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Snap Creator Framework のエラーメッセージ
Snap Creator Framework のエラーメッセージは、発生した問題のトラブルシューティン
グに役立ちます。
エラーコード

エラーメッセージです

説明 / 解決策

SCF-00001

シリアル番号 [%s] を取得できませ Snap Creator setup コマンドは実
んでした。
行されません。snapcreator
--profile setup コマンドを実行して
ください。シリアル番号が空白で
あるか、数値に設定されているこ
とを確認します。

SCF-00002

プラグイン [%s] のバックアップ処
理がエラー [%s] で失敗し、終了コ
ード [%s] を終了しました。終了し
ます。

アプリケーションエラーによりア
プリケーションのバックアップに
失敗しました。ログとアプリケー
ション設定を確認してください。

SCF-00003

プラグイン [%s] のバックアップク
リーンアップ処理が、エラー [%s]
および終了コード [%s] で失敗しま
した。終了します。

アプリケーションエラーにより、
アプリケーションバックアップの
クリーンアップに失敗しました。
ログとアプリケーション設定を確
認してください。

SCF-00004

プラグイン [%s] のクローン処理が
エラー [%s] で失敗し、終了コード
[%s] を終了しました。終了しま
す。

アプリケーションエラーによりア
プリケーションのクローニングに
失敗しました。ログとアプリケー
ション設定を確認してください。

SCF-00005

プラグイン [%s] のクローンクリー
ンアップ処理がエラー [%s] で失敗
し、終了コード [%s] を終了しまし
た。終了します。

アプリケーションエラーによりア
プリケーションクローンのクリー
ンアップに失敗しました。ログと
アプリケーション設定を確認して
ください。

SCF-00006

[%s] のクローン前処理がエラー
アプリケーションエラーによりク
[%s] で失敗し、終了コード [%s] を ローニング前処理に失敗しまし
終了しました。終了します。
た。ログとアプリケーション設定
を確認してください。

SCF-00007

プラグイン [%s] のクローン後の処
理がエラー [%s] で失敗し、終了コ
ード [%s] を終了しました。終了し
ます。

アプリケーションエラーによりク
ローニング後のアプリケーション
処理に失敗しました。ログとアプ
リケーション設定を確認してくだ
さい。
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エラーコード

エラーメッセージです

SCF-00008

[%s] の LUN igroup マッピングを
LUN クローンの igroup マッピング
[%s] の igroup [%s] にクローニング に失敗しました。エラーログをチ
できませんでした。終了します。 ェックしてください。NetApp
Manageability SDK 解決策エラーが
発生する可能性があります。ログ
に問題の原因が記録されている可
能性があります。

SCF-00009

データセット [%s] の NetApp
Management Console バックアッ
プリストの終了に失敗しました。
終了コード [%s] があります。終了
します。

Snap Creator が NetApp
Management Console でバックア
ップの削除処理を開始しました
が、 Snapshot コピーのリストを表
示できませんでした。Snap
Creator がバックアップを登録して
いることを確認し、
NTAP_PM_UPDATE パラメータと
NTAP_DFM_DATA_SET パラメー
タの設定をチェックしてくださ
い。

SCF-00010

NetApp Management Console のバ
ックアップリストが定義されてい
ません。データセット [%s] のバッ
クアップは存在しません。終了し
ます。

Snap Creator が NetApp
Management Console でバックア
ップの削除処理を開始しました
が、 Snapshot コピーが存在しま
す。Snap Creator がバックアップ
を登録していることを確認し、
NTAP_PM_UPDATE パラメータと
NTAP_DFM_DATA_SET パラメー
タの設定をチェックしてくださ
い。

SCF-00011

NetApp 管理コンソールのバックア
ップバージョン ID [%s] のタイムス
タンプ [%s] データセット [%s] の
削除が、終了コード [%s] で失敗し
ました。終了します。

Snap Creator がバックアップを登
録していることを確認し、
NTAP_PM_UPDATE パラメータと
NTAP_DFM_DATA_SET パラメー
タの設定をチェックしてくださ
い。

SCF-00012

データセット [%s] の NetApp
Management Console データセッ
トステータスの取得に失敗しまし
た。終了コード [%s] があります。
終了します。

データセットが存在し、ステータ
スが Conformant であることを確認
します。また、データセットが
Snap Creator によって作成されて
いることも確認します。Snap
Creator によって作成されていない
データセットは、アプリケーショ
ンデータセットではありません。
これらのデータセットは機能しま
せん。
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説明 / 解決策

エラーコード

エラーメッセージです

説明 / 解決策

SCF-00013

Snapshot コピーをデータセット
NTAP_PM_UPDATE パラメータと
[%s] の終了コード [%s] に登録でき NTAP_DFM_DATA_SET パラメー
ませんでした。
タの設定をチェックしてくださ
い。

SCF-00014

[%s] （ [%s] ）の NetApp
Management Console バックアッ
プの開始に失敗しました。終了し
ます。

NTAP_PM_UPDATE パラメータと
NTAP_DFM_DATA_SET パラメー
タの設定をチェックしてくださ
い。

SCF-00015

ジョブ ID [%s] の NetApp
Management Console バックアッ
プがエラーで終了しました - [%s]

[%s]

[%s]

[%s]

Snap Creator が NetApp
Management Console のバックア
ップを開始しましたが、バックア
ップ処理の進捗状況の取得に失敗
しました。NTAP_PM_UPDATE パ
ラメータと
NTAP_DFM_DATA_SET パラメー
タの設定をチェックしてくださ
い。

SCF-00016

[%s] の SnapMirror ステータスが失 Snap Creator で、指定されたコン
敗しました。終了します。
トローラの SnapMirror 関係が見つ
かりませんでした。ストレージコ
ントローラにログインし、
snapmirror status コマンドを実行
して、関係が存在することを確認
してください。

SCF-00017

[%s] の SnapMirror 関係： [%s] は
存在しません。終了します。

Snap Creator で、指定されたコン
トローラボリュームの SnapMirror
関係が見つかりませんでした。ス
トレージコントローラにログイン
し、 snapmirror status コマンドを
実行して、特定のコントローラ名
の関係が存在することを確認して
ください。異なる名前を使用して
いる場合は、 SECONDARY
INTERFACES パラメータを設定し
て、ストレージコントローラに何
をマッピングするかを Snap
Creator で指定する必要がありま
す。
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エラーコード

エラーメッセージです

説明 / 解決策

SCF-00018

[%s] の SnapVault ステータスリス
トが失敗しました。終了します。

Snap Creator で、指定されたコン
トローラの SnapVault 関係が見つ
かりませんでした。ストレージコ
ントローラにログインし、
SnapVault status コマンドを実行し
てください。SnapVault 関係が存
在することを確認してください。

SCF-00019

[%s] の SnapVault 関係： [%s] は
存在しません。終了します。

Snap Creator で SnapVault 関係が
見つかりませんでした。ストレー
ジコントローラにログインして、
SnapVault status コマンドを実行し
てください。指定したコントロー
ラ名の SnapVault 関係が存在する
ことを確認してください。異なる
名前を使用している場合は、
SECONDARY_INTERFACES パラ
メータを設定して、ストレージコ
ントローラに何をマッピングする
かを Snap Creator で指定する必要
があります。

SCF-00020

デスティネーション [%s] でソース Snap Creator は SnapVault の更新
[%s] を使用した SnapVault 更新の を開始できませんでした。ストレ
実行に失敗しました。
ージコントローラにログインし、
SnapVault status コマンドを実行し
ます。指定したコントローラ名の
SnapVault 関係が存在することを
確認してください。異なる名前を
使用している場合は、
SECONDARY_INTERFACES パラ
メータを設定して、ストレージコ
ントローラに何をマッピングする
かを Snap Creator で指定する必要
があります。

SCF-00021

SnapMirror 転送エラーが検出され
ました - [%s] 、終了します。

SCF-00022

ソース [%s] での SnapMirror 更新 SnapMirror の更新に、設定されて
を [%s] 分以内に完了できませんで いる待機時間より長い時間がかか
した。終了します。
りました。構成ファイルの
NTAP_SNAPMIRROR_WAIT の値
を増やすことで、待機時間を調整
できます。
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エラーおよび SnapMirror のストレ
ージコントローラ設定をチェック
します。

エラーコード

エラーメッセージです

説明 / 解決策

SCF-00023

ソース [%s] での SnapVault 更新は SnapVault の更新に、設定されて
[%s] 分後に完了できませんでし
いる待機時間より長い時間がかか
た。終了します。
りました。構成ファイルの
NTAP_SNAPVAULT_WAIT の値を
増やすことで、待機時間を調整で
きます。

SCF-00024

SnapVault 転送エラーが検出され
ました - [%s] 、終了します。

SCF-00025

プラグイン [%s] のリストア後の処 アプリケーションエラーにより、
理がエラー [%s] および終了コード アプリケーションのリストア後の
[%s] で失敗しました。
処理に失敗しました。ログとアプ
リケーション設定を確認してくだ
さい。

SCF-00026

プラグイン [%s] のリストアクリー アプリケーションエラーにより、
ンアップ処理がエラー [%s] で失敗 アプリケーションのリストアクリ
しました。終了コード [%s]
ーンアップ処理に失敗しました。
ログとアプリケーション設定を確
認してください。

SCF-00027

プラグイン [%s] のリストア前処理 アプリケーションエラーにより、
がエラー [%s] および終了コード
アプリケーションのリストア前の
[%s] で失敗しました。
処理に失敗しました。ログとアプ
リケーション設定を確認してくだ
さい。

SCF-00028

プラグイン [%s] の自動検出に失敗 アプリケーションエラーによりア
しました。エラー [%s] 、終了コー プリケーション検出に失敗しまし
ド [%s] 、終了します。
た。ログとアプリケーション設定
を確認してください。また、自動
検出は APP_AUTO_DISCOVERY
= N に設定し
VALIDATE_VOLUMES をコメント
アウトすることで無効に設定でき
ます。

SCF-00029

環境が空のため、プラグイン [%s]
の自動検出に失敗しました。終了
します。

エラーおよび SnapVault のストレ
ージコントローラ設定を確認しま
す。

アプリケーションプラグインは、
自動検出の使用をサポートしてい
ません。APP_AUTO_DISCOVERY
= N に設定し、自動検出を無効に
設定してください
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エラーコード

エラーメッセージです

説明 / 解決策

SCF-00030

プラグイン [%s] のファイルシステ
ムの休止に失敗しました。エラー
[%s] 、終了コード [%s] 、終了しま
す。

ファイルシステムエラーにより、
ファイルシステムの休止に失敗し
ました。ログとファイルシステム
の設定を確認してください。エラ
ーを無視しバックアップを続行す
るには、
APP_IGNORE_ERROR=Y に設定
します

SCF-00031

プラグイン [%s] のファイルシステ
ム休止中にエラーが発生しまし
た。終了コード [%s] を終了し、バ
ックアップを続行しています。

ファイルシステムエラーにより、
ファイルシステムの休止に失敗し
ました。ただし、
APP_IGNORE_ERROR=Y と設定
されています。 Snap Creator はバ
ックアップを続行します。ログと
ファイルシステムの設定を確認し
てください。

SCF-00032

アプリケーションエラーによりア
プリケーション休止解除に失敗し
ました。アプリケーションエラー
を無視しバックアップを続行する
には、 APP_IGNORE_ERROR=Y
に設定します

ログとアプリケーション設定を確
認してください。

SCF-00033

プラグイン [%s] のアプリケーショ
ン休止解除に終了コード [%s] が失
敗しました。バックアップを続行
しています。

アプリケーションエラーにより、
アプリケーションの休止解除に失
敗しました。ただし、
APP_IGNORE_ERROR=Y と設定
されており、 Snap Creator はバッ
クアップを続行します。ログとア
プリケーション設定を確認してく
ださい。

SCF-00034

[%s] （ [%s] ）から [%s] （ [%s] ） LUN クローンの作成に失敗しまし
への LUN クローンの作成に失敗し た。エラーログをチェックしてく
ました。終了します。
ださい。NetApp Manageability エ
ラーが発生する可能性がありま
す。ログに問題の原因が記録され
ている可能性があります。

SCF-00035

[%s] の LUN のインベントリに失敗 LUN リストの作成に失敗しまし
しました。終了します。
た。エラーログをチェックしてく
ださい。NetApp Manageability エ
ラーが発生する可能性がありま
す。ログに問題の原因が記録され
ている可能性があります。
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エラーコード

エラーメッセージです

説明 / 解決策

SCF-00036

プラグイン [%s] のアプリケーショ
ン休止に失敗しました。プラグイ
ンから終了コードが返されません
でした。終了します。

アプリケーションの休止が終了コ
ードなしで終了しました。ログと
アプリケーション設定を確認して
ください。

SCF-00037

プラグイン [%s] のアプリケーショ
ン休止に失敗しました。エラー
[%s] 、終了コード [%s] 、終了しま
す。

アプリケーションエラーによりア
プリケーションの休止に失敗しま
した。ログとアプリケーション設
定を確認してください。アプリケ
ーションエラーを無視しバックア
ップを続行するには、
APP_IGNORE_ERROR=Y に設定
します

SCF-00038

プラグイン [%s] のアプリケーショ
ン休止に終了コード [%s] が失敗し
ました。バックアップを続行して
います。

アプリケーションエラーによりア
プリケーションの休止に失敗しま
した。ただし、
APP_IGNORE_ERROR=Y と設定
されており、 Snap Creator はバッ
クアップを続行します。ログとア
プリケーション設定を確認してく
ださい。

SCF-00039

指定したコントローラ [%s] が構成
に指定されたコントローラと一致
しませんでした。構成ファイルで
NTAP_USERS パラメータをチェ
ックしてください。

NTAP_USERS をチェックし、構
成ファイルにストレージコントロ
ーラが定義されていることを確認
してください。

SCF-00040

指定したボリューム [%s] が、設定
で指定されたストレージシステム
またはボリュームと一致しません
でした。構成ファイルで
VOLUMES パラメータをチェック
してください。

構成ファイルで VOLUMES の設定
をチェックし、正しいコントロー
ラボリュームが設定されているこ
とを確認します。

SCF-00041

clustered Data ONTAP が検出され
ましたが、
CMODE_CLUSTER_NAME が正し
く設定されていません。設定パラ
メータを確認して終了します。

AutoSupport と SnapMirror には、
CMODE_CLUSTER_NAME パラメ
ータを使用する必要があります。
このパラメータは構成ファイルで
正しく定義する必要があります。
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エラーコード

エラーメッセージです

説明 / 解決策

SCF-00042

clustered Data ONTAP が検出され
ましたが、
CMODE_CLUSTER_USERS が正
しく設定されていません。設定パ
ラメータを確認して終了します。

AutoSupport と SnapMirror には、
パラメータ
CMODE_CLUSTER_NAME および
CMODE_CLUSTER_USERS を使
用する必要があります。これらの
パラメータは構成ファイルで正し
く定義する必要があります。

SCF-00043

clustered Data ONTAP では
SnapVault はサポートされませ
ん。構成で
NTAP_SNAPVAULT_UPDATE を N
に設定します。

構成を確認し、パラメータを変更
してください。clustered Data
ONTAP は SnapVault をサポートし
ていません。

SCF-00044

META_DATA_VOLUME パラメー
タは定義されますが、ストレージ
システム：指定されたボリューム
は VOLUMES パラメータで設定さ
れている内容と一致しません。構
成を確認します。

META_DATA_VOLUME パラメー
タは、ボリュームには指定されて
いません。ボリュームにメタデー
タボリュームを追加します。

SCF-00045

META_DATA_VOLUME パラメー
タは定義されますが、 VOLUMES
パラメータで指定されている唯一
のボリュームにすることはできま
せん。メタデータボリュームは別
のボリュームである必要がありま
す。

META_DATA_VOLUME に指定さ
れたボリュームは、 VOLUMES に
存在する唯一のボリュームです。
他のボリュームも存在する必要が
あります。META_DATA_VOLUME
は、通常の Snapshot 処理には使用
しないでください。

SCF-00046

NetApp Management Console で
構成ファイルを更新し、
は、タイムスタンプ Snapshot コピ SNAP_TIMESTAMP_ONLY オプシ
ーのみがサポートされます。
ョンを Y に設定します

SCF-00047

互換性のない設定が選択されてい 構成ファイルを編集し、 2 つのオ
ま
プションのいずれかを無効にしま
す。NTAP_SNAPVAULT_UPDATE す。
オプションと
NTAP_SNAPVAULT_SNAPSHOT
オプションの両方を有効にするこ
とはできません

SCF-00048

プラグイン [%s] のマウント処理が
エラー [%s] で失敗し、終了コード
[%s] を終了しました。終了しま
す。
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アプリケーションエラーによりア
プリケーションのマウントに失敗
しました。ログとアプリケーショ
ン設定を確認してください。

エラーコード

エラーメッセージです

説明 / 解決策

SCF-00049

プラグイン [%s] のアンマウント処
理がエラー [%s] で失敗し、終了コ
ード [%s] を終了しました。終了し
ます。

アプリケーションエラーによりア
プリケーションのアンマウントに
失敗しました。ログとアプリケー
ション設定を確認してください。

SCF-00050

カスタムアクションはアプリケー
ションプラグインでのみサポート
されます

構成ファイルに APP_NAME パラ
メータが設定されていません。こ
のパラメータは、使用するプラグ
インを決定します。カスタムアク
ションは、アプリケーションプラ
グインでのみサポートされます。

SCF-00051

[%s] の NetApp Management
Console データセットの作成に失
敗しました。終了コードは [%s] で
す。終了します。

デバッグエラーメッセージを確認
します。Active IQ Unified Manager
サーバとの通信中に問題が発生す
る可能性があります。

SCF-00052

プラグイン [%s] のリストア処理が アプリケーションエラーによりリ
エラー [%s] 終了コード [%s] で失 ストアに失敗しました。ログとア
敗しました。終了します。
プリケーション設定を確認してく
ださい。

SCF-00053

プラグイン [%s] のファイルシステ
ムの休止解除に失敗しました。エ
ラー [%s] 、終了コード [%s] 、終
了します。

ファイルシステムエラーにより、
ファイルシステムの休止解除に失
敗しました。ただし、
APP_IGNORE_ERROR=Y と設定
されており、 Snap Creator はバッ
クアップを続行します。ログとフ
ァイルシステムの設定を確認して
ください。

SCF-00054

プラグイン [%s] のファイルシステ
ムの休止解除でエラーが発生しま
した。終了コード [%s] を終了し、
バックアップを続行しています。

ファイルシステムエラーにより、
ファイルシステムの休止解除に失
敗しました。ただし、
APP_IGNORE_ERROR=Y と設定
されており、 Snap Creator はバッ
クアップを続行します。ログとフ
ァイルシステムの設定を確認して
ください。

SCF-00055

NetApp Management Console がバ 該当なし
ックアップ [%s] （データセット
[%s] ）をストレージコントローラ
[%s] でポリシー [%s] で駆動しまし
た。
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SCF-00056

データセット [%s] の NetApp
該当なし
Management Console ベースのバ
ックアップ [%s] をストレージコン
トローラ [%s] にポリシー [%s] で
作成しました

SCF-00057

データセット [%s] の NetApp
Management Console ベースのバ
ックアップ [%s] をストレージコン
トローラ [%s] でポリシー [%s] で
作成できませんでした。エラー
[%s] が発生しました。

NTAP_PM_UPDATE パラメータと
NTAP_DFM_DATA_SET パラメー
タの設定をチェックしてくださ
い。

SCF-00058

アプリケーションで検出された値
を使用して設定を更新できません
でした。 [%s] 、終了します。

権限の問題またはアプリケーショ
ンから返された値を解析できなか
ったため、ファイルを更新できま
せんでした。Snap Creator を実行
しているユーザの権限をチェック
し、その権限が正しいことを確認
してください。

SCF-00059

[%s] プラグイン [%s] のダンプが終 アプリケーションエラーにより、
了コード [%s] で失敗しました。終 scdump アクションに失敗しまし
了します。
た。ログとアプリケーション設定
を確認してください。

SCF-00060

無効な DTO ： [%s]

DTO の必須フィールドが設定され
ていないか無効です。これが原因
で DTO の処理時に検証エラーが発
生しました。問題を修正して、
DTO を再送信してください。

SCF-00061

アーカイブログの削除に失敗しま
した。エラー [%s] が発生しまし
た。終了します。

Snap Creator はアプリケーション
のアーカイブログを削除できませ
んでした。Snap Creator ユーザの
権限をチェックしてください。構
成に応じて、 Snap Creator サーバ
または Snap Creator エージェント
であることが必要です。

SCF-00062

認証に失敗しました。

ユーザに処理を実行する権限がな
いため、認証に失敗しました。

SCF-00063

[%s] の検出に失敗しました。戻り
コード [%s] とメッセージ [%s] が
あります。

アプリケーションエラーにより、
VALIDATE_VOLUMES=DATA を使
用するアプリケーション検出に失
敗しました。ログとアプリケーシ
ョン設定を確認してください。
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SCF-00064

検出でストレージオブジェクトが
検出されませんでした

VALIDATE_VOLUMES=DATA を使
用するアプリケーション検出に失
敗しました。Snap Creator は、ス
トレージシステムにあるデータボ
リュームを検出できませんでし
た。自動検出を無効にするには、
VALIDATE_VOLUMES をコメント
アウトします。

SCF-00065

ボリューム [%s] （ [%s] 、 [%s] ） アプリケーション検出により、一
は構成ファイルに含まれていませ 部のボリュームがないことが検出
ん
されました。欠落しているボリュ
ームがバックアップに含まれるよ
うに、それらのボリュームを
VOLUMES パラメータに追加しま
す。

SCF-00066

設定されたエージェントにアクセ
スできません。エージェントが停
止しているか、ローカルファイア
ウォールの問題が存在する可能性
があります。構成パラメータ
SC_AGENT をチェックしてくださ
い。

SCF-00067

[%s] の外部 Snapshot コピーを名 Snap Creator は、正規表現パター
前パターン [%s] でリストできませ ン
NTAP_EXTERNAL_SNAPSHOT_
んでした。
REGEX に基づいて外部の
Snapshot コピーを検出できません
でした。コントローラにログイン
し、 snap list の出力と regex パタ
ーンを照合します。

SCF-00068

プラグイン [%s] のファイルシステ ファイルシステムエラーにより、
ム Pre_restore が終了コード [%s] ファイルシステムのリストア前の
で失敗しました。終了します。
処理に失敗しました。ログとファ
イルシステムの設定を確認してく
ださい。

SCF-00069

プラグイン [%s] のファイルシステ
ム Pre_restore でエラー終了コード
[%s] が発生しました。バックアッ
プを続行しています。

ファイルシステムエラーにより、
ファイルシステムのリストア前の
処理に失敗しました。ただし、
APP_IGNORE_ERROR=Y と設定
されており、 Snap Creator は他の
処理を続行します。ログとファイ
ルシステムの設定を確認してくだ
さい。
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SCF-00070

プラグイン [%s] のファイルシステ ファイルシステムエラーにより、
ム post_restore が終了コード [%s] ファイルシステムのリストア後の
処理に失敗しました。ログとファ
で失敗しました。終了します。
イルシステムの設定を確認してく
ださい。

SCF-00071

プラグイン [%s] のファイルシステ
ム post_restore でエラーが発生し
ました。終了コード [%s] を終了
し、バックアップを続行していま
す。

ファイルシステムエラーにより、
ファイルシステムのリストア後の
処理に失敗しました。ただし、
APP_IGNORE_ERROR=Y と設定
されており、 Snap Creator は他の
処理を続行します。ログとファイ
ルシステムの設定を確認してくだ
さい。

SCF-00072

ポリシー [%s] は、設定内で定義さ
れている Snapshot コピー保持ポリ
シーではありません。終了しま
す。

使用しているポリシーが無効で
す。構成ファイルをチェックし、
NTAP_SNAPSHOT_RETENTIONS
が適切に設定されます。
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