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PlateSpin Protect 11.3 では、前リリースで発生していたいくつかの既知の問題が解決されていると

ともに、お客様やパートナー様から報告された問題も解決されています。

1 解決済みの既知の問題
このセクションでは、このリリースで解決された以前の既知の問題について説明します。「解決済み
の問題リスト」も参照してください。

1.1 Windows ダイナミックディスク : Npart エラーコード 28 メッセージ

= デバイス < 名前 > に十分な空き領域がありません ( デバイスに空き

領域が残っていません )
問題 : ソース Windows ワークロードは、シンプルダイナミックボリュームまたはスパニングされた

ダイナミックボリュームを有しています。Windows ダイナミックディスクのメンバーパーティショ

ンは MBR として初期化されていますが、合計ボリュームサイズが 2TB を超えています。

MBR パーティションを使用したシンプルベーシックボリュームディスクとしてターゲットワーク

ロード上でボリュームが作成されると、ディスクエラーが発生します。( バグ 1046179)

修正 : メンバーパーティションが MBR として初期化されているシンプルダイナミックボリューム

またはスパニングされたダイナミックボリュームで、これらのパーティションの合計サイズが
MBR パーティションの上限サイズである 2TB を超えている場合は、ターゲットのシンプルベー

シックボリュームディスクは GPT として初期化されます。

1.2 少なくとも 1 つのスワップパーティションを再作成する必要がある

問題 : Linux ワークロードについては、スワップスペースが SAN でホストされている場合は、

pvscan エラーが原因で、標準のスワップファイルまたは LVM スワップファイルがスワップファイ

ルとしての検出後に認識されません。検出とフェールオーバーに影響がある場合があります。( バ
グ 967241 および 1025310)

修正 : SAN でホストされているスワップデバイスは、検出とフェールオーバーによって認識されま

す。

1.3 XFS v5 ファイルシステムを持つ RHEL/CentOS/OL 7.3 ワークロード

の追加がバリデータによって阻止されない

問題 : Web インタフェースでは、XFS v5 ファイルシステムを持つワークロードを設定しても、

ソースワークロードファイルシステムのバリデータによって阻止されませんが、コピーデータジョ
ブで予期せぬエラーが発生し、システムログに間違ったファイルシステムタイプに関するメッセー
ジが記載されます。( バグ 1067022)
PlateSpin Protect 11.3 解決済みの問題 1



修正 : XFS v5 ワークロードの保護がバリデータによって阻止されるようになりました。 

1.4 役割に対する許可を確認するための VMware Role ツール

問題 : PlateSpinRole.xml ファイル内で、デフォルトの VMware 役割について新しい設定のいくつか

の許可が欠落していました。( バグ 1069097)

修正 : PlateSpinRole.xml ファイルが更新されて、必要な許可が追加されました。 

2 解決済みの問題リスト
このセクションでは、コンポーネント別に編成されたすべての解決済みの問題をリストします。修
正により複数の関連する問題を解決した場合は、複数の欠陥がリスト表示されます。アスタリスク
(*) の付いた解決済みの問題については、解決済みの既知の問題にある関連するトピックを参照して

ください。 

［数値］ コンポーネント 説明

1067022* 環境設定 XFS v5 ファイルシステムを持つ RHEL/CentOS/OL 7.3 ワー

クロードの追加がバリデータによって阻止されない

1043622 検出 OEL 5.2 64 ビットのソースワークロードがサポートされて

いないワークロードとして検出される

1025310*
967241

Discovery( 検出 ) 少なくとも 1 つのスワップパーティションを再作成する必要

がある

1062146 フェールオーバー 静的 IP アドレスの代わりに 169.xxx.xxx.xxx という IP アド

レスがフェールオーバー VM に割り当てられる

1046179* 複製 Windows ダイナミックディスク : Npart エラーコード

28 メッセージ = デバイス < 名前 > に十分な空き領域があり

ません ( デバイスに空き領域が残っていません )

1077280 複製 選択された VMware リソースプール内でフェールオーバー

VM が作成されなかった

1070062 複製 メモリリークの問題

1038965 複製 複数の事前コンパイル済み blkwatch ドライバが同じカーネ

ルバージョンに一致する場合は、適切な OS に一致させる

1001507 複製 大きい NSS プールのレプリケーションが低速であるかタイ

ムアウトになり、レプリケーション時に NSS プールはフ

リーブロックをスキップしない

1070062 複製 Linux ソースサーバ上のメモリリークの問題

1069097* PlateSpin Server 役割に対する許可を確認するための VMware Role ツール
2 PlateSpin Protect 11.3 解決済みの問題



3 Micro Focus への連絡方法

弊社の目標は、お客様のニーズを満たすマニュアルの提供です。マニュアルを改善するためのご提
案がございましたら、本マニュアルの HTML 版で、各ページの下にある［comment on this topic］
をクリックしてください。Documentation-Feedback@microfocus.com 宛てに電子メールを送信す

ることもできます。

特定の製品の問題については https://www.microfocus.com/support-and-services/ にある、Micro 
Focus サポートに連絡してください。

追加のテクニカル情報またはアドバイスについては、次の複数のソースを参照してください。

 製品ドキュメント、ナレッジベース記事およびビデオ : https://www.microfocus.com/support-
and-services/

 Micro Focus コミュニティページ : https://www.microfocus.com/communities/

4 保証と著作権
保証と著作権、商標、免責事項、保証、輸出およびその他の使用制限、米国政府の規制による権利、
特許ポリシー、および FIPS コンプライアンスの詳細については、https://www.microfocus.com/
about/legal/ を参照してください。

Copyright © 2018 NetIQ Corporation, a Micro Focus company. All rights reserved.

ライセンスの許諾 

PlateSpin Protect 11 以降のバージョン用に購入したライセンスを PlateSpin Protect 10.3 以前の

バージョン用に使用することはできません。
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