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     はしがき 
 
本書は、NX7700i シリーズ上で動作する HA/SystemResourceMonitorの拡張機能（R4.2以降の 
バージョン）で出力する syslog のメッセージの意味と対処方法について説明したものです。 
 
 
（１） 本書は以下のオペレーティングシステムに対応します。 

HP-UX 11i v2 (Itanium) 
HP-UX 11i v3 (Itanium) 
 

（２） プロダクト型番について 
本書で説明しているすべての機能は、プログラムプロダクトであり 
次の表のプロダクト型番およびプロダクト名に対応します。 
 

OS名 プロダクト型番 プロダクト名 プロダクトリリース 

HP-UX UQ5218 HA/SystemResourceMonitor R4.2 

HP-UX UQ5218M HA/SystemResourceMonitor メディア R4.2 

  
 

 
（３） 本書では、HA/SystemResourceMonitor の拡張機能（R4.2以降のバージョン）で出力する syslog の 

メッセージを説明します。 
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 Itaniumは、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標
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 その他、本書に登場する会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。 
 なお、本書ではⓇ、TMマークを明記しておりません。 

 
© 2011 NEC Corporation 



 
 

 

iii 

1

3

3

5

6

6

11

11

13

13

14

14

 

目 次 

１ フォーマットについて..................................................................................................................................................  

２ 監視を推奨するsyslogメッセージ..............................................................................................................................2 

３ pssmoptd(1M)のメッセージ.......................................................................................................................................  

３．１ LOG_WARNING...............................................................................................................................................  

３．２ LOG_INFO.........................................................................................................................................................  

４ pssmdiskmonitor(1M)のメッセージ.........................................................................................................................  

４．１ LOG_WARNING...............................................................................................................................................  

５ pssmdiskanalyzer(1M)のメッセージ......................................................................................................................  

５．１ LOG_WARNING.............................................................................................................................................  

６ pssmnetmonitor(1M)のメッセージ.........................................................................................................................  

６．１ LOG_WARNING.............................................................................................................................................  

７ 障害解析情報の採取....................................................................................................................................................  

７．１ 本製品の拡張機能の障害解析情報.................................................................................................................  



 
 

 

1 

１ フォーマットについて 

syslogに出力するフォーマットは以下のとおりです。 
 

May 24 09:35:26 hostname xxxx[yyyy]: msg 
- xxxx :デーモン名(pssmoptd) 

:コマンド名(pssmdiskmonitor, pssmdiskanalyzer, pssmnetmonitor) 
- yyyy :pid 
- msg :メッセージ 

 
syslogの facilityと levelは以下のとおりです。 
 facility ：  LOG_USER 
 level ：  LOG_WARNING または LOG_INFO 
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２ 監視を推奨するsyslogメッセージ 

本製品の拡張機能が出力するsyslogメッセージには、リソース監視異常の検出を報告するものがあります。 
これらのメッセージは、運用管理ソフト等により監視することをお勧めします。 
ただしデフォルトの設定の場合、リソース監視異常のメッセージはsyslogには出力されませんので、 
syslogに出力する場合は、SGファイルを変更する必要があります。 
SGファイルの変更手順につきましては、同梱の「HA/SystemResourceMonitor ユーザーズガイド 応用編」

4章 SGの設定を参照してください。 
 
監視を推奨するsyslogメッセージは以下のとおりです。 
以下のメッセージが出力された場合、リソースに関するなんらかの問題が検出されたことを意味しますので、

原因を調査してください。 
 
なお、これら以外のメッセージについては特に監視する必要はありません。 
出力レベルのデフォルトはLOG_WARNINGです。出力レベルを変更することはできません。 

 
   [ディスクリソース監視異常に関するメッセージ] 

・ ディスクリソースが現在も閾値を超えている場合 
 Find a sign of system resource failure ,now value is over the threshold (xxx) 
 

・ ディスクリソースが一度は閾値を超えたが現在は正常な値の場合 
 Find a sign of system resource failure ,but now value is not over the threshold (xxx) 
 

※ xxx 内は、検出した事象により以下となります。 
以下を参照してください。 

 
・ ディスク使用率が閾値以上になった場合 

   type=file system  ,level=yyy  ,used rate=<ディスク使用率>  ,maxvalue= 
   <最大ディスク使用率>  ,<マウントポイント名>(<lvol デバイス名>)  ,<異常検出日時> 

 
・ ディスク空き容量が閾値を下回った場合 

   type=file system  ,level=yyy  ,free space=<ディスク空き容量>  ,maxvalue= 
   <最大ディスク空き容量>  ,<マウントポイント名>(<lvol デバイス名>) ,<異常検出日時> 

 
※ yyy 内は、検出した事象により以下となります。 

以下を参照してください。 
 

・警告レベルの異常を検出した場合 
WARNING 

 
・通知レベルの異常を検出した場合 

NOTICE 
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３ pssmoptd(1M)のメッセージ 

 
以下にSystemResourceMonitor拡張機能管理デーモン（pssmoptd）のメッセージの説明を記載します。 
 

３．１ LOG_WARNING 

 LANG putenv error. 
説明：LANGのputenvに失敗しました。 
処置：障害解析情報を採取し、サポートセンターに連絡してください。 

 
 
 malloc(3) failed. 

説明：内部エラーが発生しました。 
処置：障害解析情報を採取し、サポートセンターに連絡してください。 
 
 

 Config file open error. filename=xxx, errno=yyy 
説明：SGファイル（xxx）をオープンできませんでした。 
処置：SGファイル（xxx）を作成して、本製品の拡張機能を再起動してください。 
   ファイルを作成しても異常が改善されない場合は、 
   障害解析情報を採取し、サポートセンターに連絡してください。 
 
 

 xxx was illegal value,it changed to default value(yyy). : zzz 
説明：拡張機能（zzz）のパラメータ（xxx）に数値以外の不正な値が 

指定されています。パラメータ（xxx）はデフォルト値（yyy）が設定されました。 
 
 
 xxx was 0 or nothing, it changed to default value(yyy). : zzz 

説明：拡張機能（zzz）のパラメータ（xxx）に0が指定されているか、 
何も指定されていません。パラメータ（xxx）はデフォルト値（yyy）が 
設定されました。 

 
 
 xxx was smaller than minimum value, it changed to minimum value(yyy). : zzz 

説明：拡張機能（zzz）のパラメータ（xxx）に最小値（yyy）より小さい値が 
指定されています。パラメータ（xxx）は最小値（yyy）が設定されました。 

  
 

 xxx was larger than maximum value, it changed to maximum value(yyy). : zzz 
説明：拡張機能（zzz）のパラメータ（xxx）に最大値（yyy）より大きい値が 

指定されています。パラメータ（xxx）は最大値（yyy）が設定されました。 
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 OUTPUT_DATA_FILE_PATH (xxx) was too long. it changed to the default value(yyy). : zzz 

説明：拡張機能（zzz）のOUTPUT_DATA_FILE_PATHに指定された 
ディレクトリ名（xxx）が長すぎます。OUTPUT_DATA_FILE_PATHは 
デフォルトのディレクトリ（yyy）が設定されました。 

処置：512文字以下のディレクトリ名を指定してください。 
 

 OUTPUT_DATA_FILE_PATH (xxx) was not found. it changed to the default value(yyy). : zzz 
説明：拡張機能（zzz）のOUTPUT_DATA_FILE_PATHに指定された 

ディレクトリ（xxx）が存在しません。OUTPUT_DATA_FILE_PATHは 
デフォルトのディレクトリ（yyy）が設定されました。 

  処置：OUTPUT_DATA_FILE_PATH に指定されたディレクトリを作成してください。 
  

 OUTPUT_DATA_FILE_PATH (xxx) was not directory,  
it changed to the default value(yyy). : zzz 

説明：拡張機能（zzz）のOUTPUT_DATA_FILE_PATHにディレクトリでない 
値（xxx）が指定されています。OUTPUT_DATA_FILE_PATHはデフォルトの 
ディレクトリ（yyy）が設定されました。 

処置：OUTPUT_DATA_FILE_PATH にディレクトリを指定してください。 
 

 ANALYZE_INTERVAL was smaller than MONITOR_INTERVAL,  
it changed to minimum value(xxx). : yyy 

説明：拡張機能（yyy）のANALYZE_INTERVAL に MONITOR_INTERVALより 
小さい値が指定されています。ANALYZE_INTERVAL は xxx が設定されました。 
 
 

 DiskCapacityMonitor control file does not exist. 
説明：コマンド制御用ファイル（.diskcapacity_control_file）がありませんでした。 
処置：SGファイル（pssmdiskmonitor.conf）を作成して本製品の拡張機能を 

再起動してください。ファイルを作成しても異常が改善されない場合は、 
   障害解析情報を採取し、サポートセンターに連絡してください。 
 
 

 Killing process failed. : xxx 
説明：拡張機能（xxx）のプロセスを停止できませんでした。 
 
 

 Output directory open error. dir name=xxx, errno=yyy 
説明：出力ファイルを保存するディレクトリをオープンできませんでした。 
処置：出力ファイルを保存するディレクトリを作成してください。 
 
 

 [xxx] waitpid(2) fail 
説明：waitpid(2)に失敗しました。 
処置：障害解析情報を採取し、サポートセンターに連絡してください。 
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 [xxx][PID=yyy] waitpid(2) fail (exit status) (zzz) 
説明：waitpid(2)に失敗しました。 
処置：障害解析情報を採取し、サポートセンターに連絡してください。 
 

 
 [xxx][PID=yyy] waitpid(2) fail (signal accept) (zzz) 

説明：waitpid(2)に失敗しました。 
処置：障害解析情報を採取し、サポートセンターに連絡してください。 
 
 

 [xxx][PID=yyy] waitpid(2) fail (another error) (zzz) 
説明：waitpid(2)に失敗しました。 
処置：障害解析情報を採取し、サポートセンターに連絡してください。 
 
 

 [xxx] execvp(2) fail (yyy) 
説明：execvp(2)に失敗しました。 
処置：障害解析情報を採取し、サポートセンターに連絡してください。 
 
 

 [xxx] fork fail (yyy). Suspended. 
説明：内部エラーが発生しました。 
処置：障害解析情報を採取し、サポートセンターに連絡してください。 
 
 

 [xxx] fork fail (yyy). Suspended (1). 
説明：内部エラーが発生しました。pssmoptdデーモンを停止します。 
処置：障害解析情報を採取し、サポートセンターに連絡してください。 
 
 

 [xxx] fork fail (yyy). Suspended (2). 
説明：内部エラーが発生しました。 
処置：障害解析情報を採取し、サポートセンターに連絡してください。 
 
 

 [xxx][PID=yyy] can not stopped 
説明：プロセスを停止できませんでした。 
処置：障害解析情報を採取し、サポートセンターに連絡してください。 
 
 

３．２ LOG_INFO 

All option was DISABLE. 
  説明：拡張機能のパラメータ全てに DISABLE が設定されているため、 

pssmoptdデーモンを停止します。  
処置：特に対処は必要ありません。 
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４ pssmdiskmonitor(1M)のメッセージ 

以下にディスク容量監視機能モニタコマンド（pssmdiskmonitor）のメッセージの説明を記載します。 
 

４．１ LOG_WARNING 

MOUNT_POINT was not specified. (xxx) 
         説明：マウントポイントが指定されていません。 
  処置：SGファイル（pssmdiskmonitor.conf）でマウントポイントの正しい値を 

設定してください。  
 
 
MOUNT_POINT was illegal value. (xxx) 

         説明：マウントポイントに不正な値（xxx）が 指定されています。 
  処置：SGファイル（pssmdiskmonitor.conf）でマウントポイントの正しい値を 

設定してください。 
 
 
  CHECK_TYPE was not specified.(xxx) 
   説明：マウントポイント(xxx) の監視種別が指定されていません。 
   処置：SGファイル（pssmdiskmonitor.conf）でマウントポイントの監視種別を 
      設定してください。 
 
 
  CHECK_TYPE was illegal value(xxx) (yyy). 
   説明：マウントポイント(yyy) の監視種別に不正な値 (xxx) が指定されています。 
   処置：SGファイル（pssmdiskmonitor.conf）でマウントポイントの監視種別に 
      正しい値を設定してください。 
 
 
  NOTICE_LEVEL was illegal value(xxx), 

it changed to default value(yyy) (zzz, CHECK_TYPE=xxx). 
         説明：NOTICE_LEVELに数値以外の不正な値が指定されています。 

NOTICE_LEVELはデフォルト値が設定されました。 
 
 
NOTICE_LEVEL was smaller than minimum value, 

it changed to minimum value(xxx) (yyy, CHECK_TYPE=zzz). 
         説明：NOTICE_LEVELに最小値より小さい値が指定されています。 

NOTICE_LEVELは最小値が設定されました。 
  
 
NOTICE_LEVEL was larger than maximum value, 

it changed to maximum value(xxx) (yyy, CHECK_TYPE=zzz). 
        説明：NOTICE_LEVELに最大値より大きい値が指定されています。 

NOTICE_LEVELは最大値が設定されました。 
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WARNING_LEVEL was illegal value(xxx), 
it changed to default value(yyy) (zzz, CHECK_TYPE=xxx). 

        説明：WARNING_LEVELに数値以外の不正な値が指定されています。 
WARNING_LEVELはデフォルト値が設定されました。 
 
 

WARNING_LEVEL was smaller than minimum value, 
it changed to minimum value(xxx) (yyy, CHECK_TYPE=zzz). 

        説明：WARNING_LEVELに最小値より小さい値が指定されています。 
WARNING_LEVELは最小値が設定されました。 
 
 

WARNING_LEVEL was larger than maximum value, 
it changed to maximum value(xxx) (yyy, CHECK_TYPE=zzz). 

        説明：WARNING_LEVELに最大値より大きい値が指定されています。 
WARNING_LEVELは最大値が設定されました。  

 
WARNING_LEVEL was smaller than NOTICE_LEVEL,  

it changed to NOTICE_LEVEL value(xxx)  (yyy, CHECK_TYPE=1). 
        説明：WARNING_LEVELにNOTICE_LEVELより小さい値が指定されています。 
     WARNING_LEVELはNOTICE_LEVELと同じ値に設定されました。 
 
 
NOTICE_LEVEL_CHECK_NUM was illegal value(xxx), 

it changed to default value(yyy) (zzz, CHECK_TYPE=xxx). 
        説明：NOTICE_LEVEL_CHECK_NUMに数値以外の不正な値が指定されています。 

NOTICE_LEVEL_CHECK_NUMはデフォルト値が設定されました。 
 
 

NOTICE_LEVEL_CHECK_NUM was smaller than minimum value, 
it changed to minimum value(xxx) (yyy, CHECK_TYPE=xxx). 

        説明：NOTICE_LEVEL_CHECK_NUMに最小値より小さい値が指定されています。 
NOTICE_LEVEL_CHECK_NUMは最小値が設定されました。 
 
 

NOTICE_LEVEL_CHECK_NUM was larger than maximum value, 
it changed to maximum value(xxx) (yyy, CHECK_TYPE=zzz). 

        説明：NOTICE_LEVEL_CHECK_NUMに最大値より大きい値が指定されています。 
NOTICE_LEVEL_CHECK_NUMは最大値が設定されました。 
 
 

WARNING_LEVEL was larger than NOTICE_LEVEL,  
it changed to NOTICE_LEVEL value(xxx)  (yyy, CHECK_TYPE=2). 

        説明：WARNING_LEVELにNOTICE_LEVELより大きい値が指定されています。 
WARNING_LEVELはNOTICE_LEVELと同じ値に設定されました。 

 
 

NOTICE_LEVEL was over than Total disk size, NOTICE_LEVEL value(xxx), 
Total disk size value(yyy) (zzz). 

説明：NOTICE_LEVELにマウントポイントのディスクサイズよりも 
大きい値が指定されています。 

 処置：有効な値に修正後、本製品の拡張機能を再起動してください。 
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WARNING_LEVEL was over than Total disk size, WARNING_LEVEL value(xxx), 
Total disk size value(yyy) (zzz). 

説明：WARNING_LEVELにマウントポイントのディスクサイズよりも 
大きい値が指定されています。 

 処置：有効な値に修正後、本製品の拡張機能を再起動してください。 
 

 
/etc/mnttab file was none : errno=xxx. 

        説明：ファイルシステムマウントテーブル（/etc/mnttab）がありません。 
  処置：障害解析情報を採取し、サポートセンターに連絡してください。 

 
 

setmntent(3X) failed. filename=xxx, errno=yyy. 
        説明：setmntent(3X) に失敗しました。 

処置：障害解析情報を採取し、サポートセンターに連絡してください。 
 

 
DiskCapacityMonitor control file open error. errno = xxx. 

        説明：SGファイル（.diskcapacity_control_file）を開けませんでした。 
処置：SGファイル（pssmdiskmonitor.conf）を作成して、本製品の拡張機能を 

再起動してください。ファイルを作成しても異常が改善されない場合は、 
   障害解析情報を採取し、サポートセンターに連絡してください。 

 
 

DiskCapacityMonitor control file open error.(2) errno = xxx. 
        説明：SGファイル（.diskcapacity_control_file）を開けませんでした。 

処置：SGファイル（pssmdiskmonitor.conf）を作成して、本製品の拡張機能を 
再起動してください。ファイルを作成しても異常が改善されない場合は、 

      障害解析情報を採取し、サポートセンターに連絡してください。 
 
 

File system was not vxfs or hfs (xxx). 
        説明：指定されたマウントポイントのファイルシステムが vxfs、hfsではありません。 
  処置：正しいマウントポイントを指定してください。 

ファイルシステムが vxfs、hfs 以外のマウントポイントは監視できません。 
 
 
LANG putenv error. 

        説明：LANGのputenvに失敗しました。 
  処置：障害解析情報を採取し、サポートセンターに連絡してください。 

 
 

lvdisplay(1M) [spe_fname=xxx] failed error. (popen error) 
        説明：内部エラーが発生しました。 
  処置：障害解析情報を採取し、サポートセンターに連絡してください。 

 
 
vgdisplay(1M) [vgname=xxx] failed error. (popen error) 

        説明：内部エラーが発生しました。 
  処置：障害解析情報を採取し、サポートセンターに連絡してください。 
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Input file open error. filename=xxx, errno=yyy 

        説明：SGファイル（pssmdiskmonitor.conf）が開けませんでした。 
処置：SGファイル（pssmdiskmonitor.conf）を作成して、本製品の拡張機能を 

再起動してください。ファイルを作成しても異常が改善されない場合は、 
   障害解析情報を採取し、サポートセンターに連絡してください。 
 
 

Output file open error. filename=xxx, errno=yyy 
        説明：出力ファイル（pssmdiskmonitor.csv）が開けませんでした。 

処置：統計情報ファイル（SGファイルのOUTPUT_DATA_FILE_PATHに 
   指定されたディレクトリ配下のpssmdiskmonitor.csv)の存在を確認し、 
   存在している場合は本製品の拡張機能を再起動してください。 
   ファイルが存在しない場合、または再起動しても異常が改善されない場合は、 
   障害解析情報を採取し、サポートセンターに連絡してください。 

 
 

Output directory open error. dir name=xxx, errno=yyy 
説明：出力ファイルを保存するディレクトリをオープンできませんでした。 
処置：出力ファイルを保存するディレクトリを作成してください。 

 
 

MOUNT_POINT(default) was not mounted. (xxx) 
        説明：マウントされていないディレクトリがあります。 
  処置：SGファイル（pssmdiskmonitor.conf）でマウントポイントの正しい値を 

設定してください。  
 

 
MOUNT_POINT was not mounted (xxx). 

        説明：マウントされていないディレクトリがあります。  
  処置：SGファイル（pssmdiskmonitor.conf）でマウントポイントの正しい値を 

設定してください。 
 
 
  MOUNTPOINT was too long (xxx). 

         説明：マウントポイントに指定した名前が長すぎます。 
  処置：SGファイル（pssmdiskmonitor.conf）でマウントポイントの正しい値を 

設定してください。 
 
   
All MOUNT_POINT was illegal. 

        説明：マウントポイントが全て不正な値でした。 
  処置：SGファイル（pssmdiskmonitor.conf）でマウントポイントの正しい値を 

設定してください。 
 

 
All MOUNT_POINT was illegal, MOUNT_POINT changed to default.  

        説明：マウントポイントが全て不正な値でした。 
     マウントポイントをデフォルト値に変更しました。 
  処置：SGファイル（pssmdiskmonitor.conf）でマウントポイントの正しい値を 
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設定してください。 
 

 
malloc(3) fail. errno = xxx.  

        説明：内部エラーが発生しました。 
  処置：障害解析情報を採取し、サポートセンターに連絡してください。 

 
 

malloc(3) failed. 
        説明：内部エラーが発生しました。 
  処置：障害解析情報を採取し、サポートセンターに連絡してください。 
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５ pssmdiskanalyzer(1M)のメッセージ 

以下にディスク容量監視機能解析コマンド（pssmdiskanalyzer）のメッセージの説明を記載します。 
 

５．１ LOG_WARNING 

DiskCapacityMonitor control file open error. errno=xxx. 
説明：SGファイル（.diskcapacity_control_file）がありませんでした。 
処置：SGファイル（pssmdiskmonitor.conf）を作成して、本製品の拡張機能を 

再起動してください。ファイルを作成しても異常が改善されない場合は、 
   障害解析情報を採取し、サポートセンターに連絡してください。 
 
 

malloc(3) fail. errno=xxx. 
説明：内部エラーが発生しました。  
処置：障害解析情報を採取し、サポートセンターに連絡してください。 
 
 

Analyzedinfo file open error. filename=xxx, errno=yyy 
説明：解析情報ファイル（pssmdiskinfo.dat）が開けませんでした。 
処置：解析情報ファイル（SGファイルのOUTPUT_DATA_FILE_PATHに 
   指定されたディレクトリ配下のpssmdiskinfo.dat)の存在を確認し、 
   存在している場合は本製品の拡張機能を再起動してください。 
   ファイルが存在しない場合、または再起動しても異常が改善されない場合は、 
   障害解析情報を採取し、サポートセンターに連絡してください。 
 
 

Input file open error. filename=xxx, errno=yyy 
           説明：SGファイル（pssmdiskmonitor.dat）が開けませんでした。 

処置：SGファイル（pssmdiskmonitor.dat）を作成して、本製品の拡張機能を 
再起動してください。ファイルを作成しても異常が改善されない場合は、 

   障害解析情報を採取し、サポートセンターに連絡してください。 
 

 
  Special file name was changed. [xxx]->[yyy] 

説明：マウントされているスペシャルファイル名が変更されました。 
   処置：特に対処の必要はありません。 
 
  Total disk size was changed. [xxx]->[yyy] 

説明：ディスクの総容量が変更されました。 
   処置：特に対処の必要はありません。 

 
 
  File system was changed. [xxx]->[yyy] 

説明：ファイルシステムが変更されました。 
   処置：特に対処の必要はありません。 
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BackUp file name length is too long. ctl=xxx, filename=yyy 

         説明：バックアップファイル名が長すぎます。 
  処置：1023文字以下のバックアップファイル名を絶対パスで指定してください。 
 
 
Output file open error. filename=xxx, errno=yyy 

説明：出力ファイルをオープンできませんでした。 
処置：統計情報ファイル（SGファイルのOUTPUT_DATA_FILE_PATHに 

指定されたディレクトリ配下のpsmonitor.dat)の存在を確認し、 
   存在している場合は本製品の拡張機能を再起動してください。 
   ファイルが存在しない場合、または再起動しても異常が改善されない場合は、 
   障害解析情報を採取し、サポートセンターに連絡してください。 

 
 

NOTICE_LEVEL was over than Total disk size, NOTICE_LEVEL value(xxx), 
Total disk size value(yyy) (zzz). 

説明：NOTICE_LEVELにマウントポイントのディスクサイズよりも 
大きい値が指定されています。 

 処置：有効な値に修正後、本製品の拡張機能を再起動してください。 
 
 

WARNING_LEVEL was over than Total disk size, WARNING_LEVEL value(xxx), 
Total disk size value(yyy) (zzz). 

説明：WARNING_LEVELにマウントポイントのディスクサイズよりも 
大きい値が指定されています。 

 処置：有効な値に修正後、本製品の拡張機能を再起動してください。 
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６ pssmnetmonitor(1M)のメッセージ 

以下にネットワーク状態監視機能モニタコマンド（pssmnetmonitor）のメッセージの説明を記載します。 

６．１ LOG_WARNING 

System information error.(pssmnet_check_all_proc) 
説明：内部エラーが発生しました。 
処置：障害解析情報を採取し、サポートセンターに連絡してください。 
 

 
System information error. (pssmnet_print) 

説明：内部エラーが発生しました。 
処置：障害解析情報を採取し、サポートセンターに連絡してください。 
 
 

malloc(3) fail. errno=xxx. 
説明：内部エラーが発生しました。  

  処置：障害解析情報を採取し、サポートセンターに連絡してください。 
      
 
Output file open error. filename=xxx, errno=yyy 

説明：出力ファイルをオープンできませんでした。 
処置：統計情報ファイル（SGファイルのOUTPUT_DATA_FILE_PATHに 

指定されたディレクトリ配下のpsmonitor.dat)の存在を確認し、 
   存在している場合は本製品の拡張機能を再起動してください。 
   ファイルが存在しない場合、または再起動しても異常が改善されない場合は、 
   障害解析情報を採取し、サポートセンターに連絡してください。 

 
 
Output directory open error. dir name=xxx, errno=yyy 

説明：出力ファイルを保存するディレクトリをオープンできませんでした。 
処置：出力ファイルを保存するディレクトリを作成してください。 



 

14 

 
 

７ 障害解析情報の採取 

本製品の拡張機能を運用中に何らかの障害が発生した場合は、下記の手順にしたがって情報採取を 
行ってください。 

 

７．１ 本製品の拡張機能の障害解析情報 

・ 本製品の拡張機能の構成ファイル群 
本製品の拡張機能の構成ファイル群を保存します。tar(1)コマンド等を使用して、以下に示す 
ディレクトリ配下のすべてのファイルを採取してください。 

 
/var/opt/HA/PSSM_OPT/conf/ 
/var/opt/HA/PSSM_OPT/log/ 
および 
SGファイル(pssmdisk.conf および pssmnet.conf)の 
OUTPUT_DATA_FILE_PATH に指定されたディレクトリ 

 
 
   ・ syslog 
  障害発生時のsyslogファイルを保存します。障害の再現手順が判明している場合は、 
  設定ファイルでLOG_LEVELパラメータを3に設定し、debugレベルまでのメッセージが 
  記録されるようにsyslog.conf を設定した状態でのログを採取してください。 
  通常syslogは以下の2つのファイルに出力されます。 
   
     /var/adm/syslog/syslog.log 

/var/adm/syslog/OLDsyslog.log 
 
  syslog.confをカスタマイズしている場合は、本製品の拡張機能のメッセージが記録されている 
  ファイルを採取してください。本製品の拡張機能の facility はLOG_USERです。 
 
 

・ ホスト情報 
 本製品の拡張機能を実行しているホスト上で、以下の情報を採取してください。 
  
    ・ swlist の実行結果 
    ・ swlist –l product の実行結果 
    ・ ps –ef の実行結果 
    ・ ps –efx の実行結果 
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