選択し、［開始 (Start)］をクリックします。

3

コントローラが 1 つまたは複数のドライブにアクセスできなくなったことを示すメッセー
ジが表示されます。 ［キャッシュの廃棄 (Discard Cache)］をクリックして仮想ドライブ
に保持されているキャッシュを廃棄します。

4

プロンプトが表示されたら、［はい (Yes)］をクリックして保存済みのキャッシュを廃棄
します。

5

アプライアンスを再起動し、出荷時設定のリセット処理を続行します。

p.70 の 「一般的な問題のトラブルシューティング」 を参照してください。

カーネルコアダンプの場合のクラッシュの分析
カーネルコアダンプが発生した場合は、以下の手順でクラッシュの分析を実行します。
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カーネルコアダンプの場合にクラッシュの分析を実行するには

1

debuginfo.rpm は v2.6.x のインストールではインストールされないため、
debuginfo.rpm ファイルを手動でインストールする必要があります。

2

アプライアンスの次の場所で、debuginfo.rpm を見つけることができます。
/inst/client/.packages/from_dvd/netbackup_addon/suse/x86_64

rpm ファイルの完全な名前は、
kernel-default-devel-debuginfo-2.6.32.59-0.7.1.fsl.x86_64.rpm で

す

3

次のコマンドを使って、rpm ファイルをインストールします。
# rpm -ivh
kernel-default-devel-debuginfo-2.6.32.59-0.7.1.fsl.x86_64.rpm

次の出力が表示されます。
Preparing...
########################## [100%]
1:kernel-default-devel-de############################# [100%]
vmlinux gzip は、/boot /boot/vmlinux-2.6.32.59-0.7-default-fsl.gz で利

用可能です。
p.70 の 「一般的な問題のトラブルシューティング」 を参照してください。

IPv6 ネットワークの問題のトラブルシューティング
次の手順により、IPv6 ネットワークに関する問題をトラブルシューティングすることができ
ます。さらに詳細なサポートが必要な場合は随時シマンテック社テクニカルサポートにご
連絡ください。
発生する可能性がある問題を次に示します。
■

IPv6 ネットワークが正しく構成されない。

■

IP ルーティングが 1 つ以上のホストを見つけることができない。

■

デフォルトゲートウェイにアクセスできない。

■

ネットワークホストにアクセスできない。

■

NetBackup 機能がまだ IPv4 アドレスを指している。
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IPv6 ネットワークエラーをトラブルシューティングする方法

1

IPv6 インターフェースにグローバルアドレスがあることを確認します。
NetBackup Appliance のシェルメニューで次のコマンドを実行します。
Main_Menu > Network > Show Configuration

出力のいずれかの eth 見出し（eth0、eth1 など）の下で、次のようなエントリを探し
ます。
inet6 addr: 2001:db8::2/64 Scope: Global

少なくとも 1 つのアドレスのスコープがグローバルである必要があります。グローバ
ルスコープアドレスがコマンド出力に表示されていない場合は、IPv6 アドレスを再構
成します。

2

Main_Menu > Network > Gateway Show IPv6 コマンドを使用して、ネットワーク

ルーティングのパスを確認します。エラーがないかルーティングテーブルを確認しま
す。いずれかのネットワークパス情報が誤っている場合は、正しい情報を入力しま
す。シェルメニューの Network ビューコマンドか、NetBackup アプライアンス Web
コンソールの［設定 (Settings)］>［ネットワーク (Network)］ページを使用できます。
詳しくは、『NetBackup Appliance コマンドリファレンスガイド』および『NetBackup
Appliance 管理者ガイド』を参照してください。

3

デフォルトゲートウェイとの通信を確認してください。ゲートウェイ IP アドレスは前の
手順で表示したルーティングテーブルに記載されています。
ゲートウェイとの通信をテストするには、Main_Menu > Network > Ping Host コ
マンドを使用します。この場合、Host はゲートウェイの IPv6 アドレスです。
ゲートウェイにアクセスできない場合、ゲートウェイの状態を確認するようにネットワー
ク管理者に連絡してください。

4

Main_Menu > Network > Ping Host コマンド（Host はホスト名またはホストの

IPv6 アドレス）を使用して、ホストとの通信を確認します。
ホストにアクセスできない場合は、Network > TraceRoute Host コマンドを実行し
て、ネットワークパスに関する問題がないか確認します。

5

IPv4 ネットワークでは動作していた機能について IPv6 で問題が発生した場合は、
NetBackup が現在ホスト名と IPv6 アドレスとを関連付けていることを確認します。
次のコマンドを使用して、IPv6 ネットワークにホスト名を追加します。
Main_Menu > Network > Hosts Add IP_AddressFQHNShort_Name

ここで、IP_Address は IPv6 アドレス、FQHN は完全修飾ホスト名、Short_Name は
短ホスト名です。
p.24 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。
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5220 上で NetBackup Appliance ソフトウェアを再イン
ストールすると失敗する場合がある。
5220 アプライアンスへの NetBackup Appliance ソフトウェアの再インストールが失敗す
る場合があります。 この問題は、オペレーティングシステムの再インストールより前にデー
タベースがバックアップされたことが原因で発生します。
この問題が発生した場合は、この問題の解決を支援できるようにシマンテック社のサポー
ト担当者に DOC6035 と伝えてください。
p.70 の 「一般的な問題のトラブルシューティング」 を参照してください。

NetBackup 重複排除ディスクプールまたはディスクボ
リュームが断続的に停止状態になる
NetBackup Appliance で使用しているメディアサーバーとして設定されている重複排除
ディスクプールまたはディスクボリュームが断続的に DOWN 状態になります。 その結果、
バックアップまたは複製ジョブは、213 の使用できるストレージユニットがない状態および
2074 の状態で失敗する場合があります。これは、重複排除ディスクプールを使用してい
る NetBackup 52xx のアプライアンスがメディアサーバーの重複排除ストレージサーバー
に書き込んでいる場合に発生することがあります。
NetBackup ディスクポーリングサービス (DPS) は、NetBackup に、ディスクプールまた
はディスクボリュームがうまく機能しているかどうかを指示します。DPS は bpstsinfo を
使用して MSDP ストレージサーバーからこの情報を抽出します。 DPS のデフォルトのタ
イムアウト制限は 1 分に設定されています。したがって、DPS が 1 分以内に MSDP か
ら現在の状態の返信を受信できなければ、それはエラーとして自動的に扱われ、ディス
クプールかディスクボリュームが停止していると見なされます。 DPS への返信の遅延は、
システムリソースの枯渇が原因であることもあります。 次の手順でこのエラーを解決できま
す。
NetBackup の重複排除ディスクプールまたはディスクボリュームの停止状態を解決す
るには、次の手順を実行します。

1

次の場所から、DPS_PROXYNOEXPIRE ファイルの DPS プロキシタイムアウトを 3600
秒 (最大値) に増やします。
/usr/openv/netbackup/db/config/DPS_PROXYNOEXPIRE

2

次の場所に、値が 1800 の DPS_PROXYDEFAULTSENDTMO ファイルを作成します。
/usr/openv/netbackup/db/config/DPS_PROXYDEFAULTSENDTMO

3

次の場所に、値が 1800 の DPS_PROXYDEFAULTRECVTMO ファイルを作成します。
/usr/openv/netbackup/db/config/DPS_PROXYDEFAULTRECVTMO
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4

NetBackup Appliance メディアサーバーに、NetBackup Appliance Shell Menuを
使用してログオンします。

5

次のコマンドを使って、nbrmms 処理を再起動できます。
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［メイン (Main)］>［サポート (Support)］>［NetBackup 開始の処理 (Processes
NetBackup Start)］

メモ: 問題が再発生する場合は、影響のあるメディアサーバーの pd.conf の
CR_STATS_TIMER 行を非コメント化するか、または CR_STATS_TIMER = 300 を変更して
300 秒に設定してください。
p.70 の 「一般的な問題のトラブルシューティング」 を参照してください。

メディアサーバーのアプライアンスの出荷時設定へのリ
セット操作が失敗しました
メディアサーバーに SLP (ストレージライフサイクルパラメータ) ベースのバックアップイ
メージが含まれている場合、［アプライアンスのリストア (Appliance Restore)］>［出荷時
設定にリセット (Factory Reset)］操作を実行する前に必ず、これらのイメージおよびポリ
シーのクリーンアップを行ってください。 これは、ストレージデバイスに格納された SLP
ベースのバックアップイメージがあるメディアサーバーで出荷時設定へのリセットを実行
するときに、次のエラーが表示される可能性があるためです。
- [Warning] Found some storage units in Storage Lifecycle Policies:
- [Warning] SLP: slp, storage units: stu_adv_applabc stu_disk_applabc
- [Warning] The factory reset will not be able to remove the
above storage units
as part of the reset. Please manually remove the storage units from the
above Storage Lifecycle Policies using the NetBackup Administration Console
before running a factory reset.
>> Factory reset validation found some minor issues.
Continue with factory reset shell menu? [yes/no]

このエラーを解決するには、［いいえ (No)］を選択して、NetBackup の管理コンソールを
使用して SLP ベースのストレージイメージを手動でクリーンアップします。すべての SLP
バックアップイメージを削除した後で、出荷時設定へのリセット操作を実行してください。
手動での SLP ベースのストレージのクリーンアップについて詳しくは、『Symantec
NetBackup™ 管理者ガイド』の「SLP パラメータのプロパティ」セクションおよび次の技術
メモを参照してください。TECH150431
［はい (Yes)］を選択し、出荷時設定へのリセットを続行すると、同じメディアサーバーの
再構成は失敗することがあります。
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p.70 の 「一般的な問題のトラブルシューティング」 を参照してください。

埋め込み RAID コントローラ情報が見つからないため、
NetBackup 5220 アプライアンスの起動に失敗した
このセクションでは、NetBackup 5220 アプライアンスで次のメッセージが表示され、起動
しない問題のトラブルシューティングを行います。
Waiting for /dev/disk/by-id/scsi-46000805E0000000-part2

問題は、埋め込み RAID コントローラ情報が検出されず、BIOS に表示されないときに発
生します。
Waiting for /dev/disk/by-id/scsi-46000805E0000000-part2 エラーをトラブル

シューティングするには

1

5220 アプライアンスにモニターおよびキーボードを接続します。

2

アプライアンスをオンにする。

3

F2 キーを押して BIOS メインメニューに戻ります。

4

矢印キーで右に移動し、［Boot Order］タブを選択します。

5

［Hard Disk Order］を選択し、Enter キーを押します。
ポップアップウィンドウが表示されます。ウィンドウの 3 つの［Boot Option］番号に
［ICHx/ESB2 Embedded RAID］があることを確認します。このオプションがない場
合、次の手順に進みます。

6

ESC キーを押してメイン BIOS メニューオプションに戻ります。

7

上部の［Advanced］タブを選択します。

8

下矢印キーで［Mass Storage Controller Configuration］に移動すると、［Mass
Storage Controller Configuration］が表示されます。

9

［Mass Storage Controller Configuration］オプションから、矢印キーで［Intel (R)
SAS RAID Module］に移動し、Enter キーを押します。

10 ポップアップウィンドウが表示され、［Enabled］を選択します。
11 ［Mass Storage Controller Configuration］オプションから、下矢印キーで［SATA
Mode］に移動し、Enter キーを押します。

12 ポップアップウィンドウが表示され、［SW RAID］を選択して有効にします。
13 SW RAID が有効になったら、F10 キーを押します。
14 アプライアンスを再起動して再び BIOS を起動し、［ICHx device］が表示されてい
ることを確認します。
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p.70 の 「一般的な問題のトラブルシューティング」 を参照してください。

fsck テストの失敗の解決
アプライアンスでファイルシステム検査（fsck）を実行して、テストに失敗した場合は、より
高度な fsck オプションを使ってファイルシステムを修復するよう求められます。問題を修
復する前にルートパスワードを入力するよう求められることがあります。ただし、NetBackup
Appliance 2.6.0.2 以降ではルートアカウントはロックされています。 したがって、この問
題を解決するには次の対策を講じてみてください。
fsck テストの失敗を解決するには

1

アプライアンスを再起動します。

2

次の GRUB ブート画面が表示されたら、e キーを押してブートコマンドを編集しま
す。
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3

2 番目の行を選択し、e キーを再度押します。
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4

次の画面に表示されるコマンドの末尾に single という語を追加します。Enter キー
を押してから、b キーを押してシステムをシングルユーザーモードで起動します。

5

プロンプトが有効になったら、fsck -pv FileSystem コマンドを使って関連ファイ
ルシステム上で fsck を実行します。ここで、FileSystem はエラーが発生したファ
イルシステムです。
たとえば、fsck -pv /dev/system/log です。
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6

操作に失敗すると、次のエラーメッセージが表示されます。
UNEXPECTED INCONSISTENCY; RUN fsck MANUALLY

このメッセージが表示されたら、fsck -yv FileSystem コマンドを実行して、fsck
を手動で実行します。
たとえば、fsck -yv /dev/system/log のようになります。
次のようなメッセージがいくつか表示されることがあります。

7

ファイルシステムが修復されたら、shutdown -r now コマンドを使ってアプライアン
スを再起動します。

p.70 の 「一般的な問題のトラブルシューティング」 を参照してください。
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8
ハードウェア問題のトラブル
シューティング
この章では以下の項目について説明しています。
■

オンにならないアプライアンスの開始

■

アプライアンスのドライブ状態 LED が橙色の場合のトラブルシューティング

■

管理ソフトウェアで識別されないシステムドライブのトラブルシューティング

■

アプライアンス電源問題のトラブルシューティング

■

システム起因のシャットダウンのトラブルシューティング

■

システム状態の LED のトラブルシューティング

■

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

オンにならないアプライアンスの開始
このセクションでは、アプライアンスがオンであることを確認するために使用できる提案に
ついて説明します。次の原因が考えられます。
■

AC 電源プラグが正しく挿入されていません。

■

AC 電源が電源から供給されていません。

■

アプライアンスがオンにされていません。

電源がオンであることを確認するには、次の手順を実行します。

1

コントロールパネルの AC 電源 LED およびシステム状態 LED を確認します。
■

AC 電源 LED がオフ、システム状態 LED が緑色の場合、AC 電源ボタンを押
して電源をオンにします。

第 8 章 ハードウェア問題のトラブルシューティング
オンにならないアプライアンスの開始

■

システム状態インジケータがオフの場合、システムはオンではありません。 次の
手順に進んでください。

2

ユニットの AC 電源ケーブルを別の外部電源に接続します。

3

電源プラグとケーブルを次のように確認します。

4

■

背面パネルの電源ソケットから電源プラグを取り外し、再挿入します。

■

コントロールパネルの電源投入および警報インジケータの状態を次の項目につ
いて確認します。
■

電源のインジケータが緑色に点滅すると、ユニットへの電源は動作中です。
エラーは削除されます。

■

電源インジケータが橙色の場合、2 つの電源のうちいずれかに欠陥がある可
能性があります。

■

電源が緑色に点滅している場合、電源はスタンバイモードです。 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。

■

電源がオフの場合、ユニットの背面パネルの電源の LED を確認します。
■

電源 LED が緑色の場合、電源が供給されます。 コントロールパネルの
LED に欠陥がある可能性があります。 シマンテック社のテクニカルサポー
トに問い合わせてください。

■

電源 LED がオフまたは橙色の場合、電気はその電源に供給されていま
せん。

電気が電源に供給されていない場合、ユニットの背面パネルの電源の LED を確認
します。 次の手順を実行します。
■

AC 電源が動作することを確認します。 別のユニットを電源に接続し、電源がオ
ンであることを確認します。

■

NetBackup アプライアンス Web コンソールのハードウェア監視またはアプライ
アンスのシェルメニューにアクセスして、エラーに関する情報を取得します。ハー
ドウェア監視および NetBackup Appliance のシェルメニューの使用について詳
しくは、『Symantec NetBackup Appliance 管理者ガイド』を参照してください。
CLI コマンドについて詳しくは、『NetBackup 52xx シリーズコマンドリファレンス
ガイド』を参照してください。

■

シマンテック社のテクニカルサポートに問い合わせてください。

次の場所でトラブルシューティングの追加のトピックを見つけることができます。
p.91 の 第8章 を参照してください。
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アプライアンスのドライブ状態 LED が橙色の場合のトラ
ブルシューティング
NetBackup 5230 アプライアンスドライブにはそれぞれ、ドライブリリースラッチの近くの左
端に沿って 2 つの LED があります。 上部の LED はドライブの状態を示します。 下部の
LED はドライブの動作状態を示します。 表 8-1 は LED の状態を説明します。
NetBackup 5220 アプライアンスドライブにはそれぞれ、リリースラッチの上のドライブの
上端に沿って 2 つの LED があります。 右の LED はドライブの状態を示します。 左の
LED はドライブの動作状態を示します。 表 8-1 は LED の状態を説明します。
表 8-1

システムディスク状態 LED の表示の意味

LED

動作

表示の意味

状態

オフ

アクセスなし、およびエラーなし。

橙色に点灯

ディスクドライブにエラーが発生しま
した。

橙色に点滅

進行中の RAID 再構築 (1-Hz)、識
別 (2-Hz)。

緑色に点灯

電源はオンで、ドライブは動作中では
ありません。

緑色に点滅

電源はオンで、ドライブは動作中で
す。

オフ

ドライブの電源がオフです。

動作中

ドライブに欠陥があることを確認するには
注意: ドライブ状態 LED は、アプライアンスからドライブを取り外す前は橙色に点灯して
いる必要があります。 ドライブが不適当に接続解除されると、データの損失および破損が
発生する可能性があります。

1

ドライブ状態 LED が橙色であることを確認してください。

2

ドライブカバーの緑色のハンドルを引き開け、ドライブをスロットからはずします。
メモ: ドライブを約 1 インチ (2.4 cm) 前にそっと引き、ドライブがはずされていること
を確認することができます。

3

ディスクドライブを完全に取り外します。
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4

シマンテック社が提供した新しいドライブを取り付けます。
注意: NetBackup RAID に対し適切にセットアップされるドライブを使用する必要が
あります。

5

新しいドライブが回転してから、約 3 分間待ちます。

6

ディスクドライブ LED を確認し、次を実行します。
■

動作 LED が緑色の場合、エラーは解決されます。

■

状態 LED がまだ橙色の場合、シマンテック社のテクニカルサポートに問い合わ
せてください。

次の場所でトラブルシューティングの追加のトピックを見つけることができます。
p.91 の 第8章 を参照してください。

管理ソフトウェアで識別されないシステムドライブのトラ
ブルシューティング
この手順を使用して、次のいずれかの管理ツールで識別されないシステムディスクドライ
ブをトラブルシューティングすることができます。
■

NetBackup アプライアンス Web コンソール

■

NetBackup Appliance のシェルメニュー

■

シマンテック社のリモート管理ツール

システムドライブが表示されない理由には、次が考えられます。
■

ディスクドライブの取り付けが適切ではない。ドライブのコネクタがシャーシ内部のコネ
クタに適切に結合されていない。

■

ドライブまたはドライブスロットコネクタに損傷または障害がある。

■

ドライブに欠陥がある。

ディスクドライブが正しく挿入されていることを判断するには

1

監視インターフェースに登録されていないシステムドライブを見つけます。

2

ドライブカバーおよびベイを調べます。損傷、金属片やごみ、部品のねじれまたは
その他の異常の兆候がないかを探します。

3

ドライブカバーの左側の動作 LED (下部の LED) を確認します。

4

ドライブがベイに正しく挿入されていることを確認します。 必要に応じて、ドライブを
再挿入します。
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5

動作 LED がまだ橙色の場合、シマンテック社からの新しいドライブと交換してくださ
い。

6

新しいドライブが正しく適合していることを確認します。

7

ドライブが回転するまで約 3 分間待ちます。

8

NetBackup アプライアンス Web コンソール、NetBackup Appliance のシェルメ
ニュー、またはシマンテック社のリモート管理ツールによってドライブがスキャン可能
かどうかを確認します。
■

両方のディスクドライブが表示されると、エラーは削除されます。

■

エラーが解決されない場合、シマンテック社のテクニカルサポートに問い合わせ
てください。

次の場所でトラブルシューティングの追加のトピックを見つけることができます。
p.91 の 第8章 を参照してください。

アプライアンス電源問題のトラブルシューティング
NetBackup Appliance には、高可用性の操作のためのモジュラー電源が 2 つあります。
正常な動作の間、電源はアクティブなスタンバイ動作のために構成されます。 この構成
では、1 つの電源がシステム全体に電源を提供するために使用され、もう 1 つの電源は
準備用に保持されます。有効な電源に障害が発生すると、負荷が準備用に保持されて
いる電源に自動的に移されます。
注意: システムへの電源が妨げられないようするには、定期的に予約電源を確認します。
ユニットがオンで、適切に動作していることを確認します。
電源モジュールは、ユニット背面から簡単に利用可能です。 これらはユニットの左側に
並んで取り付けられています。 それぞれに、AC ソケット、スイッチ、LED およびファンが
含まれます。 電源の LED は電源の状態に関する情報を提供します。
メモ: 電源は、潜在的に壊滅的な電気イベントが発生したときに保護モードになるように
設計されています。 そのようなイベントには、短絡、電圧オーバーロードおよび電力サー
ジが含まれます。 保護モードでは、電源自体およびシステムのコンポーネントを保護す
るために電源が停止する、または動かなくなります。
次のシマンテック製品ユーザーインターフェースのいずれかを使用して、アプライアンス
電源の現在の状態に関する情報をリモートで取得することができます。
■

NetBackup Appliance Web Consoleで、［監視 (Monitor)］>［ハードウェア
(Hardware)］ページを使用して電源情報を表示します。
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■

NetBackup Appliance Shell Menuで、Main_Menu >［監視 (Monitor)］>［ハードウェ
ア (Hardware)］を使用します。

■

ユニットの前面パネルおよび背面パネルの LED を表示することにより、電源に関す
る情報を収集することもできます。前面コントロールパネルの電源ボタンと LED が橙
色の場合、いずれかの電源、または両方の電源に欠陥がある可能性があります。ユ
ニットの背面パネルの電源の LED を確認して、どの電源に欠陥があるかを判断しま
す。次の手順を使用して、電源に欠陥があることを確認することができます。

1 つまたは両方の電源に欠陥があるかどうかを判断するには

1

背面パネルで、橙色の LED がある電源を見つけます。

2

他の電源が正しく機能することを確認します。

3

橙色の LED がある電源から電源コードのプラグを抜いてください。

4

2 分または 3 分待ってから、電源コードを接続します。

5

LED がまだ橙色の場合、電源を交換してください。
注意: ユニットは 1 つの電源と正常に機能します。ただし、2 つ目の電源に障害が
発生すると、データおよび動作は危険な状態になります。 欠陥のある電源はできる
だけ早く交換する必要があります。

警告: ユニットが過熱しないようにするには、電源ベイを数分間空にしてユニットを操
作しないでください。 交換電源が利用可能になるまで、障害が発生した電源をベイ
に置いておきます。
両方の電源の LED が橙色の場合、ユニットを停止し、交換用のユニットを入手して
ください。
次の場所でトラブルシューティングの追加のトピックを見つけることができます。
p.91 の 第8章 を参照してください。

システム起因のシャットダウンのトラブルシューティング
電源は、潜在的に壊滅的な電気イベントが発生したときに保護モードになるように設計さ
れています。 そのようなイベントには、短絡、電圧オーバーロードおよび電力サージが含
まれます。 保護モードでは、電源自体およびシステムのコンポーネントを保護するために
電源が停止する、または動かなくなります。
ユニットの動作中に、間違ってオフにしたり、気付かずにオフにしていることがあります。
ユニット前面のコントロールパネルにエラーが示されることがあります。 ユニット後部の電
源 LED がエラーを示すことがあります。
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次の原因が考えられます。
■

AC 電源入力が正しくない

■

電源に欠陥があるか、または保護モードである

■

CPU が温度過上昇で保護モードである

AC 電源入力が正しいかどうかを判断するには

1

コントロールパネルの電源ボタン/LED と各 AC 電源ソケットの近くにある LED が消
えているかどうかを調べます。

2

LED が消えていたら電源から AC 電源ケーブルを抜き、再び差し込みます。 次の
手順を実行します。

3

■

電源ボタンの LED が緑色に点滅している場合には、異常なロックアップはプラ
グの接続が緩んでいることが原因です。操作は正常に続けられるはずです。

■

LED が消えたままの場合は、設備部屋の AC 電源に欠陥がある可能性があり
ます。この場合は、お客様に問い合わせて解決してください。

■

装置室の電力が正常な場合は、電源を交換します。

電源ボタンが橙色の場合は、ファンや CPU などの他のコンポーネントを調べて、さ
らに分析します。

電源に欠陥があるか、または保護モードであるかを判断するには

1

各電源の電源ボタンの LED と電源の LED を調べます。

2

LED が両方とも橙色の場合は、電源を交換します。

3

1 つの LED のみが橙色の場合は、ファンや CPU などの他のコンポーネントを調べ
て、さらに分析します。
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CPU が過熱モードかどうかを判断するには

1

NetBackup Web Appliance コンソールにアクセスし、［監視 (Monitor)］>［ハード
ウェア (Hardware)］の順に選択します。
NetBackup Web ユーザーインターフェースにアクセスし、［監視 (Monitor)］ > ［シ
ステム (System)］の順にクリックします。

2

警報リストを調べます。
次の温度関連のアラートやファン関連のアラートのリストを確認します。

3

アラート情報

説明

過熱

室温はまだ限界値ではありませんが、
許容範囲の上限に近づいています。

欠如

ファンのようなコンポーネントがありま
せん。

CPU の温度過上昇に関する警報が表示される場合は、次のような複数の問題が原
因の可能性があります。
■

シャーシ内の送風管の不適当な取り付けまたは損傷。

■

ファンや空気の吸気または排気の問題。

■

設備部屋の温度過上昇 (室温は 10°C から 35°C (50°F - 95°F) の間にする必
要がある)。

4

ユニットの背面左側にある電源のファンを調べます。 妨害している物や損傷がない
ことを確認します。

5

ユニットの前面パネルと背面パネルの吸気口と排気口を調べます。 妨害している物
や損傷がないことを確認します。

6

室温が高すぎる場合は、温度が許容範囲に下がるまで 1 時間あたり 10°C を超え
ないように温度を下げます。

7

NetBackup アプライアンス Web コンソールにアクセスし、CPU の温度が下がった
ことを確認します。

8

CPU の温度が標準に戻らない場合は、必要に応じて報告します。装置の交換が必
要になる場合があります。

p.91 の 第8章 を参照してください。
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システム状態の LED のトラブルシューティング
アプライアンスの前面パネルにあるコントロールパネルのシステム状態の LED は、ユニッ
トに関する貴重な健全性情報を示します。 この LED は、電源 LED と電源ボタンの下側
と左側にあります。 正常に動作しているときは、システム状態の LED は緑色に点灯して
います。 システムが問題を検出すると LED の状態が変化します。 次の表は、システム
状態の LED が示すさまざまな状態を記述したものです。表の後に、状態の変化をトラブ
ルシューティングする手順を示します。
色/動作

説明

緑色に点灯

通常動作

緑色に点滅

パフォーマンスが低下

橙色に点灯

致命的または回復不能な状態

橙色に点滅

致命的でない状態

消灯

POST (Power On Self Test) が動作中またはユニッ
トがオフ

システム状態の LED が緑色に点灯していない場合は、調査する必要があります。 次の
ような環境またはコンポーネントの問題が状態の変化をトリガする可能性があります。
■

設備部屋が過度に暑いまたは過度に寒い

■

交流電流が高すぎる

■

交流電流が低すぎる

■

AC 電源の過電流が操作に影響する

■

シャーシカバーを開いたり、シャーシカバーが損傷していると過熱の原因になる

■

仕様外のコンポーネント

システム状態の LED が問題を示す理由を特定するには

1

NetBackup アプライアンス Web コンソールにアクセスし、［監視 (Monitor)］>［ハー
ドウェア (Hardware)］の順に選択します。

2

アラートページを確認します。 CPU 関連のアラートが示される場合は、次の操作を
します。
■

ユニットをすぐにオフにする

■

シマンテック社のテクニカルサポートに連絡して交換用ユニットを手配する

■

新しいユニットが到着するまでシステムはそのままにする
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3

電源モジュールのアラートが示される場合は、電源部分を調べます。 p.95 の 「アプ
ライアンス電源問題のトラブルシューティング」 を参照してください。

4

メモリ (DIMM) 関連のアラートが示される場合は、シマンテック社のテクニカルサポー
トに問い合わせてください。

5

温度の過上昇または電流のアラートが示される場合は、ユニットを設置している設備
部屋に移動します。 次の手順を実行します。
■

室温が異常かどうかを調べる

■

他の熱源がユニットを熱くしていないかを確かめる。ユニットの上下左右に設置
した装置を調べる

■

ユニットの電源ケーブルが緩んでいたり、抜けていないかを調べる

■

通気口が遮断されていないこと (最小 3 インチのすき間) を確かめるユニットの
前面と背面を調べる

■

ユニット外部の損傷を調べる

次の場所でトラブルシューティングの追加のトピックを見つけることができます。
p.91 の 第8章 を参照してください。

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 8-2

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

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

■

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
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注意事項とガイドライン
この手順は、シマンテック社のテクニカルサポートの支援のもとでのみ実行してください。
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。
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。
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。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。

第 8 章 ハードウェア問題のトラブルシューティング
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

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シマン
テック社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

シマンテック社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。

4

表 8-2 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。
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アプライアンスのハードウェ
アコンポーネントの取り外し
と交換
この章では以下の項目について説明しています。
■

概要

■

ベゼルの取り外しと交換

■

NetBackup 5230 と NetBackup 5330 のディスクドライブの取り外しと交換

■

NetBackup 5230 または 5330 の電源の取りはずしと取り付け

■

NetBackup 5220 アプライアンスのストレージドライブの取り外しと交換

■

NetBackup 5220 アプライアンスの電源の取り外しと交換

概要
この章では、NetBackup のアプライアンスから欠陥のあるコンポーネントを取り外し、交
換する方法について説明します。 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、ただちにシマンテック社のテクニカルサポートに問い合わせてください。
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。

第 9 章 アプライアンスのハードウェアコンポーネントの取り外しと交換
ベゼルの取り外しと交換

■

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 5330 アプライアンスと、プライマリストレージシェルフと拡張ストレージシェル
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、次のリンクに移動してくださ
い:
http://www.symantec.com/docs/DOC7757
p.104 の 第9章 を参照してください。

ベゼルの取り外しと交換
このセクションでは、メディアサーバーの前面のベゼルを取り外し、交換する方法につい
て説明します。
ベゼルを取り外すには

1

ベゼルの左側 (Symantec ロゴに最も近い側)を押下し、そのベゼルを留めているタ
ブを取り外します。

2

取り外した側を少し前方に回し、シャーシからベゼルを取り出します。

ベゼルを交換するには

1

前面パネルの LED およびボタンを含むバーの内側のノッチを探します。

2

ベゼルの右側 (Symantec ロゴから最も遠い側) のタブをノッチに合わせて挿入しま
す。

3

ベゼルの左側 (Symantec ロゴに最も近い側) のタブをバーのノッチに合わせます。

4

タブが固定されるまでベゼルを押します。 ベゼルを少し曲げる必要がある場合もあ
ります。

p.104 の 第9章 を参照してください。
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NetBackup 5230 と NetBackup 5330 のディスクドライ
ブの取り外しと交換
それぞれの NetBackup 5330 アプライアンスには、2 つのシステムディスクドライブのみ
が搭載されています。 これらのドライブは冗長性を提供するためにミラー化されています。
一方のドライブに障害が発生した場合、もう一方のドライブがメディアサーバーにオペレー
ティングシステムを提供している間にこれを交換することができます。 ただし、一方のシス
テムドライブが常に利用可能である必要があります。 このセクションでは、メディアサー
バーのシステムディスクドライブを取り外し、交換する方法について説明します。
NetBackup 5230 アプライアンスには、2 つのシステムディスクドライブと、8 つのストレー
ジドライブが含まれています。 システムドライブはスロット 0 および 1 にあり、冗長性を提
供するためにミラー化されています。 一方のシステムドライブに障害が発生した場合、も
う一方のドライブがメディアサーバーにオペレーティングシステムを提供している間にこれ
を交換することができます。 一方のシステムドライブが常に利用可能である必要がありま
す。
NetBackup 5230 のストレージドライブは、スロット 4 からスロット 11 にあります。 スロット
11 のドライブはホットスペアとして予約されます。 一度に 1 つのストレージドライブをホッ
トスワップできます。 2 つ以上のドライブが同時に不良の場合は、シマンテック社のテクニ
カルサポートに問い合わせてください。 このセクションでは、メディアサーバーのシステム
ディスクドライブを取り外し、交換する方法について説明します。
警告: ドライブベイは 3 分以上開けておかないでください。 メディアサーバーは最適な冷
却を行うように設計されています。 ベイが長時間空のままになっていると、システムが加
熱し、障害が発生します。障害が発生したドライブを 3 分以内に取り付けられない場合、
ドライブの取り付けが可能になるまでベイの上にドライブカバーをかぶせておいてくださ
い。
ディスクドライブを取り外す方法

1

メディアサーバーの前面のコントロールパネルを使用して、欠陥のあるディスクドライ
ブを識別します。システム ID LED (先頭から 2 番目に大きい LED) は橙色です。

2

ESD リストストラップを装着するか、または他の ESD 予防対策を取ります。
メモ: ESD リストストラップは交換ドライブに同梱されています。

3

ベゼルを取り外します。 p.105 の 「ベゼルの取り外しと交換」 を参照してください。

4

欠陥のあるディスクドライブを見つけ、特定します。 2 つドライブのうち、欠陥のある
ドライブの下の LED が橙色に点灯しています。

106

第 9 章 アプライアンスのハードウェアコンポーネントの取り外しと交換
NetBackup 5230 と NetBackup 5330 のディスクドライブの取り外しと交換

5

ドライブの左側の緑色のボタンを押します。 前面パネルが手前に回転し、ドライバ
キャリアが取り出されます。前面パネルは、ドライブキャリアのためのラッチとしても機
能します。 次の図に、ドライブラッチを示します。

6

ドライブキャリアをベイからスライドします。

交換ドライブを取り付けるには

1

リストストラップを装着するか、または他の ESD 予防対策を取ります。

2

交換ドライブキャリアの両側または金属面を持ち、梱包コンテナから取り出します。
警告: ドライブのプリント基板の部分を持ったり、つかんだりすると、ドライブが損傷す
る可能性があります。

3

帯電防止袋からドライブキャリアを取り出します。

4

キャリアの前面パネルの左側にある緑色のボタンを押して、ラッチをはずします。

5

ベイの背面に接触するまでドライバキャリアをスロットにスライドします。ドライブを無
理に押し込まないでください。
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6

前面パネルのラッチを閉じます。 ドライブはしっかりと装着されている必要がありま
す。

7

ベゼルを元に戻します。

p.104 の 第9章 を参照してください。

NetBackup 5230 または 5330 の電源の取りはずしと取
り付け
NetBackup Appliance には、操作の高可用性を保証するために電源が 2 つあります。
1 つの電源で障害が発生した場合、もう 1 つの電源がアプライアンスに電力を供給する
間に、障害が発生した電源を交換することができます（ホットスワップ）。
注意: 電源がホットスワップに対応可能なのは、2 つの電源がインストールされている場
合のみです。少なくとも 1 つの電源が、装置に電源を供給している必要があります。

メモ: システムでは、確実に動作するために定期的に電源がポーリングされます。電源が
応答しないとき、ハードウェア監視にエラーメッセージが送信され、指定されたパーティに
警告が送信されます。
電源を取りはずす方法

1

接地 ESD リストストラップを着けるか、または他の ESD 予防策を取ります。

2

装置の両方の電源について LED を確認してください。1 つが緑なら、障害が発生
している電源をホットスワップできます。両方が橙色に点灯に点灯している場合、ま
たは 1 つが橙色に点灯し、もう 1 つが消灯している場合、装置のシャットダウンを実
行します。

3

障害が発生している電源で、電源コードのプラグを抜きます。
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4

電源コードソケットの右側の緑色のレバーを見つけて、ソケットの方向に押して電源
をリリースします。 次の図に、電源の緑色のレバーを示します。

5

ファンの下に折りたたまれたハンドルを使用して、ベイから電源を取り出します。
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電源を交換するには

1

接地 ESD リストストラップを着けるか、または他の ESD 予防策を取ります。

2

交換電源を電源ベイに挿入し、しっかりと装着されるまで押し込みます。

注意: アプライアンス内の十分な冷却を維持するため、電源は両方とも取り付ける必
要があります。障害が発生した電源を交換できない場合は、代替の電源を入手する
か、フィラーパネルを設置するまで、障害が発生した装置をベイに置いておきます。
フィラーパネルは空気が設計どおりに循環するようにし、装置の過熱を防止します。
次の図にフィラーパネルを示します。

p.104 の 第9章 を参照してください。
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NetBackup 5220 アプライアンスのストレージドライブの
取り外しと交換
NetBackup 5220 アプライアンスには、ストレージ用として使われるディスクドライブが 8
台あります。ドライブは前面パネルのベゼルの裏にあるスロットに配置されます。スロット
はスロット 0 からスロット 7 までの番号順に識別されます。アプライアンスの左上隅のス
ロットがスロット 0 になります。スロット 7 はホットスペアに指定されています。これらのドラ
イブはホットスワップ対応です。
シャーシ内の気流を常に適切な状態に維持する必要があります。アプライアンスの稼働
時は、ドライブスロットを覆う必要があります。異常なディスクドライブがある場合は、交換
ドライブを用意するまでそのドライブをスロットに残しておきます。
要件
■

シマンテック社が提供する交換用ディスクドライブ。ドライブはアプライアンスの他のス
トレージのドライブと互換性がある必要。

■

ESD (静電気) 対策の実施。

ストレージディスクドライブを取り外すには

1

保護接地リストストラップを着用するか、他の ESD 対策を実施します。

2

アプライアンス内で異常があるディスクドライブを特定します。ドライブの上の右側に
ある状態表示 LED は橙色です。

3

黒いレバーを解放するには、最上部のドライブの緑色ボタンを押します。

4

黒いレバーを完全に下げます。これで、ドライブがスロットから離れます。

5

ドライブを少し前方に引いて、取り外せる状態になっていることを確認します。ただ
し、スロットから完全に取り外さないようにします。

6

ディスクがスピンダウン (回転停止) するまで 1、2 分ほど待機します。停止したとき
に、音で分かります。

7

スロットから完全にディスクドライブを取り外します。

ストレージディスクドライブを取り付けるには

1

ESD 保護パッケージから、シマンテック社提供の交換用ディスクドライブを取り外し
ます。

2

交換用ディスクドライブ上の緑色ボタンを押して、レバーを完全に開いている位置で
解放し、ディスクドライブをスロットに挿入します。

3

レバーを完全に下げます。

4

緑色ボタンがアプライアンスの上部にくるようにディスクドライブの向きを定めます。

5

ディスクドライブをスロットに挿入し、ディスクドライブを完全にスロットに押し込みま
す。ディスクドライブが正しく取り付けられると、はっきりとした音がします。
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6

レバーを閉めます。

7

ドライブの状態表示 LED が緑色に変わっていることを確認します。

p.104 の 第9章 を参照してください。

NetBackup 5220 アプライアンスの電源の取り外しと交
換
NetBackup 5220 アプライアンスには、耐障害性操作を提供するための 2 つの電源が
あります。 電源が 1 つ消失すると、消失した電源を交換するまでもう一方の電源がアプ
ライアンスに電力を供給します。
電源は、ホットスワップ対応です。 アプライアンスの稼働中に電源を交換することができ
ます。アプライアンスを稼働させ続けるには、少なくとも 1 つの電源が機能している必要
があります。
注意: 電源ベイを 3 分以上開けたままにしてはいけません。NetBackup 5220 アプライ
アンスは、ユニットが稼働中に最適な空気の流れを維持するように構成されています。 ア
プライアンスの稼働中に電源ベイを 3 分以上開けたままにしておくと、アプライアンスが
加熱し、重要なコンポーネントが損傷する場合があります。
要件
■

Symantec から提供される交換用 NetBackup 5220 電源。

NetBackup 5220 電源を取り外し、交換するには

1

交換用の電源モジュールを見つけ、包装材を取り除きます。 電源は修理の必要な
アプライアンスのそばに置き、すぐに取り付けられるようにします。

2

欠陥のある電源の電源コードのプラグを抜いてください。

3

電源の右側にある緑色のレバーを押したまま、モジュールを外します。

4

電源モジュールの 2 つのファンの間にあるハンドルをつかみ、スロットからモジュー
ルを引き抜きます。

5

交換用の電源を向きを確認し、緑色のレバーがアプライアンスの右側になるようにし
ます。

6

カチっと音がするまで、新しい電源モジュールを挿入してください。

7

電源ケーブルをモジュールの電源ソケットに差し込みます。

p.104 の 第9章 を参照してください。
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5220 と 5230 アプライアン
スの Symantec Storage
Shelf ハードウェアを取り外
してし、交換します
この章では以下の項目について説明しています。
■

Symantec Storage Shelf のお客様による交換が可能なハードウェアについて

■

ディスクドライブの取り外しと交換

■

ストレージシェルフの電源の取り外しと交換

■

I/O モジュールの取り外しと交換

Symantec Storage Shelf のお客様による交換が可能な
ハードウェアについて
52xx アプライアンスの Symantec Storage Shelf のモジュール設計はトラブルシューティ
ングを容易にし、停止時間を最短化します。ハードウェアの故障が検出された場合は、故
障をコンポーネントに隔離します。 コンポーネントはお客様による交換が可能なユニット
(CRU) と簡単に交換できます。 NetBackup ストレージシェルフの交換可能コンポーネン
トは次のとおりです。
■

ディスクドライブ

■

電源

■

I/O モジュール
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故障はシマンテック製ソフトウェアを使って識別、検出できます。 NetBackup 管理ソフト
ウェアのハードウェア監視機能は、ストレージシステムの重要なハードウェアコンポーネン
トの状態をグラフで示します。 コールホーム機能は故障が検出されると自動的にデータ
を収集し、評価のためにシマンテック社に送信します。 ストレージシステムの前面パネル
と個々のコンポーネントにある LED も故障の状態を示します。
NetBackup 5330 アプライアンスと、プライマリストレージシェルフと拡張ストレージシェル
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、次のリンクに移動してくださ
い:
http://www.symantec.com/docs/DOC7757
Symantec Storage Shelf のコンポーネントを交換する方法については、次の節を参照
してください。
p.114 の 「ディスクドライブの取り外しと交換」 を参照してください。
p.115 の 「ストレージシェルフの電源の取り外しと交換」 を参照してください。
p.116 の 「I/O モジュールの取り外しと交換」 を参照してください。

ディスクドライブの取り外しと交換
Symantec Storage Shelf の欠陥があるディスクドライブを交換する方法を説明します。
欠陥があるディスクドライブを交換するには

1

接地帯電防止リストストラップを着けるか、または他の ESD 予防策を取ります。
警告: ユニットが過熱しないようにするには、ドライブスロットを 3 分以上空にしない
でください。

2

シマンテック製の交換用ドライブを箱から取り出しますが、使う準備が整うまで帯電
防止バッグに入れておきます。

3

システムで故障したドライブを見つけます。 前面パネルの赤色または橙色の LED
はドライブの故障を示します。

4

次の図に示すドライブリリースボタンを押します。
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5

スロットからドライブを取り外します。

6

カチッと音がするまで交換用ドライブをドライブスロットに差し込みます。

他の Symantec Storage Shelf コンポーネントの交換方法については、次を参照してく
ださい。
p.115 の 「ストレージシェルフの電源の取り外しと交換」 を参照してください。
p.116 の 「I/O モジュールの取り外しと交換」 を参照してください。

ストレージシェルフの電源の取り外しと交換
Symantec Storage Shelf の欠陥がある電源を交換する方法を説明します。
欠陥がある電源を交換するには

1

接地帯電防止リストストラップを着けるか、または他の ESD 予防策を取ります。

2

シマンテック製の交換用電源を箱から取り出しますが、使う準備が整うまで帯電防止
バッグに入れておきます。

3

ユニットの背面で欠陥がある電源を見つけます。 電源の LED は橙色です。

4

欠陥がある電源の電源スイッチをオフにします。

5

欠陥がある電源から AC コードのプラグを抜きます。

6

フレームにある電源を固定している 2 個の手締めねじ (図の「B」) を見つけて緩め
ます。
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7

ファンの間にあるハンドル (図の「A」) をつかんでベイから電源を取り外します。

8

交換用電源の電源スイッチをオフにします。

9

交換用電源をベイに取り付け、カチッと音がするまでベイに差し込みます。

10 2 個の手締めねじで電源を固定します。
11 ソケットに AC ケーブルを差し込みます。
12 電源スイッチをオンにします。
他の Symantec Storage Shelf コンポーネントの交換方法については、次を参照してく
ださい。
p.114 の 「ディスクドライブの取り外しと交換」 を参照してください。
p.116 の 「I/O モジュールの取り外しと交換」 を参照してください。

I/O モジュールの取り外しと交換
Symantec Storage Shelf の欠陥がある I/O モジュールを交換する方法を説明します。
I/O モジュールを交換するには

1

接地帯電防止リストストラップを着けるか、または他の ESD 予防策を取ります。

2

シマンテック製の交換用 I/O モジュールを箱から取り出しますが、使う準備が整うま
で帯電防止バッグに入れておきます。

3

ユニットの背面で欠陥がある I/O モジュールを見つけます。 I/O モジュールの状態
の LED は赤色かまたはオフです。

4

I/O モジュールの下のリリースラッチを開いてベイからユニットを取り外します。

5

ベイからユニットを取り出します。

6

交換用ユニットの梱包を解きます。
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7

交換用ユニットのラッチを開いてユニットをカチッと音がするまでベイに差し込みま
す。

8

ラッチを閉じます。

他の Symantec Storage Shelf コンポーネントの交換方法については、次を参照してく
ださい。
p.114 の 「ディスクドライブの取り外しと交換」 を参照してください。
p.115 の 「ストレージシェルフの電源の取り外しと交換」 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、シマンテック社のテ
クニカルサポートに連絡することを推奨します。シマンテック社の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。 シマンテック社の顧客担当者
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 ア
プライアンス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 のアプライアンス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、『Symantec NetBackup アプライアンス 52xx 初期構成ガイド』ま
たは『Symantec NetBackup アプライアンス 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。

■

Site Recovery Manager を使って保護サイトからリカバリサイトにデータをレプリケー
トし、仮想マシンとしてマスターアプライアンスを作成します。

■

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。

■

VCS グローバルクラスタオプションを使ってセットアップします。 VCS のグローバル
クラスタオプションを使うと、別の場所のクラスタをつないで、クラスタを超えてアプリ
ケーションに接続できます。 この接続は、アプリケーションをリモートサイトにフェール
オーバーして、サイト全体のエラーに対して完全なサービスレベルの保護を提供しま
す。
1 つのアプリケーションをローカルとリモートの両方のクラスタにインストール、構成し
ますが、ローカルクラスタのシステムでオンラインにしてリモートクラスタ全体にフェー
ルオーバーするように構成されます。 データは各クラスタ内部の共有ディスクにあり、
同時実行するようにクラスタ全体にレプリケートされます。
全体の領域に影響する災害事象の場合は、データレプリケーションとアプリケーショ
ンクラスタ化の機能を組み合わせて、総合的なディザスタリカバリソリューションを作成
できます。
メモ: NetBackup アプライアンスではクラスタリング環境はサポートされません。

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。

119

第 11 章 ディザスタリカバリ
ディザスタリカバリのシナリオ

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.120 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.123 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.125 の 「アプライアンスのストレージディスクの故障」 を参照してください。

■

p.126 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.127 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.156 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
■

p.157 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.158 の 「NetBackup Appliance のデータベースの破損」 を参照してください。

■

p.161 の 「NetBackup Appliance のカタログの破損」 を参照してください。

■

p.167 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。
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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 11-1
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.122 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、
『Symantec 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。
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.30 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。
p.47 の 第5章 を参照してください。

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。
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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。
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.122 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。
p.91 の 第8章 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

Symantec Storage Shelves 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.122 の 「停電後の NetBackup Appliance のリストア操作」 を参照してください。
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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。

■

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 11-2
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。
■

■

■

■

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。p.91 の 「オンにならないアプライア
ンスの開始」 を参照してください。
確認してもユニットがオンにならない場合は、シマ
ンテック社のテクニカルサポートに問い合わせてく
ださい。
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。
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手順

処理

説明

手順 2

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。
p.99 の 「システム状態の LED のトラブルシュー
ティング」 を参照してください。
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.30 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。

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、『Symantec NetBackup™ 5230 アプライアンス
ハードウェアトラブルシューティングと部品交換ガイド』
の「システム状態の LED のトラブルシューティング」の
章を参照してください。
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
p.106 の 「NetBackup 5230 と NetBackup 5330
のディスクドライブの取り外しと交換」 を参照してく
ださい。

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、『Symantec NetBackup™ 5230 アプライアンス
ハードウェアトラブルシューティングと部品交換ガイド』
のハードウェアの取りはずしと交換に関する章を参照
してください。

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、シマンテック社のテクニカルサポー
トに問い合わせてください。
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手順

処理

説明

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。
■

■

手順 5

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。
p.99 の 「システム状態の LED のトラブルシュー
ティング」 を参照してください。
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.30 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。

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。

アプライアンスのストレージディスクの故障
アプライアンス内部のディスクが故障した場合は、次の手順に従ってディスクを交換し、
データが消失していないことを確認します。
メモ: アプライアンスの複数のディスクが故障すると、ファイルシステム全体が消失する可
能性があります。
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ハードディスクが故障した場合にアプライアンス内部のハードディス
クを交換する手順

表 11-3
手順

処理

説明

手順 1

故障したハードディスクを取 アプライアンスのハードディスクを取りはずして交換し
りはずし、新しいハードディ ます。
スクと交換する。
p.106 の 「NetBackup 5230 と NetBackup 5330 の
ディスクドライブの取り外しと交換」 を参照してくださ
い。

手順 2

すべての NetBackup サー
ビスを開始していることを確
認する。

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
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、シマンテック社のテクニカルサポートに
問い合わせてください。 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 11-4

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 シマンテック社のテクニカルサ
ペレーティングシステムとスト
ポートは、アプライアンスからの
レージのディスクを取りはずす。 ドライ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 シマンテック社のテクニカルサ
ずし、新しいアプライアンスに交 ポートは、新しいアプライアンス
換する。
の設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
シマンテック社のテクニカルサ
レーティングシステムとストレー ポートは、新しいアプライアンス
ジのディスクを取り付ける。
へのド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、シマンテック社のテクニカルサポートに
問い合わせてください。 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 11-5

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は シマンテック社のテクニカルサ
ずし、新しいアプライアンスに交 ポートは、新しいアプライアンス
換する。
の設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.130 の 「USB ドライブから
NetBackup Appliance を再
イメージ処理する」 を参照し
てください。
p.138 の 「NetBackup
Appliance Shell Menuを
使った USB ドライブからの
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.144 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.147 の 「NetBackup
Appliance Shell Menuを
使った USB ドライブからの
52xx 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構成手順
次の手順に従ってアプライアンスを再構成します。
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USB ドライブから NetBackup Appliance を再イメージ処理する
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。バックアップデータを保存する場合は、NetBackup Appliance Shell
Menuを使って次の手順を実行する必要があります。
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。
■

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。
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>
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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>
# 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。
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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

シマンテック社のリモート管理ツール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。
■

［Reset Server］ラジオボタンを選択します。

■

［Force-enter BIOS Setup］チェックボックスにチェックマークを付けてください。

■

［アクションを実行 (Perform Action)］をクリックします。
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6

JViewer のアプリケーションウィンドウで、F6 キーを押してメディアサーバーアプライ
アンスの BIOS 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。
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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次のような［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。
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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 ファイルをアプライアンスに戻
します。
# move /mnt/computer_name/*.pfx
/inst/patch/incoming/

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 次のコマンドを 2 回入力して、メインメニューに戻ります。
Return
Return

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。
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p.138 の 「NetBackup Appliance Shell Menuを使った USB ドライブからの 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.147 の 「NetBackup Appliance Shell Menuを使った USB ドライブからの 52xx 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 USB ドライブからの
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。
警告: NetBackup Appliance 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: 初期構成の前または構成後すぐに、アプライアンスのデフォルトのメンテナンスパ
スワード (P@ssw0rd) を変更する必要があります。このパスワードは今後、トラブルシュー
ティングのサポートが必要な場合にテクニカルサポートに提示する必要があります。
NetBackup Appliance Shell Menuで Main > Settings > Password maintenance
または Main > Support > Maintenance > passwd コマンドのいずれかを使ってメン
テナンスパスワードを変更する必要があります。詳しくは、『Symantec NetBackup
Appliance コマンドリファレンスガイド』を参照してください。
NetBackup Appliance Shell Menuを使って USB ドライブから 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

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アプライアンスの NetBackup Appliance Shell Menu
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。
■

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。
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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。
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>
■

2

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>

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。
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3

Main_Menu > 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わないでください。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.24 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
わないでください。たとえば、Gateway Add 9ffe::3
255.255.255.0 eth1 は使えません。Gateway Add
9ffe::3 6ffe:: 64 eth1 を使ってください。

4

Main_Menu > 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 7 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。

5

Main_Menu > 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.24 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。

6

Main_Menu > 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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7

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 > 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.24 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。

8

Main_Menu > 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。
Hostname Set Name

ここで、Name は完全修飾ホスト名です。
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

9

前述のネットワーク構成設定に加え、Main_Menu > 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

Appliance コマンドリファレンスガイド』を参照してください。

10 Main_Menu > 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
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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。

11 Main_Menu > Settings > Alerts > 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。

12 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 > Appliance ビューから、次のコマンドを実行します。
Master

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。
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。
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■

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 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。

15 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.144 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.147 の 「NetBackup Appliance Shell Menuを使った USB ドライブからの 52xx 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。
次の手順は、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
方法を示しています。
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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。
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。
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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。
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.147 の 「NetBackup Appliance Shell Menuを使った USB ドライブからの 52xx 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。
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NetBackup Appliance Shell Menuを使った USB ドライブからの
52xx 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 Appliance 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: 初期構成の前または構成後すぐに、アプライアンスのデフォルトのメンテナンスパ
スワード (P@ssw0rd) を変更する必要があります。このパスワードは今後、トラブルシュー
ティングのサポートが必要な場合にテクニカルサポートに提示する必要があります。
NetBackup Appliance Shell Menuで Main > Settings > Password maintenance
または Main > Support > Maintenance > passwd コマンドのいずれかを使ってメン
テナンスパスワードを変更する必要があります。詳しくは、『Symantec NetBackup
Appliance コマンドリファレンスガイド』を参照してください。
NetBackup Appliance Shell Menuを使って USB ドライブから 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

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アプライアンスの NetBackup Appliance Shell Menu
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。
■

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。
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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。
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>
■

2

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>

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。
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3

Main_Menu > 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わないでください。たと
えば、Configure 9ffe::9 255.255.255.0 1.1.1.1 は使うことができません。
Configure 9ffe::46 64 9ffe::49 eth1 を使ってください。
p.24 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
わないでください。たとえば、Gateway Add 9ffe::3
255.255.255.0 eth1 は使えません。Gateway Add
9ffe::3 6ffe:: 64 eth1 を使ってください。

4

Main_Menu > 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 7 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。

5

Main_Menu > 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.24 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。

6

Main_Menu > 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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7

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 > 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.24 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。

8

Main_Menu > 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。
Hostname Set Name

ここで、Name は完全修飾ホスト名です。
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

9

前述のネットワーク構成設定に加え、Main_Menu > 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

Appliance コマンドリファレンスガイド』を参照してください。

10 Main_Menu > 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
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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。

11 Main_Menu > Settings > Alerts > 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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12 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 > 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。
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。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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13 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。

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

14 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。
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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 storage pool size in GB/TB (e.g., 50 GB)
[1.6395 GB..51.8 TB]:

■

AdvancedDisk diskpool name:

■

AdvancedDisk storage unit name:

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。

15 構成処理で、ストレージ構成を編集するかどうかを尋ねられます。指定する総ストレー
ジサイズが大きいほど、ストレージ構成の完了に時間がかかります。
Do you want to edit the storage configuration? [yes,no]: no

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。
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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、シマンテック社のテクニカルサポー
トに問い合わせてください。 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。
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 11-6
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。

シマンテック社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。シマンテック社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。
■

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
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手順

処理

説明

手順 4

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。
アプライアンスおよび接続されたストレージシステ
ムについて詳しくは、『Symantec NetBackup 52xx
Appliance ハードウェアの取り付けと初期構成ガイ
ド』の「初期構成」の章を参照してください。
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、『Symantec 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、『Symantec 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、シマンテッ
データをリカバリする。
ク社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。

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。
ソフトウェアの破損の種類を判断するための手順

表 11-7
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、
特定のシナリオをシマンテック社のテクニカルサポート
にお知らせください。
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手順

処理

説明

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.158 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.161 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.167 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、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。
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 11-8
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 データベースが破損していると判断した場合、ア
にアプライアンスをロールバックす プライアンスを既存のチェックポイントまでロール
る。
バックできます。
p.159 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。
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手順

処理

説明

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.160 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。
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。

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。

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、Yes
を入力します。
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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。

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。
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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.symantec.com
Please reconnect to the appliance shell menu to continue
using this appliance.
The system is going down for reboot NOW!

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
■

バックアップデータは含まれません。
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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、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。
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 11-9
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.162 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、『Symantec 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。
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手順

処理

説明

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。
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。
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.129 の 「アプラ
イアンスの再構成手順」 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、『Symantec
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。
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メモ: 52xx マスターサーバーまたはメディアサーバーがバージョン 2.6.0.1 にアップグ
レードされている場合は、出荷時設定へのリセット操作はサポートされません。出荷時設
定へのリセットがサポートされるのは、52xx アプライアンスにバージョン 2.6.0.1 がクリー
ンインストールされた場合、または 52xx アプライアンスがバージョン 2.6.0.1 に再イメー
ジングされた場合のみです。

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: 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。

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)
- [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 and MSDP storage pools.
-- Resets the storage partitions.
-- Resets storage expansion units, if any.
>> Do you want to delete images and reset backup data? [yes/no] (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)
>> 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
|
|------------+--------------------------------+--------------------------------|
|v49
|NetBackup 7.6.0.2 Appliance
|NetBackup 7.6.0.2 Appliance
|
|
|2.6.0.2
|2.6.0.2
|
+------------------------------------------------------------------------------+
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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進むにつれて以下の概略メッセージが表示されます。
-

[Info] PERFORMING APPLIANCE RESET TO FACTORY STATE ON : app2.symantec.com
[Info] Delete checkpoints (type: NON_FACT) succeeded
[Info] Reset of the appliance to FACTORY STATE successful.
[Info] Stopping NetBackup processes... (6 mins approx)
[Info] Moving NetBackup Appliance Directory to ce-win21-urmi1...
[Info] Acquired lock on the storage.
[Info] Resetting the storage configuration...
[Info] Checking whether the 'MSDP' storage partition exists...
[Info] Initiating deletion of 'MSDP' storage partition...
[Info] Unmounting the 'MSDP' partition '0'...
[Info] Deleting the 'MSDP' partition '0'...
[Info] Checking whether the 'Catalog' storage partition exists...
[Info] Initiating deletion of 'Catalog' storage partition...
[Info] Unmounting the 'Catalog' partition '0'...
[Info] Deleting the 'Catalog' partition '0'...
[Info] Checking whether the 'Configuration' storage partition exists...
[Info] Initiating deletion of 'Configuration' storage partition...
[Info] Unmounting the 'Configuration' partition '0'...
[Info] Deleting the 'Configuration' partition '0'...
[Info] Checking whether the 'AdvancedDisk' storage partition exists...
[Info] Initiating deletion of 'AdvancedDisk' storage partition...
[Info] Unmounting the 'AdvancedDisk' partition '0'...
[Info] Deleting the 'AdvancedDisk' partition '0'...
[Info] Removing the storage configuration...
[Warning] Failed to query SCSI device '/dev/system/root'.

- [Warning] Failed to query SCSI device '/dev/system/root'.
>> A reboot of the appliance is required to complete the factory reset.
Reboot now?[yes/no] (no)yes
Rebooting the appliance now...
- [Info] Rebooting app2.symantec.com...
Broadcast message from root (Mon Nov 25 11:56:39 2013):
The system is going down for reboot NOW!
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- [Info] Rebooting appliance to complete the reset.
Please reconnect to the Appliance shell menu to continue using this appliance

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。

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。
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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 11-10
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.162 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、『Symantec 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。

メモ: 出荷時チェックポイントを利用できない
場合は、アプライアンスを再構成するために
手順 3 に進みます。
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オ
ペレーティングシステムの破損が修正されな
い場合は、手順 3 に進みます。
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手順

処理

説明

手順 3

アプライアンスを再構成する。

アプライアンスは元の構成に再構成すること
ができます。
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.129 の 「アプラ
イアンスの再構成手順」 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、『Symantec
NetBackup Appliance 管理者ガイド』の
「NetBackup Appliance の再構成」を参照し
てください。
再構成処理について詳しくは、『Symantec
NetBackup Appliance Decommissioning
and Reconfiguration Guide』の「NetBackup
Appliance の再構成」を参照してください。
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12
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
この章の内容は、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のリポジトリです。 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 の状態コードもリストします。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.171 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.172 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.193 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.200 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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初期構成時に表示されるエラーメッセージ
表 12-1 に、NetBackup Appliance の初期構成中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。
初期構成のエラー

表 12-1
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。このエ イスのログを収集し、サポートにお問い合
した。
ラーは、スクリプトが有効な入力値を戻さ わせください。
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。
予期しないエラーによりホスト名の検証に このメッセージは、ホスト名のルックアップ DataCollect コマンドを使用してデバ
失敗しました。
サービスに問題がある場合に表示されま イスのログを収集し、サポートにお問い合
す。スクリプトが有効な出力値を戻しませ わせください。
んでした。または予期しない状態が発生
しました。
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。
■

■

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.200 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.193 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。
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p.172 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 12-2 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 12-3 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 12-4 では［モニター (Monitor)］>［SCSP (SCSP)］タブに表示されるエラーメッ
セージをリストします。

■

表 12-5 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 12-6 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。

■

表 12-7 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 12-8 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 12-9 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 12-10 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 12-11 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 12-12 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 12-13 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 12-14 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。
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■

表 12-15 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 12-16 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 12-17 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 12-2 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 12-2
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。
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。
UI 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。UI ログは
/opt/SYMCnbappws/webserver/logs
にあります。

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。(The
connection has timed out.)

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。
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エラーメッセージ

説明

推奨処置

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、シマ
ない場合に表示されます。
ンテック社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、シマンテッ
きない場合に表示されます。
ク社のサポートに問い合わせてください。

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 12-3 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 12-3
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 コールホームサーバーに到達できない可能性が
得できませんでした。
スがコールホームサーバーに到 あります。詳細は後で表示してみてください。
達してハードウェア健全性に関
する情報を取得できないときに
表示されます。
選択したエラーの応答を確認/削除できま
せん。(Unable to acknowledge/remove
acknowledgment for the selected
errors.)

このメッセージは、エラー通知の
応答の確認または削除で内部
エラーが発生すると表示されま
す。

エラー通知の応答の確認または削除は、
NetBackup Appliance Shell Menuを使用して
Settings > Alerts >
AcknowledgeErrorsコマンドを使用して行う
ことができます。
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エラーメッセージ

説明

推奨処置

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。 シマンテック社のテクニカ
合に表示されます。
ルエンジ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 ～ 300 (分) 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、シマンテック社のテ
がコールホームサーバーから取 クニカルサポートに問い合わせてください。
得できないときに表示されます。

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、シマンテック社のテ
クアップ装置 (BBU) 情報がコー クニカルサポートに問い合わせてください。
ルホームサーバーから取得でき
ないときに表示されます。

CPU は検出されませんでした。

このメッセージは、CPU 情報が このエラーを解決するには、シマンテック社のテ
コールホームサーバーから取得 クニカルサポートに問い合わせてください。
できないときに表示されます。

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、シマンテック社のテ
がコールホームサーバーから取 クニカルサポートに問い合わせてください。
得できないときに表示されます。

ファンは検出されませんでした。

このメッセージは、ファン情報が このエラーを解決するには、シマンテック社のテ
コールホームサーバーから取得 クニカルサポートに問い合わせてください。
できないときに表示されます。

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、シマンテック社のテ
ア情報がコールホームサーバー クニカルサポートに問い合わせてください。
から取得できないときに表示さ
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、アプライアンスがコール
ホームサーバーに到達できない
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
めシマンテック社のテクニカルサポートに問い合
わせてください。

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、シマンテック社のテ
ン情報がコールホームサーバー クニカルサポートに問い合わせてください。
から取得できないときに表示さ
れます。
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エラーメッセージ

説明

推奨処置

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、シマンテック社のテ
プ情報がコールホームサーバー クニカルサポートに問い合わせてください。
から取得できないときに表示さ
れます。
温度情報は使用できません。

このメッセージは、室温情報が このエラーを解決するには、シマンテック社のテ
コールホームサーバーから取得 クニカルサポートに問い合わせてください。
できないときに表示されます。

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、シマンテック社のテ
イアンスの接続情報を取り込め クニカル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、シマンテック社のテ
イアンスのコントローラ情報を取 クニカル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、シマンテック社のテ
イアンスのボリューム情報を取り クニカル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 12-4 では［モニター (Monitor)］>［SCSP］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)］>［SCSP］

表 12-4
エラーメッセージまたはエラーの種
類

説明

推奨処置

証明書のダウンロードに失敗

SCSP 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 SCSP サーバー
ポートの詳細が正しくありませ
ん。

SCSP 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。
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エラーメッセージまたはエラーの種
類

説明

表示する監査ログはありません。

SCSP ログを NetBackup
SCSP ログを表示するには、SCSP 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。
■

■

推奨処置

SCSP サーバーに接続済み
であり、監査ログが SCSP
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。

表示する監査ログはありません。

SCSP 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。 ［モニター (Monitor)］>［SCSP］タブを再
表示してください。

SCSP のマニュアルへのリンクから必要
な情報を得られません。(The SCSP
documentation link does not provide
the required information.)

このエラーは、インターネット接 次のいずれかの方法でこのエラーを解決してくだ
続が停止している場合に発生す さい。
る可能性があります。
■ インターネット接続を確認してください。
■

SCSP に関する追加情報については、
SymHelp を確認してください

ログがアプライアンスのストレージ容量いっ このエラーは、SCSP サーバー 次のいずれかの方法でこのエラーを解決してくだ
ぱいです。(Logs are filling up the
が接続されておらず、保持の設 さい。
storage space on your appliance)
定がデフォルトの場合に表示さ
■ SCSP サーバーへの接続を確立してくださ
れます。
い。
■ 保持期間を、デフォルトの保持期間である 30
日よりも短く設定してください。
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エラーメッセージまたはエラーの種
類

説明

推奨処置

SCSP サーバーへの接続を確立できま このエラーは次の場合に表示さ 次のいずれかの方法でこのエラーを解決してくだ
せんでした。(The connection to the
れます。
さい。
SCSP server could not be established)
■ SCSP サーバーがアプライ ■ SCSP サーバーがアプライアンスと同じネット
アンスと同じネットワーク上に
ワークにあることを確認してください。
なければならない場合。
■ SCSP サーバー、ホスト名、IP アドレスが正し
■ SCSP サーバー、ホスト名、
いことを確認してください。
IP アドレスのいずれかが
■ 認証証明書のローカルコピーをダウンロード
誤っている場合。
し、SCSP サーバーの認証に使用してくださ
■ SCSP サーバーの認証証明
い。
書が見つかりません。
■ 既存の証明書を、SCSP サーバーの有効な
■ SCSP サーバーの認証証明
認証証明書に交換してください。
書が破損しています。
［保持］ ボタンが無効です (Retention
button is disabled)

このエラーは、SCSP サーバー この状況で推奨される操作はありません。
に接続しており、監査ログが
SCSP サーバーで管理されて
いる場合に、保持の設定が適用
できない場合に表示されます。

表 12-5 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。
［管理 (Manage)］>［ストレージ (Storage)］

表 12-5
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 シマンテック社のサポートに問い合わせてくださ
れる場合もあります。
い。
■

■

このメッセージは、アプライア
ンスストレージコンポーネント
がパーティション、ディスク、
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。

警告: これは回復不可能なエラーです。 すべて
の Vxul ログを、DataCollect コマンドを使用
して収集し、エラーをデバッグするためにシマン
テック社のサポートチームと共有する必要があり
ます。
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エラーメッセージ

説明

推奨処置

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 12-6 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 12-6
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 Web GUI および Perl のログをすべて
パラメータをデフォルト設定にリ DataCollect コマンドを使用して収集し、シ
セットできません。
マンテック社のテクニカルサポートに問い合わせ
てください。

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 Web GUI および Perl のログをすべて
が発生しました。
のパラメータは表示することがで DataCollect コマンドを使用して収集し、シ
きません。
マンテック社のテクニカルサポートに問い合わせ
てください。
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 Web GUI および Perl のログをすべて
が発生しました。
のパラメータを新しいパラメータに DataCollect コマンドを使用して収集し、シ
更新することができません。
マンテック社のテクニカルサポートに問い合わせ
てください。
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
Web GUI および Perl のログをすべて
バッファパラメータをデフォルト設 DataCollect コマンドを使用して収集し、シ
定にリセットできません。
マンテック社のテクニカルサポートに問い合わせ
てください。
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エラーメッセージ

説明

推奨処置

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。

Web GUI および Perl のログをすべて
DataCollect コマンドを使用して収集し、シ
マンテック社のテクニカルサポートに問い合わせ
てください。

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
Web GUI および Perl のログをすべて
バッファパラメータは表示すること DataCollect コマンドを使用して収集し、シ
ができません。
マンテック社のテクニカルサポートに問い合わせ
てください。

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 Web GUI および Perl のログをすべて
ジライフサイクルのパラメータは表 DataCollect コマンドを使用して収集し、シ
示することができません。
マンテック社のテクニカルサポートに問い合わせ
てください。

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
ジライフサイクルのパラメータを新
しいパラメータに更新することが
できません。

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 Web GUI および Perl のログをすべて
ステータスは表示することができ DataCollect コマンドを使用して収集し、シ
ません。
マンテック社のテクニカルサポートに問い合わせ
てください。

Web GUI および Perl のログをすべて
DataCollect コマンドを使用して収集し、シ
マンテック社のテクニカルサポートに問い合わせ
てください。

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 Web GUI および Perl のログをすべて
した。
効にすることができません。
DataCollect コマンドを使用して収集し、シ
マンテック社のテクニカルサポートに問い合わせ
アプライアンスで BMR のステータスを更
てください。
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 12-7 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。
管理 (Manage) > アプライアンスのリストア (Appliance Restore)

表 12-7
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、シマンテック社のテクニカ
しくはログを確認してください。
性があります。
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

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。
方法の詳細は、『Symantec 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
シマンテック社のテクニカルサポートに問
Appliance Directory) のロールバックが い合わせてください。
失敗しました。

表 12-8 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 12-8
エラーメッセージ
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。

説明

推奨処置

このエラーは、内部システムエ
Web GUI および Perl のログをすべて
ラーが原因で発生することがあり DataCollect コマンドを使用して収集し、シマ
ます。
ンテック社のテクニカルサポートに問い合わせて
選択したライセンスはマスターサーバー
ください。
{0} から削除できませんでした。

181

第 12 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

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。
■

■

推奨処置
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、
シマンテック社のテクニカルサポートに問い
合わせます。
Web GUI および Perl のログをすべて
DataCollect コマンドを使用して収集し、
シマンテック社のテクニカルサポートに問い
合わせてください。

ライセンス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
Web GUI および Perl のログをすべて
した。
ラーが原因で発生することがあり DataCollect コマンドを使用して収集し、シマ
ます。
ンテック社のテクニカルサポートに問い合わせて
ください。
ライセンス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
Web GUI および Perl のログをすべて
しました。
ラーが原因で発生することがあり DataCollect コマンドを使用して収集し、シマ
ます。
ンテック社のテクニカルサポートに問い合わせて
ください。
ライセンスキー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
Web GUI および Perl のログをすべて
ラーが原因で発生することがあり DataCollect コマンドを使用して収集し、シマ
ます。
ンテック社のテクニカルサポートに問い合わせて
ください。

ライセンスキー: {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。

Web GUI および Perl のログをすべて
DataCollect コマンドを使用して収集し、シマ
ンテック社のテクニカルサポートに問い合わせて
ください。

表 12-9 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。
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［管理 (Manage)］>［移行ユーティリティ (Migration Utility)］

表 12-9
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、シマンテック社のテ
クニカルサポートに問い合わせてくださ
い。
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、シマンテック社のテ
クニカルサポートに問い合わせてくださ
い。

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、シマンテック社のテ
クニカルサポートに問い合わせてくださ
い。

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、シマンテック社のテ
クニカルサポートに問い合わせてくださ
い。

表 12-10 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 12-10
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 Symantec のソフトウェアの更新センター
ン更新の取得に失敗したときに表示され へのネットワーク接続を確認するか、内部
ます。
エラーがないかスクリプトを確認してくだ
さい。
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エラーメッセージ

説明

推奨処置

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。

Symantec 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。
インストール前のチェック質問を取得中 このエラーは、インストール前のチェック システム管理者に問い合わせ、rpm
にエラーが発生しました。rpm ファイルに 質問が取得できない場合に表示されま (SUSE インストーラパッケージ)ファイル
問題があるかをシステム管理者に問い合 す。
に問題がないか確認してください。
わせてください。(Error while retrieving
preinstallation check questions, please
contact system admin to check if there
is a problem with rpm file.)

表 12-11 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 12-11
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
Web GUI および Perl のログをすべて
ラーが原因で発生することがあり DataCollect コマンドを使用して収集し、シマ
ます。
ンテック社のテクニカルサポートに問い合わせて
ください。

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
Web GUI および Perl のログをすべて
ラーが原因で発生することがあり DataCollect コマンドを使用して収集し、シマ
ます。
ンテック社のテクニカルサポートに問い合わせて
ください。

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 12-12 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。
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［設定 (Settings)］ > ［通知 (Notification)］

表 12-12
エラーメッセージ

説明

推奨処置

このシステムが SYMAPPMON に対して このエラーは、アプライアンスが
プロビジョニングされているか確認してく SYMAPPMON にプロビジョニングされ
ださい。
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 SYMAPPMON 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、シマンテック社のテクニカルサポー
トに問い合わせてください。

コールホームのテストが失敗しました。こ
のシステムが正しく SYMAPPMON にプ
ロビジョニングされていることを確かめて
ください。

SYMAPPMON 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、シマンテック社の
テクニカルサポートに問い合わせてくだ
さい。

このエラーメッセージは、アプライアンス
がプロビジョニングされないときに［設定
(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。

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、シマンテック
きないときに［設定 (Settings)］>［通知
社のテクニカルサポートに問い合わせて
(Notifications)］ページの変更を保存し ください。
ようとすると発生することがあります。
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、シマンテック
きないときに［設定 (Settings)］>［通知
社のテクニカルサポートに問い合わせて
(Notifications)］ページの変更を保存し ください。
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、シマンテック
に到達できないときに、このエラーが発 社のテクニカルサポートに問い合わせて
生する場合があります。
ください。

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。
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エラーメッセージ

説明

登録の詳細を保存中にエラーが発生し
ました。後で詳細を更新してください。

このメッセージは、アプライアンスが
次の事項を検証できます。
SYMAPPMON サーバーに登録詳細を
■ アプライアンスが SYMAPPMON
更新できないときに表示されます。
サーバーにプロビジョニングされてい
詳細の更新が失敗する原因には次があ
ること。
ります。
■ アプライアンスと SYMAPPMON サー
バー間に接続の問題があること。
■ アプライアンスが SYMAPPMON に
■

■

このアプライアンスのロケーションと連絡
先情報を取得するためのシマンテック社
サポートサイトに接続することができませ
んでした。次のフィールドに情報を再入
力してください。

推奨処置

プロビジョニングされていない。
アプライアンスと SYMAPPMON サー
バー間に接続の問題がある。
SYMAPPMON サーバーに到達で
きない。

このメッセージは、アプライアンスが
次の事項を検証できます。
SYMAPPMON サーバーから登録詳細
■ アプライアンスが SYMAPPMON
を取得できないときに表示されます。
サーバーにプロビジョニングされてい
詳細の更新が失敗する原因には次があ
ること。
ります。
■ アプライアンスと SYMAPPMON サー
バー間に接続の問題があること。
■ アプライアンスが SYMAPPMON に
■

■

プロビジョニングされていない。
アプライアンスと SYMAPPMON サー
バー間に接続の問題がある。
SYMAPPMON サーバーに到達で
きない。

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。

［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。

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。
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エラーメッセージ

説明

推奨処置

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。

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。

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 12-13
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。
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エラーメッセージ

説明

推奨処置

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。
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 Web GUI および Perl のログをすべて
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 DataCollect コマンドを使用して収集し、シ
とができません。
マンテック社のテクニカルサポートに問い合わ
せてください。
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、 Web GUI および Perl のログをすべて
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 DataCollect コマンドを使用して収集し、シ
できません。
マンテック社のテクニカルサポートに問い合わ
せてください。
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 Web GUI および Perl のログをすべて
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 DataCollect コマンドを使用して収集し、シ
にすることができません。
マンテック社のテクニカルサポートに問い合わ
せてください。
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 Web GUI および Perl のログをすべて
トランスポートの設定は表示するこ DataCollect コマンドを使用して収集し、シ
とができません。
マンテック社のテクニカルサポートに問い合わ
せてください。

ネットワーク最適化の状態を更新中にエ このメッセージは、内部システムエ Web GUI および Perl のログをすべて
ラーが発生しました。
ラーが原因で表示されます。
DataCollect コマンドを使用して収集し、シ
マンテック社のテクニカルサポートに問い合わ
せてください。
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 Web GUI および Perl のログをすべて
ラーが原因で表示されます。
DataCollect コマンドを使用して収集し、シ
マンテック社のテクニカルサポートに問い合わ
せてください。

表 12-14 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。
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［設定 (Settings)］>［日付と時刻 (Date and Time)］

表 12-14
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、Web GUI および
■ 内部システムエラーが発生しました。
Perl のログをすべて DataCollect コ
■ NTP サーバーへの接続を確立でき
マンドを使用して収集し、シマンテック社
ません。
のテクニカルサポートに問い合わせてく
■ Web サーバーへの接続は確立され
ださい。
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 12-15 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。
［設定 (Settings)］>［認証 (Authentication)］

表 12-15
エラーメッセージ

説明

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
でした。
効にすることができません。 このエ
ラーは、LDAP サーバーが応答可
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。

推奨処置
Web GUI および Perl のログをすべて
DataCollect コマンドを使用して収集し、シ
マンテック社のテクニカルサポートに問い合わ
せてください。

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 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。
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エラーメッセージ

説明

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。
■

■

推奨処置

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。

サーバー名を設定中にエラーが発生し
ました。

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。

ベース DN を設定中にエラーが発生し
ました。

提供された LDAP サーバーの
提供されたベースディレクトリ名が正しく、入力
ベースディレクトリ名を設定できま ミスやスぺルミスがないことを確認してください。
せんでした。
Active Directory または LDAP サーバーの設
定がベースディレクトリ名と一致しているか確認
してください。

バインド DN を設定中にエラーが発生し 提供された LDAP サーバーの結 結合ディレクトリ名が正しいことを確認してくださ
ました。
合ディレクトリ名を設定できません い。
でした。
Active Directory または LDAP サーバーの設
定が結合ディレクトリ名と一致しているか確認し
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。
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。
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エラーメッセージ

説明

推奨処置

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、シマンテック社のサポートに問い合わせ
the LDAP configuration settings.)
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、シマンテック
社のテクニカルサポートに問い合わせてくださ
い。
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、シマンテック
社のテクニカルサポートに問い合わせてくださ
い。
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、シマンテック
社のテクニカルサポートに問い合わせてくださ
い。

認可取り消し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
(Error in unauthorizing.)
の管理者権限を撤回することがで 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、シマンテック
社のテクニカルサポートに問い合わせてくださ
い。
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、シマンテック
社のテクニカルサポートに問い合わせてくださ
い。
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、シマンテック
社のテクニカルサポートに問い合わせてくださ
い。
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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、シマンテック社のサポートに問い合わせ
します。
セージを表示して解決策を確認し てください。
てください。

表 12-16 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 12-16
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。

パスワードのリセットに失敗しました。再試 パスワードは技術的なエラーのた シマンテック社のサポートに問い合わせてくださ
行してください。NetBackup Appliance めリセットできません。
い。
Web Consoleの右上にある［?］詳細情
報が表示されます。このエラーが解決し
ない場合は、シマンテック社のテクニカル
サポートに問い合わせてください。
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表 12-17 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 12-17
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。シマンテッ 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
ク社のサポートに連絡して、この問題を 応答しない場合に表示されることがありま ください。
解決してください。引き続き他の操作を す。
行うには、該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.200 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.193 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.171 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 12-18 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 12-18

NetBackup Appliance Shell Menuの一般的なエラーメッセージ

エラーメッセージ

説明/推奨処置

AdvancedDisk ストレージパーティションにディ
スクプール名がありません。ディスクプール名
を追加し、再試行してください。問題が継続す
る場合は、トラブルシューティングガイドを参照
してください。

役割の構成時または構成後にストレージパーティションのディスクプールがな
い場合は、ストレージの構成に失敗し、さらに役割の構成も失敗します。
ディスクプール名を追加し、再試行してください。問題が継続する場合は、シ
マンテック社のサポートにお問い合わせください。
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エラーメッセージ

説明/推奨処置

AdvancedDisk ストレージパーティションにスト
レージユニット名がありません。ストレージユニッ
ト名を追加し、再試行してください。問題が継
続する場合は、トラブルシューティングガイドを
参照してください。

役割の構成時または構成後にストレージパーティションのストレージユニット
名がない場合は、ストレージの構成に失敗し、さらに役割の構成も失敗しま
す。ストレージユニット名を追加し、再試行してください。問題が継続する場合
は、シマンテック社のサポートにお問い合わせください。

NetBackup Appliance Directory に
AdvancedDisk ストレージパーティションのディ
スクプール情報を保存できませんでした。再試
行してください。問題が継続する場合は、トラブ
ルシューティングガイドを参照してください。

NetBackup Appliance Directory が応答しない場合、ディスクプールを
Appliance Directory に保存することはできません。その結果、ストレージ構
成および役割の構成は失敗します。NetBackup Appliance Directory が応
答する場合は、再試行して、ストレージユニットを Appliance Directory に保
存してください。

NetBackup Appliance Directory に
AdvancedDisk ストレージパーティションのスト
レージユニット情報を保存できませんでした。
再試行してください。問題が継続する場合は、
トラブルシューティングガイドを参照してくださ
い。

NetBackup Appliance Directory が応答しない場合、ストレージユニットを
Appliance Directory に保存することはできません。その結果、ストレージ構
成および役割の構成は失敗します。NetBackup Appliance Directory が応
答する場合は、再試行して、ストレージユニットを Appliance Directory に保
存してください。

マスターサーバーに ping できない

アプライアンスメディアサーバーのネットワークを正しく構成したか確かめます。
適切な IP アドレスとネットワークゲートウェイとネットマスクをアプライアンスに
必ず設定するようにしてください。DNS サーバーと DNS 検索ドメインが定義
済みであること、または /etc/hosts ファイルに適切な内容が入っていることを
確認します。

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 の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。

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。
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エラーメッセージ

説明/推奨処置

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

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、
■

■

ボリュームのサイズを調整できない

vxprint-hqt コマンドの DataCollect ログおよび出力を収集して
ください。
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。

サイズ調整すると長い時間ハングアップする

1 日待機ししても問題が解決しない場合は、シマンテック社のカスタマーサ
ポートに連絡してください。

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 12-19 には、［管理 (Manage)］ > ［ソフトウェア (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 12-19
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。

シマンテック社のサポートに連絡して支
援を依頼してください。

NetBackup のアプライアンスバージョン 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
はすでに <version number> です。
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。シマンテック社のテ
クニカルサポートに問い合わせてくださ
い。

エラーの発生元が見つかりません。

シマンテック社のテクニカルサポートに問
い合わせてください。

ソフトウェアの更新 <rpm> は計算ノード rpm (SUSE のインストーラパッケージ) 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 がアプライアンス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
れています。
れています。
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 (SUSE 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 のインストーラパッケージ) がアプライア
ん
ンスに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。
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エラーメッセージ

説明

推奨処置

マスターのバージョン番号によってはパッ 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 チからの必要条件が一致しません。
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。
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、
シマンテック社のサポートに連絡してくだ
ドが正しくありません。
さい。

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。

使用済みの EEB 名を調べてください。

パッチ <rpm name> の署名チェックが
終了しました。

rpm (SUSE のインストーラパッケージ)
に署名エラーが見つかりました。

rpm (SUSE のインストーラパッケージ)
の md5 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。

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。これはあるプロセスが動作して
いないこと、そして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。
自動ロールバックが失敗しました。シマン ソフトウェアのアップグレードプロセスが シマンテック社のサポートに連絡して、
テック社のテクニカルサポートに問い合 失敗すると、アプライアンスはアップグ
チェックポイントログを確認してください。
わせてください。
レード前の状態に自動でロールバックし
ます。ただし、自動ロールバックが失敗し
たのは、予期しない理由が原因です。
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エラーメッセージ

説明

推奨処置

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 シマンテック社のサポートに連絡して、
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。 チェック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 12-20 には、［管理 (Manage)］ > ［アプライアンスのリストア (Appliance Restore)］
のコマンドに特定のエラーメッセージが表示されます。
［管理 (Manage)］ > ［アプライアンスのリストア (Appliance Restore)］
ビュー

表 12-20
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。
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表 12-21 に、［Main_Menu (Main_Menu )］ > ［ネットワーク (Network)］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 12-21
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。

VLAN <vlan12> の作成に失敗しました。 このエラーは、IP アドレスが構成されて
インターフェース <eth4> には IP アドレ いるインターフェース上で VLAN にタグ
ス 10.10.10.10 が構成されています。構 を付けしようとした場合に発生します。
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。

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 <vlan12> の作成に失敗しました。 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
インターフェース <eth2> はケーブル接 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
続されていません。
た場合に発生します。
ください。
VLAN <vlan12> の作成に失敗しました。 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
インターフェース <eth4> は <bond0> を 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
結合するスレーブです。結合されたイン 合に表示されます。
とを確認してください。
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
されていません。少なくとも 1 つのイン
ない場合に表示されます。
ことを確認してください。
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 <インターフェース> は 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
形式および速度が異なります。
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
した場合に発生します。
ることを確認してください。
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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 <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
一部です。
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
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 <eth4> 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。

インターフェース <bond0> は結合され 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
た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
ターフェースは使用できません。
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。
結合内のインターフェース <eth4> は使 このエラーは、VLAN がタグ付けされて
えません。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
<vlan12> で使用中です。
成しようとした場合に発生します。

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。

p.200 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.193 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.171 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 12-22

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、『Symantec 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.200 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.193 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.172 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.171 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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I

52xx マスターサーバーアプライアンス
NetBackup Appliance Shell Menuからの初期構
成 138
USB および NetBackup Appliance Shell Menuか
らの再構成 138
52xx マスターサーバーアプライアンスの再構成
USB および NetBackup Appliance Shell Menuか
ら 138
52xx マスターサーバーアプライアンスの初期構成
NetBackup Appliance Shell Menuから 138
52xx メディアサーバーアプライアンス
USB および NetBackup Appliance Shell Menuか
らの再構成 147
52xx メディアサーバーアプライアンスの再構成
USB および NetBackup Appliance Shell Menuか
ら 147
5330 ストレージシェルフコンポーネント
サービス処理が可能なモードに設定する 100

I/O モジュール
LED
Symantec Storage Shelf 40
Symantec Storage Shelf 43
取り外しと交換 116
I/O モジュールの状態
LED
Symantec Storage Shelf 43
IPv4 と IPv6 のサポート 24
IPv6 ネットワーク
トラブルシューティング 82

L
LED
システムの状態
トラブルシューティング 99
前面パネル
Symantec Storage Shelf 40
ドライブスロット
Symantec Storage Shelf 40

A
Appliance ログファイル
Browse コマンド 52

B
Browse コマンド
Appliance ログファイル 52

C
CPU
アラート 99

D
datacollect
デバイスログ 53

F
fsck テストの失敗 87

N
NetBackup 5220 アプライアンス
ディスクドライブ
LED 111
ディスクドライブ、ストレージ
取り外しと交換 111
電源
取り外しと交換 112
NetBackup 5230 アプライアンス
ディスクドライブ
取り外しと交換 106
NetBackup 5330 アプライアンス
ディスクドライブ
取り外しと交換 106
NetBackup Appliance
アプライアンスの出荷時設定にリセット 162
アプライアンスのロールバック 159
アプライアンスのロールバックの検証 160
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トラブルシューティングについて 10
NetBackup Appliance Directory の停止
初期構成のエラー 66
NetBackup サポートユーティリティ
NBDNA 35
nbsu 35

S
SAS_IN ポート
Symantec Storage Shelf 43
SAS_OUT ポート
Symantec Storage Shelf 43
Symantec Product Authentication Service (AT) サー
バーパラメータ 37
Symantec Storage Shelf
I/O モジュール
取り外しと交換 116
お客様による交換が可能なユニット 113
環境仕様 40
説明 38
前面パネル 40
ディスクドライブ
取り外しと交換 114
電源 43
取り外しと交換 115
ドライブスロット 40
背面パネル 43
ホットスペア 38

T
TECH182738 26
TECH187722 86

V
VxAT のプロパティ 37
VxMS ログ
有効化および無効化 56
vxprint
列の説明 26

あ
アプライアンス
システムドライブ
スキャン不可 94
ディスクドライブ状態 LED
トラブルシューティング 93
電源
トラブルシューティング 95

トラブルシューティング
オンにならない 91
アプライアンス診断センター 30
アプライアンスのシリアル番号 16
アプライアンスのメディアサーバー
マスターサーバーの構成による通信 144
ウィザード
［ログファイルを収集 (Collect Log files)］ 50
温度過上昇 99
トラブルシューティング 96

か
解決
ブート順序変更の問題 61
環境仕様
Symantec Storage Shelf 40
管理
アプライアンスのリストア 159～160、162
起動に失敗
埋め込み RAID コントローラ 86
［コールホームの機能をテスト (Test Call Home
functionality)］ウィザード 30

さ
再インストール
5220 での 84
サービス処理が可能なモード
5330 ストレージシェルフコンポーネント 100
自己修復ウィザード 30
システムドライブ
アプライアンス
スキャン不可 94
システムの状態
LED
状態 99
トラブルシューティング 99
シャットダウン
システム起因
トラブルシューティング 96
重量
Symantec Storage Shelf 39
出荷時設定へのリセット
RAID が保持しているキャッシュの廃棄 81
のトラブルシューティング 79
仕様
環境
Symantec Storage Shelf 40
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寸法

電流
Symantec Storage Shelf 39

電源
Symantec Storage Shelf 39
情報の記録 12
初期構成のエラー
NetBackup Appliance Directory 66
前面パネル
LED
Symantec Storage Shelf 40
Symantec Storage Shelf 40

た
［ディスク構成を確認 (Check Disk Configuration)］ウィ
ザード 30
ディスクドライブ
LED
NetBackup 5220 アプライアンス 111
Symantec Storage Shelf
取り外しと交換 114
取り外しと交換
NetBackup 5230 アプライアンス 106
NetBackup 5330 アプライアンス 106
ディスクドライブ状態 LED
アプライアンス
トラブルシューティング 93
ディスクドライブ、ストレージ
NetBackup 5220 アプライアンス
取り外しと交換 111
電源
LED
Symantec Storage Shelf 40、43
NetBackup 5330
取り外しと交換 108
NetBackup 5030
取り外しと交換 108
NetBackup 5220 アプライアンス
取り外しと交換 112
NetBackup 5230
取り外しと交換 108
Symantec Storage Shelf 43
取り外しと交換 115
アプライアンス
トラブルシューティング 95
アラート 99
仕様
Symantec Storage Shelf 39
保護モード 96

アラート 99
ドライブスロット
Symantec Storage Shelf 40
トラブルシューティング
NetBackup Appliance 10
カーネルコアダンプの問題 81
構成 58、60
出荷時設定へのリセットについて 79
セットアップ 58
ターゲットモードのポート 71
トラブルシューティングガイド
ガイドについて 8
サポートへの問い合わせ 9
対象読者 9

な
［ネットワークの問題をテストし診断する (Test and
diagnose network issues)］ウィザード 30

は
背面パネル
Symantec Storage Shelf 43
［ハードウェアの健全性をチェックする (Perform a
hardware health check)］ウィザード 30
ファイバーチャネル
HBA カードの確認 21
ブート順序の変更
解決 61
ベストプラクティス
BMR 26
HBA カードの確認 21
IPMI 23
シリアル番号 16
通知設定 22
トラブルシューティング 14
パスワード 24
ユーザーの削除 28
ベゼル 105
保護モード
説明 96
ホットスペア
Symantec Storage Shelf 38
ホットスワップ
概要 104
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ま
マスターサーバーの構成
アプライアンスのメディアサーバーとの通信 144
メディアサーバー
構成エラー 70、76
出荷時設定へのリセットの失敗 85
メモリ
アラート 99

ら
ログの収集
datacollect 53
NetBackup Java のアプリケーション 55
コマンド 50
ログの種類 50
ログファイルの場所 50
ログファイル
VxMS ログの有効化および無効化 56
概要 47
［ログファイルを収集 (Collect Log files)］ 50
［ログファイルを収集 (Collect Log files)］ウィザード 30
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