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HPE 3PAR のアラートについて

サポートされている OS
本書では、HPE 3PAR OS バージョン 3.3.1 MU2 およびそれ以前のバージョンのアラートについて説明し
ます。

アラートのトリガー方法
アラートは、システム管理者の介入が必要なイベントによってトリガーされます。本書では、メッセージ
コードによって特定されるアラートのリスト、メッセージ、および各アラートに対して取るべきアクショ
ンについて説明します。

アラートについての詳細は、HPE 3PAR StoreServ Storage コンセプトガイドを参照してください。各種
アラートで使用されている CLI コマンドについて詳しくは、HPE 3PAR Command Line Interface
Reference を参照してください。

これらのドキュメントおよびその他のサポート関連ドキュメントは、次の Web サイトで入手できます。

Hewlett Packard Enterprise Information Library（http://www.hpe.com/info/storage/docs）

アラートの 16 進コード
アラートメッセージコードは、0xAAABBBBというパターンで表されます。内容は以下のとおりです。

• 0x - 16 進表記であることを示すためにコードの前に付けられます。

• AAA - アラートで言及されているコンポーネントを示す 3 桁の主要コードです。コンポーネントは、

ハードウェア（ノードやケージなど）の場合もあれば、ソフトウェア（Remote Copy や CLI など）の
場合もあります。

• BBBB - コンポーネントのグループを特定の問題にさらに細かく分類する 4 桁のサブコードです。

• de/fa - deで終わるメッセージコードは、劣化状態アラートを示します。faで終わるメッセージコー

ドは、障害状態アラートを示します。

状態文字列
一部のアラートに記載されている状態文字列は、劣化状態アラートや障害状態アラートなどの状態変化ア
ラート内でのみ使用されます。その他のタイプのアラートには、状態文字列がありません。

状態変化アラートは、de（劣化状態アラート）または fa（障害状態アラート）で終わります。それらの

アラートの文字列タイプは、「コンポーネントの状態の変化」です。

14  HPE 3PAR のアラートについて
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アラート

0x0000000
タイプ

ノード CPU の温度ステータス

メッセージ

Node <node_id> CPU Overtemp (<num>)
深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0010001
タイプ

シリアルリンクのイベント

メッセージ 1
Serial link from node <node_id> to node <node_id> failed. FIFO is full.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 2
Serial link from node <node_id> to node <node_id> failed. Rate of loss
<percent_of_loss>%
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 3
Serial link from node <node_id> to node <node_id> failed. Rate of loss
<percent_of_loss>%
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 4
Serial link failed
深刻度
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情報

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0010002
タイプ

シリアルリンクが失敗して FIFO がフル

メッセージ

Serial link from node <node_id> to <link_node_id> failed. FIFO is full.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0010003
タイプ

シリアルリンクが失敗して完全に損失

メッセージ

Serial link from node <node_id> to <link_node_id> failed 100% loss.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0010004
タイプ

シリアルリンクの失敗により特定の割合が損失

メッセージ

Serial link from node <node_id> to <link_node_id> failed <rate>% loss.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0020001
タイプ

アクティブな VLUN の制限値が超過

メッセージ

There are currently <num_luns> active VLUNs, which is above the supported
limit of <max_luns> active VLUNs
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深刻度

メジャー

推奨されるアクション

システムのアクティブな VLUN が、このシステムタイプでサポートされる数の範囲内に収まるように、
VV のエクスポートを削除します。

0x0020002
タイプ

System Reporter の VLUN のパフォーマンス（メジャーアラート）

メッセージ

System Reporter alert criterion <name> with condition <condition> has been
satisfied by <component> with value <value>
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：カスタマーにより構成可能な System Reporter のアラートが生成されました。

解決策：SR のパフォーマンスアラートを評価して原因が、ワークロードの変化またはコンポーネントの
過度な使用かを判断してください。以下のうち適切なものを行います、3PAR アレイで適用されている
ワークロードを変更するか、最適化ツールを実行するか、PD またはノードの数を増やす。

0x0020003
タイプ

System Reporter の VLUN のパフォーマンス（クリティカルアラート）

メッセージ

System Reporter alert criterion <name> with condition <condition> has been
satisfied by <component> with value <value>
深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

推奨されるアクション：

1. SR のパフォーマンスアラートを評価して原因が、A）ワークロードの変化、または B）コンポーネン
トの過度な使用のどちらかを判断します。

2. A）3PAR アレイが適用されているワークロードを変更するか、B）最適化ツールを実行するか、また
は C）PD またはノードの数を増やします。

0x0020004
タイプ

System Reporter の VLUN のパフォーマンス（マイナーアラート）

メッセージ

System Reporter alert criterion <name> with condition <condition> has been
satisfied by <component> with value <value>
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深刻度

マイナー

推奨されるアクション

推奨されるアクション：

1. SR のパフォーマンスアラートを評価して原因が、A）ワークロードの変化、または B）コンポーネン
トの過度な使用のどちらかを判断します。

2. A）3PAR アレイが適用されているワークロードを変更するか、B）最適化ツールを実行するか、また
は C）PD またはノードの数を増やします。

0x0020005
タイプ

System Reporter の VLUN のパフォーマンス（情報アラート）

メッセージ

System Reporter alert criterion <name> with condition <condition> has been
satisfied by <component> with value <value>
深刻度

情報

推奨されるアクション

推奨されるアクション：

1. SR のパフォーマンスアラートを評価して原因が、A）ワークロードの変化、または B）コンポーネン
トの過度な使用のどちらかを判断します。

2. A）3PAR アレイが適用されているワークロードを変更するか、B）最適化ツールを実行するか、また
は C）PD またはノードの数を増やします。

0x0030001
タイプ

ファームウェアコアダンプのイベント

メッセージ

Firmware COREDUMP: recovered file <file_name> from node <nid>.
深刻度

マイナー

推奨されるアクション

説明：ファイバーチャネルアダプターカードの 1 つにファームウェアのコアダンプがあり、指定された場
所に保存されています。

解決策：管理ソフトウェアによって解決されます。対処は必要ありません。

0x0030002
タイプ

RCFC ポート上の WWN が多すぎる
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メッセージ

More than one World Wide Name (WWN) (<count>) seen on a Remote Copy Fibre
Channel (RCFC) port <name>.
深刻度

情報

推奨されるアクション

アレイまたはネットワークは、この Remote Copy Fibre Channel (RCFC)ポートから見える World Wide
Name (WWN)が 1 つだけになるように構成する必要があります。Remote Copy の構成を確認してくださ
い。詳細は、HPE 3PAR Remote Copy ソフトウェアユーザーガイドを参照してください。

0x0030003
タイプ 1

24 時間で 50 を超える CRC エラー(<count>)がホスト[[sw_port]]で発生

メッセージ

Host Port <portnum> experienced over 50 CRC errors (<errcnt>) in 24 hours
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

タイプ 2

ホストのポートで crc エラーが発生

メッセージ

Host [[sw_port]] experienced over 50 CRC errors (<count>) in 24 hours.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：メッセージ文字列で指定されたポートで、多数の I/O エラーが発生しています。考えられる原因は
一部のハードウェアの障害です。

解決策：ノードのポート、およびポートのパス全体に接続されているケーブルまたは I/O モジュールを
チェックし、影響のあるハードウェアを交換してください。障害が発生したハードウェアを正確に特定す
るには、イベントログを参照することが必要な場合もあります。CLI コマンド「controlport rst -l
<node:slot:port>」を使用すると、エラーカウンターをクリアすることで、トラブルシューティングに役立
つ場合があります。

0x0030005
タイプ

FC ポートエラー

メッセージ

Port <portnum> Failed (Shutdown Due To Too Many Firmware Cores).
深刻度

メジャー

アラート 19



推奨されるアクション

説明：指定されたポートの HBA ファームウェアが、ファームウェアコアのしきい値を超えたため、シス
テムはポートをオンラインにすることができません。

解決策：示されたノード HBA またはノードを交換してください。

0x0030006
タイプ

FC ポートのループ接続タイプが未サポート

メッセージ

Port <portnum> Degraded (Loop Connection Type Not Supported).
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

解決策：この現象が発生した場合は、ポート上で「controlport config rcfc <n:s:p>」コマンドを実行して、
この状態を解決してください。詳細は、HPE 3PAR Remote Copy ソフトウェアユーザーガイドを参照し
てください。

0x0030007
タイプ

RCFC ポートが非 3PAR WWN を参照

メッセージ

RCFC port <name> sees non-RCFC WWNs.
深刻度

情報

推奨されるアクション

この RCFC ポートが別の RCFC ポートのみを参照するように、アレイまたはネットワークを構成します。
Remote Copy の構成を確認してください。（詳しくは、HPE 3PAR Remote Copy ソフトウェアユーザー
ガイドを参照してください。）Remote Copy の構成が有効であることを確認した後も問題が続く場合は、
詳細について、HPE のサポート窓口にお問い合わせください。

0x0030009
タイプ

RCFC ポートでの過剰な再転送

メッセージ

Excessive RCFC retransmits at <percent>.<frac>% on node <node>.
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0030010
タイプ
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ポートデバイス数が超過

メッセージ

[[sw_port]], supported device count exceeded for port.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0030011
タイプ

RCIP ポート上の CRC エラー

メッセージ

RCIP [[sw_port]] experienced a CRC error.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0030012
タイプ

未サポートの SATA ドライブ

メッセージ 1
Port <node_id>:<slot_id>:<portnum>, unsupported SATA drive detected at SAS
address <sas_address>
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 2
[[sw_port]] has an unsupported SATA drive detected at SAS address
<sas_address>
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0030013
タイプ

未サポートの SAS デバイス

メッセージ 1
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Port <node_id>:<slot_id>:<portnum> has an unsupported SAS device detected at
SAS address <sas_address>.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 2
Port <portnum>, unsupported SAS device detected at SAS address <SAS address>
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0030014
タイプ

複数の SAS イニシエーター

メッセージ 1
Port <node_id>:<slot_id>:<portnum> has another SAS initiator detected at SAS
address <sas_address>.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 2
Port <node_id>:<slot_id>:<portnum>, another SAS initiator detected at SAS
address <SAS address>
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0030015
タイプ

System Reporter のポートのパフォーマンス（メジャーアラート）

メッセージ

System Reporter alert criterion <name> with condition <condition> has been
satisfied by <component> with value <value>
深刻度

メジャー

推奨されるアクション
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説明：カスタマーにより構成可能な System Reporter のアラートが生成されました。

解決策：SR のパフォーマンスアラートを評価して原因が、ワークロードの変化またはコンポーネントの
過度な使用かを判断してください。以下のうち適切なものを行います、3PAR アレイで適用されている
ワークロードを変更するか、最適化ツールを実行するか、PD またはノードの数を増やす。

0x0030016
タイプ

ディスクポートで IO エラーのしきい値を超えた

メッセージ

Disk [[sw_port]] has exceeded a threshold tracking IO errors. <count> errors
have been seen in one hour.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0030017
タイプ

System Reporter のポートのパフォーマンス（クリティカルアラート）

メッセージ

System Reporter alert criterion <name> with condition <condition> has been
satisfied by <component> with value <value>
深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

推奨されるアクション：SR パフォーマンスアラートの原因が、ワークロードの変化か、またはコンポー
ネントの過度の使用かを判断してください。3PAR アレイにかけられるワークロードを変更するか、ポー
トの数を増やしてください。

0x0030018
タイプ

System Reporter のポートのパフォーマンス（マイナーアラート）

メッセージ

System Reporter alert criterion <name> with condition <condition> has been
satisfied by <component> with value <value>
深刻度

マイナー

推奨されるアクション

推奨されるアクション：SR パフォーマンスアラートの原因が、ワークロードの変化か、またはコンポー
ネントの過度の使用かを判断してください。3PAR アレイにかけられるワークロードを変更するか、ポー
トの数を増やしてください。
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0x0030019
タイプ

System Reporter のポートのパフォーマンス（情報アラート）

メッセージ

System Reporter alert criterion <name> with condition <condition> has been
satisfied by <component> with value <value>
深刻度

情報

推奨されるアクション

推奨されるアクション：SR パフォーマンスアラートの原因が、ワークロードの変化か、またはコンポー
ネントの過度の使用かを判断してください。3PAR アレイにかけられるワークロードを変更するか、ポー
トの数を増やしてください。

0x00300de
タイプ

コンポーネントの状態変化

メッセージ

Port <node>:<slot>:<port> Degraded (<list of: State String {State Value}>)
状態 0x2
Intermittent CRC Errors Detected
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x3
Target Mode Port Went Offline
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x4
Firmware Core Dumped
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x5
Target Qlength Above Threshold
深刻度
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劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x6
SAS Port Link Speed Below Expected
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x7
SAS Port Link Speed Mismatch
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x8
Low iSCSI Port Link Speed
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x9
Too many initiators
深刻度

劣化

推奨されるアクション

推奨されるアクション：このターゲットポートにマップされた SAN 内のイニシエーター（ホスト）ポー
トの数を減らします。

状態 0xe
Down Due To Error During Discovery
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x00300fa
タイプ

コンポーネントの状態変化

メッセージ
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Port <node>:<slot>:<port> Failed (<list of: State String {State Value}>)
状態 0xa
Down Due To Reset Failure
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0xb
Down Due To Missing Firmware File
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0xc
Shutdown Due To Too Many Firmware Cores
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0xd
Shutdown Due To Too Many Internal Errors
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0xe
Down Due To Error During Discovery
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0040001
タイプ

VV でメタデータが不整合

メッセージ 1
VV <VV name> (<VV ID>) Volume not started due to metadata inconsistency;
manual check required.
深刻度
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メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 2
[[vvol]] Volume not started due to metadata inconsistency; manual check
required.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0040003
タイプ

admin ボリュームの I/O タイムアウト

メッセージ

I/O operations to the admin volume are taking too long to complete. The
Persistent Repository (PR) may transition to the internal drive.
深刻度

劣化

推奨されるアクション

解決策：システム上のコンポーネントの劣化またはビジー状態が原因の可能性があります。システム上の
他のアラートを探して、見つかった問題点を解決します。

0x0040004
タイプ

VV の可用性

メッセージ

[[vvol-b]] is unavailable because of preserved data.
深刻度

マイナー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0040005
タイプ

固定された DCOW

メッセージ

[[vvol]] tree has pinned DCOWs on [[hw_node]].
深刻度

メジャー
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推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0040006
タイプ

中断された DCOW

メッセージ

[[vvol]] tree has aborted DCOWs on [[hw_node]].
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0040007
タイプ

リカバリスキャンで破損したログが検出

メッセージ

scan found corrupt entry owner <owner> repl [[hw_node]].
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0040008
タイプ

vlmap 数がしきい値を超えた

メッセージ

VV <vv_name> (<vv_id>) exceeds vlmap count threshold 80% : AR1 <count> AR5
<count> AR5_SEC <count> USR <count>
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

仮想ボリュームは手動によるメンテナンスが必要となる可能性があります。詳細については、HPE のサ
ポート窓口にお問い合わせください。

0x0040009
タイプ

FlashCache パフォーマンスの低下

メッセージ

Flash Cache I/O times are slow on node: <node>.
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深刻度

メジャー

推奨されるアクション

フラッシュキャッシュのパフォーマンスの問題に関するイベントが発生しました。このイベントは自動
的に解決されていることもありますが、フラッシュキャッシュへの書き込み速度のパフォーマンスが悪い
ことを示しています。

推奨されるアクション：これ以上イベントが発生しないようにするには、

1）システムの物理キャッシュよりもフラッシュキャッシュのサイズが小さい場合は、フラッシュキャッ
シュを増やします。

2）個々の VV のフラッシュキャッシュ IO を見直して、一部の VV からフラッシュキャッシュを削除する
ことで、ワークロードを減らします。

3）SSD を追加して、ワークロードを分散させます。追加する SSD のタイプは、CPG 構成の設定により
異なります。

詳細情報と支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x004000a
タイプ

VV 回復不能 DIF エラー

メッセージ

Data Integrity Field (DIF) detected inconsistency for [[vvol]]
深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

説明：アラートで指定された仮想ボリューム(VV)が、エンドツーエンドのデータ整合性フィールド(DIF)の
データ不整合により、オフラインになりました。考えられる原因は、ハードウェア障害です。

解決策：ハードウェア障害を解決する必要があります。解決後、CLI コマンド checkvv を実行して、ボ
リュームをオンラインに戻し、バックアップからデータをリストアしてください。

0x004000b
タイプ

重複排除グループでメタデータが不整合

メッセージ

<cpg_name> <cpg_id> Deduplication Group not started due to metadata
inconsistency; manual check required.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x004000c
タイプ

VV 回復不能 DIF エラー
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メッセージ

Data Integrity Field (DIF) detected inconsistency for [[vvol]]
深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

説明：アラートで指定された仮想ボリューム(VV)が、エンドツーエンドのデータ整合性フィールド(DIF)の
データ不整合により、オフラインになりました。考えられる原因は、ハードウェア障害です。

解決策：ハードウェア障害を解決する必要があります。解決後、CLI コマンド checkvv を実行して、ボ
リュームをオンラインに戻し、バックアップからデータをリストアしてください。

0x004000d
タイプ

System Reporter VV スペースのメジャーアラート

メッセージ

System Reporter threshold alert <vvspace_str_data> with condition
<vvspace_valstr1> has been satisfied by VV <vvspace_valstr0> with value(s)
<vvspace_valstr2>.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

推奨されるアクション：

1. SR のパフォーマンスアラートを評価して原因が、A）ワークロードの変化、または B）コンポーネン
トの過度な使用のどちらかを判断します。

2. A）3PAR アレイで適用されているワークロードを変更する、B）最適化ツールを実行する、または C）
PD の数を増やす。

0x004000e
タイプ

System Reporter VV スペースのクリティカルアラート

メッセージ

System Reporter threshold alert <vvspace_crit_str_data> with condition
<vvspace_crit_valstr1> has been satisfied by VV <vvspace_crit_valstr0> with
value(s) <vvspace_crit_valstr2>.
深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

推奨されるアクション：
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1. SR のパフォーマンスアラートを評価して原因が、A）ワークロードの変化、または B）コンポーネン
トの過度な使用のどちらかを判断します。

2. A）3PAR アレイで適用されているワークロードを変更する、B）最適化ツールを実行する、または C）
PD の数を増やす。

0x004000f
タイプ

System Reporter VV スペースのマイナーアラート

メッセージ

System Reporter threshold alert <vvspace_crit_str_data> with condition
<vvspace_crit_valstr1> has been satisfied by VV <vvspace_crit_valstr0> with
value(s) <vvspace_crit_valstr2>.
深刻度

マイナー

推奨されるアクション

推奨されるアクション：

1. SR のパフォーマンスアラートを評価して原因が、A）ワークロードの変化、または B）コンポーネン
トの過度な使用のどちらかを判断します。

2. A）3PAR アレイで適用されているワークロードを変更する、B）最適化ツールを実行する、または C）
PD の数を増やす。

0x0040010
タイプ

System Reporter VV スペースの情報アラート

メッセージ

System Reporter threshold alert <vvspace_crit_str_data> with condition
<vvspace_crit_valstr1> has been satisfied by VV <vvspace_crit_valstr0> with
value(s) <vvspace_crit_valstr2>.
深刻度

情報

推奨されるアクション

推奨されるアクション：

1. SR のパフォーマンスアラートを評価して原因が、A）ワークロードの変化、または B）コンポーネン
トの過度な使用のどちらかを判断します。

2. A）3PAR アレイで適用されているワークロードを変更する、B）最適化ツールを実行する、または C）
PD の数を増やす。

0x0040011
タイプ

フラッシュキャッシュの作成エラー
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メッセージ

Flash Cache is not started on node: <nid>.
深刻度

情報

推奨されるアクション

説明：クラスターへ参加するとき、指定されたノードでフラッシュキャッシュを起動できませんでした。
ノードがダウンしてからクラスターへ再度参加するときは、フラッシュキャッシュメタデータがカーネル
で自動的に再作成される必要があります。何らかの理由でこのプロセスが失敗した場合、ノードにフラッ
シュキャッシュは設定されません。

解決策：ユーザーのアクションは不要です。3PAR OS ソフトウェアでは、フラッシュキャッシュが未設
定のノードでフラッシュキャッシュの設定を周期的に再試行します。この問題が続く場合は、アラートロ
グでハードウェアまたはソフトウェアの障害を調べ、指定されたアクションに従って、状況を解決しま
す。

0x0040012
タイプ

VV で SD メタデータが不整合

メッセージ

[[vvol]] Volume has SD metadata inconsistency; manual check required.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：該当する仮想ボリュームでは SD メタデータが不整合です。

解決策：通常、CLI「checkvv -fixsd <vv_name>」を手動で実行することで解決できます。問題を解決で
きなかった場合は、次のレベルのサポートに問い合わせください。

0x0040013
タイプ

16 GB 未満のボリュームでは圧縮は無効

メッセージ

Compression is not enabled since the Volume size is less than 16GB.
深刻度

情報

推奨されるアクション

説明：16 G より小さい圧縮された仮想ボリューム（VV）を作成しようとしました。このサイズのボリュー
ムでは圧縮はサポートされていないため、圧縮が無効な状態でボリュームが作成されました。

解決策：ユーザーのアクションは不要です。

0x0040014
タイプ

システム VV が検出

メッセージ
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Warning: VV <vv_name> (<vv_id>) has a system policy setting. Support has
access to the data on this VV.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：

システムは、システムのポリシー設定で VV を検出 この VV 上のデータはサポート担当者がアクセスでき
ます。

解決策：サポートに利用できないデータが VV に含まれている場合、次の CLI コマンドを使用して、シス
テムのポリシーを削除します。

setvv -pol no_system <vv_name>

0x00400de
タイプ

コンポーネントの状態変化

メッセージ

Virtual Volume <vv_id>(<vv_name>) Degraded (<list of: State String {State
Value}>)
状態 0x80000
Maintenance Check Required
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。指定されたボリューム(vvname)には、内部の構造を検証するため
に checkvv が必要です。支援が必要な場合は、サポート窓口にご連絡ください。

0x00400fa
タイプ

コンポーネントの状態変化

メッセージ

Virtual Volume <vv_id>(<vv_name>) Failed (<list of: State String {State
Value}>)
状態 0x1
LDs Not Started
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：下層の論理ディスク(LD)の一部が[normal]状態ではないため、システムは、アラートで指定された
仮想ボリューム(VV)を起動しませんでした。

解決策：CLI コマンド「showld -vv <vvname>」を使用して、正常な状態でない LD を見つけてください。
多くの場合、一部のノード、エンクロージャー、またはディスクがオフラインであることで、LD が正常
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な状態ではありません。また、LD が拡張できるだけの十分な空きスペースがアレイにあることを確認し
てください。

状態 0x2
Snapdata Invalid
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：下層の論理ディスク(LD)の一部が[normal]状態ではないため、システムは、アラートで指定された
仮想ボリューム(VV)を起動しませんでした。

解決策：CLI コマンド「showld -vv <vvname>」を使用して、正常な状態でない LD を見つけてください。
多くの場合、一部のノード、エンクロージャー、またはディスクがオフラインであることで、LD が正常
な状態ではありません。また、LD が拡張できるだけの十分な空きスペースがアレイにあることを確認し
てください。

状態 0x4
Preserved
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：下層の論理ディスク(LD)の一部が[normal]状態ではないため、システムは、アラートで指定された
仮想ボリューム(VV)を起動しませんでした。

解決策：CLI コマンド「showld -vv <vvname>」を使用して、正常な状態でない LD を見つけてください。
多くの場合、一部のノード、エンクロージャー、またはディスクがオフラインであることで、LD が正常
な状態ではありません。また、LD が拡張できるだけの十分な空きスペースがアレイにあることを確認し
てください。

状態 0x8
Stale
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：下層の論理ディスク(LD)の一部が[normal]状態ではないため、システムは、アラートで指定された
仮想ボリューム(VV)を起動しませんでした。

解決策：CLI コマンド「showld -vv <vvname>」を使用して、正常な状態でない LD を見つけてください。
多くの場合、一部のノード、エンクロージャー、またはディスクがオフラインであることで、LD が正常
な状態ではありません。また、LD が拡張できるだけの十分な空きスペースがアレイにあることを確認し
てください。

状態 0x10
Copy Failed
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：下層の論理ディスク(LD)の一部が[normal]状態ではないため、システムは、アラートで指定された
仮想ボリューム(VV)を起動しませんでした。
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解決策：CLI コマンド「showld -vv <vvname>」を使用して、正常な状態でない LD を見つけてください。
多くの場合、一部のノード、エンクロージャー、またはディスクがオフラインであることで、LD が正常
な状態ではありません。また、LD が拡張できるだけの十分な空きスペースがアレイにあることを確認し
てください。

状態 0x20
Needs To Be Checked
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：下層の論理ディスク(LD)の一部が[normal]状態ではないため、システムは、アラートで指定された
仮想ボリューム(VV)を起動しませんでした。

解決策：CLI コマンド「showld -vv <vvname>」を使用して、正常な状態でない LD を見つけてください。
多くの場合、一部のノード、エンクロージャー、またはディスクがオフラインであることで、LD が正常
な状態ではありません。また、LD が拡張できるだけの十分な空きスペースがアレイにあることを確認し
てください。

状態 0x40000
Internal Consistency Error
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：下層の論理ディスク(LD)の一部が[normal]状態ではないため、システムは、アラートで指定された
仮想ボリューム(VV)を起動しませんでした。

解決策：CLI コマンド「showld -vv <vvname>」を使用して、正常な状態でない LD を見つけてください。
多くの場合、一部のノード、エンクロージャー、またはディスクがオフラインであることで、LD が正常
な状態ではありません。また、LD が拡張できるだけの十分な空きスペースがアレイにあることを確認し
てください。

状態 0x400000
Invalid
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：下層の論理ディスク(LD)の一部が[normal]状態ではないため、システムは、アラートで指定された
仮想ボリューム(VV)を起動しませんでした。

解決策：CLI コマンド「showld -vv <vvname>」を使用して、正常な状態でない LD を見つけてください。
多くの場合、一部のノード、エンクロージャー、またはディスクがオフラインであることで、LD が正常
な状態ではありません。また、LD が拡張できるだけの十分な空きスペースがアレイにあることを確認し
てください。

0x0050002
タイプ

Ldsk の設定が失敗

メッセージ

LD <ld_id>(<ld_name>) row <ld_row> set <ld_set> failed. Internal reason
<reason>.
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深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

説明：メッセージで特定された論理ディスク(LD)に、障害が発生した RAID セットがあります。最も考え
られる原因は、複数のディスク障害です。

解決策：必要なディスクドライブがすべてシステムにインストールされ参照可能であることを確認してく
ださい。障害が発生したディスクドライブをチェックし、必要であれば交換してください。

0x0050003
タイプ

LD チェックの概要メッセージ

メッセージ

<summary><count> sets made consistent, <count> sets unchecked or remain
inconsistent, <count> sets not compared due to failed chunklets, <count>
chunklets marked as failed.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0050004
タイプ

LD の可用性が減少

メッセージ

Some Logical Disks (LDs) in the system are running with reduced availability.
深刻度

劣化

推奨されるアクション

解決策：CLI コマンド「showld -d」を使用して、可用性が下がった状態で動作している LD を判断し、是
正処置をとってください。ハードウェア障害がないかをチェックし、適切なディスクスペースが利用可能
であることを確認してください。システム上の他のアラートが、解決策を決定する上で役立つこともあり
ます。

0x0050005
タイプ

ログの LD raid 設定が失敗

メッセージ

Log [[ld]] has a failed raid set: <set_num>. Reason <reason>.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション
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注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0050006
タイプ

System Reporter の LD のパフォーマンス（メジャーアラート）

メッセージ

System Reporter alert criterion <name> with condition <condition> has been
satisfied by <component> with value <value>
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

推奨されるアクション：

1. SR のパフォーマンスアラートを評価して原因が、A）ワークロードの変化、または B）コンポーネン
トの過度な使用のどちらかを判断します。

2. A）3PAR アレイが適用されているワークロードを変更するか、B）最適化ツールを実行するか、また
は C）PD またはノードの数を増やします。

0x0050007
タイプ

LD チェックが不整合

メッセージ

LD <ldname> is inconsistent, ldck log is in /var/log/tpd/checkld.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：論理ディスク（LD）の整合性チェックが失敗しました。

解決策：CLI コマンド「checkld」を実行してこのエラーを修正するか、次のレベルのサポートに問い合わ
せください。

0x0050008
タイプ

LD チェックが失敗して LD が不整合

メッセージ

Logical disk <ldname> Check failed, logical disk not consistent.
<set_made_consistent> sets made consistent, <set_not_ok> sets unchecked or
remain inconsistent, <set_skip_ok> sets not compared due to failed chunklets,
<chunklets_marked_failed> chunklets marked as failed.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション
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説明：論理ディスク(LD)チェックが、一部の不整合を解決できませんでした。考えられる原因は、障害が
発生したまたは障害が発生している物理ディスク(PD)です。

解決策：CLI コマンド「showldch」および「showpd」を実行して物理ディスクの状態をチェックし、障
害が発生している場合は交換してください。サポート窓口に連絡し、支援を受けてください。

0x0050009
タイプ

LD チェックが整合

メッセージ

Logical disk <ldname> Check completed, logical disk made consistent,
<set_made_consistent> sets made consistent, <set_not_ok> sets unchecked or
remain inconsistent, <set_skip_ok> sets not compared due to failed chunklets,
<chunklets_marked_failed> chunklets marked as failed.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：論理ディスク（LD）チェックは、いくつかの不整合を解決しました。

解決策：追加のアクションは必要ありません。

0x005000a
タイプ

LD チェックで論理ディスクが変更

メッセージ

LD <ldname> is inconsistent, Logical disk <ldname> Check failed, logical disk
changed, <set_made_consistent> sets made consistent, <set_not_ok> sets
unchecked or remain inconsistent, <set_skip_ok> sets not compared due to
failed chunklets, <chunklets_marked_failed> chunklets marked as failed.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：論理ディスク(LD)チェックが一部の不整合を解決しましたが、一部のチャンクレットが障害として
マークされました。これは、物理ディスク(PD)の障害を示している可能性があります。

解決策：CLI コマンド「showldch」および「showpd」を実行して物理ディスクの状態をチェックし、障
害が発生している場合は交換してください。サポート窓口に連絡し、支援を受けてください。

0x005000b
タイプ

System Reporter の LD のパフォーマンス（クリティカルアラート）

メッセージ

System Reporter alert criterion <name> with condition <condition> has been
satisfied by <component> with value <value>
深刻度

クリティカル
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推奨されるアクション

推奨されるアクション：

1. SR のパフォーマンスアラートを評価して原因が、A）ワークロードの変化、または B）コンポーネン
トの過度な使用のどちらかを判断します。

2. A）3PAR アレイで適用されているワークロードを変更する、B）最適化ツールを実行する、または C）
PD の数を増やす。

0x005000c
タイプ

System Reporter の LD のパフォーマンス（マイナーアラート）

メッセージ

System Reporter alert criterion <name> with condition <condition> has been
satisfied by <component> with value <value>
深刻度

マイナー

推奨されるアクション

推奨されるアクション：

1. SR のパフォーマンスアラートを評価して原因が、A）ワークロードの変化、または B）コンポーネン
トの過度な使用のどちらかを判断します。

2. A）3PAR アレイで適用されているワークロードを変更する、B）最適化ツールを実行する、または C）
PD の数を増やす。

0x005000d
タイプ

System Reporter の LD のパフォーマンス（情報アラート）

メッセージ

System Reporter alert criterion <name> with condition <condition> has been
satisfied by <component> with value <value>
深刻度

情報

推奨されるアクション

推奨されるアクション：

1. SR のパフォーマンスアラートを評価して原因が、A）ワークロードの変化、または B）コンポーネン
トの過度な使用のどちらかを判断します。

2. A）3PAR アレイで適用されているワークロードを変更する、B）最適化ツールを実行する、または C）
PD の数を増やす。

0x005000f
タイプ
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System Reporter LD スペースのクリティカルアラート

メッセージ

System Reporter threshold alert <ldspace_crit_str_data> with condition
<ldspace_crit_valstr1> has been satisfied by LD <ldspace_crit_valstr0> with
value(s) <ldspace_crit_valstr2>.
深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

推奨されるアクション：

1. SR のパフォーマンスアラートを評価して原因が、A）ワークロードの変化、または B）コンポーネン
トの過度な使用のどちらかを判断します。

2. A）3PAR アレイで適用されているワークロードを変更する、B）最適化ツールを実行する、または C）
PD の数を増やす。

0x0050010
タイプ

System Reporter LD スペースのマイナーアラート

メッセージ

System Reporter threshold alert <ldspace_crit_str_data> with condition
<ldspace_crit_valstr1> has been satisfied by LD <ldspace_crit_valstr0> with
value(s) <ldspace_crit_valstr2>.
深刻度

マイナー

推奨されるアクション

推奨されるアクション：

1. SR のパフォーマンスアラートを評価して原因が、A）ワークロードの変化、または B）コンポーネン
トの過度な使用のどちらかを判断します。

2. A）3PAR アレイで適用されているワークロードを変更する、B）最適化ツールを実行する、または C）
PD の数を増やす。

0x0050011
タイプ

System Reporter LD スペースの情報アラート

メッセージ

System Reporter threshold alert <ldspace_crit_str_data> with condition
<ldspace_crit_valstr1> has been satisfied by LD <ldspace_crit_valstr0> with
value(s) <ldspace_crit_valstr2>.
深刻度

情報

推奨されるアクション
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推奨されるアクション：

1. SR のパフォーマンスアラートを評価して原因が、A）ワークロードの変化、または B）コンポーネン
トの過度な使用のどちらかを判断します。

2. A）3PAR アレイで適用されているワークロードを変更する、B）最適化ツールを実行する、または C）
PD の数を増やす。

0x0050012
タイプ

System Reporter LD スペースのメジャーアラート

メッセージ

System Reporter threshold alert <ldspace_crit_str_data> with condition
<ldspace_crit_valstr1> has been satisfied by LD <ldspace_crit_valstr0> with
value(s) <ldspace_crit_valstr2>.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

推奨されるアクション：

1. SR のパフォーマンスアラートを評価して原因が、A）ワークロードの変化、または B）コンポーネン
トの過度な使用のどちらかを判断します。

2. A）3PAR アレイで適用されているワークロードを変更する、B）最適化ツールを実行する、または C）
PD の数を増やす。

0x0060001
タイプ

ディスク障害アラート

メッセージ 1
Failure: disk <pd_wwn> (<df_dskid>) failed.
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 2
Failure: disk <pd_wwn> (<df_dskid>) failed.
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 3
Failure: disk <pd_wwn> (<df_dskid>) failed.
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深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 4
pd <pd_id> failure: <error_text> All used chunklets on this disk will be
relocated.
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 5
pd <pd_id> failure: <error_text> Internal reason: <reason> All used chunklets
on this disk will be relocated.
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0060002
タイプ

ディスクモニターが停止

メッセージ

pd wwn <pd_wwn> has failed for too long. Disk monitoring has stopped on this
disk.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：物理ディスクドライブが故障したため、交換が必要です。

解決策：物理ドライブを交換してください。

1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

0x0060003
タイプ

無効な PD 構成

メッセージ
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pd <pd_id> (wwn 0x<pd_wwwn>) is showing up with two wwns on port
<node>:<slot>:<port> - 0x<wwn1> and 0x<wwn2>
深刻度

マイナー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0060007
タイプ

ディスクの温度超過

メッセージ 1
pd <pd_id> (wwn <pd_wwn>) is overtemp (<temp> C, limit <temp C) but could not
be spundown
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 2
pd <pd_id> (wwn <pd_wwn>) is overtemp (<temp> C, limit <temp> C) and has been
spundown
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0060008
タイプ

ディスクの温度超過の警告

メッセージ

At least one drive <pd_id> in the system has an above normal temperature.
深刻度

情報

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0060009
タイプ

ディスクの温度超過のアラート

メッセージ

At least one drive <pd_id> in the system has reached a CRITICAL temperature
and it will be spun-down if it continues to rise.
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深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x006000a
タイプ

チャンクレット再配置の障害

メッセージ

[[pd]] is degraded due to repeated failures relocating chunklets: <chbuf>.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：システム上の物理ディスクに障害が発生しました。障害が発生した物理ディスク(PD)からのチャン
クレットの再配置中、回復不可能なエラーが発生し、障害が発生した物理ディスク(PD)からそのチャンク
レットを移動できなくなりました。

解決策：障害が発生した物理ディスク(PD)を交換してください。影響を受ける仮想ボリューム(VV)がシス
テム上に存在する可能性があり、それらの回復が必要となることもあります。

リストされている各チャンクレットに対して、CLI コマンド「showpdvv [Physical Disk ID]:[Chunklet ID]」
を使用し、障害による影響があった仮想ボリュームを特定して、必要であればリストアを行ってくださ
い。

0x006000b
タイプ 1

System Reporter の PD のパフォーマンス（メジャーアラート）

メッセージ

System Reporter threshold alert <pd_str_data> with condition <pd_valstr1> has
been satisfied by pd <pd_valstr0> with value(s) <pd_valstr2>.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

1. SR のパフォーマンスアラートを評価して原因が、A）ワークロードの変化、または B）コンポーネン
トの過度な使用のどちらかを判断します。

2. A）3PAR アレイで適用されているワークロードを変更する、B）最適化ツールを実行する、または C）
PD の数を増やす。

タイプ 2

システムの温度超過

メッセージ

System shutdown for over temp PDs, TOC quorum loss - <num> TOC drives are at
or above their spin down temperatures.
深刻度
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クリティカル

推奨されるアクション

HPE 3PAR StoreServ 7000、8000、および 10000：周囲の温度が正常な状態のまま 30 分が経過すると、
システムは自動的に再起動されます。

F クラスおよび T クラス：ドキュメントに記載されている標準的な手順で、システムを手動で再起動して
ください。

0x006000c
タイプ

システムの温度超過

メッセージ

System shutdown for over temp PDs, TOC quorum loss - <num> TOC drives are at
or above their spin down temperatures.
深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

HPE 3PAR StoreServ 7000、8000、および 10000：周囲の温度が正常な状態のまま 30 分が経過すると、
システムは自動的に再起動されます。

F クラスおよび T クラス：ドキュメントに記載されている標準的な手順で、システムを手動で再起動して
ください。

0x006000d
タイプ

ディスクの温度超過の警告

メッセージ

At least one drive (PD <pd_id>) in the system has an above normal
temperature.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：アラートメッセージにリストされている物理ディスクが、通常の温度を超えました。

解決策：Management Console を使用して、システムハードウェアのヘルスチェックを行ってください。

ケージの冷却ファンが正しく動作していることを確認してください。

他の温度アラートも存在する場合は、データセンターもチェックして、許容される温度であることを確認
してください。

さらに、CLI コマンド「showpd -s」、「showpd -e」、および「showcage -d」を実行して確認することもで
きます。

0x006000e
タイプ

ディスクの温度超過のアラート

メッセージ
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At least one drive (PD <pd_id>) in the system has reached a CRITICAL
temperature and it will be spun down if its temperature continues to rise.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：アラートメッセージにリストされている物理ディスクが、通常の温度を超えました。

解決策：Management Console を使用して、システムハードウェアのヘルスチェックを行ってください。

ケージの冷却ファンが正しく動作していることを確認してください。

他の温度アラートも存在する場合は、データセンターもチェックして、許容される温度であることを確認
してください。

さらに、CLI コマンド「showpd -s」、「showpd -e」、および「showcage -d」を実行して確認することもで
きます。

0x0060011
タイプ

ディスクは温度超過だが、スピンダウンではない

メッセージ

Physical Disk (PD) <pd_id> with World Wide Name (WWN) <pd_wwn> has exceeded
its temperature threshold (<disk_temp> C, limit <thres_temp> C) but it could
not be spundown. Location (<cageid>:<magid>:<driveid>).
深刻度

劣化

推奨されるアクション

説明：アラートメッセージにリストされている物理ディスクが、クリティカルな温度に達しました。

解決策：Management Console を使用して、システムハードウェアのヘルスチェックを行ってください。

ケージの冷却ファンが正しく動作していることを確認してください。

他の温度アラートも存在する場合は、データセンターもチェックして、許容される温度であることを確認
してください。

さらに、CLI コマンド「showpd -s」、「showpd -e」、および「showcage -d」を実行して確認することもで
きます。

0x0060012
タイプ

ディスクは温度超過でスピンダウン

メッセージ

Physical Disk (PD) <pd_id> with World Wide Name (WWN) <pd_wwn> has exceeded
its temperature threshold (<disk_temp> C, limit <thres_temp> C) and it has
been spundown. Location (<cageid>:<magid>:<driveid>).
深刻度

劣化

推奨されるアクション

説明：アラートメッセージにリストされている物理ディスクが、クリティカルな温度に達しました。
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解決策：Management Console を使用して、システムハードウェアのヘルスチェックを行ってください。

ケージの冷却ファンが正しく動作していることを確認してください。

他の温度アラートも存在する場合は、データセンターもチェックして、許容される温度であることを確認
してください。

さらに、CLI コマンド「showpd -s」、「showpd -e」、および「showcage -d」を実行して確認することもで
きます。

0x0060013
タイプ

ディスクは温度超過だが、スピンダウンできずに、no DSK

メッセージ

Physical Disk with World Wide Name (WWN) <pd_wwn> has exceeded its
temperature threshold (<disk_temp> C, limit <thres_temp> C) but it could not
be spundown. Location (<cageid>:<magid>:<driveid>).
深刻度

劣化

推奨されるアクション

説明：アラートメッセージにリストされている物理ディスクが、クリティカルな温度に達しました。

解決策：Management Console を使用して、システムハードウェアのヘルスチェックを行ってください。

ケージの冷却ファンが正しく動作していることを確認してください。

他の温度アラートも存在する場合は、データセンターもチェックして、許容される温度であることを確認
してください。

さらに、CLI コマンド「showpd -s」、「showpd -e」、および「showcage -d」を実行して確認することもで
きます。

0x0060014
タイプ

ディスクが温度超過かつスピンダウンで、no DSK

メッセージ

Physical Disk with World Wide Name (WWN) <pd_wwn> has exceeded its
temperature threshold (<disk_temp> C, limit <thres_temp> C) and it has been
spundown. Location (<cageid>:<magid>:<driveid>).
深刻度

劣化

推奨されるアクション

説明：アラートメッセージにリストされている物理ディスクが、クリティカルな温度に達しました。

解決策：Management Console を使用して、システムハードウェアのヘルスチェックを行ってください。

ケージの冷却ファンが正しく動作していることを確認してください。

他の温度アラートも存在する場合は、データセンターもチェックして、許容される温度であることを確認
してください。

さらに、CLI コマンド「showpd -s」、「showpd -e」、および「showcage -d」を実行して確認することもで
きます。
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0x0060015
タイプ

System Reporter PD スペースのメジャーアラート

メッセージ

System Reporter threshold alert <pdspace_str_data> with condition
<pdspace_valstr1> has been satisfied by PD <pdspace_valstr0> with value(s)
<pdspace_valstr2>.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

推奨されるアクション：

1. SR のパフォーマンスアラートを評価して原因が、A）ワークロードの変化、または B）コンポーネン
トの過度な使用のどちらかを判断します。

2. A）3PAR アレイで適用されているワークロードを変更する、B）最適化ツールを実行する、または C）
PD の数を増やす。

0x0060016
タイプ

System Reporter PD スペースのクリティカルアラート

メッセージ

System Reporter threshold alert <pdspace_str_data> with condition
<pdspace_valstr1> has been satisfied by PD <pdspace_valstr0> with value(s)
<pdspace_valstr2>.
深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

推奨されるアクション：

1. SR のパフォーマンスアラートを評価して原因が、A）ワークロードの変化、または B）コンポーネン
トの過度な使用のどちらかを判断します。

2. A）3PAR アレイで適用されているワークロードを変更する、B）最適化ツールを実行する、または C）
PD の数を増やす。

0x0060017
タイプ

System Reporter PD スペースのマイナーアラート

メッセージ

System Reporter threshold alert <pdspace_str_data> with condition
<pdspace_valstr1> has been satisfied by PD <pdspace_valstr0> with value(s)
<pdspace_valstr2>.
深刻度
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マイナー

推奨されるアクション

推奨されるアクション：

1. SR のパフォーマンスアラートを評価して原因が、A）ワークロードの変化、または B）コンポーネン
トの過度な使用のどちらかを判断します。

2. A）3PAR アレイで適用されているワークロードを変更する、B）最適化ツールを実行する、または C）
PD の数を増やす。

0x0060018
タイプ

System Reporter PD スペースの情報アラート

メッセージ

System Reporter threshold alert <pdspace_str_data> with condition
<pdspace_valstr1> has been satisfied by PD <pdspace_valstr0> with value(s)
<pdspace_valstr2>.
深刻度

情報

推奨されるアクション

推奨されるアクション：

1. SR のパフォーマンスアラートを評価して原因が、A）ワークロードの変化、または B）コンポーネン
トの過度な使用のどちらかを判断します。

2. A）3PAR アレイで適用されているワークロードを変更する、B）最適化ツールを実行する、または C）
PD の数を増やす。

0x0060019
タイプ

System Reporter PD パフォーマンスのクリティカルアラート

メッセージ

System Reporter threshold alert <pd_c_str_data> with condition <pd_c_valstr1>
has been satisfied by pd <pd_c_valstr0> with value(s) <pd_c_valstr2>.
深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

推奨されるアクション：

1. SR のパフォーマンスアラートを評価して原因が、A）ワークロードの変化、または B）コンポーネン
トの過度な使用のどちらかを判断します。

2. A）3PAR アレイで適用されているワークロードを変更する、B）最適化ツールを実行する、または C）
PD の数を増やす。
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0x006001a
タイプ

System Reporter PD パフォーマンスのマイナーアラート

メッセージ

System Reporter threshold alert <pd_mi_str_data> with condition
<pd_mi_valstr1> has been satisfied by pd <pd_mi_valstr0> with value(s)
<pd_mi_valstr2>.
深刻度

マイナー

推奨されるアクション

推奨されるアクション：

1. SR のパフォーマンスアラートを評価して原因が、A）ワークロードの変化、または B）コンポーネン
トの過度な使用のどちらかを判断します。

2. A）3PAR アレイで適用されているワークロードを変更する、B）最適化ツールを実行する、または C）
PD の数を増やす。

0x006001b
タイプ

System Reporter PD パフォーマンスの情報アラート

メッセージ

System Reporter threshold alert <pd_i_str_data> with condition <pd_i_valstr1>
has been satisfied by pd <pd_i_valstr0> with value(s) <pd_i_valstr2>.
深刻度

情報

推奨されるアクション

推奨されるアクション：

1. SR のパフォーマンスアラートを評価して原因が、A）ワークロードの変化、または B）コンポーネン
トの過度な使用のどちらかを判断します。

2. A）3PAR アレイで適用されているワークロードを変更する、B）最適化ツールを実行する、または C）
PD の数を増やす。

0x00600de
タイプ

コンポーネントの状態変化

メッセージ

Magazine <mag_id> Physical Disk <pd_id> Degraded (<list of: State String
{State Value}>)
状態 0x2
New Offloop
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深刻度

劣化

推奨されるアクション

対応は不要です。

状態 0x3
New Onloop
深刻度

劣化

推奨されるアクション

対応は不要です。

状態 0x4
Spinup
深刻度

劣化

推奨されるアクション

対応は不要です。

状態 0x6
Fail To Spinup
深刻度

劣化

推奨されるアクション

対応は不要です。

状態 0x7
Loop Failure
深刻度

劣化

推奨されるアクション

対応は不要です。

状態 0x8
Drive Error Bit Set
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x9
Sysmgr Bypassed
深刻度

劣化
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推奨されるアクション

対応は不要です。

状態 0xa
Port Bypassed
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0xb
Drive Not Ready
深刻度

劣化

推奨されるアクション

対応は不要です。

状態 0xc
Sysmgr Spundown
深刻度

劣化

推奨されるアクション

対応は不要です。

状態 0xf
Spindown Request Failed
深刻度

劣化

推奨されるアクション

対応は不要です。

状態 0x11
Relocating
深刻度

劣化

推奨されるアクション

対応は不要です。

状態 0x12
Servicing
深刻度

劣化

推奨されるアクション

対応は不要です。
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状態 0x80
Notready
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x81
Missing
深刻度

劣化

推奨されるアクション

対応は不要です。

状態 0x81
Missing
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x82
Invalid connections
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x83
Not Available For Allocations
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x84
Old Firmware
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x85
Disabled A Port
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深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x86
Missing A Port
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x87
Errors on A Port
深刻度

劣化

推奨されるアクション

ケーブルを確認します。問題が解決しない場合は、ドライブを取り付け直してください。それでも問題が
解決しない場合は、エンクロージャーを交換するか、HPE のサポート窓口にお問い合わせください。

状態 0x88
Prolonged Missing A Port
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x89
Disabled B Port
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x8a
Missing B Port
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x8b
Errors on B Port
深刻度
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劣化

推奨されるアクション

ケーブルを確認します。問題が解決しない場合は、ドライブを取り付け直してください。それでも問題が
解決しない場合は、エンクロージャーを交換するか、HPE のサポート窓口にお問い合わせください。

状態 0x8c
Prolonged Missing B Port
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x95
Over Temperature Warning
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x95
Temperature Over Warning
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x96
Over Temperature Alert
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x96
Temperature Over Alert
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x96
Over Temperature Alert
深刻度

劣化
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推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x96
Temperature Over Alert
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x97
Formatting
深刻度

劣化

推奨されるアクション

それ以上の処置は不要です。

状態 0x98
Invalid Media
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x99
Failed Hardware
深刻度

劣化

推奨されるアクション

説明：物理ディスクドライブが故障したため、交換が必要です。

解決策：物理ドライブを交換してください。

1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

状態 0x9a
Smart Threshold Exceeded
深刻度

劣化

推奨されるアクション

説明：物理ディスクドライブが故障したため、交換が必要です。
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解決策：物理ドライブを交換してください。

1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

状態 0x9b
Multiple Chunklets Media Bad
深刻度

劣化

推奨されるアクション

説明：物理ディスクドライブが故障したため、交換が必要です。

解決策：物理ドライブを交換してください。

1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

状態 0x9c
Media Failed
深刻度

劣化

推奨されるアクション

説明：物理ディスクドライブが故障したため、交換が必要です。

解決策：物理ドライブを交換してください。

1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

状態 0x9d
Increased Error Count
深刻度

劣化

推奨されるアクション

説明：物理ディスクドライブが故障したため、交換が必要です。

解決策：物理ドライブを交換してください。
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1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

状態 0x9e
DIF Threshold Exceeded
深刻度

劣化

推奨されるアクション

説明：物理ディスクドライブが故障したため、交換が必要です。

解決策：物理ドライブを交換してください。

1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

状態 0x9f
Prolonged Not Ready
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0xa1
No Valid Ports
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0xa3
Inquiry Failed
深刻度

劣化

推奨されるアクション

説明：物理ディスクドライブが故障したため、交換が必要です。

解決策：物理ドライブを交換してください。

1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。
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• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/support から入手可能）
を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

状態 0xa4
Unit Ready Failed
深刻度

劣化

推奨されるアクション

説明：物理ディスクドライブが故障したため、交換が必要です。

解決策：物理ドライブを交換してください。

1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

状態 0xa5
Read Capacity Failed
深刻度

劣化

推奨されるアクション

説明：物理ディスクドライブが故障したため、交換が必要です。

解決策：物理ドライブを交換してください。

1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

状態 0xa6
Write Label Failed
深刻度

劣化

推奨されるアクション

説明：物理ディスクドライブが故障したため、交換が必要です。

解決策：物理ドライブを交換してください。

1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。
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• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

状態 0xa7
Mode Page Update Failed
深刻度

劣化

推奨されるアクション

説明：物理ディスクドライブが故障したため、交換が必要です。

解決策：物理ドライブを交換してください。

1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

状態 0xa8
Read Label Failed
深刻度

劣化

推奨されるアクション

説明：物理ディスクドライブが故障したため、交換が必要です。

解決策：物理ドライブを交換してください。

1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

状態 0xa9
Medium Format Corrupted
深刻度

劣化

推奨されるアクション

説明：物理ディスクドライブが故障したため、交換が必要です。

解決策：物理ドライブを交換してください。

1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。
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• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

状態 0xaa
Low Wear Level Remaining
深刻度

劣化

推奨されるアクション

説明：物理ディスクドライブが故障したため、交換が必要です。

解決策：物理ドライブを交換してください。

1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

状態 0xab
Miscompare
深刻度

劣化

推奨されるアクション

説明：物理ディスクドライブが故障したため、交換が必要です。

解決策：物理ドライブを交換してください。

1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/supportt から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

状態 0xac
Invalid Cage
深刻度

劣化

推奨されるアクション

ケーブルを確認します。問題が続く場合は、ドライブを取り付け直します。それでも問題が解決しない場
合は、ドライブを交換します。それでもまだ問題が続くようであれば、エンクロージャーを交換するか、
HPE のサポート窓口にお問い合わせください。

その他のすべてのプラットフォーム：注意が必要なイベントが発生しました。詳細については、HPE の
サポート窓口にお問い合わせください。
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0x00600fa
タイプ

コンポーネントの状態変化

メッセージ

Magazine <mag_id> Physical Disk <pd_id> Failed (<list of: State String {State
Value}>)
状態 0x40
Invalid Label
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：物理ディスクドライブが故障したため、交換が必要です。

解決策：物理ドライブを交換してください。

1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

状態 0x41
Invalid Capacity
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：物理ディスクドライブが故障したため、交換が必要です。

解決策：物理ドライブを交換してください。

1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

状態 0x42
Invalid Type
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：物理ディスクドライブが故障したため、交換が必要です。

解決策：物理ドライブを交換してください。
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1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

状態 0x43
Invalid Firmware
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：物理ディスクドライブが故障したため、交換が必要です。

解決策：物理ドライブを交換してください。

1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

状態 0x44
Invalid Sector Size
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：物理ディスクドライブが故障したため、交換が必要です。

解決策：物理ドライブを交換してください。

1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

状態 0x45
Vacated
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：物理ディスクドライブが故障したため、交換が必要です。

解決策：物理ドライブを交換してください。
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1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

状態 0x46
Replace Drive
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：物理ディスクドライブが故障したため、交換が必要です。

解決策：物理ドライブを交換してください。

1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

状態 0x98
Invalid Media
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：物理ディスクドライブが故障したため、交換が必要です。

解決策：物理ドライブを交換してください。

1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

状態 0x99
Failed Hardware
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：物理ディスクドライブが故障したため、交換が必要です。

解決策：物理ドライブを交換してください。
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1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

状態 0x9a
Smart Threshold Exceeded
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：物理ディスクドライブが故障したため、交換が必要です。

解決策：物理ドライブを交換してください。

1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

状態 0x9b
Multiple Chunklets Media Bad
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：物理ディスクドライブが故障したため、交換が必要です。

解決策：物理ドライブを交換してください。

1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

状態 0x9c
Media Failed
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：物理ディスクドライブが故障したため、交換が必要です。

解決策：物理ドライブを交換してください。
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1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

状態 0x9d
Increased Error Count
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：物理ディスクドライブが故障したため、交換が必要です。

解決策：物理ドライブを交換してください。

1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

状態 0x9f
Prolonged Not Ready
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：アラートで指定された物理ディスクが 20 分以上、「not ready」であったため、failed とマークされ
ました。

解決策：CLI コマンド「showpd <pd_id>」を使用して、ディスクがまだこの状態にあることを確認しま
す。

ディスクは、次の理由で「not ready」である可能性があります。

1. ディスクは温度超過であるため、システムによってスピンダウンされました。

2. ディスクは、「controlpd spindown」コマンドを使用して手動でスピンダウンされました。

3. ディスクは、エラーコードとして「not ready」を返しています。CLI コマンド「showcage –d cagename
{cage number}」を使用すると、詳細な分析に役立つ場合があります

上記のチェックを行った後に、ディスクがまだこの状態である場合は、ドライブを交換します。

1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

状態 0xa0
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Prolonged Missing
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：アラートで指定された物理ディスクが 20 分以上、「missing」であったため、failed とマークされま
した。

解決策：CLI コマンド「showpd <pd_id>」を使用して、ディスクがまだこの状態にあることを確認しま
す。

ディスクのすべてのポートが 20 分以上見つからない場合、ディスクは failed とマークされます。

ケーブルの障害または切断により、ディスクのポートが見えなくなる場合があります。

ディスクドライブが取り外されたか、正しく装着されていない可能性があります。

電力の喪失もこの原因となる場合があります。この場合、このメッセージは複数のディスクドライブで表
示されます。

手動での「controlmag offloop」コマンドも、このアラートの原因になる場合があります。

上記のチェックを行った後に、ディスクがまだこの状態である場合は、ドライブを交換します。

1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

状態 0xa1
No Valid Ports
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：有効なポートがないため、アラートで指定された物理ディスクが failed とマークされています。

解決策：CLI コマンド「showpd <pd_id>」を使用して、ディスクがまだこの状態にあることを確認しま
す。

有効なポートがない場合、ディスクが failed とマークされます。ポートは、disabled とマークされた場合
（システムマネージャーまたは「servicecage」コマンドにより)、無効と見なされます。

CLI コマンド「showcage -d cagename {cage number}」を使用してディスクの状態を確認できます。

上記のチェックを行った後に、ディスクがまだこの状態である場合は、ドライブを交換します。

1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

状態 0xa2
Invalid
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深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：アラートで指定された物理ディスクは、無効な状態を報告しているため、failed とマークされてい
ます。

解決策：CLI コマンド「showpd <pd_id>」を使用して、ディスクがまだこの状態にあることを確認しま
す。

このディスクドライブに関する別のアラート、またはこのアラートの別の状態が、さらに役立つ場合があ
ります。

CLI コマンド「showpd –s <pd_id>」を使用すると、診断に役立つ可能性のある別のドライブ状態が表示
されます。

上記のチェックを行った後に、ディスクがまだこの状態である場合は、ドライブを交換します。

1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

状態 0xa3
Inquiry Failed
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：物理ディスクドライブが故障したため、交換が必要です。

解決策：物理ドライブを交換してください。

1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

状態 0xa4
Unit Ready Failed
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：物理ディスクドライブが故障したため、交換が必要です。

解決策：物理ドライブを交換してください。

1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。
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• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

状態 0xa5
Read Capacity Failed
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：物理ディスクドライブが故障したため、交換が必要です。

解決策：物理ドライブを交換してください。

1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

状態 0xa6
Write Label Failed
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：物理ディスクドライブが故障したため、交換が必要です。

解決策：物理ドライブを交換してください。

1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

状態 0xa7
Mode Page Update Failed
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：物理ディスクドライブが故障したため、交換が必要です。

解決策：物理ドライブを交換してください。

1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。
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• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

状態 0xa8
Read Label Failed
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：物理ディスクドライブが故障したため、交換が必要です。

解決策：物理ドライブを交換してください。

1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

状態 0xae
Slow Drive
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：物理ディスクドライブが故障したため、交換が必要です。

解決策：物理ドライブを交換してください。

1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

0x0070001
タイプ

再配置用の空きチャンクレットがない

メッセージ

Could not find a suitable free chunklet for <pdid>:<pdpos>
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。
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0x0070002
タイプ

再配置用のスペアチャンクレットがない

メッセージ

Could not find a suitable spare chunklet for <pdid>:<pdpos>.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0080001
タイプ

SCSI DB を処理できない

メッセージ 1
SCSI DB <db_file>: <reason><message>
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 2
The SCSI database configuration file on the nodes could not be loaded
correctly. SCSI DB <db_file>, <why_not><reload_msg>.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0090001
タイプ

ホストパスのステータスが変化

メッセージ

Host path status change for <host_name>: Path to <port_name> <status>
深刻度

情報

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x00900de
タイプ
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コンポーネントの状態変化

メッセージ

Port <node>:<slot>:<port> Host <host_id>(<host_name>) Degraded (<list of:
State String {State Value}>)
状態 0x1
ONTAP host shares port with non-ONTAP host(s)
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。指定されたポートが、ONTAP 構成のホストと非 ONTAP 構成の
ホストの混在を検出しました。

推奨されるアクション：ポート上のすべてのホストを ONTAP として構成するか、すべての非 ONTAP ホ
ストを別のポートへ移動してください。支援が必要な場合は、サポート窓口にご連絡ください。

0x00a0005
タイプ

スナップ管理ボリュームの容量が少なく、劣化

メッセージ

Snap Admin volume '<volume_name>', id <volume_id> low on space, <percentage>%
zone allocated
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x00a0006
タイプ

スナップのデータボリュームの容量が少なく、劣化

メッセージ

Snap Data volume '<volume_name>', id <volume_id> low on space, <percentage>%
zone allocated
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x00a0007
タイプ

2 番目のスナップデータボリュームの容量が少なく、劣化

メッセージ
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Snap Data volume 2 '<volume_name>', id <volume_id> low on space, <percentage>
% zone allocated
深刻度

劣化

推奨されるアクション

スナップショット情報の格納に利用できるスペースがほぼ満杯です。スナップショットが古くなること
を防止するには、利用可能なスペースをできるだけ早く増やしてください。

推奨されるアクション：スナップショットデータが保持されている CPG の制限を上げてください。十分
な物理スペースが利用可能でない場合は、新しい容量を追加してください。

0x00b0001
タイプ

カーネルクラッシュダウンのイベント

メッセージ

CRASHDUMP: recovered files: <filename>.
深刻度

マイナー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x00b0002
タイプ

カーネルクラッシュダンプのエラー

メッセージ

CRASHDUMP: <cd_errno> <errstr> recovered files: <filename>.
深刻度

マイナー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x00c0001
タイプ

プロセスが終了

メッセージ

Process <process_name> has exited on [[hw_node]]
深刻度

マイナー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。
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0x00c0002
タイプ

プロセスが開始できない

メッセージ

Process <process_name> could not be started up after repeated attempts on
[[hw_node]]
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x00c0003
タイプ

プロセスコアダンプのイベント

メッセージ 1
COREDUMP: <error_string> <error_message> recovered files: <file_names>
深刻度

マイナー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 2
COREDUMP: recovered files: <file_names>
深刻度

マイナー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 3
COREDUMP: recovered files: <filename>.
深刻度

マイナー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x00c0004
タイプ

grub を実行する試みが失敗

メッセージ 1
Attempt to run grub on node <node_id> failed due to PM not starting.
深刻度
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メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 2
Attempt to run grub on node <node_id> failed. Reason: <reason>
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x00c0005
タイプ

grub を実行する試みが失敗して、PM が起動しない

メッセージ

Attempt to run grub on node <node> failed due to PM not starting.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x00c0006
タイプ

grub を実行する試みが失敗、retval

メッセージ

Attempt to run grub on node <node> failed. Reason: <retval>.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x00c0007
タイプ

プロセスコアダンプのエラー

メッセージ

COREDUMP: <cd_errno> <errstr> recovered files: <filename>.
深刻度

マイナー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。
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0x00d0001
タイプ

壊れた PR テーブルが見つかった

メッセージ

PR table <table_name> is corrupt
深刻度

マイナー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x00d0002
タイプ

PR の移行

メッセージ 1
The PR is currently getting data from the internal drive on node <nid> not
the admin volume. Previously recorded alerts will not be visible until the PR
transitions to the admin volume.
深刻度

マイナー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 2
The PR is currently getting data from the internal drive on node <node_id>
not the admin volume. Previously recorded alerts will not be visible until
the PR transitions to the admin volume.
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x00d0003
タイプ

PR の移行により、劣化

メッセージ

The PR is currently getting data from the internal drive on node <nid> not
the admin volume. Previously recorded alerts will not be visible until the PR
transitions to the admin volume.
深刻度

劣化

推奨されるアクション
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注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x00e0001
タイプ

二重ノード障害

メッセージ 1
System is not able to recover from double node failure
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 2
System is not able to recover from double node failure.
深刻度

Fatal（致命的）

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x00e0002
タイプ

システムマネージャーが起動できない

メッセージ 1
Cannot reach TOC quorum for TOC <TOC_generation_number>. Use 'setsysmgr' to
set system manager startup state.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 2
Cannot reach TOC quorum. Use 'setsysmgr' to set system manager startup state.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 3
TOC quorum found for TOC <TOC_generation_number>, but waiting for nodes
<node_ids> to boot up because we need to recover from a previous powerfail.
You can use 'setsysmgr force_iderecovery' to force recovery with possible
data loss.
深刻度
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メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 4
TOC quorum found for TOC <TOC_generation_number>, but waiting for nodes
<node_ids> to boot up. If the nodes are offline, use 'setsysmgr tocgen
<TOC_generation_number>'.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 5
TPD system is waiting for manual startup. Use 'setsysmgr' to set system
manager startup state.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 6
System manager is waiting for startup
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x00e0003
タイプ

ノードリカバリ電源障害のイベント

メッセージ

Node recovery requires a powerfail to continue
深刻度

Fatal（致命的）

推奨されるアクション

ソフトウェアパニックによるノード障害から復旧している場合、システムマネージャーがシステム全体を
再起動する必要がある場合もあります。このアラートは、システムマネージャーがシステムを再起動した
ことを示します。対応する必要はありません。

追加情報または支援については、HPE のサポート窓口にお問い合わせください。

0x00e0004
タイプ 1
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<成功>ゴールドライセンスの使用

メッセージ

<result> use of golden license
深刻度

情報

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

タイプ 2

<成功>ゴールドライセンスの使用

メッセージ

<result> use of golden license
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

タイプ 3

<成功>ゴールドライセンスの使用

メッセージ

<result> use of golden license
深刻度

情報

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x00e0005
タイプ

ライセンスキーの使用法、ライセンスの期限切れ

メッセージ

License feature "<feature_name>" has expired. You are in violation of your
3PAR License Agreement.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：示されている機能のトライアル期間が過ぎました。

解決策：HPE のサポート窓口に連絡して、この機能の完全ライセンスを購入するか、この機能を無効に
した状態で新しいライセンスキーをインストールしてください。

0x00e0006
タイプ
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不良ボリュームに関するシステムリカバリの通知

メッセージ

Powerfail recovery could not be performed for volume <prb_vname> with id
<prb_vvid>. This may have caused loss of data for that volume. Use checkvv to
check and fix the volume metadata consistency.
深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x00e0007
タイプ

電源障害パーティションの消去が必要

メッセージ

Maximum panic count reached during powerfail recovery.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x00e0008
タイプ

電源障害の保存バージョンの不一致

メッセージ

Powerfail saved version mismatch.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x00e0009
タイプ

タスクデータの保存に失敗

メッセージ

The PR is not available on the admin volume. The system was unable to save
status data for <task_notsaved_cnt> tasks.
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。
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0x00e000a
タイプ

タスクが失敗

メッセージ

Task <task_id> (type \"<task_type>\", name \"<task_name>\") has failed
(<task_errstr>). Please see task status for details.
深刻度

マイナー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x00e000b
タイプ

以前の NM1 リカバリが失敗した状態で電源障害のリカバリが継続

メッセージ

Previous NM1 recovery found on node <pnm_reporting_node> with missing node
<pnm_prev_nm1_node>.
深刻度

情報

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x00e000d
タイプ

不明なレプリカント状態によりシステムリカバリが停止

メッセージ

System recovery stalled due to unknown replicant state on node
<brs_reporting_node> for replicant <brs_missing_node>. Reported state
<brs_state>.
深刻度

情報

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x00e000e
タイプ

ld の単独の所有者が見つからないため、システムリカバリが停止

メッセージ

System recovery proceeded but node <nso_missing_node> is down, and is the
sole owner of some lds. Current online nodes: 0x<nso_curr_online>, original
online nodes: 0x<nso_orig_online>.
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深刻度

情報

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x00e0011
タイプ

「servicemag start」操作が完了

メッセージ

servicemag start &lt;command_option> -- Failed
深刻度

マイナー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x00e0012
タイプ 1

「servicemag resume」操作が完了

メッセージ

servicemag resume <command_option> -- Failed
深刻度

マイナー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

タイプ 2

「servicemag resume」操作が完了

メッセージ

servicemag resume <command_option> -- Succeeded
深刻度

情報

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

タイプ 3

servicemag resume 操作が完了

メッセージ

Servicemag Resume Status
深刻度

情報

推奨されるアクション

82 アラート



注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x00e0014
タイプ

バッテリの状態

メッセージ

Battery states could not be read from the configuration file. System cache is
disabled.
深刻度

劣化

推奨されるアクション

バッテリマネージャーが、Persistent Repository (PR)から psbat ファイルを読み込めませんでした。初回
のインストール時にこの問題が発生した場合は、インストール処理中にバッテリのデータが入力されると
問題が解決されることがあります。

この場合以外は、admin ボリュームに行われた最近の変更が原因となっている可能性があります。情報と
支援については、HPE のサポート窓口にお問い合わせください。

0x00e0015
タイプ

ノードが統合されていない

メッセージ

Node <nid> not integrated.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x00e0016
タイプ

起動されていない vvs により、システムリカバリが停止

メッセージ

System recovery stalled due to unstarted vvs. Num vvs: <pfs_num_vvs>.
深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x00e0017
タイプ

TOC の破損を検出

メッセージ
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TOC corruption detected
深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x00e0018
タイプ

VV が欠落している状態での電源障害のリカバリ

メッセージ

"Power Fail recovery proceeded with missing Virtual Volume (VV) id
<vvnf_vid>.
深刻度

情報

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x00e0019
タイプ

VV が不良状態での電源障害のリカバリ

メッセージ

Power Fail recovery proceeded with Virtual Volume (VV) id <vv_id> name
<vvbs_name> in bad state <vvbs_state>.
深刻度

情報

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x00e001a
タイプ

複数の NM1 ノードのため、電源障害のリカバリが停止

メッセージ

Power Fail recovery skipped due to multiple missing nodes mask
<missing_node_mask>.
深刻度

情報

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x00e001b
タイプ
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レプリカントが欠落した状態で進む NM1 電源障害のリカバリ

メッセージ

Power Fail recovery proceeded with missing replicant data for node
<missing_node> on node <no_repl_node>.
深刻度

情報

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x00e001c
タイプ

構成ロックの保持時間

メッセージ

lock hold seconds: <seconds>, virtual volume lock count: <count>, ioctl
request count: <count>
深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x00e001d
タイプ

不整合な TOC オブジェクトが削除

メッセージ

Removed inconsistent TOC object: <object details>
深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

オブジェクトを再作成したり、関連するスケジュールを削除したりします。

0x00e001e
タイプ

無効な VVMEMB が解決

メッセージ

Invalid entries have been detected and removed from the system configuration
database.
深刻度

情報

推奨されるアクション

解決策：それ以上の処置は不要です。  この状況は自動的に解決されました。
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0x00e001f
タイプ

解除されたディスクがある状態で「servicemag resume」操作が成功

メッセージ

Service Mag cage <cageid> Resume success, dismissed disks <pd_ids>.
深刻度

情報

推奨されるアクション

説明：「servicemag resume」を実行する試みが成功しました

解決策：アクションは必要ありません。追加情報：-pdid オプションを指定せずに servicemag コマンドを
手動で実行した場合は、「dismisspd」コマンドを実行して、物理ディスク(PD)を解除する必要がありま
す。-pdid オプションを使用した場合は、「servicemag resume」コマンドにより、物理ディスク(PD)が自
動的に解除されます。

0x00e0020
タイプ

ディスクを解除せずに「servicemag resume」操作が成功

メッセージ

Service Mag cage <cageid> Resume success, without dismissing any disks.
深刻度

情報

推奨されるアクション

説明：「servicemag resume」を実行する試みが成功しました

解決策：必要なアクションはありません。追加情報：-pdid オプションを指定せずに servicemag コマンド
を手動で実行した場合は、「dismisspd」コマンドを実行して、物理ディスク(PD)を解除する必要がありま
す。-pdid オプションを使用した場合は、「servicemag resume」コマンドにより、物理ディスク(PD)が自
動的に解除されます。

0x00e0021
タイプ

エラーメッセージなしで「servicemag resume」操作が失敗

メッセージ

Service Mag cage <cageid> Resume failed with no error message.
深刻度

マイナー

推奨されるアクション

説明：「servicemag resume」を実行しようとしましたが、失敗しました。

解決策：CLI コマンド「servicemag status」を使用して、失敗の理由を確認してください。失敗の理由が
解決されるまで、再実行しないでください。
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0x00e0022
タイプ

「servicemag resume」操作がディスクの承認に失敗

メッセージ

Service Mag cage <cageid> Resume failed to admit disk.
深刻度

マイナー

推奨されるアクション

説明：「servicemag resume」を実行しようとしましたが、失敗しました。

解決策：CLI コマンド「servicemag status」を使用して、失敗の理由を確認してください。失敗の理由が
解決されるまで、再実行しないでください。

0x00e0023
タイプ

「servicemag resume」操作が失敗して、ディスクが修復不能

メッセージ

Service Mag cage <cageid> Resume failed, disk is in unrecoverable state.
深刻度

マイナー

推奨されるアクション

説明：「servicemag resume」を実行しようとしましたが、失敗しました。

解決策：CLI コマンド「servicemag status」を使用して、失敗の理由を確認してください。失敗の理由が
解決されるまで、再実行しないでください。

0x00e0024
タイプ

「servicemag resume」操作がチャンクレットの再配置に失敗

メッセージ

Service Mag cage <cageid> Resume failed, could not relocate all chunklets.
深刻度

マイナー

推奨されるアクション

説明：「servicemag resume」を実行しようとしましたが、失敗しました。

解決策：CLI コマンド「servicemag status」を使用して、失敗の理由を確認してください。失敗の理由が
解決されるまで、再実行しないでください。

0x00e0025
タイプ

システムマネージャーが起動できず、TOC が見つからない

メッセージ

アラート 87



Table of contents (TOC) quorum not reached.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：システムに参照可能な十分な数の物理ディスクがないため、Table of Contents (TOC)のしきい値に
達しませんでした。

解決策：最も考えられる原因は、1 つ以上のディスクケージの電源または接続の喪失です。まず、システ
ムに設置されているすべてのディスクと、システムが通信できることを確認してください。このイベント
のトラブルシューティングを行う前に、システム上の他のアラートをチェックし、電源または接続の問題
を解決してください。

システムのソフトウェアを最近アップデートしていない場合は、showsysmgr を実行して、問題について
の詳細を収集し、有効な Table of Contents (TOC)リストを取得してください。

注意：Table of Contents (TOC)のジェネレーション番号は、変更された各バージョンの TOC を、以前の
ものから区別するための識別番号です。一般的には、最も大きいジェネレーションが、有効な番号です。

CLI コマンド「setsysmgr」を使用して、システムマネージャーのスタートアップ状態を設定してくださ
い。このコマンドの使用方法が分からない場合は、サポート窓口に連絡し、支援を受けてください。

0x00e0026
タイプ

システムマネージャーが起動できず、ノードの起動を待機中

メッセージ

Table of contents (TOC) quorum found for generation <generation>, but waiting
for nodes <wait_nodes> to boot up.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：少なくとも 1 つのノードがクラスターに参加していません。

解決策：システムがすべてのノードを起動し、クラスターに参加させるまでに 10 分かかります。10 分経
過してもまだ参加していないノードがある場合は、これらのノード上でさらにトラブルシューティングが
必要です。システム上のアラートを参照するか、または CLI コマンド「showalert [-svc]"」を使用してく
ださい。すべてのノードが正常である場合は、ノードをクラスターに強制的に再参加させるために、CLI
コマンド「setsysmgr」を使用しなければならないことがあります。このコマンドの使用方法が分からな
い場合は、サポート窓口に連絡し、支援を受けてください。

0x00e0027
タイプ

システムマネージャーが起動できず、手動での起動を待機中

メッセージ

System is waiting for manual startup.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：複数のノード上で「/manualstartup」が作成されました。
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解決策：初回のシステムインストール時にこのアラートが発生した場合は、無視できます。それ以外の場
合は、必ずすべてのノードから「/manualstartup」ファイルを削除してから、setsysmgr を実行して先に
進む必要があります。通常は、CLI コマンド"setsysmgr tocgen"を実行すると、システムが起動されます。
システムファイルの削除方法に精通していない場合は、次のレベルのサポートに問い合わせください。

0x00e0028
タイプ

システムマネージャーが起動できず、TOC クォーラムを満たしていない

メッセージ

Table of contents (TOC) quorum not reached for generation <generation>.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：指定の TOC（Table of Contents）生成番号が、物理ディスクの 60%で見つかりません。

解決策：最も考えられる原因は、1 つ以上のディスクケージの電源または接続の喪失です。まず、システ
ムに設置されているすべてのディスクと、システムが通信できることを確認してください。このイベント
のトラブルシューティングを行う前に、システム上の他のアラートをチェックし、電源または接続の問題
を解決してください。多数の物理ディスクが起動され有効な状態である場合は、CLI コマンド
「setsysmgr」を使用して、システムに特定の TOC ジェネレーションの使用を強制することができます。
このコマンドの使用方法が分からない場合は、サポート窓口に連絡し、支援を受けてください。

0x00e0029
タイプ

システムマネージャーが起動できず、ノードのリカバリを待機中

メッセージ

Table of contents (TOC) quorum found for generation <generation>, but waiting
for nodes <wait_nodes> to boot up for power fail recovery.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：Table of Contents (TOC)のクォーラムに到達しようとしているときに、少なくとも 1 つのノードが
存在しませんでした。1 つのノードがオンラインでない場合、システムは 10 分後に、電源障害からの回
復を自動的に実行しようとします。複数のノードがオフラインの場合、システムは回復を試みません。

解決策：すべてのノードをオンラインにして、システムが電源障害からの回復を試みるようにしてくださ
い。複数のノードがまだダウンしている場合は、この TOC の問題のトラブルシューティングを行う前に、
その状態を解決してください。

CLI コマンド「setsysmgr force_iderecovery」を使用して、データ紛失の可能性のある状態での回復を強
制してください。このコマンドの使用方法が分からない場合は、サポート窓口に連絡し、支援を受けてく
ださい。

0x00e002a
タイプ

電源障害パーティションの消去が必要

メッセージ

アラート 89



Powerfail saved version <pf_ver> on node <nodenum> does not match expected
<expected> version.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x00e002b
タイプ

電源障害パーティションの消去が必要

メッセージ

Node <nodenum> reached maximum panic count <panic_cnt> during powerfail
recovery.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：3PAR OS は、電源障害のリカバリに繰り返し失敗しました。

解決策：対応は不要です。システムは自動的にこのアラートを解決します。

0x00e002c
タイプ

システムマネージャーが起動できず、電源障害に対する保存が未完了

メッセージ

System has an incomplete powerfail save and cannot complete recovery.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x00e002d
タイプ

システムマネージャーが起動できず、TOC クォーラムが見つかり、電源障害に対する保存が未完了

メッセージ

System manager cannot start up, TOC quorum found, incomplete powerfail
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。
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0x00e002e
タイプ

システムマネージャーが起動できず、TOC クォーラムが見つかり、ノードのリカバリを待機中

メッセージ

Table of contents (TOC) quorum found for generation <generation>, but not all
nodes needed for powerfail recovery are online. Waiting for nodes
<wait_nodes>.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x00e002f
タイプ

システムマネージャーが起動できず、ノードのリカバリを待機中

メッセージ

Not all nodes needed for powerfail recovery are online. Waiting for nodes
<wait_nodes>.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x00e0030
タイプ

ノードドライブ上での予期しない暗号化の状態

メッセージ

System is waiting for the encryption state of nodes <wait_nodes> to become
valid. If this state persists, check existing alerts for more information.
深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

説明：暗号化がシステムで有効になっていますが、すべてのノードドライブが有効な状態であることを確
認できませんでした。

解決策：CLI コマンド「controlencryption restore」を使用して、暗号化の構成の回復を試みてください。
それでもこの問題が解決しない場合は、サービス窓口に連絡し、支援を受けてください。

0x00e0031
タイプ

「servicemag star」が失敗

メッセージ
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servicemag start &lt;cageid> -- Failed.
深刻度

マイナー

推奨されるアクション

説明：「servicemag start」を実行する試みが失敗しました。

解決策：CLI コマンド「servicemag status」を実行して失敗の原因を確認します。失敗の理由が解決され
るまで、再実行しないでください。

0x00e0032
タイプ

単一ノードの WBC がアクティブ

メッセージ

The system is currently caching writes despite having a only a single node
active due to the AllowWrtbackSingleNode system parameter being set. The
remaining time to be in this state is <timeleft> seconds.
深刻度

マイナー

推奨されるアクション

説明：クラスター内のアクティブなノードは 1 つだけですが、システムは現在書き込みをキャッシュして
います。残っているノードに障害が発生した場合に起こりうるデータ損失を防ぐため、アレイは通常、こ
の状態では書き込みをキャッシュしません。管理者は、手動で AllowWrtbackSingleNode システムパラ
メーターを設定し、この動作を有効にすることができます。

解決策：クラスター内の他のノードを有効にしてください。

0x00e0033
タイプ

単一ノードの WBC が期限切れ

メッセージ

The time frame of allowing write back cache in single node state has expired.
All LDs will now go into writethrough mode.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：クラスター内のアクティブなノードは 1 つだけですが、システムは今まで書き込みをキャッシュし
ていました。この動作に対するタイマーがタイムアウトしたため、今後の書き込みはすべて、直ちにディ
スクに保存されます。

解決策：クラスター内の他のノードを有効にしてください。

0x0100001
タイプ

オンラインアップグレード

メッセージ
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An online upgrade <upgrade_status>
深刻度

情報

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0100002
タイプ 1

IOCTL の応答がない

メッセージ 1
<uio_clear_salert>: IOCTL <uio_ioctl_name> unresponsive for <uio_unresp_time>
seconds (kernel pid = <uio_kernel_pid>; user source node/pid = <src_node>/
<src_pid>).
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

タイプ 2

アップデートが利用可能

メッセージ 2
An Update is Available
深刻度

情報

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0100003
タイプ 1

アップデートが利用可能

メッセージ

An Update is Available
深刻度

情報

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

タイプ 2

アップデートのステータス

メッセージ

Update <package> "completed"
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深刻度

情報

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

タイプ 3

アップデートのステータス

メッセージ

Update <package> "has failed: <reason>"
深刻度

情報

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

タイプ 4

アップデートのステータス

メッセージ

Update <package> "in progress"
深刻度

情報

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0100004
タイプ

アップデートのステータス

メッセージ

Update <name> <updatestatus><alert_msg>.
深刻度

情報

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0100005
タイプ

アップデートのインストールのステータス

メッセージ

Update <name> has failed:<alert_msg>"
深刻度

情報

推奨されるアクション
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注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0100006
タイプ

応答がない IOCTL の詳細

メッセージ

<uio_clear_salert>: IOCTL <uio_ioctl_name> unresponsive for <uio_unresp_time>
seconds (kernel pid = <uio_kernel_pid>; user source node/pid = <src_node>/
<src_pid>) - <uio_ioctl_verbose>.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0110001
タイプ

IDE ディスクへのアクセスエラー

メッセージ

Filesystem <location> on node <nid> has transitioned to read-only.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0110002
タイプ

IDE ディスクのエラー処理

メッセージ 1
Node <node_id> is being shutdown by the system because it had internal drive
errors.
深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 2
Node <node_id> is not being shutdown by the system even though there are
internal drive errors because it is the last node left alive.
深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。
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メッセージ 3
Node <node_id> is not being shutdown by the system even though there are
internal drive errors because some LDs cannot be served by the remaining
nodes.
深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0110004
タイプ

バージョン不一致イベント

メッセージ

Mismatched in midplane info: <node <node_id1>, cp <num1>> vs <<node_id2> cp
<num2>>
深刻度

Fatal（致命的）

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0110005
タイプ

シリアル通信の初期化に失敗

メッセージ

Serial comm channel on node <node_id> failed initialization.
深刻度

情報

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0110006
タイプ

IDE ディスクエラーノードがシャットダウン

メッセージ

Node <nid> is being shutdown by the system because it had internal drive
errors.
深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。
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0x0110007
タイプ

IDE ディスクエラーノードがシャットダウンしていない

メッセージ

Node <nid> is not being shutdown by the system even though there are internal
drive errors because it is the last node left alive.
深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0110008
タイプ

LD に対処できないため、IDE ディスクエラーノードがシャットダウンしていない

メッセージ

Node <nid> is not being shutdown by the system even though there are internal
drive errors because some LDs cannot be served by the remaining nodes.
深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0110009
タイプ

IDE ディスクエラーノードの再起動

メッセージ

Node <nid> is being rebooted by the system because it had internal drive
errors.
深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x011000a
タイプ

svcalert のバージョン不一致イベント

メッセージ

Snap Admin volume '<volume_name>', id <volume_id> low on space, <percentage>%
zone allocated
深刻度
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Fatal（致命的）

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x011000b
タイプ

バージョン不一致イベント

メッセージ

Bad handshake info from <node_id>: eapa [0x<num1> 0x<num2>] size 0x<num3>
深刻度

Fatal（致命的）

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x011000c
タイプ

バージョン不一致イベント

メッセージ

My node <node_id> version <x1>.<x2>.<x3>.<x4> could not join the cluster with
node <node_id> version <y1>.<y2>.<y3>.<y4>
深刻度

Fatal（致命的）

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0130001
タイプ

システム内のアラートが多すぎる

メッセージ

There are too many alerts in the system. Deleted <extra_cnt> alerts.
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0140001
タイプ

通知

メッセージ 1
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(<process_name> : <process_id>) admitpd not allow on Emulex generated wwn
0x<d_wwn>.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 2
(<process_name> : <process_id>) admitpd not allow on toto-sata generated wwn
0x<d_wwn>.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 3
(<process_name> : <process_id>) Cage <cage_name>, Interface Card
<interface_card_id>, SFP <sfp_id> (Unqualified).
深刻度

マイナー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 4
(<process_name> : <process_id>) DC3 I2C Lockup Reset Failed on cage <jb_id>,
side <ifc_controller>
深刻度

情報

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 5
(<process_name> : <process_id>) DC3 I2C Lockup Reset Succeeded on cage
<jb_id>, side <ifc_controller>
深刻度

情報

推奨されるアクション

それ以上の処置は不要です。

メッセージ 6
(<process_name> : <process_id>) OS version for node <node> does not match but
compatible with cluster master (node <sys_nodeid>): Node <node>:
<vr_major>.<vr_minor>.<vr_release> Master: <vr_major>.<vr_minor>.<vr_release>
深刻度

メジャー
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推奨されるアクション

説明：指定されたノードにインストールされた OS のバージョンは、クラスターのマスターのバージョン
と一致しませんが、互換性はあります。ノードはクラスターで承認されます。

解決策：HPE 3PAR OS をアップデートして、すべてのノードの OS を同じバージョンにします。

メッセージ 7
(<process_name> : <process_id>) OS version for node <node> does not match
cluster master (node <sys_nodeid>): Node <node>:
<vr_major>.<vr_minor>.<vr_release> Master: <vr_major>.<vr_minor>.<vr_release>
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：指定されたノードにインストールされた OS のバージョンは、クラスターのマスターのバージョン
と一致していません。このノードは、クラスターには許可されません。

解決策：HPE 3PAR OS をアップデートして、すべてのノードの OS を同じバージョンにします。

メッセージ 8
(<process_name> : <process_id>) System serial number could not be determined
after 5 minutes.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：ノードのシリアル番号が、指定された割り当て時間内には判断できませんでした。このノードは、
クラスターには許可されません。

解決策：影響のあるノードを交換してください。

メッセージ 9
(<process_name> : <process_id>) System upgrade cancellation failed.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 10
(<process_name> : <process_id>) System upgrade cancelled.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 11
chcmd_state: ld <LD ID> ldch <chunklet_id> is pd <pd_id> ch <chunklet_id>,
not pd <pd_id> ch <chunklet_id>
深刻度

メジャー
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推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 12
Marking slow disk <pd_id> failed
深刻度

劣化

推奨されるアクション

推奨されるアクション：

1. ディスクの退避が完了するまで待ちます。

2. 標準的な手順に従ってディスクを交換します。

詳細情報および支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 13
Node <node_id> is not integrated.
深刻度

不明

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 14
Notification SCSI hardware error <error_code> detected on PD <pdid> --This
drive should be replaced
深刻度

情報

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 15
RAID 0 ld <LD ID> is failed due to stale chunklet.
深刻度

情報

推奨されるアクション

説明：RAID 0 タイプのボリュームが故障しました。

解決策：ボリュームを再作成し、バックアップからデータをリストアしてください。自己回復機能がな
く、RAID セットの障害でデータが紛失する可能性があるため、RAID 0 ボリュームはお勧めしません。

メッセージ 16
Slow disk <pd_id> found, but not marking it failed since its temperature
<temp_c> is out of range 20 - 52 deg C
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要な、温度上の問題が発生しました。
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推奨されるアクション：

1. システムの通気が適切であること、および室温が制限値内であることを確認します。

2. 温度の問題が解決されない場合は、HPE のサポート窓口にお問い合わせください。

メッセージ 17
Slow disk <pd_id> found, but not marking it failed since there are already
failed/degraded disks
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意を必要とする状態が存在します。システム内のディスクが劣化または故障しました。

推奨されるアクション：劣化または故障したディスクを特定してトラブルシューティングを行い、問題を
解決します。

詳細情報および支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0140003
タイプ

fork(2)の呼び出しが失敗

メッセージ

fserr <fserr>: fork(2) failed for <prog_name>
深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0140004
タイプ

System Reporter の QoS のパフォーマンス（メジャーアラート）

メッセージ

System Reporter threshold alert <qos_str_data> with condition <qos_valstr1>
has been satisfied by qos <qos_valstr0> with value(s) <qos_valstr2>.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：カスタマーにより構成可能な System Reporter のアラートが生成されました。

解決策：SR のパフォーマンスアラートを評価して原因が、ワークロードの変化またはコンポーネントの
過度な使用かを判断してください。以下のうち適切なものを行います、3PAR アレイで適用されている
ワークロードを変更するか、最適化ツールを実行するか、PD またはノードの数を増やす。

0x0140005
タイプ

SFP 不適合の通知
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メッセージ

Cage <cage_name>, Interface Card <cardid>, SFP <sfpid> (Unqualified).
深刻度

マイナー

推奨されるアクション

説明：指定されたケージで、サポートされていないケージインターフェイスカードが検出されました。

解決策：インターフェイスカードを、サポートされているモデルに交換してください。

0x0140007
タイプ

システムのアップグレードがキャンセル

メッセージ

System upgrade cancelled.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：HPE 3PAR OS のアップデートがキャンセルされました。

解決策：システム上の他のアラートを参照してキャンセルの理由を特定し、必要であれば問題を解決して
ください。

0x0140008
タイプ

システムのアップグレードのキャンセルが失敗

メッセージ

System upgrade cancellation failed.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：HPE 3PAR OS のアップデートのキャンセルが失敗しました。

解決策：別のキャンセルが進行中である可能性があります。数分待ってから、必要であれば再度実行して
ください。

0x0140009
タイプ

システムのシリアル番号が特定できない

メッセージ

System serial number could not be determined after 5 minutes.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション
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説明：ノードのシリアル番号が、指定された割り当て時間内には判断できませんでした。このノードは、
クラスターには許可されません。

解決策：影響のあるノードを交換してください。

0x014000a
タイプ

DC3 I2C ロックアップリセットが成功

メッセージ

DC3 I2C Lockup Reset Succeeded on cage <cageid>, side <ifc_ctrller>.
深刻度

情報

推奨されるアクション

説明：インターフェイスカードのリセットが成功しました。

解決策：このカードのリセットが繰り返し発生するか、システムの監視を続けてください。

0x014000b
タイプ

DC3 I2C ロックアップリセットが失敗

メッセージ

DC3 I2C Lockup Reset Failed on cage <cageid>, side <ifc_ctrller>.
深刻度

情報

推奨されるアクション

説明：インターフェイスカード DC3 のリセットが失敗しました。

解決策：インターフェイスカードを交換してください。

0x014000c
タイプ

Emulex で生成された wwn での許可されていない admitpd

メッセージ

admitpd not allowed on Emulex generated WWN <pd_wwn>.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：物理ディスクが、サポートされていない Emulex の World Wide Name（WWN）で検出されました。
デバイスはシステムで承認されていません。

解決策：ディスクをサポートされているモデルに交換してください。

0x014000d
タイプ
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toto-sata で生成された wwn で許可されていない admitpd

メッセージ

admitpd not allowed on toto-sata generated WWN <pd_wwn>.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：物理ディスクが、サポートされていない Toto-sata の World Wide Name（WWN）で検出されまし
た。デバイスはシステムで承認されていません。

解決策：ディスクをサポートされているモデルに交換してください。

0x014000e
タイプ

古いチャンクレットにより RAID 0 LD が障害

メッセージ

RAID 0 ld <ld_id> is failed due to stale chunklet.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：RAID 0 タイプのボリュームが故障しました。

解決策：ボリュームを再作成し、バックアップからデータをリストアしてください。自己回復機能がな
く、RAID セットの障害でデータが紛失する可能性があるため、RAID 0 ボリュームはお勧めしません。

0x014000f
タイプ

障害が発生したチャンクレットの情報の不一致

メッセージ

Change chunklet log ld chunklets fail, chcmd_state: ld <ld_id> ldch
<cst_chnum> is pd <ch_pdid> ch <ch_pdchunk>, not pd <cst_pdid> ch <cst_pdch>.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0140010
タイプ

System Reporter の QoS のパフォーマンス（クリティカルアラート）

メッセージ

System Reporter threshold alert <qos_c_str_data> with condition
<qos_c_valstr1> has been satisfied by qos <qos_c_valstr0> with value(s)
<qos_c_valstr2>.
深刻度
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クリティカル

推奨されるアクション

推奨されるアクション：

1. SR のパフォーマンスアラートを評価して原因が、A）ワークロードの変化、または B）コンポーネン
トの過度な使用のどちらかを判断します。

2. A）3PAR アレイで適用されているワークロードを変更する、B）最適化ツールを実行する、または C）
PD の数を増やす。

0x0140011
タイプ

System Reporter の QoS のパフォーマンス（マイナーアラート）

メッセージ

System Reporter threshold alert <qos_mi_str_data> with condition
<qos_mi_valstr1> has been satisfied by qos <qos_mi_valstr0> with value(s)
<qos_mi_valstr2>.
深刻度

マイナー

推奨されるアクション

推奨されるアクション：

1. SR のパフォーマンスアラートを評価して原因が、A）ワークロードの変化、または B）コンポーネン
トの過度な使用のどちらかを判断します。

2. A）3PAR アレイで適用されているワークロードを変更する、B）最適化ツールを実行する、または C）
PD の数を増やす。

0x0140012
タイプ

System Reporter の QoS のパフォーマンス（情報アラート）

メッセージ

System Reporter threshold alert <qos_i_str_data> with condition
<qos_i_valstr1> has been satisfied by qos <qos_i_valstr0> with value(s)
<qos_i_valstr2>.
深刻度

情報

推奨されるアクション

推奨されるアクション：

1. SR のパフォーマンスアラートを評価して原因が、A）ワークロードの変化、または B）コンポーネン
トの過度な使用のどちらかを判断します。

2. A）3PAR アレイで適用されているワークロードを変更する、B）最適化ツールを実行する、または C）
PD の数を増やす。
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0x0150004
タイプ

CLI サーバーがシステムマネージャーと通信できない

メッセージ

Error in opentpd: <error message>
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0150005
タイプ

認証ライブラリを使用した CLI 内部エラー

メッセージ

Auth internal error authres = <authres>
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0150006
タイプ

認証エラー

メッセージ

<number of fails> authentication failures in <n> secs
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0150007
タイプ

CLI 内部エラー

メッセージ 1
Could not create <path> dir <dir_name>
深刻度

メジャー

推奨されるアクション
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説明：CLI 接続情報：CLI サーバーは、CLI キャッシュ情報を保存するための一時的なディレクトリを作
成できませんでした。

解決策：一時的なディレクトリが作成できなかった原因を特定するには、次のレベルのサポートにお問い
合わせください。

メッセージ 2
Failed sanity check of sqlite database <dbfile>
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x015000c
タイプ

CPG の空き容量の制限値

メッセージ

[[cpg]] has a growth threshold set so high (limit: <limit>MB, warning:
<warning>MB) that it will not be reached before the system runs out of free
space (free space: <freespace>MB).
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

CPG 拡張の警告/制限設定が、使用可能なシステムストレージには大きすぎます。この条件が変わらない
限り、拡張の警告/制限設定に達する前に、CPG は使用可能なストレージより大きくなります。

この状態が続く場合、このアラートは 24 時間ごとに生成されます。条件を訂正（警告/制限の設定値の引
き下げ、または CPG に使用できるストレージの増加）した後、アラートは同じ 24 時間周期で自動解決さ
れます。

推奨される対処法

条件を修正するにはいくつかの方法があります。

1. CPG 拡張の警告/制限設定値を、システムで実際に使用可能なストレージより低いレベルに下げます。

2. 値をゼロに設定して、警告/制限を削除します。

3. HPE のサポート窓口に問い合わせて、ストレージを追加します。

4. CPG 拡大パラメーターを調整して、CPG でより多くの記憶域を使用できるようにします。たとえば、
PD パターンで CPG を特定のディスクセットに制限する場合、このパターンを展開して CPG にスペース
を増やします。

0x015000d
タイプ

CLI クライアントプロセスのイベント

メッセージ

Slow Physical Disk found (PD ID <slow_pdid>), but not marking it failed since
too many other disks are already marked as degraded/failed.
深刻度
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劣化

推奨されるアクション

説明：システム内のディスクが劣化または故障しました。

解決策：劣化状態の原因となっている、障害が発生したディスクを交換します。

1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

0x015000f
タイプ

relocatepd 要求

メッセージ

Drive magazine needs to be moved from <src_cage>:<src_slot> to
<dst_cage>:<dst_slot>
深刻度

情報

推奨されるアクション

アラートでは、以前の「relocatepd start」CLI コマンドで指定されたソースおよびターゲットのドライブ
位置を使用します。

「relocatepd」操作を進めるには、次の手順で行います。

1. 示されたソースの場所からドライブを取り外します。

2. 示されたターゲットの場所にドライブを挿入します。

3. 対応する「relocatepd resume」CLI コマンドを発行します。

「relocatepd」操作をキャンセルするには、次の手順で行います。

1. ドライブをそのままにします。

2. 対応する「relocatepd cancel」CLI コマンドを発行します。

どちらの場合も、「relocatepd」コマンドが完了すると、アラートはシステムによって自動的に解消されま
す。

ソースおよびターゲットのドライブケージとドライブマガジンの位置を特定するには、CLI コマンド
「locatecage」を使用します。

0x0150010
タイプ

リカバリ用認証暗号文のエクスポートを制御

メッセージ

The Ciphertext (password) for user(s) <users> was exported.
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深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：通常は、アレイ上で高度なサービスが実行されているときに行われます。起動されるケースは次の
2 つです。

1. CLI コマンド：controlrecoveryauth ciphertext <root|console>

2. export_creds ユーザーがコンソールからアクセスされた。

どちらの場合も、暗号文はエクスポートされました。

解決策：次の CLI コマンドを使用してサービス操作が完了したら、パスワードを無効にする必要がありま
す。

controlrecoveryauth rollcred <root|console>

0x0150011
タイプ

CLI サーバープロセスのイベント、最大 tpdtcl が超過

メッセージ

Max allowable tpdtcl processes of <maxprocs> exceeded, no process created for
connection from client address <address>
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：CLI サーバーは、CLI クライアントの要求に対するサービスを行うプロセスを作成できませんでし
た。これは、CLI クライアントの既存の要求の数が多いためです。

解決策：CLI クライアントの要求の数を減らしてください。問題が解決しない場合は、CLI 接続をホスト
しているノードを再起動してください。

0x0150012
タイプ

CLI サーバープロセスのイベント、最大 tpdtcl が 2 倍超過

メッセージ

Number of tpdtcl processes exceeded twice the number of maximum connections,
<maxprocs>. No process created for connection from client address <address>
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：CLI サーバーは、CLI クライアントの要求に対するサービスを行うプロセスを作成できませんでし
た。これは、CLI クライアントの既存の要求の数が多いためです。

解決策：CLI クライアントの要求の数を減らしてください。問題が解決しない場合は、CLI 接続をホスト
しているノードを再起動してください。
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0x0150013
タイプ

CLI サーバープロセスのイベント、最大 CLI サーバーが超過

メッセージ

Max allowable CLI server processes of <max> exceeded, no process created for
connection from client address <address>
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：CLI サーバーは、CLI クライアントの要求に対するサービスを行うプロセスを作成できませんでし
た。これは、CLI クライアントの既存の要求の数が多いことが原因となっている可能性があります。

解決策：CLI クライアントの要求の数を減らしてください。問題が解決しない場合は、CLI 接続をホスト
しているノードを再起動してください。

0x0150014
タイプ

CLI サーバープロセスのイベント、最大ローカル数を超過

メッセージ

Max allowable local CLI server processes of <maxlocalprocs> exceeded, no
process created for connection from client address <addr>.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：CLI サーバーは、CLI クライアントの要求に対するサービスを行うプロセスを作成できませんでし
た。既存の CLI ssh クライアント要求の数が超過した可能性があります。

解決策：CLI クライアントの要求の数を減らしてください。問題が解決しない場合は、CLI 接続をホスト
しているノードを再起動してください。

0x0150015
タイプ

CLI サーバープロセスのイベント、最大サーバーが超過（要約）

メッセージ

Max allowable CLI server processes of <maxprocs> exceeded, no process created
for connection from client address <address>, user <user>, level <level>
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：CLI サーバーは、CLI クライアントの要求に対するサービスを行うプロセスを作成できませんでし
た。これは、CLI クライアントの既存の要求の数が多いことが原因となっている可能性があります。

解決策：CLI クライアントの要求の数を減らしてください。問題が解決しない場合は、CLI 接続をホスト
しているノードを再起動してください。
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0x0150016
タイプ

CLI サーバープロセスのイベント、最大サーバーが超過（ローカル）

メッセージ

Max allowable local CLI server processes of <maxlocalprocs> exceeded, no
process created for connection from client address <addr>, user <user>, level
<level>
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：CLI サーバーは、CLI クライアントの要求に対するサービスを行うプロセスを作成できませんでし
た。これは、CLI クライアントの既存の要求の数が多いことが原因となっている可能性があります。

解決策：CLI クライアントの要求の数を減らしてください。問題が解決しない場合は、CLI 接続をホスト
しているノードを再起動してください。

0x0150017
タイプ

CLI サーバープロセスのイベント、追跡でエラー

メッセージ

Error in Track::mkinfofile: <rval>.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：CLI サーバーは、一時接続ファイルを作成できませんでした。

解決策：サポート窓口に連絡し、一時ファイルを作成できなかった理由を判断してください。

0x0150018
タイプ

CLI サーバープロセスのイベント、ユーザー名の保存でのエラー

メッセージ

Error in store_user_name: <rval>.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：CLI サーバーは、ログインしているユーザーのユーザー名を格納できませんでした。

解決策：次のレベルのサポートにご連絡ください。

0x0150019
タイプ

CLI サーバープロセスのイベント、svcalert の概要
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メッセージ

Could not fork CLI server process for connection from client address <IP>,
port <port>
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：CLI サーバーは、CLI クライアントの要求に対するサービスを行うプロセスを作成できませんでし
た。これは、CLI クライアントの既存の要求の数が多いことが原因となっている可能性があります。

解決策：CLI クライアントの要求の数を減らしてください。問題が解決しない場合は、CLI 接続をホスト
しているノードを再起動してください。

0x015001a
タイプ

CLI サーバープロセスのイベント、svcalert

メッセージ

Could not fork CLI server process for connection from client address <IP>
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：CLI サーバーは、CLI クライアントの要求に対するサービスを行うプロセスを作成できませんでし
た。これは、CLI クライアントの既存の要求の数が多いことが原因となっている可能性があります。

解決策：CLI クライアントの要求の数を減らしてください。問題が解決しない場合は、CLI 接続をホスト
しているノードを再起動してください。

0x015001b
タイプ

CLI 内部エラーの障害で、健全性を確認

メッセージ

Failed sanity check of sqlite database <dbfile>
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：システムの統計に基づいてアクションを追跡および実行するための内部データベースが、予期した
とおりには応答していません。

解決策：次のレベルのサポートにご連絡ください。

0x015001c
タイプ

CLI 内部エラー SQLite データベース

メッセージ

Could not <action> sqlite database <dbfile>: <res>
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深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：システムの統計に基づいてアクションを追跡および実行するための内部データベースが、予期した
とおりには応答していません。

解決策：次のレベルのサポートにご連絡ください。

0x015001d
タイプ

CLI 内部エラー QLite DB

メッセージ

SQLite DB error executing <sqlsel>: <error_message>
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：システムの統計に基づいてアクションを追跡および実行するための内部データベースが、予期した
とおりには応答していません。

解決策：次のレベルのサポートにご連絡ください。

0x015001f
タイプ

CLI クライアントプロセスイベントのディスクが高温

メッセージ

Slow Physical Disk found (PD ID <slow_pdid>), but not marking it failed since
its temperature <tempdegc> is out of the expected range (<low_temp>C -
<high_temp>C).
深刻度

劣化

推奨されるアクション

説明：注意が必要な、温度上の問題が発生しました。

解決策：推奨されるアクション：

Management Console を使用して、システムハードウェアのヘルスチェックを行ってください。

ケージの冷却ファンが正しく動作していることを確認してください。

他の温度アラートも存在する場合は、データセンターもチェックして、許容される温度であることを確認
してください。

0x0150020
タイプ

安全な syslog サーバーにイベントを送信できない

メッセージ
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Unable to send a security related event to security syslog server <hostname>.
Events starting at \"<time>\" cannot be sent.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：セキュリティの syslog サーバーへの接続が中断されました。いくつかのイベントが失われる可能
性があります。

解決策：リモートの syslog サーバーログを確認し、障害の原因を調べて対処します。

0x0150021
タイプ

セキュリティ syslog サーバーへの接続が再度確立

メッセージ

Security events are now being sent to security syslog server <hostname>.
Events before <time> were not sent.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：　 セキュリティ syslog サーバーへの、中断されていた接続がリストアされましたが、一部のイベ
ントが紛失した可能性があります。

解決策：リモートの syslog サーバーのログを調べて、機能停止の原因を判断してください。

0x0150022
タイプ

ディスクの温度が低く、使用できない

メッセージ

Slow Physical Disk found (PD ID <slow_pdid>), but not marking it failed since
its temperature information is not available.'
深刻度

劣化

推奨されるアクション

説明：注意が必要な、温度上の問題が発生しました。

解決策：推奨されるアクション：

Management Console を使用して、システムハードウェアのヘルスチェックを行ってください。

ケージの冷却ファンが正しく動作していることを確認してください。

他の温度アラートも存在する場合は、データセンターもチェックして、許容される温度であることを確認
してください。

0x0170001
タイプ

TOC のアップデート
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メッセージ

TOC update done to <number_of_good_TOC_copies> disks out of
<total_number_of_TOC_copies>.
深刻度

マイナー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0170004
タイプ

TOC のアップデート、エラーのしきい値を越えず、減少

メッセージ

TOC update done to <good_disks> disks out of <total_num>.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：ディスクのかなりの部分が見つからない、障害が発生している、またはその両方です。

解決策：見つからないディスクの状態を、CLI コマンド「checkhealth -detail pd」を使用するか、または
Management Console でチェックし、検出された問題を修正してください。この問題は、ディスクエンク
ロージャーが見つからないことが原因である可能性があります。

0x0170005
タイプ

TOC のアップデート、警告のしきい値を越えず、減少

メッセージ

TOC update done to <good_disks> disks out of <total_num>.
深刻度

マイナー

推奨されるアクション

説明：ディスクの一部が見つからない、障害が発生している、またはその両方です。このアラートは、状
態がすべてのディスクへの再書き込みを強制するほどクリティカルではないことを示しているため、自動
解決はすぐには行われない可能性があります。

解決策：見つからないディスクの状態を、CLI コマンド「checkhealth -detail pd」を使用するか、または
Management Console でチェックし、検出された問題を修正してください。この問題は、ディスクエンク
ロージャーが見つからないことが原因である可能性があります。

0x0190001
タイプ

ea msg タイムアウト

メッセージ

Failed to recv reply for <pkt_op_type> from node: <node> User Data
<user_string>
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深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0190002
タイプ

事前統合リンクテストエラー

メッセージ 1
Failed PILT test from Node <nodeid> to node <nodeid> Excluding new node
<nodeid> from cluster
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 2
Failed Pre Integration Link Test from Node <nodeid> to node <nodeid>.
Excluding new node <nodeid> from cluster.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x01a0001
タイプ

CPU メモリの修正可能 ECC

メッセージ 1
Node <node_id> Control Cache DIMM <DIMM_id> (J<DIMM_socket>) Correctable ECC
error. Error at Addr = 0x<Addr of CEC error>, HW status = 0x<Hardware Status>
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 2
Node <node_id> Unknown Control Cache DIMM Correctable ECC error. Error at
Addr = 0x<Addr of CEC error>, HW status = 0x<Hardware Status>
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。
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0x01a0002
タイプ

ノードがオフライン

メッセージ

Node <node_id> is offline
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x01a0003
タイプ

ノードの時刻バッテリ

メッセージ

Node <node_id> Time of Day battery low
深刻度

情報

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x01a0005
タイプ

HW：CPU メモリの修正可能 ECC

メッセージ

Node <node_id> Control Cache DIMM <DIMM_id> (J<DIMM_socket>) Correctable
error rate too high. Replace DIMM
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x01a0006
タイプ

CPU 構成

メッセージ

Node <nid> Expected <num1> CPU<s1> Found <num2> CPU<s2>.
深刻度

劣化

推奨されるアクション
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コントローラーノードが問題を報告しており、交換が必要な場合があります。

HPE 3PAR StoreServ 7400 のお客様のみ：

支援については、サポート窓口にご連絡ください。

HPE 3PAR StoreServ 7200 のお客様のみ：

サポート窓口に問い合わせて、障害の確認と、交換が必要な場合は、障害が発生したノードの正確な場所
の特定を行ってください。

このコンポーネントは、任意のカスタマーセルフリペアの対象になっています。

1）障害が発生したコンポーネントおよび交換部品番号の特定方法、2）新しい部品の注文方法、および
3）交換の実行方法については、以下のリソースを参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage サービスガイドは http://www.hpe.com/support/
3PAR_StoreServ_7000_ServiceGuide_en から入手可能

• HPE サービスメディアライブラリは http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

この修理に支援が必要な場合は、サポート窓口にお問い合わせください。

0x01a0007
タイプ

BIOS IDE ログエントリー

メッセージ 1
BIOS log entry stored in /pr_mnt/bioslogs/idelog.node<node_id>.<date-time>.
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 2
BIOS log entry stored in /pr_mnt/bioslogs/idelog.node<node_id>.<date-time>.
深刻度

情報

推奨されるアクション

説明：ノードのファームウェア(BIOS)が、正常な動作を突然終了する必要がある、ハードウェアの障害を
検出しました。イベントのログが記録されました。

解決策：この障害にはハードウェアの交換が必要です。追加情報については、次のレベルのサポートにお
問い合わせください。

0x01a0008
タイプ

ノード環境チェックが成功

メッセージ

Node <nid>: <scpe_err_code>: <scpe_status>, <scpe_name> Current:
<scpe_expected>, hi_limit: <scpe_hlimit>, lo_limit: <scpe_llimit>.
深刻度
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劣化

推奨されるアクション

説明：指定されたノードからの環境の測定で電圧または温度についてエラー状態が返されたか、センサー
との通信に問題がありました。

解決策：電圧または温度に関する、システム上の他のアラートをチェックしてください。また、データセ
ンターの状態が正常であることを確認してください。ノードのセンサーに問題があるように見える場合
は、ノードを交換してください。

0x01a0009
タイプ

IDE ファイルの整合性チェックの結果

メッセージ 1
The check for invalid files on the internal drive of node <node_id> failed
due to being unable to run the following: <action>
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 2
The check for valid files on the internal drive of node <node_id> found many
invalid files, including: <file_names>
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 3
The check for valid files on the internal drive of node <node_id> found the
following invalid files: <file_names>
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x01a000b
タイプ

Eagle メモリ uerr

メッセージ

posted by node <node_id> <register dump>
深刻度

劣化

推奨されるアクション
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コントローラーノードが問題を報告しており、交換が必要な場合があります。

HPE 3PAR StoreServ 7400 のお客様のみ：

支援については、サポート窓口にご連絡ください。

HPE 3PAR StoreServ 7200 のお客様のみ：

サポート窓口に問い合わせて、障害の確認と、交換が必要な場合は、障害が発生したノードの正確な場所
の特定を行ってください。

このコンポーネントは、任意のカスタマーセルフリペアの対象になっています。

1）障害が発生したコンポーネントおよび交換部品番号の特定方法、2）新しい部品の注文方法、および
3）交換の実行方法については、以下のリソースを参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage サービスガイドは http://www.hpe.com/support/
3PAR_StoreServ_7000_ServiceGuide_en から入手可能

• HPE サービスメディアライブラリは http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

この修理に支援が必要な場合は、サポート窓口にお問い合わせください。

0x01a000c
タイプ

Eagle メモリ muerr

メッセージ

posted by node <node_id> <register dump>
深刻度

劣化

推奨されるアクション

コントローラーノードが問題を報告しており、交換が必要な場合があります。

HPE 3PAR StoreServ 7400 のお客様のみ：

支援については、サポート窓口にご連絡ください。

HPE 3PAR StoreServ 7200 のお客様のみ：

サポート窓口に問い合わせて、障害の確認と、交換が必要な場合は、障害が発生したノードの正確な場所
の特定を行ってください。

このコンポーネントは、任意のカスタマーセルフリペアの対象になっています。

1）障害が発生したコンポーネントおよび交換部品番号の特定方法、2）新しい部品の注文方法、および
3）交換の実行方法については、以下のリソースを参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage サービスガイドは http://www.hpe.com/support/
3PAR_StoreServ_7000_ServiceGuide_en から入手可能

• HPE サービスメディアライブラリは http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

この修理に支援が必要な場合は、サポート窓口にお問い合わせください。

0x01a000d
タイプ

Eagle メモリ cerr
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メッセージ

<ret_str> posted by node <nid> <err_regs_to_str>.
深刻度

劣化

推奨されるアクション

コントローラーノードが問題を報告しており、交換が必要な場合があります。

HPE 3PAR StoreServ 7400 のお客様のみ：

支援については、サポート窓口にご連絡ください。

HPE 3PAR StoreServ 7200 のお客様のみ：

サポート窓口に問い合わせて、障害の確認と、交換が必要な場合は、障害が発生したノードの正確な場所
の特定を行ってください。

このコンポーネントは、任意のカスタマーセルフリペアの対象になっています。

1）障害が発生したコンポーネントおよび交換部品番号の特定方法、2）新しい部品の注文方法、および
3）交換の実行方法については、以下のリソースを参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage サービスガイドは http://www.hpe.com/support/
3PAR_StoreServ_7000_ServiceGuide_en から入手可能

• HPE サービスメディアライブラリは http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

この修理に支援が必要な場合は、サポート窓口にお問い合わせください。

0x01a000e
タイプ

Eagle 内部システムエラー

メッセージ

<error_msg> posted by node <node_id> <register dump>
深刻度

劣化

推奨されるアクション

コントローラーノードが問題を報告しており、交換が必要な場合があります。

HPE 3PAR StoreServ 7400 のお客様のみ：

支援については、サポート窓口にご連絡ください。

HPE 3PAR StoreServ 7200 のお客様のみ：

サポート窓口に問い合わせて、障害の確認と、交換が必要な場合は、障害が発生したノードの正確な場所
の特定を行ってください。

このコンポーネントは、任意のカスタマーセルフリペアの対象になっています。

1）障害が発生したコンポーネントおよび交換部品番号の特定方法、2）新しい部品の注文方法、および
3）交換の実行方法については、以下のリソースを参照してください。
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• HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage サービスガイドは http://www.hpe.com/support/
3PAR_StoreServ_7000_ServiceGuide_en から入手可能

• HPE サービスメディアライブラリは http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

この修理に支援が必要な場合は、サポート窓口にお問い合わせください。

0x01a000f
タイプ

Eagle ハードウェアウォッチドッグエラー

メッセージ

posted by node <node_id> <register dump>
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x01a0010
タイプ

Eagle PCI エラー

メッセージ

PCI bus <pci_bus> error <error_code> posted by node <node_id> <register dump>
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x01a0011
タイプ

Eagle ドライバーソフトウェアエラー

メッセージ

Eagle hardware programming error <error_code>, status <status_code> posted by
node <node_id> <register dump>
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x01a0012
タイプ

メモリ使用情報
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メッセージ

Memory usage critical: MemTotal: <memtotal>K MemFree: <memfree>K Buffers:
<buffers>K Cached: <cached>K SwapCached: <swapcached>K Active: <active>K
Inactive: <inactive>K SwapTotal: <swaptotal>K SwapFree: <swapfree>K Dirty:
<dirty>K Writeback: <writeback>K AnonPages: <anonpages>K Mapped: <mapped>K
Slab: <slab>K PageTables: <pagetables>K VmallocTotal: <vmalloctotal>K
VmallocUsed: <vmallocused>K VmallocChunk: <vmallocchunk>K NFS_Unstable:
<nfs_unstable>K Bounce: <bounce>K CommitLimit: <commitlimit>K Commited_AS:
<commited_as>K.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x01a0014
タイプ 1

TCP セグメントの再転送が多すぎる

メッセージ

Excessive TCP retransmits at <percentage>.<fraction>% on node <node_id>.
深刻度

劣化

推奨されるアクション

お使いのシステムで注意を要するイベントが発生しました。指定されたノードでは、多数の TCP セグメ
ントエラーが発生しています。推奨されるアクション：ネットワークのケーブル接続と構成が正しいこと
を確認します。必要に応じて、HPE のサポート窓口にお問い合わせください。

タイプ 2

TCP セグメントエラーが多すぎる

メッセージ

Excessive TCP segment errors at <percentage>.<fraction>% on node <nodeid>.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x01a0015
タイプ

ノード PCIe の訂正可能エラーのステータス

メッセージ

Node <node_id>: <status>.
深刻度

情報

推奨されるアクション
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お使いのシステムで注意を要するイベントが発生しました。指定されたデバイスでは、多数のエラーが発
生しています。必要であれば、支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x01a0016
タイプ

ノード PCIe のリンクステータス

メッセージ

Node <node_id>: <status>.
深刻度

情報

推奨されるアクション

お使いのシステムで注意を要するイベントが発生しました。リンクでエラーが発生しています。必要で
あれば、支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x01a0017
タイプ

TCP セグメントエラーが多すぎる

メッセージ

Excessive TCP segment errors at <percentage>.<fraction>% on node <nodeid>.
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x01a0019
タイプ

クラスターの高温シャットダウン

メッセージ 1
Node <Node_ID>
深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 2
Node <Node_ID>, due to high temperature conditions, the storage system is
being shutdown.
深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

アラート 125



0x01a001a
タイプ

リンク構成の不一致

メッセージ 1
Inserv Class Mismatch, expected 7xxx from node <y> got message from 7xxx
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 2
Node <node_id> BPT Mismatch expected BPT x from node <node_id> got message
from BPT z
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 3
Node <node_id> FRU Node Mismatch CL0 NID indicates <node_id>; CL1 NID
indicates <node_id>
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 4
Node <node_id> Node Mismatch CL0 NID indicates <node_id> should be set to
stored value NID <node_id>
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 5
Node <node_id> Node Mismatch CL0 NID indicates <node_id>; CL1 NID indicates
<node_id> both should be set to stored value <node_id>
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 6
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Node <node_id> Node Mismatch expected node x got message from node y on port
z
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 7
Node <node_id> Remote BPT Mismatch node <node_id> expected BPT x but got BPT
z
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 8
Node <node_id> Remote Node Mismatch node <node_id> expected message from node
<node_id> got message from node <node_id>
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 9
Node <node_id> Remote SSN Mismatch node <node_id> expected SSN x but got SSN
z
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 10
Node <node_id> SSN Mismatch expected SSN x from node <node_id> got message
from SSN z
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x01a001b
タイプ

ケーブルの予期しないイベント

メッセージ 1
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Node <node_id> Unexpected Cable detected on 7200 node <node_id>, cl port
<portnum>
深刻度

情報

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 2
Node <node_id> Unexpected Cable detected on 7200 node <node_id>, port 0
深刻度

情報

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 3
Node <node_id> Unexpected Cable detected on 7200 node <node_id>, port 1
深刻度

情報

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x01a001c
タイプ

リンク確立のアラート

メッセージ 1
Node <Node_id> Failed to establish link to Node <Node_id> from Node <Node_id>
link <Link_id>
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 2
Node <NID> No power detected on CL<ID> to Node <NID> from Node <NID>
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

アラートで指定されたノード間のケーブル接続を確認します。

メッセージ 3
Node <Node_id> No power detected on Cluster Link <Link_id> to Node <Node_id>
from Node <Node_id>
深刻度
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メジャー

推奨されるアクション

アラートで指定されたノード間のケーブル接続を確認します。

0x01a001d
タイプ

リモート/ローカル MCU から受信したコアファイル

メッセージ

Coredump received from [[hw_node]].
深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x01a001f
タイプ

ノードのシャットダウンが必要

メッセージ

THERMAL SHUTDOWN, node: <node_id>
深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

室温をチェックしてください。室温が制限内の場合は、ファンのステータスをチェックしてください。
ファンが故障した場合、HPE のサポート窓口にお問い合わせください。

0x01a0021
タイプ

ノードレスキュー

メッセージ 1
Node <node> rescue aborted due to user request.
深刻度

マイナー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 2
Node <node> rescue failed due to an internal communication error. It may be
missing or be experiencing hardware issues.
深刻度

マイナー

推奨されるアクション
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注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 3
Node <node> rescue failed due to being unable to retrieve installation
details over TCP port 80.
深刻度

マイナー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 4
Node <node> rescue failed due to being unable to retrieve the install kernel
over UDP port 69. The node may not be properly connected to the network.
深刻度

マイナー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 5
Node <node> rescue failed due to being unable to transfer the disk contents
over TCP port 837.
深刻度

マイナー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 6
Node <node> rescue failed due to invalid request. See task <taskid> for
details.
深刻度

マイナー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 7
Node <node> rescue failed due to the node not rejoining the cluster after the
rescue.
深刻度

マイナー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 8
Node <node> rescue failed due to unknown reason.
深刻度

マイナー
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推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x01a0022
タイプ

リモート/ローカル MCU から受信したノード障害分析ファイル

メッセージ

Node-Failure-Analysis file received from [[hw_node]].
深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x01a0024
タイプ

スラブ使用情報

メッセージ

SlabUsage:: critical status=<report_status> Totals::
memory=<slab_tot_mem_kb>KB count=<slab_tot_ct>
activeCount=<slab_tot_active_ct>
largestUseSlabs(count=<slab_entry_ct>)::<slab_usage_entries>.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x01a0025
タイプ

System Reporter の cmp のパフォーマンス（メジャーアラート）

メッセージ

System Reporter threshold alert <cmp_str_data> with condition <cmp_valstr1>
has been satisfied by cmp on node <cmp_valstr0> with value(s) <cmp_valstr2>.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

推奨されるアクション：

1. SR のパフォーマンスアラートを評価して原因が、A）ワークロードの変化、または B）コンポーネン
トの過度な使用のどちらかを判断します。

2. A）3PAR アレイが適用されているワークロードを変更するか、B）最適化ツールを実行するか、また
は C）PD またはノードの数を増やします。
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0x01a0026
タイプ

System Reporter の CPU のパフォーマンス（メジャーアラート）

メッセージ

System Reporter threshold alert <cpu_str_data> with condition <cpu_valstr1>
has been satisfied by cpu on node <cpu_valstr0> with value(s) <cpu_valstr2>.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：カスタマーにより構成可能な System Reporter のアラートが生成されました。

解決策：SR のパフォーマンスアラートを評価して原因が、ワークロードの変化またはコンポーネントの
過度な使用かを判断してください。以下のうち適切なものを行います、3PAR アレイで適用されている
ワークロードを変更するか、最適化ツールを実行するか、PD またはノードの数を増やす。

0x01a0027
タイプ

System Reporter のリンクのパフォーマンス（メジャーアラート）

メッセージ

System Reporter threshold alert <link_str_data> with condition <link_valstr1>
has been satisfied by link on node <link_valstr0> with value(s)
<link_valstr2>.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

推奨されるアクション：

1. SR のパフォーマンスアラートを評価して原因が、A）ワークロードの変化、または B）コンポーネン
トの過度な使用のどちらかを判断します。

2. A）3PAR アレイがかけるワークロードを変更するか、B）最適化ツールを実行するか、または C）ノー
ドの数を増やします。

0x01a0028
タイプ

ノード ID が不一致

メッセージ

Node ID mismatch. Expected message from node <expected_node_id>, but message
was received from node <actual_node_id> on port <port_id>.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。
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0x01a0029
タイプ

リモートノード ID が不一致

メッセージ

Remote node ID mismatch. Expected message from node <expected_node_id>, but
message was received from node <actual_node_id> on port <port_id>.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x01a002a
タイプ

システムモデルが不一致

メッセージ

System model mismatch. [[hw_node]] should be model <expected_class>, but it
is reporting as model <actual_class>. [[hw_node]] cannot join the cluster.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x01a002b
タイプ

リモートシステムモデルが不一致

メッセージ

Remote system model mismatch. [[hw_node]] should be model <actual_class>, but
it is reporting as model <expected_class>. [[hw_node]] cannot join the
cluster.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x01a002c
タイプ

ノードタイプが不一致

メッセージ

Node type mismatch. Node <node_id> should be of type <expected_node_type>,
but the node type that was received was <actual_node_type>.
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深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x01a002d
タイプ

リモートノードタイプが不一致

メッセージ

Remote node type mismatch. Node <node_id> should be of type
<actual_node_type>, but the node type that was received was
<expected_node_type>.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x01a002e
タイプ

SSN が不一致

メッセージ

System serial number mismatch. Node <node_id> should have a system serial
number <expected_serial_number>, but a message was received from a node with
system serial number <actual_serial_number>.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x01a002f
タイプ

リモート SSN が不一致

メッセージ

Remote system serial number mismatch. Node <node_id> should have system
serial number <expected_serial_number>, but a message was received from a
node with system serial number <actual_serial_number>.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。
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0x01a0031
タイプ

ユーザーによりノードレスキューが中断

メッセージ

[[hw_node]] rescue aborted due to user request.
深刻度

マイナー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x01a0032
タイプ

ノードレスキューが無効

メッセージ

[[hw_node]] rescue failed due to invalid request. See task <taskid> for
details.
深刻度

マイナー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x01a0033
タイプ

ノードレスキューの内部通信エラー

メッセージ

[[hw_node]] rescue failed due to an internal communication error. It may be
missing or be experiencing hardware issues.
深刻度

マイナー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x01a0034
タイプ

ノードのレスキュー後、クラスターに参加しない

メッセージ

[[hw_node]] rescue failed due to the node not rejoining the cluster after the
rescue.
深刻度

マイナー
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推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x01a0035
タイプ

ノードレスキューのポート 80 がブロック

メッセージ

[[hw_node]] rescue failed due to being unable to retrieve installation
details over TCP port 80.
深刻度

マイナー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x01a0036
タイプ

ノードレスキューのポート 69 がブロック

メッセージ

[[hw_node]] rescue failed due to being unable to retrieve the install kernel
over UDP port 69. The node may not be properly connected to the network.
深刻度

マイナー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x01a0037
タイプ

ノードレスキューのポート 873 がブロック

メッセージ

[[hw_node]] rescue failed due to being unable to transfer the disk contents
over TCP port 837.
深刻度

マイナー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x01a0038
タイプ

ノードレスキューでバックプレーン接続がない

メッセージ
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[[hw_node]] rescue failed due to rescuer node not having a functional
backplane Ethernet connection to the rescued node.
深刻度

マイナー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x01a0039
タイプ

CMP のしきい値

メッセージ

CMP usage on node [[hw_node]] has exceeded <threshold>%.
深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

説明：アレイ上のキャッシュメモリページ(CMP)の大半が使用中です。

解決策：「statcmp」コマンドを使用して、ノードの CMP の監視を続けてください。CMP の使用率が上が
り続けた場合、ノードは応答しなくなる可能性があります。予防策としてノードを再起動すると、このよ
うなシナリオを回避できます。

0x01a003a
タイプ

DIF エラー

メッセージ

Data Integrity Field (DIF) errors found on [[hw_node]]
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：エンドツーエンドのデータ整合性フィールド(DIF)のエラーしきい値を超えました。考えられる原因
は、ハードウェア障害です。

0x01a003b
タイプ

IDE ファイル整合性チェックが失敗

メッセージ

The check for invalid files on the internal drive of [[hw_node]] failed due
to being unable to run the following: <action>.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

解決策：イベントログを確認して、エラーの原因を特定し、修正処置を行います。
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0x01a003c
タイプ

IDE ファイル整合性チェックでファイルが不正

メッセージ

The check for valid files on the internal drive of [[hw_node]] found the
following invalid files: <filelist>.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x01a003d
タイプ

IDE ファイル整合性チェックで多数のファイルが不正

メッセージ

The check for valid files on the internal drive of [[hw_node]] found many
invalid files, including: <filelist>.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x01a003e
タイプ

System Reporter キャッシュパフォーマンスのアラート

メッセージ

System Reporter threshold alert <name> with condition <condition> has been
satisfied by cache on node <nid> with value(s) <value>
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：ノードのキャッシュに関連する、ユーザーが構成可能なしきい値基準が満たされました。構成され
ている基準を参照するには、CLI コマンド「showsralertcrit」または Management Console を使用してく
ださい。

解決策：System Reporter のパフォーマンスアラートが、ワークロードの変化が原因か、またはコンポー
ネントの過度な使用が原因かを判断してください。このアラートが報告され続ける場合は、しきい値を確
認するか、またはアレイ上のワークロードを低くしてください。System Reporter のアラートアラート基
準については、「clihelp createsralertcrit」を参照してください。

0x01a003f
タイプ
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レガシーシステムモデルが不一致

メッセージ

'System model mismatch. Node <node_id> should be model <expected_class>, but
it is reporting as model <actual_class>. Node <node_id> cannot join the
cluster.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：アラートによって特定されるノードは、クラスター内の残りのノードと一致しませんでした。

解決策：直近のノード交換サービスで、正しい部品が使用されたことを確認してください。影響のある
ノードを交換してください。

0x01a0040
タイプ

リモートシステムモデルが不一致

メッセージ

System model mismatch. Node <node_id> should be model <expected_class>, but
it is reporting as model <actual_class>. Node <node_id> cannot join the
cluster.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：アラートによって特定されるノードは、クラスター内の残りのノードと一致しませんでした。

解決策：直近のノード交換サービスで、正しい部品が使用されたことを確認してください。影響のある
ノードを交換してください。

0x01a0041
タイプ

ノードレスキューでデュアルブートノードドライブサイズの不一致を検出

メッセージ

'[[hw_node]] rescue failed due to a dual boot node drive size mismatch on the
rescuee node.
深刻度

マイナー

推奨されるアクション

説明：アラートによって特定されるノードドライブは、機能しているノードドライブのサイズと一致しま
せん

解決策：直近のノードドライブ交換サービスで、正しい部品が使用されたことを確認してください。

0x01a0042
タイプ

ノード環境チェックが失敗
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メッセージ

ERROR: node-<node_id>: <Error Code>: <status>
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意を要するイベントが発生しました。指定されたノードからの環境の測定で電圧または温度について
エラー状態が返されたか、センサーとの通信に問題がありました。

推奨されるアクション：Error_code の原因および環境の状況を調査してください。必要であれば、支援に
ついて、サポート窓口にご連絡ください。

0x01a0043
タイプ

ノードの温度ステータスの svc アラート

メッセージ

<msg>.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：指定されたノードは、予想よりも高温です。

解決策：室温をチェックしてください。室温が制限内の場合は、ファンのステータスをチェックしてくだ
さい。ファンで障害が発生している場合は、ファンを交換してください。1）障害が発生したコンポーネ
ントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交換する方法については、以下の
資料を参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

0x01a0044
タイプ

シャットダウンが必要なノードの svc アラート

メッセージ

<msg>.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：指定されたノードは、予想よりも高温です。

解決策：室温をチェックしてください。室温が制限内の場合は、ファンのステータスをチェックしてくだ
さい。ファンで障害が発生している場合は、ファンを交換してください。1）障害が発生したコンポーネ
ントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交換する方法については、以下の
資料を参照してください。
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• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

0x01a0045
タイプ

ノードの温度ステータスのアラート

メッセージ

Node <node_id>:<Sensor_Name> at ALERT level (temperature C)
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：指定されたノードは、予想よりも高温です。

解決策：室温をチェックしてください。室温が制限内の場合は、ファンのステータスをチェックしてくだ
さい。ファンで障害が発生している場合は、ファンを交換してください。1）障害が発生したコンポーネ
ントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交換する方法については、以下の
資料を参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

0x01a0046
タイプ

ノードの温度ステータスの警告

メッセージ

Node <nid>: <sensor_name> at WARNING level (<level> C).
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：指定されたノードは、予想よりも高温です。

解決策：室温をチェックしてください。室温が制限内の場合は、ファンのステータスをチェックしてくだ
さい。ファンで障害が発生している場合は、ファンを交換してください。1）障害が発生したコンポーネ
ントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交換する方法については、以下の
資料を参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能
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0x01a0047
タイプ

System Reporter の cmp のパフォーマンス（クリティカルアラート）

メッセージ

System Reporter threshold alert <cmp_str_data> with condition <cmp_valstr1>
has been satisfied by cmp on node <cmp_valstr0> with value(s) <cmp_valstr2>.
深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

推奨されるアクション：

1. SR のパフォーマンスアラートを評価して原因が、A）ワークロードの変化、または B）コンポーネン
トの過度な使用のどちらかを判断します。

2. A）3PAR アレイが適用されているワークロードを変更するか、B）最適化ツールを実行するか、また
は C）PD またはノードの数を増やします。

0x01a0048
タイプ

System Reporter の cmp のパフォーマンス（マイナーアラート）

メッセージ

System Reporter threshold alert <cmp_str_data> with condition <cmp_valstr1>
has been satisfied by cmp on node <cmp_valstr0> with value(s) <cmp_valstr2>.
深刻度

マイナー

推奨されるアクション

推奨されるアクション：

1. SR のパフォーマンスアラートを評価して原因が、A）ワークロードの変化、または B）コンポーネン
トの過度な使用のどちらかを判断します。

2. A）3PAR アレイが適用されているワークロードを変更するか、B）最適化ツールを実行するか、また
は C）PD またはノードの数を増やします。

0x01a0049
タイプ

System Reporter の cmp のパフォーマンス（情報アラート）

メッセージ

System Reporter threshold alert <cmp_str_data> with condition <cmp_valstr1>
has been satisfied by cmp on node <cmp_valstr0> with value(s) <cmp_valstr2>.
深刻度

情報

推奨されるアクション
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推奨されるアクション：

1. SR のパフォーマンスアラートを評価して原因が、A）ワークロードの変化、または B）コンポーネン
トの過度な使用のどちらかを判断します。

2. A）3PAR アレイが適用されているワークロードを変更するか、B）最適化ツールを実行するか、また
は C）PD またはノードの数を増やします。

0x01a004a
タイプ

System Reporter の CPU のパフォーマンス（クリティカルアラート）

メッセージ

System Reporter threshold alert <cpu_str_data> with condition <cpu_valstr1>
has been satisfied by cpu on node <cpu_valstr0> with value(s) <cpu_valstr2>.
深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

推奨されるアクション：

1. SR のパフォーマンスアラートを評価して原因が、A）ワークロードの変化、または B）コンポーネン
トの過度な使用のどちらかを判断します。

2. A）3PAR アレイが適用されているワークロードを変更するか、B）最適化ツールを実行するか、また
は C）PD またはノードの数を増やします。

0x01a004b
タイプ

System Reporter の CPU のパフォーマンス（マイナーアラート）

メッセージ

System Reporter threshold alert <cpu_str_data> with condition <cpu_valstr1>
has been satisfied by cpu on node <cpu_valstr0> with value(s) <cpu_valstr2>.
深刻度

マイナー

推奨されるアクション

推奨されるアクション：

1. SR のパフォーマンスアラートを評価して原因が、A）ワークロードの変化、または B）コンポーネン
トの過度な使用のどちらかを判断します。

2. A）3PAR アレイが適用されているワークロードを変更するか、B）最適化ツールを実行するか、また
は C）PD またはノードの数を増やします。

0x01a004c
タイプ

System Reporter の CPU のパフォーマンス（情報アラート）
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メッセージ

System Reporter threshold alert <cpu_str_data> with condition <cpu_valstr1>
has been satisfied by cpu on node <cpu_valstr0> with value(s) <cpu_valstr2>.
深刻度

情報

推奨されるアクション

推奨されるアクション：

1. SR のパフォーマンスアラートを評価して原因が、A）ワークロードの変化、または B）コンポーネン
トの過度な使用のどちらかを判断します。

2. A）3PAR アレイが適用されているワークロードを変更するか、B）最適化ツールを実行するか、また
は C）PD またはノードの数を増やします。

0x01a004d
タイプ

System Reporter のリンクのパフォーマンス（クリティカルアラート）

メッセージ

System Reporter threshold alert <link_str_data> with condition <link_valstr1>
has been satisfied by link on node <link_valstr0> with value(s)
<link_valstr2>.
深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

推奨されるアクション：

1. SR のパフォーマンスアラートを評価して原因が、A）ワークロードの変化、または B）コンポーネン
トの過度な使用のどちらかを判断します。

2. A）3PAR アレイが適用されているワークロードを変更するか、B）最適化ツールを実行するか、また
は C）PD またはノードの数を増やします。

0x01a004e
タイプ

System Reporter のリンクのパフォーマンス（マイナーアラート）

メッセージ

System Reporter threshold alert <link_str_data> with condition <link_valstr1>
has been satisfied by link on node <link_valstr0> with value(s)
<link_valstr2>.
深刻度

マイナー

推奨されるアクション

推奨されるアクション：
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1. SR のパフォーマンスアラートを評価して原因が、A）ワークロードの変化、または B）コンポーネン
トの過度な使用のどちらかを判断します。

2. A）3PAR アレイが適用されているワークロードを変更するか、B）最適化ツールを実行するか、また
は C）PD またはノードの数を増やします。

0x01a004f
タイプ

System Reporter のリンクのパフォーマンス（情報アラート）

メッセージ

System Reporter threshold alert <link_str_data> with condition <link_valstr1>
has been satisfied by link on node <link_valstr0> with value(s)
<link_valstr2>.
深刻度

情報

推奨されるアクション

推奨されるアクション：

1. SR のパフォーマンスアラートを評価して原因が、A）ワークロードの変化、または B）コンポーネン
トの過度な使用のどちらかを判断します。

2. A）3PAR アレイが適用されているワークロードを変更するか、B）最適化ツールを実行するか、また
は C）PD またはノードの数を増やします。

0x01a0050
タイプ

System Reporter のキャッシュのパフォーマンス（クリティカルアラート）

メッセージ

System Reporter threshold alert <cache_str_data> with condition
<cache_valstr1> has been satisfied by cache on node <cache_valstr0> with
value(s) <cache_valstr2>.
深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

説明：ノードのキャッシュに関連する、ユーザーが構成可能なしきい値基準が満たされました。構成され
ている基準を参照するには、CLI コマンド「showsralertcrit」または Management Console を使用してく
ださい。

解決策：System Reporter のパフォーマンスアラートが、ワークロードの変化が原因か、またはコンポー
ネントの過度な使用が原因かを判断してください。このアラートが報告され続ける場合は、しきい値を確
認するか、またはアレイ上のワークロードを低くしてください。System Reporter のアラートアラート基
準については、「clihelp createsralertcrit」を参照してください。

0x01a0051
タイプ

System Reporter のキャッシュのパフォーマンス（マイナーアラート）
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メッセージ

System Reporter threshold alert <cache_str_data> with condition
<cache_valstr1> has been satisfied by cache on node <cache_valstr0> with
value(s) <cache_valstr2>.
深刻度

マイナー

推奨されるアクション

説明：ノードのキャッシュに関連する、ユーザーが構成可能なしきい値基準が満たされました。構成され
ている基準を参照するには、CLI コマンド「showsralertcrit」または Management Console を使用してく
ださい。

解決策：System Reporter のパフォーマンスアラートが、ワークロードの変化が原因か、またはコンポー
ネントの過度な使用が原因かを判断してください。このアラートが報告され続ける場合は、しきい値を確
認するか、またはアレイ上のワークロードを低くしてください。System Reporter のアラートアラート基
準については、「clihelp createsralertcrit」を参照してください。

0x01a0052
タイプ

System Reporter のキャッシュのパフォーマンス（情報アラート）

メッセージ

System Reporter threshold alert <cache_str_data> with condition
<cache_valstr1> has been satisfied by cache on node <cache_valstr0> with
value(s) <cache_valstr2>.
深刻度

情報

推奨されるアクション

説明：ノードのキャッシュに関連する、ユーザーが構成可能なしきい値基準が満たされました。構成され
ている基準を参照するには、CLI コマンド「showsralertcrit」または Management Console を使用してく
ださい。

解決策：System Reporter のパフォーマンスアラートが、ワークロードの変化が原因か、またはコンポー
ネントの過度な使用が原因かを判断してください。このアラートが報告され続ける場合は、しきい値を確
認するか、またはアレイ上のワークロードを低くしてください。System Reporter のアラートアラート基
準については、「clihelp createsralertcrit」を参照してください。

0x01a0053
タイプ

Eagle リンクエラー

メッセージ

<ret_str> posted by node <nid> <err_regs_to_str>.
深刻度

劣化

推奨されるアクション

説明：HPE 3PAR OS は、指定されたノード間の通信を確立できませんでした。
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解決策：両方のノードが HPE 3PAR OS ソフトウェアを実行していることを確認します。両方のノードが
HPE 3PAR OS ソフトウェアを実行している場合、クラスターの一部でないノードの電源を再投入しま
す。問題が解決されない場合は、ノードを交換します。

0x01a0054
タイプ

システムシリーズが不一致

メッセージ

System Series Mismatch. Node <node_id> should have sys series
<expected_sys_series>, but a message was received from a node with sys series
<actual_sys_series>. Node <node_id> cannot join the cluster.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：アラートによって特定されるノードは、クラスター内の残りのノードと一致しませんでした。

解決策：直近のノード交換サービスで、正しい部品が使用されたことを確認してください。影響のある
ノードを交換してください。

0x01a0055
タイプ

リモートシステムシリーズが不一致

メッセージ

Remote System Series Mismatch. Node <node_id> should have sys series
<expected_sys_series>, but a message was received from a node with sys series
<actual_sys_series>. Node <node_id> cannot join the cluster
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：アラートによって特定されるノードは、クラスター内の残りのノードと一致しませんでした。

解決策：直近のノード交換サービスで、正しい部品が使用されたことを確認してください。影響のある
ノードを交換してください。

0x01a0056
タイプ

ノードの一時的なファイルシステムが使用中

メッセージ

Node <nid> is using a temporary filesystem due to lack of space on the node
disk at boot time.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：アラートによって特定されるノードは、クラスター内の残りのノードと一致しませんでした。
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解決策：直近のノード交換サービスで、正しい部品が使用されたことを確認してください。影響のある
ノードを交換してください。

0x01a0057
タイプ

ノードのレスキューで、レスキューノードに互換性のないボードシリーズが搭載されていることを検知

メッセージ

'[[hw_node]] rescue failed due to a board series mismatch on the rescuee
node.
深刻度

マイナー

推奨されるアクション

説明：アラートによって特定されるノードは、クラスター内の残りのノードと一致しませんでした。

解決策：直近のノード交換サービスで、正しい部品が使用されたことを確認してください。影響のある
ノードを交換してください。

0x01a00de
タイプ

コンポーネントの状態変化

メッセージ

Node <node_id> Degraded (<list of: State String {State Value}>)
状態

Node Therm Shutdown
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態

Node Therm State
深刻度

劣化

推奨されるアクション

温度状態（電圧、電流、温度、RPM）に関して、警告が発生しました。室温をチェックしてください。必
要であれば、支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x0
Time-Of-Day Battery Failure
深刻度

劣化

推奨されるアクション

コントローラーノードが問題を報告しており、交換が必要な場合があります。
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HPE 3PAR StoreServ 7400 のお客様のみ：

支援については、サポート窓口にご連絡ください。

HPE 3PAR StoreServ 7200 のお客様のみ：

サポート窓口に問い合わせて、障害の確認と、交換が必要な場合は、障害が発生したノードの正確な場所
の特定を行ってください。

このコンポーネントは、任意のカスタマーセルフリペアの対象になっています。

1）障害が発生したコンポーネントおよび交換部品番号の特定方法、2）新しい部品の注文方法、および
3）交換の実行方法については、以下のリソースを参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage サービスガイドは http://www.hpe.com/support/
3PAR_StoreServ_7000_ServiceGuide_en から入手可能

• HPE サービスメディアライブラリは http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

この修理に支援が必要な場合は、サポート窓口にお問い合わせください。

状態 0x1
Invalid Battery Configuration
深刻度

劣化

推奨されるアクション

HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage は適用外

状態 0x2
Link Error
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x5
Correctable Memory Error
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0xa
CPU Overheating
深刻度

劣化

推奨されるアクション

推奨されるアクション：
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1.「shownodeenv」コマンドを使用して、現在のシステムの温度と電圧を表示します。

2. 温度の制限を超えている場合、システムの換気装置が適切であり、室温が制限内であることを確認し
ます。

3. 温度が制限を超え続ける場合は、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0xb
CPU VRM Overheating
深刻度

劣化

推奨されるアクション

推奨されるアクション：

1.「shownodeenv」コマンドを使用して、現在のシステムの温度と電圧を表示します。

2. 温度の制限を超えている場合、システムの換気装置が適切であり、室温が制限内であることを確認し
ます。

3. 温度が制限を超え続ける場合は、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0xc
Control Cache DIMM Overheating
深刻度

劣化

推奨されるアクション

推奨されるアクション：

1.「shownodeenv」コマンドを使用して、現在のシステムの温度と電圧を表示します。

2. 温度の制限を超えている場合、システムの換気装置が適切であり、室温が制限内であることを確認し
ます。

3. 温度が制限を超え続ける場合は、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0xd
Node Offline Due to Failure
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0xe
Node Shutdown Manually
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。
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状態 0xf
CPU VRM Missing
深刻度

劣化

推奨されるアクション

電圧レギュレーターモジュールが存在しません。アラートが続く場合は、サービス窓口にご連絡くださ
い。

状態 0x10
CPU VRM Disabled
深刻度

劣化

推奨されるアクション

電圧レギュレーターモジュールが無効にされました。アラートが続く場合は、サービス窓口にご連絡くだ
さい。

状態 0x11
CPU VRM Power Fault
深刻度

劣化

推奨されるアクション

電源がオンのときに、電圧レギュレーターモジュールで障害が発生しました。アラートが続く場合は、
サービス窓口にご連絡ください。

状態 0x12
CPU BTI Overheating
深刻度

劣化

推奨されるアクション

推奨されるアクション：システムを監視してください。システムで解決されない他の CPU エラーが多す
ぎる場合は、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x13
CPU Dead
深刻度

劣化

推奨されるアクション

アラートがシステムによって解決されない場合は、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x14
CPU Watchdog Timeout Failure
深刻度

劣化

推奨されるアクション
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CPU のウォッチドッグタイマーがタイムアウトしました。ノードが自動的に再起動されることがありま
す。自動的に再起動されない場合は、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x15
CPU SMB Alert
深刻度

劣化

推奨されるアクション

サウスブリッジの CPU アラートが発生しました。アラートが自動的にはクリアされない場合は、サポー
ト窓口にご連絡ください。

状態 0x16
CPU Flash Fetch Error
深刻度

劣化

推奨されるアクション

フラッシュデバイスからの読み取り時に、CPU でエラーが発生しました。サポート窓口にお問い合わせ
ください。

状態 0x17
CPU Power Failure
深刻度

劣化

推奨されるアクション

システムが自動的に解決せずに多数の CPU エラーを生成した場合は、次に行うべき手順の説明について、
サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x18
CPU ESB Dead
深刻度

劣化

推奨されるアクション

アラートがシステムによって解決されない場合は、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x19
Node Fan Module 0 Failed
深刻度

劣化

推奨されるアクション

CLI コマンド「shownodeenv」を使用して、環境の測定値を監視してください。ファンのこのアラートが
続く場合は、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x1a
Node Fan Module 0 Not Present
深刻度

劣化
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推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x1b
Node MCU is Down
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x1c
Node Fan Module 0 Power Fault
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x1d
Node Fan Module 0 Under Limit
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x1e
Node Thermal State
深刻度

劣化

推奨されるアクション

温度状態（電圧、電流、温度、RPM）に関して、警告が発生しました。室温をチェックしてください。必
要であれば、支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x1f
Node Thermal Shutdown
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x20
Node Sensor LM92 Failed
深刻度

劣化

推奨されるアクション
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CLI コマンド「shownodeenv」を使用して、システムの現在の状態を表示します。すべてのセンサーの読
み取り値が許容範囲内にないか、有効な読み取り値を示していない点に注意してください。この情報につ
いては、サービス窓口にご連絡ください。

状態 0x21
Node Fan Module 1 Failed
深刻度

劣化

推奨されるアクション

指定されたノードのファンモジュールが故障しました。問題が解決しない場合は、サポート窓口にご連絡
ください。

状態 0x22
Node Fan Module 1 Not Present
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x23
Node Fan Module 1 Power Fault
深刻度

劣化

推奨されるアクション

指定されたノードのファンモジュールに、電源障害が発生しました。サポート窓口にお問い合わせくださ
い。

状態 0x24
Node Fan Module 1 Under Limit
深刻度

劣化

推奨されるアクション

指定されたノードのファンモジュールの RPM は、下限値を下回っています。アラートが自動的に解決さ
れない場合は、サービス窓口にご連絡ください。

0x01a00fa
タイプ

コンポーネントの状態変化

メッセージ

Node <node_id> Failed (<list of: State String {State Value}>)
状態

Node Therm Shutdown
深刻度

メジャー
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推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態

Node Therm State
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

温度状態（電圧、電流、温度、RPM）に関して、警告が発生しました。室温をチェックしてください。必
要であれば、支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x2
Link Error
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x3
Uncorrectable Memory Error
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

コントローラーノードが問題を報告しており、交換が必要な場合があります。

HPE 3PAR StoreServ 7400 のお客様のみ：

支援については、サポート窓口にご連絡ください。

HPE 3PAR StoreServ 7200 のお客様のみ：

サポート窓口に問い合わせて、障害の確認と、交換が必要な場合は、障害が発生したノードの正確な場所
の特定を行ってください。

このコンポーネントは、任意のカスタマーセルフリペアの対象になっています。

1）障害が発生したコンポーネントおよび交換部品番号の特定方法、2）新しい部品の注文方法、および
3）交換の実行方法については、以下のリソースを参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage サービスガイドは http://www.hpe.com/support/
3PAR_StoreServ_7000_ServiceGuide_en から入手可能

• HPE サービスメディアライブラリは http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

この修理に支援が必要な場合は、サポート窓口にお問い合わせください。

状態 0x4
Multiple Uncorrectable Memory Error
深刻度

メジャー

推奨されるアクション
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コントローラーノードが問題を報告しており、交換が必要な場合があります。

HPE 3PAR StoreServ 7400 のお客様のみ：

支援については、サポート窓口にご連絡ください。

HPE 3PAR StoreServ 7200 のお客様のみ：

サポート窓口に問い合わせて、障害の確認と、交換が必要な場合は、障害が発生したノードの正確な場所
の特定を行ってください。

このコンポーネントは、任意のカスタマーセルフリペアの対象になっています。

1）障害が発生したコンポーネントおよび交換部品番号の特定方法、2）新しい部品の注文方法、および
3）交換の実行方法については、以下のリソースを参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage サービスガイドは http://www.hpe.com/support/
3PAR_StoreServ_7000_ServiceGuide_en から入手可能

• HPE サービスメディアライブラリは http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

この修理に支援が必要な場合は、サポート窓口にお問い合わせください。

状態 0x5
Correctable Memory Error
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x6
Internal System Error
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x7
Hardware Watchdog Error
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x8
PCI Error
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x9
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Driver Software Error
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0xa
CPU Overheating
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

推奨されるアクション：

1. CLI コマンド「shownodeenv」を使用して、現在のシステムの温度と電圧を表示してください。

2. 温度の制限を超えている場合、システムの換気装置が適切であり、室温が制限内であることを確認し
ます。

3. 温度が制限を超え続ける場合は、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0xb
CPU VRM Overheating
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

推奨されるアクション：

1. CLI コマンド「shownodeenv」を使用して、現在のシステムの温度と電圧を表示してください。

2. 温度の制限を超えている場合、システムの換気装置が適切であり、室温が制限内であることを確認し
ます。

3. 温度が制限を超え続ける場合は、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0xc
Control Cache DIMM Overheating
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0xd
Node Offline Due to Failure
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。
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状態 0xe
Node Shutdown Manually
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0xf
CPU VRM Missing
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

電圧レギュレーターモジュールが存在しません。アラートが続く場合は、サービス窓口にご連絡くださ
い。

状態 0x10
CPU VRM Disabled
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

電圧レギュレーターモジュールが無効になっています。アラートが続く場合は、サービス窓口にご連絡く
ださい。

状態 0x11
CPU VRM Power Fault
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

電源がオンのときに、電圧レギュレーターモジュールで障害が発生しました。アラートが続く場合は、
サービス窓口にご連絡ください。

状態 0x12
CPU BTI Overheating
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

推奨されるアクション：システムを監視してください。システムで解決されない他の CPU エラーが多す
ぎる場合は、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x13
CPU Dead
深刻度

メジャー

推奨されるアクション
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アラートがシステムによって解決されない場合は、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x14
CPU Watchdog Timeout Failure
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

CPU のウォッチドッグタイマーがタイムアウトしました。ノードが自動的に再起動されることがありま
す。自動的に再起動されない場合は、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x15
CPU SMB Alert
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

サウスブリッジの CPU アラートが発生しました。アラートが自動的にはクリアされない場合は、サポー
ト窓口にご連絡ください。

状態 0x16
CPU Flash Fetch Error
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

フラッシュデバイスからの読み取り時に、CPU でエラーが発生しました。サポート窓口にお問い合わせ
ください。

状態 0x17
CPU Power Failure
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

システムが自動的に解決せずに多数の CPU エラーを生成した場合は、次に行うべき手順の説明について、
サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x18
CPU ESB Dead
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

アラートがシステムによって解決されない場合は、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x19
Node Fan Module 0 Failed
深刻度

メジャー
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推奨されるアクション

CLI コマンド「shownodeenv」を使用して、環境の測定値を監視してください。ファンのこのアラートが
続く場合は、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x1a
Node Fan Module 0 Not Present
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x1b
Node MCU is Down
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x1c
Node Fan Module 0 Power Fault
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x1d
Node Fan Module 0 Under Limit
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x1e
Node Thermal State
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

温度状態（電圧、電流、温度、RPM）に関して、警告が発生しました。室温をチェックしてください。必
要であれば、支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x1f
Node Thermal Shutdown
深刻度

メジャー

推奨されるアクション
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注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x20
Node Sensor LM92 Failed
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

CLI コマンド「shownodeenv」を使用してシステムの現在の状態を表示し、サービス窓口にご連絡くださ
い。

状態 0x21
Node Fan Module 1 Failed
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

指定されたノードのファンモジュールが故障しました。問題が解決しない場合は、サポート窓口にご連絡
ください。

状態 0x22
Node Fan Module 1 Not Present
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x23
Node Fan Module 1 Power Fault
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

指定されたノードのファンモジュールに、電源障害が発生しました。サポート窓口にお問い合わせくださ
い。

状態 0x24
Node Fan Module 1 Under Limit
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

指定されたノードのファンモジュールの RPM は、下限値を下回っています。アラートが自動的に解決さ
れない場合は、サービス窓口にご連絡ください。

0x01b0001
タイプ

Power Supply

メッセージ
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Node <node_id> Power Supply <power_supply_id> not present
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x01b0002
タイプ

電源の DC ステータス

メッセージ

Node <node_id> Power Supply <power_supply_number> DC FAIL
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x01b0003
タイプ

電源の AC ステータス

メッセージ

Node <node_id> Power Supply <power supply_id> AC FAIL
深刻度

劣化

推奨されるアクション

指定された電源装置が AC 入力を喪失しました。そのノードの電源領域に現在冗長性がありません。推
奨されるアクション：電源ケーブルがアクティブな AC 電源に正しく接続されていることを確認します。
問題が解決しない場合は、サポート窓口にご連絡ください。

0x01b0004
タイプ

電源のファンステータス

メッセージ

Node <node_id> Power Supply <power supply_id> Fan FAIL
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x01b0005
タイプ
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電源の充電装置ステータス

メッセージ

Node <node_id> Power Supply <power supply_id> Charger Overload
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x01b0009
タイプ

電源タイプが不一致

メッセージ

[[hw_node]]: Power supply types do not match.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x01b0015
タイプ

VSC 055 内部エラー

メッセージ

[[hw_node]] <vsc_intrpt> VSC Interrupt (<vsc_value>) is <action1> -
<action2>.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x01b00de
タイプ

コンポーネントの状態変化

メッセージ

Node <node_id> Power Supply <power_supply_id> Degraded (<list of: State
String {State Value}>)
状態 0x6
Not Present
深刻度

劣化

推奨されるアクション
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注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x8
Oscillating Presence
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x9
Oscillating DC Failure
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0xa
Oscillating AC Failure
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0xb
Oscillating Fan Failure
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0xc
Oscillating Charger Overload
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0xd
Oscillating Battery Failure
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0xe
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Switched Off
深刻度

劣化

推奨されるアクション

電源スイッチを確認します。スイッチがオンの位置にある場合は、サービス窓口にご連絡ください。

状態 0x13
Disabled
深刻度

劣化

推奨されるアクション

電源スイッチを確認します。スイッチがオンの位置にある場合は、サービス窓口にご連絡ください。

状態 0x15
I2C Failed
深刻度

劣化

推奨されるアクション

Nemoe は、i2c インターフェイスを使用して電源と通信できません。サポート窓口にお問い合わせくださ
い。

0x01b00fa
タイプ

コンポーネントの状態変化

メッセージ

Node <node_id> Power Supply <power_supply_id> Failed (<list of: State String
{State Value}>)
状態 0x0
Invalid Battery Count
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x1
DC Failed
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x2
AC Failed
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深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x3
Fan Failed
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x4
Charger Overload
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x7
Invalid Firmware
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0xf
Over Voltage
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

電源を調べます。アラートが続く場合は、サービス窓口にご連絡ください。

状態 0x10
Under Voltage
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

電源を調べます。アラートが続く場合は、サービス窓口にご連絡ください。

状態 0x11
Over Current
深刻度

メジャー
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推奨されるアクション

電源を調べます。アラートが続く場合は、サービス窓口にご連絡ください。

状態 0x12
Over Temperature
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

電源を調べます。アラートが続く場合は、サービス窓口にご連絡ください。

状態 0x14
Alert Asserted
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

必要なアクションはありません。

0x01d0001
タイプ

BIOS EEPROM ログイベント

メッセージ

Node <node_id> log : Code <code> (<reason>) - Subcode 0x<subcode> (<data>)
<timestamp>
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x01e0001
タイプ

ケージログイベント

メッセージ

Cage cage<cage_id><side>, port <up to four node:slot:port tuples>, cage time
<time_event>. Internal parameters: <error_code> <error_flag> <additional
parameters>.
深刻度

情報

推奨されるアクション

説明：ケージログイベントが生成されました。

解決策：以降のアクションのために、イベントの内容を評価してください。
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0x01e0005
タイプ

ケージコアダンプイベント

メッセージ

Cage COREDUMP: recovered file <file_name>
深刻度

マイナー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x01e0006
タイプ 1

servicemag が PD の解除に失敗しました: cage <cageid>, mag <magid>, taskid <taskid>, pd <pdid>:
error <smag_err> - <text>

メッセージ

servicemag failed to dismiss PD: cage <cage_id>, mag <mag_id>, taskid
<task_id>, pd <pd_id>: error <smag_err> - <text>
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

タイプ 2

servicemag が PD の解除に失敗しました

メッセージ

servicemag failed to dismiss PD: cage <cage_id>, mag <mag_id>, taskid
<task_id>, pd <pd_id>: error <smag_err> - <text>
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x01e0007
タイプ

クリティカルな ESI ポート数、1 まで減少

メッセージ

<cage_name> is connected but is down to one valid Enclosue Services Interface
(ESI) port.
深刻度

劣化

推奨されるアクション
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注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x01e0008
タイプ

クリティカルな ESI ポート数、1 つのみ有効

メッセージ

<cage_name> is connected but has only one valid Enclosue Services Interface
(ESI) port.
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x01e0009
タイプ

クリティカルな ESI ポート数、喪失

メッセージ

Lost communication to <cage_name> on all Enclosue Services Interface (ESI)
ports.
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x01e000a
タイプ

無効なケージ分離構成

メッセージ

Cage <cage_id> (WWN 0x<cage_wwn>) is not directly attached to node on either
loop
深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x01e000b
タイプ

無効なケージ分離構成

メッセージ

Cage <cage_id> (WWN 0x<cage_wwn>) is not directly attached to node on either
loop
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深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x01e000c
タイプ

無効なケージ混在構成

メッセージ

Cage <cage_name> in daisy chain config with cage <cage_name> on port
<node>:<slot>:<port>. Mixed cage types are not allowed in daisy chain
configuration.
深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x01e000d
タイプ

無効なケージ不明構成

メッセージ

Can’t tell cage order on port <node>:<slot>:<port>
深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x01e000e
タイプ

無効なケージパートナー構成

メッセージ

Cage <cage_id> (WWN 0x<cage_wwn>) is paired with different partners. SideA
with cage <cage_name> and sideB with cage <cage_name>
深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x01e000f
タイプ

無効なケージ最大ケージ構成
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メッセージ

More than <count> cages reported port <node>:<slot>:<port>
深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x01e0010
タイプ

無効なケージ 2 回構成

メッセージ

Cage <cage_id> (WWN 0x<cage_wwn>) reported twice on port
<node>:<slot>:<port>. This means that both loops of this cage are daisy
chained together
深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x01e0011
タイプ

不明なケージ構成

メッセージ

Unknown cage configuration error code <err_code>.
深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x01e0012
タイプ

ケージコアダンプイベント - 詳細 - 0

メッセージ

Cage COREDUMP: retrieve failed: <cd_errno_str> - Failed to retrieve core dump
from cage <jb_name>.
深刻度

マイナー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。
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0x01e0013
タイプ

ケージコアダンプイベント - 詳細 - 1

メッセージ

Cage COREDUMP: retrieve failed: <cd_errno_str> - Failed to retrieve full core
dump from cage <jb_name> (page <page> of <pages>).
深刻度

マイナー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x01e0014
タイプ

ケージコアダンプイベント - 詳細 - 2

メッセージ

Cage COREDUMP: retrieve failed: <cd_errno_str> - Cage <jb_name> core dump has
invalid magic.
深刻度

マイナー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x01e0015
タイプ

ケージコアダンプイベント - 詳細 - 3

メッセージ

Cage COREDUMP: retrieve failed: <cd_errno_str> - Cage <jb_name> core dump has
invalid size 0x<total_size>.
深刻度

マイナー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x01e0016
タイプ

ケージコアダンプイベント - 非常に詳細 - 0

メッセージ

Cage COREDUMP: retrieve failed: <cd_files> <cd_errno_str> - Failed to create
cage core dump <cd_files>.
深刻度
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マイナー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x01e0017
タイプ

ケージコアダンプイベント - 非常に詳細 - 1

メッセージ

Cage COREDUMP: retrieve failed: <cd_files> <cd_errno_str> - Failed to write
cage <jb_name> core dump (page <page> of <pages>).
深刻度

マイナー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x01e0018
タイプ

ケージログイベント、ファームウェアのパニック

メッセージ

Cage cage<cage_id><side>, port <port>, cage time <time_event>. Cage Firmware
panic due to <panic_reason>. Panic count is <count> (0x<code>). Internal
parameters: <error_code> <error_flag> <param1>
深刻度

情報

推奨されるアクション

説明：指定したケージでファームウェアのパニックが発生しました。

解決策：追加情報については、次のレベルのサポートにお問い合わせください。

0x01e0019
タイプ

ケージログイベント、ミッドプレーン ESI

メッセージ

Cage cage<cage_id><side>, port <port>, cage time <time_event>. Cage Midplane
<fpga> ESI<esi> <esi_errors>: <ecode>. Internal parameters: <error_code>
<error_flag> <param>
深刻度

情報

推奨されるアクション

説明：内部エンクロージャーのハードウェアエラーが発生しました。1 つ以上の通信チャネルが無効にな
りました。
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解決策：エンクロージャーを交換してください。1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番
号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交換する方法については、以下の資料を参照してくださ
い。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

0x01e001a
タイプ

ケージログイベント、ミッドプレーン

メッセージ

Cage cage<cage_id><side>, port <port>, cage time <time_event>. Cage Midplane
<fpga> <esi_errors>: <ecode>. Internal parameters: <error_code> <error_flag>
<add_param>
深刻度

情報

推奨されるアクション

説明：内部エンクロージャーのハードウェアエラーが発生しました。1 つ以上の通信チャネルが無効にな
りました。

解決策：エンクロージャーを交換してください。1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番
号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交換する方法については、以下の資料を参照してくださ
い。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

0x01e001b
タイプ

ケージログイベント、ポスト

メッセージ

Cage cage<cage_id><side>, port <port>, cage time <time_event>. Cage POST
<tests> <error> <code1><code2><code3><code4>. Internal parameters:
<error_code> <error_flag> <param2>
深刻度

情報

推奨されるアクション

説明：ケージの電源オンイベントが生成されました。

解決策：以降のアクションのために、イベントの内容を評価してください。

0x01e001c
タイプ
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ケージログイベント、ミッドプレーン LM87

メッセージ

Cage cage<cage_id><side>, port <port>, cage time <time_event>. Cage Midplane
LM87 <error> (<ecode>). Internal parameters: <error_code> <error_flag>
<param3>
深刻度

情報

推奨されるアクション

説明：指定されたケージで、ハードウェアの問題が発生しています。

解決策：追加情報については、次のレベルのサポートにお問い合わせください。

0x01e001d
タイプ

ケージログイベント、ミッドプレーン PMC

メッセージ

Cage cage<cage_id><side>, port <port>, cage time <time_event>. Cage Midplane
PMC <id> Revision <rev> not supported. Internal parameters: <error_code>
<error_flag> <param4>
深刻度

情報

推奨されるアクション

説明：指定されたケージで、ハードウェアの問題が発生しています。

解決策：追加情報については、次のレベルのサポートにお問い合わせください。

0x01e00de
タイプ

コンポーネントの状態変化

メッセージ

Cage <cage_id> Degraded (<list of: State String {State Value}>)
状態 0x1
Temperature Under Warning Threshold
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。指定されたケージの温度が、温度の下限の警告しきい値に達しま
した。推奨されるアクション：ファンが故障していないか、および換気の障害となっているものがないか
チェックしてください。すべてのドライブブランクパネルが設置されていることを確認してください。
また、環境の状態をチェックしてください。問題が解決しない場合は、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x2
Operators Panel Failed
深刻度
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劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。指定されたケージの LCD ディスプレイで障害が発生しました。
サポート窓口にお問い合わせください。

状態 0x2
Temperature Under Failure Threshold
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。指定したケージの温度が下限の温度しきい値に達しました。推
奨されるアクション：ファンが故障していないか、および換気の障害となっているものがないかチェック
してください。すべてのドライブブランクパネルが設置されていることを確認してください。また、環境
の状態をチェックしてください。問題が解決しない場合は、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x3
Operators Panel Warning
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。指定したケージの LCD ディスプレイに警告状態が発生しまし
た。サポート窓口にお問い合わせください。

状態 0x3
Temperature Over Warning Threshold
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。指定したケージの温度が上限の温度警告しきい値を超過しまし
た。推奨されるアクション：ファンが故障していないか、および換気の障害となっているものがないか
チェックしてください。すべてのドライブブランクパネルが設置されていることを確認してください。
また、環境の状態をチェックしてください。問題が解決しない場合は、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x4
Temperature Over Failure Threshold
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。指定したケージの温度が上限の温度しきい値を超過しました。
推奨されるアクション：ファンが故障していないか、および換気の障害となっているものがないかチェッ
クしてください。すべてのドライブブランクパネルが設置されていることを確認してください。また、環
境の状態をチェックしてください。問題が解決しない場合は、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x4
Unsupported Cage
深刻度

劣化
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推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x5
Operators Panel Not_Present
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。指定したケージの LCD ディスプレイが存在していないように見
えます。サポート窓口にお問い合わせください。

状態 0x5
Unsupported Link Speed
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x7
Operators Panel Not_Available
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。指定したケージの LCD ディスプレイが使用できません。詳細に
ついては、HPE のサポート窓口にお問い合わせください。

状態 0x10
Loop Offline
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x40
Single ESI Port
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x800
Firmware CPU Old
深刻度

劣化

推奨されるアクション
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注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x4000
Loops connected to invalid node
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x8000
Loops moved
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x01e00fa
タイプ

コンポーネントの状態変化

メッセージ

Cage <cage_id> Failed (<list of: State String {State Value}>)
状態 0x1
Temperature Under Warning Threshold
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。指定されたケージの温度が、温度の下限の警告しきい値に達しま
した。推奨されるアクション：ファンが故障していないか、および換気の障害となっているものがないか
チェックしてください。すべてのドライブブランクパネルが設置されていることを確認してください。
また、環境の状態をチェックしてください。問題が解決しない場合は、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x2
Temperature Under Failure Threshold
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。指定したケージの温度が下限の温度しきい値に達しました。推
奨されるアクション：ファンが故障していないか、および換気の障害となっているものがないかチェック
してください。すべてのドライブブランクパネルが設置されていることを確認してください。また、環境
の状態をチェックしてください。問題が解決しない場合は、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x3
Temperature Over Warning Threshold
深刻度
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メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。指定したケージの温度が上限の温度警告しきい値を超過しまし
た。推奨されるアクション：ファンが故障していないか、および換気の障害となっているものがないか
チェックしてください。すべてのドライブブランクパネルが設置されていることを確認してください。
また、環境の状態をチェックしてください。問題が解決しない場合は、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x4
Temperature Over Failure Threshold
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。指定したケージの温度が上限の温度しきい値を超過しました。
推奨されるアクション：ファンが故障していないか、および換気の障害となっているものがないかチェッ
クしてください。すべてのドライブブランクパネルが設置されていることを確認してください。また、環
境の状態をチェックしてください。問題が解決しない場合は、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x20
Inaccessible
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x80
No ESI Port
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x100
Loop Map Fail
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x200
Side 0 Inaccessible
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x400
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Side 1 Inaccessible
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x1000
Firmware CPU Unknown
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x2000
Link Speed Changed
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x01f0001
タイプ

SSD と別の RPM との混合はサポートされていない

メッセージ

Admitpd does not allow mixing SSDs with different RPMs and did not admit SSD
WWN <ssd_wwn>.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

対応は不要です。

0x01f00de
タイプ

コンポーネントの状態変化

メッセージ 1
Disk <wwn_id> Degraded (<list of: State String {State Value}>)
状態 0x2
New Offloop
深刻度

劣化

推奨されるアクション
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対応は不要です。

メッセージ 2
Disk <wwn_id> Degraded (<list of: State String {State Value}>)
状態 0x3
New Onloop
深刻度

劣化

推奨されるアクション

対応は不要です。

メッセージ 3
Disk <wwn_id> Degraded (<list of: State String {State Value}>)
状態 0x4
Spinup
深刻度

劣化

推奨されるアクション

対応は不要です。

メッセージ 4
Disk <wwn_id> Degraded (<list of: State String {State Value}>)
状態 0x6
Fail To Spinup
深刻度

劣化

推奨されるアクション

対応は不要です。

メッセージ 5
Disk <wwn_id> Degraded (<list of: State String {State Value}>)
状態 0x7
Loop Failure
深刻度

劣化

推奨されるアクション

対応は不要です。

メッセージ 6
Disk <wwn_id> Degraded (<list of: State String {State Value}>)
状態 0x8
Drive Error Bit Set
深刻度
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劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 7
Disk <wwn_id> Degraded (<list of: State String {State Value}>)
状態 0x9
Sysmgr Bypassed
深刻度

劣化

推奨されるアクション

対応する必要はありません。

メッセージ 8
Disk <wwn_id> Degraded (<list of: State String {State Value}>)
状態 0xa
Port Bypassed
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 9
Disk <wwn_id> Degraded (<list of: State String {State Value}>)
状態 0xb
Drive Not Ready
深刻度

劣化

推奨されるアクション

対応する必要はありません。

メッセージ 10
Disk <wwn_id> Degraded (<list of: State String {State Value}>)
状態 0xc
Sysmgr Spundown
深刻度

劣化

推奨されるアクション

対応する必要はありません。

メッセージ 11
Disk <wwn_id> Degraded (<list of: State String {State Value}>)
状態 0xf
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Spindown Request Failed
深刻度

劣化

推奨されるアクション

対応する必要はありません。

メッセージ 12
Disk <wwn_id> Degraded (<list of: State String {State Value}>)
状態 0x11
Relocating
深刻度

劣化

推奨されるアクション

対応する必要はありません。

メッセージ 13
Disk <wwn_id> Degraded (<list of: State String {State Value}>)
状態 0x12
Servicing
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 14
Disk <wwn_id> Degraded (<list of: State String {State Value}>)
状態 0x80
Notready
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 15
Disk <wwn_id> Degraded (<list of: State String {State Value}>)
状態 0x81
Missing
深刻度

劣化

推奨されるアクション

対応する必要はありません。

メッセージ 16

アラート 183



Disk <wwn_id> Degraded (<list of: State String {State Value}>)
状態 0x81
Missing
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 17
Disk <wwn_id> Degraded (<list of: State String {State Value}>)
状態 0x82
Invalid connections
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 18
Disk <wwn_id> Degraded (<list of: State String {State Value}>)
状態 0x83
Not Available For Allocations
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 19
Disk <wwn_id> Degraded (<list of: State String {State Value}>)
状態 0x84
Old Firmware
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 20
Disk <wwn_id> Degraded (<list of: State String {State Value}>)
状態 0x85
Disabled A Port
深刻度

劣化

推奨されるアクション
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注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 21
Disk <wwn_id> Degraded (<list of: State String {State Value}>)
状態 0x86
Missing A Port
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 22
Disk <wwn_id> Degraded (<list of: State String {State Value}>)
状態 0x87
Errors on A Port
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。ケーブルを確認します。問題が解決しない場合は、ドライブを取
り付け直してください。それでも問題が解決しない場合は、エンクロージャーを交換するか、HPE のサ
ポート窓口にお問い合わせください。

メッセージ 23
Disk <wwn_id> Degraded (<list of: State String {State Value}>)
状態 0x88
Prolonged Missing A Port
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 24
Disk <wwn_id> Degraded (<list of: State String {State Value}>)
状態 0x89
Disabled B Port
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 25
Disk <wwn_id> Degraded (<list of: State String {State Value}>)
状態 0x8a
Missing B Port
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深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 26
Disk <wwn_id> Degraded (<list of: State String {State Value}>)
状態 0x8b
Errors on B Port
深刻度

劣化

推奨されるアクション

ケーブルを確認します。問題が解決しない場合は、ドライブを取り付け直してください。それでも問題が
解決しない場合は、エンクロージャーを交換するか、HPE のサポート窓口にお問い合わせください。

メッセージ 27
Disk <wwn_id> Degraded (<list of: State String {State Value}>)
状態 0x8c
Prolonged Missing B Port
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 28
Disk <wwn_id> Degraded (<list of: State String {State Value}>)
状態 0x95
Over Temperature Warning
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 29
Disk <wwn_id> Degraded (<list of: State String {State Value}>)
状態 0x95
Temperature Over Warning
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 30
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Disk <wwn_id> Degraded (<list of: State String {State Value}>)
状態 0x96
Over Temperature Alert
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 31
Disk <wwn_id> Degraded (<list of: State String {State Value}>)
状態 0x96
Temperature Over Alert
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 32
Disk <wwn_id> Degraded (<list of: State String {State Value}>)
状態 0x96
Over Temperature Alert
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 33
Disk <wwn_id> Degraded (<list of: State String {State Value}>)
状態 0x96
Temperature Over Alert
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 34
Disk <wwn_id> Degraded (<list of: State String {State Value}>)
状態 0x97
Formatting
深刻度

劣化

推奨されるアクション
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注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 35
Disk <wwn_id> Degraded (<list of: State String {State Value}>)
状態 0x98
Invalid Media
深刻度

劣化

推奨されるアクション

説明：物理ディスクドライブが故障したため、交換が必要です。

解決策：物理ドライブを交換してください。

1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

メッセージ 36
Disk <wwn_id> Degraded (<list of: State String {State Value}>)
状態 0x99
Failed Hardware
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 37
Disk <wwn_id> Degraded (<list of: State String {State Value}>)
状態 0x9a
Smart Threshold Exceeded
深刻度

劣化

推奨されるアクション

説明：物理ディスクドライブが故障したため、交換が必要です。

解決策：物理ドライブを交換してください。

1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能
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メッセージ 38
Disk <wwn_id> Degraded (<list of: State String {State Value}>)
状態 0x9b
Multiple Chunklets Media Bad
深刻度

劣化

推奨されるアクション

説明：物理ディスクドライブが故障したため、交換が必要です。

解決策：物理ドライブを交換してください。

1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

メッセージ 39
Disk <wwn_id> Degraded (<list of: State String {State Value}>)
状態 0x9c
Media Failed
深刻度

劣化

推奨されるアクション

説明：物理ディスクドライブが故障したため、交換が必要です。

解決策：物理ドライブを交換してください。

1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

メッセージ 40
Disk <wwn_id> Degraded (<list of: State String {State Value}>)
状態 0x9d
Increased Error Count
深刻度

劣化

推奨されるアクション

説明：物理ディスクドライブが故障したため、交換が必要です。

解決策：物理ドライブを交換してください。
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1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

メッセージ 41
Disk <wwn_id> Degraded (<list of: State String {State Value}>)
状態 0x9e
DIF Threshold Exceeded
深刻度

劣化

推奨されるアクション

説明：物理ディスクドライブが故障したため、交換が必要です。

解決策：物理ドライブを交換してください。

1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

メッセージ 42
Disk <wwn_id> Degraded (<list of: State String {State Value}>)
状態 0x9f
Prolonged Not Ready
深刻度

劣化

推奨されるアクション

説明：物理ディスクドライブが故障したため、交換が必要です。

解決策：物理ドライブを交換してください。

1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

メッセージ 43
Disk <wwn_id> Degraded (<list of: State String {State Value}>)
状態 0xa1
No Valid Ports
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深刻度

劣化

推奨されるアクション

説明：物理ディスクドライブが故障したため、交換が必要です。

解決策：物理ドライブを交換してください。

1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

メッセージ 44
Disk <wwn_id> Degraded (<list of: State String {State Value}>)
状態 0xa3
Inquiry Failed
深刻度

劣化

推奨されるアクション

説明：物理ディスクドライブが故障したため、交換が必要です。

解決策：物理ドライブを交換してください。

1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

メッセージ 45
Disk <wwn_id> Degraded (<list of: State String {State Value}>)
状態 0xa4
Unit Ready Failed
深刻度

劣化

推奨されるアクション

説明：物理ディスクドライブが故障したため、交換が必要です。

解決策：物理ドライブを交換してください。

1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。
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• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

メッセージ 46
Disk <wwn_id> Degraded (<list of: State String {State Value}>)
状態 0xa5
Read Capacity Failed
深刻度

劣化

推奨されるアクション

説明：物理ディスクドライブが故障したため、交換が必要です。

解決策：物理ドライブを交換してください。

1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

メッセージ 47
Disk <wwn_id> Degraded (<list of: State String {State Value}>)
状態 0xa6
Write Label Failed
深刻度

劣化

推奨されるアクション

説明：物理ディスクドライブが故障したため、交換が必要です。

解決策：物理ドライブを交換してください。

1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

メッセージ 48
Disk <wwn_id> Degraded (<list of: State String {State Value}>)
状態 0xa8
Read Label Failed
深刻度

劣化
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推奨されるアクション

説明：物理ディスクドライブが故障したため、交換が必要です。

解決策：物理ドライブを交換してください。

1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

メッセージ 49
Disk <wwn_id> Degraded (<list of: State String {State Value}>)
状態 0xa9
Medium Format Corrupted
深刻度

劣化

推奨されるアクション

説明：物理ディスクドライブが故障したため、交換が必要です。

解決策：物理ドライブを交換してください。

1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

メッセージ 50
Disk <wwn_id> Degraded (<list of: State String {State Value}>)
状態 0xaa
Low Wear Level Remaining
深刻度

劣化

推奨されるアクション

説明：物理ディスクドライブが故障したため、交換が必要です。

解決策：物理ドライブを交換してください。

1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

メッセージ 51
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Disk <wwn_id> Degraded (<list of: State String {State Value}>)
状態 0xab
Miscompare
深刻度

劣化

推奨されるアクション

説明：物理ディスクドライブが故障したため、交換が必要です。

解決策：物理ドライブを交換してください。

1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

メッセージ 52
Disk <wwn_id> Degraded (<list of: State String {State Value}>)
状態 0xac
Invalid Cage
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。7000 シリーズプラットフォーム：推奨されるアクション：ケー
ブルを確認します。問題が続く場合は、ドライブを取り付け直します。それでも問題が解決しない場合
は、ドライブを交換します。それでも問題が解決しない場合は、エンクロージャーを交換します。詳細と
サポートについて詳しくは、HPE のサポート窓口にお問い合わせください。

その他のすべてのプラットフォーム：注意が必要なイベントが発生しました。詳細については、HPE の
サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージ 53
Magazine <mag_id> Physical Disk <pd_id> Degraded (<list of: State String
{State Value}>)
状態 0xa7
Mode Page Update Failed
深刻度

劣化

推奨されるアクション

説明：物理ディスクドライブが故障したため、交換が必要です。

解決策：物理ドライブを交換してください。

1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。
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• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

メッセージ 54
Disk <wwn_id> Degraded (<list of: State String {State Value}>)
状態 0xae
Slow Drive
深刻度

劣化

推奨されるアクション

説明：物理ディスクドライブが故障したため、交換が必要です。

解決策：物理ドライブを交換してください。

1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

0x01f00fa
タイプ

コンポーネントの状態変化

メッセージ

Disk <wwn_id> Failed (<list of: State String {State Value}>)
状態 0x40
Invalid Label
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：物理ディスクドライブが故障したため、交換が必要です。

解決策：物理ドライブを交換してください。

1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

状態 0x41
Invalid Capacity
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深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：物理ディスクドライブが故障したため、交換が必要です。

解決策：物理ドライブを交換してください。

1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

状態 0x42
Invalid Type
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：物理ディスクドライブが故障したため、交換が必要です。

解決策：物理ドライブを交換してください。

1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

状態 0x43
Invalid Firmware
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：物理ディスクドライブが故障したため、交換が必要です。

解決策：物理ドライブを交換してください。

1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

状態 0x44
Invalid Block Size
深刻度
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メジャー

推奨されるアクション

説明：物理ディスクドライブが故障したため、交換が必要です。

解決策：物理ドライブを交換してください。

1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

状態 0x45
Vacated
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：物理ディスクドライブが故障したため、交換が必要です。

解決策：物理ドライブを交換してください。

1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

状態 0x46
Replace Drive
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：物理ディスクドライブが故障したため、交換が必要です。

解決策：物理ドライブを交換してください。

1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

状態 0x98
Invalid Media
深刻度

メジャー

アラート 197

http://www.hpe.com/jp/support
http://www.hpe.com/support/sml-csr
http://www.hpe.com/jp/support
http://www.hpe.com/support/sml-csr
http://www.hpe.com/jp/support
http://www.hpe.com/support/sml-csr


推奨されるアクション

説明：物理ディスクドライブが故障したため、交換が必要です。

解決策：物理ドライブを交換してください。

1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

状態 0x99
Failed Hardware
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：物理ディスクドライブが故障したため、交換が必要です。

解決策：物理ドライブを交換してください。

1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

状態 0x9a
Smart Threshold Exceeded
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：物理ディスクドライブが故障したため、交換が必要です。

解決策：物理ドライブを交換してください。

1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

状態 0x9b
Multiple Chunklets Media Bad
深刻度

メジャー

推奨されるアクション
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説明：物理ディスクドライブが故障したため、交換が必要です。

解決策：物理ドライブを交換してください。

1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

状態 0x9c
Media Failed
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：物理ディスクドライブが故障したため、交換が必要です。

解決策：物理ドライブを交換してください。

1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

状態 0x9d
Increased Error Count
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：物理ディスクドライブが故障したため、交換が必要です。

解決策：物理ドライブを交換してください。

1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

状態 0x9f
Prolonged Not Ready
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：物理ディスクドライブが故障したため、交換が必要です。
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解決策：物理ドライブを交換してください。

1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

状態 0xa0
Prolonged Missing
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：物理ディスクドライブが故障したため、交換が必要です。

解決策：物理ドライブを交換してください。

1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

状態 0xa1
No Valid Ports
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：物理ディスクドライブが故障したため、交換が必要です。

解決策：物理ドライブを交換してください。

1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

状態 0xa2
Invalid
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：物理ディスクドライブが故障したため、交換が必要です。

解決策：物理ドライブを交換してください。
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1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

状態 0xa3
Inquiry Failed
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：物理ディスクドライブが故障したため、交換が必要です。

解決策：物理ドライブを交換してください。

1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

状態 0xa4
Unit Ready Failed
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：物理ディスクドライブが故障したため、交換が必要です。

解決策：物理ドライブを交換してください。

1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

状態 0xa5
Read Capacity Failed
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：物理ディスクドライブが故障したため、交換が必要です。

解決策：物理ドライブを交換してください。
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1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

状態 0xa6
Write Label Failed
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：物理ディスクドライブが故障したため、交換が必要です。

解決策：物理ドライブを交換してください。

1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

状態 0xa7
Mode Page Update Failed
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：物理ディスクドライブが故障したため、交換が必要です。

解決策：物理ドライブを交換してください。

1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

状態 0xa8
Read Label Failed
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：物理ディスクドライブが故障したため、交換が必要です。

解決策：物理ドライブを交換してください。
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1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

0x0200006
タイプ

GUI サーバーがシステムマネージャーと通信できない

メッセージ

Client address <IP_address> port <port_number>, connection closed
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0200009
タイプ

認証ライブラリの内部エラー

メッセージ

Authentication internal error. Client address <IPaddr> port <port>
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0210001
タイプ

InForm GUI がイベントフィルターへの接続を喪失

メッセージ

Binary data
深刻度

不明

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0220001
タイプ

まもなくバッテリ切れ
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メッセージ

Node <node_id> PS <power_supply_id> Battery <battery_id> will expire in
<number> <"day"/"days"> [Replace Battery soon]
深刻度

情報

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0220010
タイプ

バッテリのアサートに失敗

メッセージ

Node <node_id> PS <power_supply_id> Battery <battery_id>: Battery Failed
during battery test.
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0220014
タイプ

バッテリのタイプが不一致

メッセージ

[[hw_node]] [[hw_ps]]: Battery types do not match.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0220017
タイプ

まもなくバッテリ切れ

メッセージ

BBU will expire soon
深刻度

情報

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。
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0x02200de
タイプ

コンポーネントの状態変化

メッセージ

Node <node_id> [Power Supply <power_supply_id>] Battery <battery_id> Degraded
(<list of: State String {State Value}>)
状態 0x0
Expired
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x2
Not Present
深刻度

劣化

推奨されるアクション

推奨されるアクション：CLI コマンド showbattery を使用します。BBU があることを確認します。BBU
が見つからない場合、HPE のサポート窓口にお問い合わせください。

状態 0x4
Unknown
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。指定した電源装置のバッテリが「3 週間テストされていません」
という状態を示しているか、電源装置が AC/DC の障害を示しています。推奨されるアクション：バッテ
リ、電源装置、電源、AC 電源コード、電源スイッチおよび PDU に問題がないか調べます。必要な場合は
交換します。問題が解決しない場合は、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x6
Fan Failed
深刻度

劣化

推奨されるアクション

推奨されるアクション：CLI コマンド shownodeenv を使用して、温度測定値が許容範囲内にあることを
確認します。過熱状態の兆候が見られた場合は、サービス窓口にご連絡ください。

状態 0x7
DC Failed
深刻度

劣化
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推奨されるアクション

CLI コマンド showbattery を使用して、バッテリのステータスを表示します。バッテリが障害状態の場合
は、サービス窓口にご連絡ください。

状態 0x8
Charger Failed
深刻度

劣化

推奨されるアクション

CLI コマンド showbattery を使用して、バッテリのステータスを表示します。バッテリが障害状態の場合
は、サービス窓口にご連絡ください。

状態 0x9
MCU Hung
深刻度

劣化

推奨されるアクション

BBU に永続的な障害が発生しています。サポート窓口にお問い合わせください。

状態 0xa
MCU Failed
深刻度

劣化

推奨されるアクション

BBU に永続的な障害が発生しています。サポート窓口にお問い合わせください。

状態 0xb
Charging Failed
深刻度

劣化

推奨されるアクション

CLI コマンド showbattery を使用して、バッテリのステータスを表示します。バッテリが障害状態の場合
は、サービス窓口にご連絡ください。

状態 0xc
Low Cell Voltage
深刻度

劣化

推奨されるアクション

セル電圧が低下しています。CLI コマンド showbattery を使用して、充電情報を監視します。問題が解決
しない場合は、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0xd
Initialization Failed
深刻度
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劣化

推奨されるアクション

CLI コマンド showbattery を使用して、バッテリのステータスを確認します。バッテリまたは電源装置の
障害状態が示されている場合は、サービス窓口にご連絡ください。

状態 0xe
Charger Under Voltage
深刻度

劣化

推奨されるアクション

CLI コマンド showbattery を使用して、バッテリのステータスを表示します。バッテリが障害状態の場合
は、サービス窓口にご連絡ください。

状態 0xf
Charger Over Voltage
深刻度

劣化

推奨されるアクション

CLI コマンド showbattery を使用して、バッテリのステータスを表示します。バッテリが障害状態の場合
は、サービス窓口にご連絡ください。

状態 0x10
Charger Over Current
深刻度

劣化

推奨されるアクション

CLI コマンド showbattery を使用して、バッテリのステータスを表示します。バッテリが障害状態の場合
は、サービス窓口にご連絡ください。

状態 0x11
Output V Under Limit
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。バッテリの状態が不良である可能性があります。CLI コマンド
showbattery -d を使用して、現在のバッテリの状態を確認します。バッテリが障害状態を示している場合
は、サービス窓口にご連絡ください。

状態 0x12
Output V Over Limit
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。バッテリステータスが不良である可能性があります。CLI コマ
ンド showbattery を使用して、バッテリの状態を監視します。問題が解決しない場合は、サポート窓口に
ご連絡ください。
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状態 0x13
Output A Over Limit
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。バッテリステータスが不良である可能性があります。CLI コマ
ンド showbattery を使用して、バッテリの状態を監視します。問題が解決しない場合は、サポート窓口に
ご連絡ください。

状態 0x14
Under Voltage
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。バッテリステータスが不良である可能性があります。CLI コマ
ンド showbattery を使用して、バッテリの状態を監視します。問題が解決しない場合は、サポート窓口に
ご連絡ください。

状態 0x15
Over Voltage
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。バッテリステータスが不良である可能性があります。CLI コマ
ンド showbattery を使用して、バッテリの状態を監視します。問題が解決しない場合は、サポート窓口に
ご連絡ください。

状態 0x16
Open Circuit
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x17
Internal Error
深刻度

劣化

推奨されるアクション

CLI コマンド showbattery を使用して、バッテリステータスを表示します。バッテリまたは電源装置の障
害状態が示されている場合は、サービス窓口にご連絡ください。

状態 0x18
Not Engaged
深刻度
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劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x19
Load Sharing Failed
深刻度

劣化

推奨されるアクション

CLI コマンド showbattery を使用して、バッテリのステータスを表示します。BBU が障害状態の場合は、
サービス窓口にご連絡ください。

状態 0x1a
I2C Error
深刻度

劣化

推奨されるアクション

システムは何も監視できません。サポート窓口にお問い合わせください。

状態 0x1b
I2C Corrupt
深刻度

劣化

推奨されるアクション

システムは何も監視できません。サポート窓口にお問い合わせください。

状態 0x1c
I2C Fail
深刻度

劣化

推奨されるアクション

システムは何も監視できません。サポート窓口にお問い合わせください。

0x02200fa
タイプ

コンポーネントの状態変化

メッセージ

Node <node_id> [Power Supply <power_supply_id>] Battery <battery_id> Failed
(<list of: State String {State Value}>)
状態 0x1
Failed
深刻度

メジャー
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推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x3
Invalid Firmware
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x5
Failed Test
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0230003
タイプ

致命的エラーでポートがシャットダウン

メッセージ

Port <port_id> shut down: <time_shutdown>
深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。指定されたポートがシャットダウンしました。

推奨されるアクション：

1. 使用されている接続のタイプに対して、指定されたポートのポート設定が正しいことを確認してくだ
さい。必要であれば、CLI コマンド controlport を使用して、設定を修正し、ポートをリセットしてく
ださい。

たとえば、ポートがファブリックスイッチまたはハブに接続されている場合、ポートの Persona は、
ファブリック接続のタイプ（7、8、9）のいずれかでなければなりません。

コマンド例：controlport persona 7 n:s:p

注記：このコマンドは、ポートをリセットします。ポートがファームウェアコアを生成し続ける場合
は、ポートは再度シャットダウンし、このアラートが再ポストされます。

2. 指定されたポートに接続されているデバイスが正しく機能していることを確認してください。

a. たとえば、デバイスの電源を入れ直し、controlport rst n:s:p を実行してポートをリセットしてから、
新しいポートが正しく動作するようになったことを確認します。

210 アラート



b. 問題がポート固有かどうかを判断するには、同じケーブルを使用して、動作している既知のポート
にデバイスを接続します。問題がデバイスおよびケーブルとともに既知の動作しているポートに移っ
た場合は、ケーブルを既知の正常なケーブルに交換します。

3. 問題が解決しない場合は、サポート窓口にご連絡ください。

0x0230004
タイプ

ホストポートがダウン

メッセージ

Host port (<node>:<slot>:<port>) is down (<reason>)
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0230005
タイプ

同じ FC カード内のすべてのポートを RCFC に構成しなければならない

メッセージ 1
Port (<node>:<slot>:<port>) is used for <disk or host or peer>
深刻度

クリティカルまたはマイナー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 2
Port (<node>:<slot>:<port>) is used for disk or host
深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 3
Port (<node>:<slot>:<port>) is used for disk or host
深刻度

マイナー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0230006
タイプ
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HBA ファームウェアファイルのステータス

メッセージ 1
Node <node_id>: error opening hba firmware file <file_name>
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 2
Node <node_id>: error reading hba firmware file <file_name>
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0230007
タイプ

HBA ファームウェアファイルのオープンエラー

メッセージ

Error opening HBA firmware file <filename>.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0230008
タイプ

HBA ファームウェアファイルの読み取りエラー

メッセージ

Error reading HBA firmware file <filename>.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0230009
タイプ

HBA ファームウェアファイルがサポートされていない

メッセージ

Unsupported HBA firmware file <filename>.
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深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0240002
タイプ

ノード間シリアルポートレシーバーのタイムアウトエラー

メッセージ

Node <nid> Serial Port <pid> Error: <rcv_to> Receiver Timeout.
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0240003
タイプ

ノード間シリアルポートのデフォルトエラー

メッセージ

Node <nid> Serial Port <pid> Error: Unknown Error.
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0250002
タイプ

Remote Copy リンクステータス

メッセージ

The Remote Copy link <remote_copy_link_process_name> has changed its status
to <status>
深刻度

劣化

推奨されるアクション

Remote Copy リンクが切断されています。次の原因が考えられます。
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• リンクを停止する CLI コマンド。

• リモートシステムの喪失。推奨されるアクション：リモートシステムが喪失した原因を特定し、修正
します。

• 実際のネットワークエラー。推奨されるアクション：ネットワーク障害が発生した原因を調べて、問
題を解決します。

0x0250007
タイプ

System Reporter RC ターゲットのパフォーマンス (メジャーアラート)

メッセージ

System Reporter threshold alert <rcopy_str_data> with condition
<rcopy_valstr1> has been satisfied by rc <rcopy_valstr0> with value(s)
<rcopy_valstr2>.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

推奨されるアクション：

1. SR のパフォーマンスアラートを評価して原因が、A）ワークロードの変化、または B）コンポーネン
トの過度な使用のどちらかを判断します。

2. 3PAR アレイがかけるワークロードを変更するか、RC ポートの数を増やします。

0x0250008
タイプ

System Reporter RC VV パフォーマンス (メジャーアラート)

メッセージ

System Reporter threshold alert <rcvv_str_data> with condition <rcvv_valstr1>
has been satisfied by rcvv <rcvv_valstr0> with value(s) <rcvv_valstr2>.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

推奨されるアクション：

1. SR のパフォーマンスアラートを評価して原因が、A）ワークロードの変化、または B）コンポーネン
トの過度な使用のどちらかを判断します。

2. 3PAR アレイがかけるワークロードを変更するか、RC ポートの数を増やします。

0x0250009
タイプ

Remote Copy グループがフェイルセーフ状態

メッセージ
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Remote Copy group <rmm_group> is in failsafe mode, volumes in this remote
copy group will not be exported (IO to these volumes will be distrupted)
until the issue related to the group is resolved or the setrcopygroup
override command is performed.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x025000a
タイプ

複製リソース使用率が超過 - グループが「ロギング」

メッセージ

Remote copy group <rm_grp_name> with ID <rm_grp_id> has transitioned to
logging mode due to resource limitations.
深刻度

マイナー

推奨されるアクション

説明：非同期 Remote Copy ストリーミングモードがシステムリソースを使い尽くさないようにするため
に、複製リソースは監視されています。持続可能な限界を下回った場合、グループが「ログ」モードに移
行したことを示すこのアラートが生成されます。

解決策：

Remote Copy リンクが劣化していないことを確認してください。必要であれば、影響のあるリンクを再
起動してください。

複製されるグループの数を減らすか、または必要なリソースが少ないモードを使用することで、複製の
ワークロードを低くしてください。

システムのヘルスが正常であることを確認してください。データパスのコンポーネントの障害により、こ
のアラートが生成されることがあります。

0x025000b
タイプ

複製リソース使用率が超過 - グループが「停止」

メッセージ

Remote copy group <rm_grp_name> with ID <rm_grp_id> has been stopped due to
resource limitations.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：非同期 Remote Copy ストリーミングモードがシステムリソースを使い尽くさないようにするため
に、複製リソースは監視されています。持続可能な限界を下回った場合、グループが停止されたことを示
すこのアラートが生成されます。

解決策：
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Remote Copy リンクが劣化していないことを確認してください。必要であれば、影響のあるリンクを再
起動してください。

複製されるグループの数を減らすか、または必要なリソースが少ないモードを使用することで、複製の
ワークロードを低くしてください。

システムのヘルスが正常であることを確認してください。データパスのコンポーネントの障害により、こ
のアラートが生成されることがあります。

このグループは、「setrcopygroup」コマンドを使用して手動で再起動する必要があります。また、
setrcopygroup の「period value」に 0 より大きい値を設定することで、グループが自動的に再起動を試み
るようにしてください。

0x025000c
タイプ

複製リソースが復元 - グループがロギングの失敗から移行

メッセージ

Remote copy group <rm_grp_name> with ID <rm_grp_id> could not transition out
of logging state when replication resources became available, retrying.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：システムのヘルスが正常で、複製リソースがリストアされた場合、グループを「ログ」モードから
「起動」モードに自動的に移行させる試みが行われます。このアラートは、グループが「起動」されず、
再試行されることを示すために生成されます。

0x025000d
タイプ

System Reporter RC VV パフォーマンス (クリティカルアラート)

メッセージ

System Reporter threshold alert <rcvv_c_str_data> with condition
<rcvv_c_valstr1> has been satisfied by rcvv <rcvv_c_valstr0> with value(s)
<rcvv_c_valstr2>.
深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

推奨されるアクション：

1. SR のパフォーマンスアラートを評価して原因が、A）ワークロードの変化、または B）コンポーネン
トの過度な使用のどちらかを判断します。

2. 3PAR アレイがかけるワークロードを変更するか、RC ポートの数を増やします。

0x025000e
タイプ

System Reporter RC VV パフォーマンス (マイナーアラート)

メッセージ
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System Reporter threshold alert <rcvv_mi_str_data> with condition
<rcvv_mi_valstr1> has been satisfied by rcvv <rcvv_mi_valstr0> with value(s)
<rcvv_mi_valstr2>.
深刻度

マイナー

推奨されるアクション

推奨されるアクション：

1. SR のパフォーマンスアラートを評価して原因が、A）ワークロードの変化、または B）コンポーネン
トの過度な使用のどちらかを判断します。

2. 3PAR アレイがかけるワークロードを変更するか、RC ポートの数を増やします。

0x025000f
タイプ

System Reporter RC VV パフォーマンス (情報アラート)

メッセージ

System Reporter threshold alert <rcvv_i_str_data> with condition
<rcvv_i_valstr1> has been satisfied by rcvv <rcvv_i_valstr0> with value(s)
<rcvv_i_valstr2>.
深刻度

情報

推奨されるアクション

推奨されるアクション：

1. SR のパフォーマンスアラートを評価して原因が、A）ワークロードの変化、または B）コンポーネン
トの過度な使用のどちらかを判断します。

2. 3PAR アレイがかけるワークロードを変更するか、RC ポートの数を増やします。

0x0250011
タイプ

System Reporter RC ターゲットパフォーマンス (クリティカルアラート)

メッセージ

System Reporter threshold alert <rcopy_c_str_data> with condition
<rcopy_c_valstr1> has been satisfied by rc <rcopy_c_valstr0> with value(s)
<rcopy_c_valstr2>.
深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

推奨されるアクション：
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1. SR のパフォーマンスアラートを評価して原因が、A）ワークロードの変化、または B）コンポーネン
トの過度な使用のどちらかを判断します。

2. 3PAR アレイがかけるワークロードを変更するか、RC ポートの数を増やします。

0x0250012
タイプ

System Reporter RC ターゲットパフォーマンス (マイナーアラート)

メッセージ

System Reporter threshold alert <rcopy_mi_str_data> with condition
<rcopy_mi_valstr1> has been satisfied by rc <rcopy_mi_valstr0> with value(s)
<rcopy_mi_valstr2>.
深刻度

マイナー

推奨されるアクション

推奨されるアクション：

1. SR のパフォーマンスアラートを評価して原因が、A）ワークロードの変化、または B）コンポーネン
トの過度な使用のどちらかを判断します。

2. 3PAR アレイがかけるワークロードを変更するか、RC ポートの数を増やします。

0x0250013
タイプ

System Reporter RC ターゲットパフォーマンス (情報アラート)

メッセージ

System Reporter threshold alert <rcopy_i_str_data> with condition
<rcopy_i_valstr1> has been satisfied by rc <rcopy_i_valstr0> with value(s)
<rcopy_i_valstr2>.
深刻度

情報

推奨されるアクション

推奨されるアクション：

1. SR のパフォーマンスアラートを評価して原因が、A）ワークロードの変化、または B）コンポーネン
トの過度な使用のどちらかを判断します。

2. 3PAR アレイがかけるワークロードを変更するか、RC ポートの数を増やします。

0x0250014
タイプ

Remote Copy グループステータスアラート

メッセージ

Remote copy group [name] ([number]) has stopped due to [reason]
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深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：リモートアレイでの障害により仮想ボリューム(VV)が Remote Copy グループに許可されず、グルー
プ整合性要件のためグループが停止しました。これは、ターゲットでスペースが不足したため、または
Remote Copy リンクの問題である可能性があります。

解決策：リモートアレイで、CLI コマンド「showspace -cpg」を使用してスペースの制限についてグルー
プに関連しているリモート CPG をチェックします。必要な場合は、追加スペースを割り当ててグループ
を再起動します。リモートターゲットが利用できるかどうかを確認するために「showrcopy targets」を使
用して Remote Copy リンク接続をチェックします。リモートターゲットが回復すると、許可の失敗ア
ラートが解決する可能性があります。

問題が続く場合は、動作状態を確認するためにリモートアレイにアラートがないかチェックします。許可
されないボリュームを削除してグループを再起動すると、グループ複製を一時的に再起動できる可能性が
あります。VV をグループから削除するには、CLI コマンド「dismissrcopyvv」でボリュームを解除しま
す。グループを起動してアラートを解決するには、停止したグループで CLI コマンド「startrcopygroup」
を使用します。

0x0250015
タイプ

Remote Copy グループステータス失敗

メッセージ

Remote copy group <rmm_groupname> (<rmm_gid>) target <rmm_targetname> has
stopped due to a <rmm_fail_msg>.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：リモートアレイでの障害により仮想ボリューム(VV)が Remote Copy グループに許可されず、グルー
プ整合性要件のためグループが停止しました。これは、ターゲットでスペースが不足したため、または
Remote Copy リンクの問題である可能性があります。

解決策：リモートアレイで、CLI コマンド「showspace -cpg」を使用してスペースの制限についてグルー
プに関連しているリモート CPG をチェックします。必要な場合は、追加スペースを割り当ててグループ
を再起動します。リモートターゲットが利用できるかどうかを確認するために「showrcopy targets」を使
用して Remote Copy リンク接続をチェックします。リモートターゲットが回復すると、許可の失敗ア
ラートが解決する可能性があります。

問題が続く場合は、動作状態を確認するためにリモートアレイにアラートがないかチェックします。許可
されないボリュームを削除してグループを再起動すると、グループ複製を一時的に再起動できる可能性が
あります。VV をグループから削除するには、CLI コマンド「dismissrcopyvv」でボリュームを解除しま
す。グループを起動してアラートを解決するには、停止したグループで CLI コマンド「startrcopygroup」
を使用します。

0x0260001
タイプ

イーサネットモニターイベント

メッセージ

Node <node_id> eth<ethnum> Ethernet device error detected <type of error>
深刻度
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情報

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0260002
タイプ

管理ネットワークインターフェイス未検出

メッセージ

The administrative network interface has failed on node [[hw_node]]. The
system cannot be managed from this node.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：システムを管理するネットワークインターフェイスが見つからないため、示されたノードではアレ
イを管理できません。他のノードが機能している場合、そのノードを使用してアレイを管理することがで
きます。この問題の考えられる原因は、管理ネットワークインターフェイスが検出されなくなるハード
ウェア障害です。

解決策：示されたノードを交換する必要があります。

0x0270001
タイプ

TPVV の割り当てサイズ警告

メッセージ

Thin provisioned VV <name> has reached reserved allocation <warning> of <XX>G
(<yy>% of < ZZ>G)
深刻度

情報

推奨されるアクション

指定されたシンプロビジョニング仮想ボリューム(TPVV)によって使用された論理容量が、構成されている
割り当て警告制限を上回りました。割り当て制限に達した場合、指定された TPVV での書き込みは失敗し
ます。推奨されるアクション：指定された TPVV に構成されている割り当て制限をチェックし、エクス
ポートされた仮想サイズに対する割合を高くした値をその制限に再設定する必要があるかを判断してく
ださい。

0x0270002
タイプ

TPVV の割り当てサイズ制限

メッセージ

Thin provisioned VV <name> has reached reserved allocation <limit> of <XX>G
(<yy>% of <ZZ>G)
深刻度

クリティカル

推奨されるアクション
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指定された TPVV によって使用された論理容量が、構成されている割り当て制限を上回りました。指定さ
れた TPVV での新しい書き込みは失敗します。

推奨されるアクション：指定された TPVV を引き続き拡張するには、エクスポートされた仮想サイズに対
する割合を高くした値を、割り当て制限に再設定してください。

0x0270003
タイプ

スナップショットスペースの割り当てサイズ警告

メッセージ

Reserved snapshot space for VV <name> has reached allocation <warning> of <XX
G> (<yy>% of <ZZ G>)
深刻度

情報

推奨されるアクション

指定された VV のスナップショットスペースが使用している論理容量が、構成されている割り当て警告制
限を上回りました。割り当て制限に達すると、指定された VV の新しいスナップショットを作成する操作
は失敗します。推奨されるアクション：指定された VV のスナップショットスペースに構成されている割
り当て制限をチェックし、新しい値を再設定する必要があるかを判断してください。

0x0270004
タイプ

スナップショットスペースの割り当てサイズ制限

メッセージ

Reserved snapshot space for VV <name> has reached allocation <limit> of <XX>G
(<yy>% of <ZZ>G)
深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

指定された VV のスナップショットスペースが使用している論理容量が、構成されている割り当て制限を
上回りました。この状態が存在する間は、指定された VV の新しいスナップショットを作成する操作は失
敗します。推奨されるアクション：指定された VV のスナップショットスペースが自動拡張し続けるよう
にするには、より大きい値を割り当て制限に再設定してください。

0x0270005
タイプ

CPG の増加の警告

メッセージ

CPG <cpg name> SA space has reached allocation <warning> of < number >G.
深刻度

情報

推奨されるアクション

指定された共通プロビジョニンググループ(CPG)に予約されている論理容量が、構成されている割り当て
警告を上回りました。指定された CPG がその割り当て制限に達した場合(およびそのすべての予約ス
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ペースが使用中の場合)、この CPG にマッピングされている TPVV、スナップショットボリューム、また
はその両方での新しい書き込みは失敗します。

推奨されるアクション：指定された CPG に構成されている「割り当て制限」をチェックし、より大きい
制限を再設定する必要があるかを判断してください。

注記: 時々 1 つの割り当てが、割り当て警告と割り当て制限に同時にヒットすることがあります。この現
象が発生した場合、より重大なアラート、つまり割り当て制限だけがポストされます。たとえば、割り当
て警告に 80%使用が設定されており、割り当て制限に 90%使用が設定されている場合、1 つの VV を作成
したことで<50%使用から>95%使用まで変化すると、割り当て警告アラートは飛ばされて、割り当て制限
アラートだけが生成されます。

詳細情報および支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0270006
タイプ

CPG の増加の制限

メッセージ

CPG <cpg name> SA space has reached allocation <limit> of <XX>G.
深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

指定された CPG に予約および使用されている論理容量が、構成されている割り当て制限を上回りました。
この CPG にマッピングされている TPVV、スナップショットボリューム、またはその両方への新しい書
き込みは失敗します。

推奨されるアクション：

1. 指定された CPG が論理容量を引き続き自動拡張できるようにするには、割り当て制限に大きい値を再
設定します。

2. CPG の自動 LD 作成に対応するために十分な容量が利用可能であることをチェックします。確認する
には、CLI コマンド「showspace -cpg <cpg name>」を使用します。これは、使用可能な容量を判別す
る際に、CPG に関連付けられた特定の LD 特性を考慮します。

3. 実際に利用可能な容量が少ない場合は、サポート窓口に連絡して、追加の容量を購入およびインストー
ルします。

注記: 時々 1 つの割り当てが、割り当て警告と割り当て制限に同時にヒットすることがあります。この現
象が発生した場合、より重大なアラート、つまり割り当て制限だけがポストされます。たとえば、割り当
て警告に 80%使用が設定されており、割り当て制限に 90%使用が設定されている場合、1 つの VV を作成
したことで<50%使用から>95%使用まで変化すると、割り当て警告アラートは飛ばされて、割り当て制限
アラートだけが生成されます。

詳細情報および支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0270007
タイプ

TPVV の割り当て失敗

メッセージ
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Thin provisioned VV <name> <unable to> allocate <SA or SD or SD_2> space from
CPG <cpg name>
深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0270008
タイプ

スナップショットスペースの割り当て失敗

メッセージ

Snapshot space for VV <VV name> <unable to> allocate <SA or SD or SD_2> space
from CPG <cpg name>
深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0270009
タイプ

CPG の増加の失敗

メッセージ

CPG <tpgf_tpname> SA space could not grow due to unavailability of free
space. CPG grow attempted using degraded availability parameters (-ha mag)
also failed.
深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x027000e
タイプ

FC 物理スペースの割り当てが 50%のアラート

メッセージ

Total <FC> raw space usage at <ZZ> (above <50>% of total <total>)
深刻度

情報

推奨されるアクション

システムが使用している raw 物理スペースが、50%を超えました。CPG による論理容量の自動拡張に必
要な利用可能なスペースが危機的な状態である可能性があります。

アラート 223



推奨されるアクション：CPG による論理容量の自動拡張にスペースが利用できるように、物理スペース
を増やしてください。サポート窓口に連絡し、容量アップグレードを注文してください。

注意：LD 特性がカスタマイズされている CPG では、利用可能な総スペースのうちの、指定されたサブ
セットを使用するように制限されていることがあります。サブセットは、他の物理スペースがまだ利用可
能なときでも、しきい値の割合が満杯の状態に達することがあります。

注意：時々 1 つの割り当てが、割り当て警告と割り当て制限に同時にヒットすることがあります。この現
象が発生した場合、より重大なアラート、つまり割り当て制限だけがポストされます。たとえば、割り当
て警告に 80%使用が設定されており、割り当て制限に 90%使用が設定されている場合、1 つの VV を作成
したことで<50%使用から>95%使用まで変化すると、割り当て警告アラートは飛ばされて、割り当て制限
アラートだけが生成されます。

詳細情報および支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x027000f
タイプ

FC 物理スペースの割り当てが 75%のアラート

メッセージ

Total <FC> raw space usage at <ZZ> (above <75>% of total <total>)
深刻度

マイナー

推奨されるアクション

システムが使用している raw 物理スペースが、75%を超えました。CPG による論理容量の自動拡張に必
要な利用可能なスペースが危機的な状態である可能性があります。

推奨されるアクション：HPE では、物理容量を増やすことを強くお勧めします。利用可能なすべてのス
ペースが満杯になった場合、すべての仮想ボリュームへの新しい書き込みが失敗します。サポート窓口に
連絡し、容量アップグレードを注文してください。

注意：LD 特性がカスタマイズされている CPG では、利用可能な総スペースのうちの、指定されたサブ
セットを使用するように制限されていることがあります。サブセットは、他の物理スペースがまだ利用可
能なときでも、しきい値の割合が満杯の状態に達することがあります。

注意：時々 1 つの割り当てが、割り当て警告と割り当て制限に同時にヒットすることがあります。この現
象が発生した場合、より重大なアラート、つまり割り当て制限だけがポストされます。たとえば、割り当
て警告に 80%使用が設定されており、割り当て制限に 90%使用が設定されている場合、1 つの VV を作成
したことで<50%使用から>95%使用まで変化すると、割り当て警告アラートは飛ばされて、割り当て制限
アラートだけが生成されます。

詳細情報および支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0270010
タイプ

FC 物理スペースの割り当てが 85%のアラート

メッセージ

Total <FC> raw space usage at <ZZ> (above <85>% of total <total>)
深刻度

メジャー

推奨されるアクション
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システムが使用している raw 物理スペースが、85%を超えました。CPG による論理容量の自動拡張に必
要な利用可能なスペースが危機的な状態である可能性があります。

推奨されるアクション：できるだけ早く物理容量を追加することが重要です。利用可能なすべてのスペー
スが満杯になった場合、すべての仮想ボリュームへの新しい書き込みが失敗します。サポート窓口に連絡
し、容量アップグレードを注文してください。

注意：LD 特性がカスタマイズされている CPG では、利用可能な総スペースのうちの、指定されたサブ
セットを使用するように制限されていることがあります。サブセットは、他の物理スペースがまだ利用可
能なときでも、しきい値の割合が満杯の状態に達することがあります。

注意：時々 1 つの割り当てが、割り当て警告と割り当て制限に同時にヒットすることがあります。この現
象が発生した場合、より重大なアラート、つまり割り当て制限だけがポストされます。たとえば、割り当
て警告に 80%使用が設定されており、割り当て制限に 90%使用が設定されている場合、1 つの VV を作成
したことで<50%使用から>95%使用まで変化すると、割り当て警告アラートは飛ばされて、割り当て制限
アラートだけが生成されます。

詳細情報および支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0270011
タイプ

FC 物理スペースの割り当てが 95%のアラート

メッセージ

Total <FC> raw space usage at <ZZ> (above <95>% of total <total>)
深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

システムが使用している raw 物理スペースが、95%を超えました。すべての仮想ボリュームへの新しい書
き込みは失敗します。サポート窓口にお問い合わせください。

注意：LD 特性がカスタマイズされている CPG では、利用可能な総スペースのうちの、指定されたサブ
セットを使用するように制限されていることがあります。サブセットは、他の物理スペースがまだ利用可
能なときでも、しきい値の割合が満杯の状態に達することがあります。

注意：時々 1 つの割り当てが、割り当て警告と割り当て制限に同時にヒットすることがあります。この現
象が発生した場合、より重大なアラート、つまり割り当て制限だけがポストされます。たとえば、割り当
て警告に 80%使用が設定されており、割り当て制限に 90%使用が設定されている場合、1 つの VV を作成
したことで<50%使用から>95%使用まで変化すると、割り当て警告アラートは飛ばされて、割り当て制限
アラートだけが生成されます。

詳細情報および支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0270012
タイプ

CPG スペースの使用ステータス

メッセージ

CPG <cpg_name> <SA/SD and/or user> space over <percentage_number>% used
(<amount of space used>G used out of <total_amount_of_space_available>G
total)
深刻度

情報

推奨されるアクション
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指定された CPG が、使用中のスペースの割合に対して構成されている警告しきい値に達したか、または
超えました。

推奨されるアクション：

• より多くの SA または SD スペースを CPG に追加してください。

• アラートのしきい値を上げてください。

• CPG 内の VV を調べて、これらの VV を使用しており、予期したよりもストレージを消費しているア
プリケーションがないかを確認してください。

0x0270013
タイプ

物理スペースの割り当てがユーザー構成の値を超えたアラート

メッセージ

Total available <device_type> raw space has reached threshold of
<threshold_capacity> (<remaining_capacity> remaining out of <total_capacity>
total)
深刻度

情報

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0270014
タイプ

NL 物理スペースの割り当てが 50%のアラート

メッセージ

Total <NL> raw space usage at <ZZ> (above <50>% of total <total>)
深刻度

情報

推奨されるアクション

システムが使用している raw 物理スペースが、50%を超えました。CPG による論理容量の自動拡張に必
要な利用可能なスペースが危機的な状態である可能性があります。

推奨されるアクション：CPG による論理容量の自動拡張にスペースが利用できるように、物理スペース
を増やしてください。サポート窓口に連絡し、容量アップグレードを注文してください。

注意：LD 特性がカスタマイズされている CPG では、利用可能な総スペースのうちの、指定されたサブ
セットを使用するように制限されていることがあります。サブセットは、他の物理スペースがまだ利用可
能なときでも、しきい値の割合が満杯の状態に達することがあります。

注意：時々 1 つの割り当てが、割り当て警告と割り当て制限に同時にヒットすることがあります。この現
象が発生した場合、より重大なアラート、つまり割り当て制限だけがポストされます。たとえば、割り当
て警告に 80%使用が設定されており、割り当て制限に 90%使用が設定されている場合、1 つの VV を作成
したことで<50%使用から>95%使用まで変化すると、割り当て警告アラートは飛ばされて、割り当て制限
アラートだけが生成されます。

詳細情報および支援について、サポート窓口にご連絡ください。
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0x0270015
タイプ

NL 物理スペースの割り当てが 75%のアラート

メッセージ

Total <NL> raw space usage at <space used> (above <75>% of total <total
space>)
深刻度

マイナー

推奨されるアクション

システムが使用している raw 物理スペースが、75%を超えました。CPG による論理容量の自動拡張に必
要な利用可能なスペースが危機的な状態である可能性があります。

推奨されるアクション：HPE では、物理容量を増やすことを強くお勧めします。利用可能なすべてのス
ペースが満杯になった場合、すべての仮想ボリュームへの新しい書き込みが失敗します。サポート窓口に
連絡し、容量アップグレードを注文してください。

注意：LD 特性がカスタマイズされている CPG では、利用可能な総スペースのうちの、指定されたサブ
セットを使用するように制限されていることがあります。サブセットは、他の物理スペースがまだ利用可
能なときでも、しきい値の割合が満杯の状態に達することがあります。

注意：時々 1 つの割り当てが、割り当て警告と割り当て制限に同時にヒットすることがあります。この現
象が発生した場合、より重大なアラート、つまり割り当て制限だけがポストされます。たとえば、割り当
て警告に 80%使用が設定されており、割り当て制限に 90%使用が設定されている場合、1 つの VV を作成
したことで<50%使用から>95%使用まで変化すると、割り当て警告アラートは飛ばされて、割り当て制限
アラートだけが生成されます。

詳細情報および支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0270016
タイプ

NL 物理スペースの割り当てが 85%のアラート

メッセージ

Total <NL> raw space usage at <ZZ> (above <85>% of total <total>)
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

システムが使用している raw 物理スペースが、85%を超えました。CPG による論理容量の自動拡張に必
要な利用可能なスペースが危機的な状態である可能性があります。

推奨されるアクション：できるだけ早く物理容量を追加することが重要です。利用可能なすべてのスペー
スが満杯になった場合、すべての仮想ボリュームへの新しい書き込みが失敗します。サポート窓口に連絡
し、容量アップグレードを注文してください。

注意：LD 特性がカスタマイズされている CPG では、利用可能な総スペースのうちの、指定されたサブ
セットを使用するように制限されていることがあります。サブセットは、他の物理スペースがまだ利用可
能なときでも、しきい値の割合が満杯の状態に達することがあります。

注意：時々 1 つの割り当てが、割り当て警告と割り当て制限に同時にヒットすることがあります。この現
象が発生した場合、より重大なアラート、つまり割り当て制限だけがポストされます。たとえば、割り当
て警告に 80%使用が設定されており、割り当て制限に 90%使用が設定されている場合、1 つの VV を作成
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したことで<50%使用から>95%使用まで変化すると、割り当て警告アラートは飛ばされて、割り当て制限
アラートだけが生成されます。

詳細情報および支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0270017
タイプ

NL 物理スペースの割り当てが 95%のアラート

メッセージ

Total <NL> raw space usage at <ZZ> (above <95>% of total <total>)
深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

システムが使用している raw 物理スペースが、95%を超えました。すべての仮想ボリュームへの新しい書
き込みは失敗します。サポート窓口にお問い合わせください。

注意：LD 特性がカスタマイズされている CPG では、利用可能な総スペースのうちの、指定されたサブ
セットを使用するように制限されていることがあります。サブセットは、他の物理スペースがまだ利用可
能なときでも、しきい値の割合が満杯の状態に達することがあります。

注意：時々 1 つの割り当てが、割り当て警告と割り当て制限に同時にヒットすることがあります。この現
象が発生した場合、より重大なアラート、つまり割り当て制限だけがポストされます。たとえば、割り当
て警告に 80%使用が設定されており、割り当て制限に 90%使用が設定されている場合、1 つの VV を作成
したことで<50%使用から>95%使用まで変化すると、割り当て警告アラートは飛ばされて、割り当て制限
アラートだけが生成されます。

詳細情報および支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0270018
タイプ

CPG が劣化パラメーターで拡張

メッセージ

CPG <cpg_id> (<cpg_name>) could not grow using its default grow size of 32GB
due to unavailability of free space.
深刻度

劣化

推奨されるアクション

説明：構成されている拡張パラメーターで CPG を拡張することができませんでした。このためシステム
は、グレードを下げた拡張パラメーターを使用して新しいスペースを割り当てました。たとえば、可用性
に「ケージ」が設定されているが、ケージの可用性を使用して拡張するための十分なスペースが利用でき
ない場合は、システムは「マガジン」の可用性を使用して拡張しようとします。

解決策：CPG の制限を見直すか、容量を追加してください。

注記: このアラートは、CPG に指定されている拡張パラメーターを使用した、SD スペース(TPVV および
スナップショット用)のための CPG 拡張が失敗したときに生成されます。

0x0270019
タイプ
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SSD 物理スペースの割り当てが 50%のアラート

メッセージ

Total <SSD> raw space usage at <ZZ> (above <50>% of total <total>)
深刻度

情報

推奨されるアクション

システムが使用している raw 物理スペースが、50%を超えました。CPG による論理容量の自動拡張に必
要な利用可能なスペースが危機的な状態である可能性があります。

推奨されるアクション：CPG による論理容量の自動拡張にスペースが利用できるように、物理スペース
を増やしてください。サポート窓口に連絡し、容量アップグレードを注文してください。

注意：LD 特性がカスタマイズされている CPG では、利用可能な総スペースのうちの、指定されたサブ
セットを使用するように制限されていることがあります。サブセットは、他の物理スペースがまだ利用可
能なときでも、しきい値の割合が満杯の状態に達することがあります。

注意：時々 1 つの割り当てが、割り当て警告と割り当て制限に同時にヒットすることがあります。この現
象が発生した場合、より重大なアラート、つまり割り当て制限だけがポストされます。たとえば、割り当
て警告に 80%使用が設定されており、割り当て制限に 90%使用が設定されている場合、1 つの VV を作成
したことで<50%使用から>95%使用まで変化すると、割り当て警告アラートは飛ばされて、割り当て制限
アラートだけが生成されます。

詳細情報および支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x027001a
タイプ

SSD 物理スペースの割り当てが 75%のアラート

メッセージ

Total <SSD> raw space usage at <ZZ> (above <75>% of total <total>)
深刻度

マイナー

推奨されるアクション

システムが使用している raw 物理スペースが、75%を超えました。CPG による論理容量の自動拡張に必
要な利用可能なスペースが危機的な状態である可能性があります。

推奨されるアクション：HPE では、物理容量を増やすことを強くお勧めします。利用可能なすべてのス
ペースが満杯になった場合、すべての仮想ボリュームへの新しい書き込みが失敗します。サポート窓口に
連絡し、容量アップグレードを注文してください。

注意：LD 特性がカスタマイズされている CPG では、利用可能な総スペースのうちの、指定されたサブ
セットを使用するように制限されていることがあります。サブセットは、他の物理スペースがまだ利用可
能なときでも、しきい値の割合が満杯の状態に達することがあります。

注意：時々 1 つの割り当てが、割り当て警告と割り当て制限に同時にヒットすることがあります。この現
象が発生した場合、より重大なアラート、つまり割り当て制限だけがポストされます。たとえば、割り当
て警告に 80%使用が設定されており、割り当て制限に 90%使用が設定されている場合、1 つの VV を作成
したことで<50%使用から>95%使用まで変化すると、割り当て警告アラートは飛ばされて、割り当て制限
アラートだけが生成されます。

詳細情報および支援について、サポート窓口にご連絡ください。
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0x027001b
タイプ

SSD 物理スペースの割り当てが 85%のアラート

メッセージ

Total <SSD> raw space usage at <space used> (above <85>% of total <total
space>)
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

システムが使用している raw 物理スペースが、85%を超えました。CPG による論理容量の自動拡張に必
要な利用可能なスペースが危機的な状態である可能性があります。

推奨されるアクション：できるだけ早く物理容量を追加することが重要です。利用可能なすべてのスペー
スが満杯になった場合、すべての仮想ボリュームへの新しい書き込みが失敗します。サポート窓口に連絡
し、容量アップグレードを注文してください。

注意：LD 特性がカスタマイズされている CPG では、利用可能な総スペースのうちの、指定されたサブ
セットを使用するように制限されていることがあります。サブセットは、他の物理スペースがまだ利用可
能なときでも、しきい値の割合が満杯の状態に達することがあります。

注意：時々 1 つの割り当てが、割り当て警告と割り当て制限に同時にヒットすることがあります。この現
象が発生した場合、より重大なアラート、つまり割り当て制限だけがポストされます。たとえば、割り当
て警告に 80%使用が設定されており、割り当て制限に 90%使用が設定されている場合、1 つの VV を作成
したことで<50%使用から>95%使用まで変化すると、割り当て警告アラートは飛ばされて、割り当て制限
アラートだけが生成されます。

詳細情報および支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x027001c
タイプ

SSD 物理スペースの割り当てが 95%のアラート

メッセージ

Total <SSD> raw space usage at <ZZ> (above <95>% of total <total>)
深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

システムが使用している raw 物理スペースが、95%を超えました。すべての仮想ボリュームへの新しい書
き込みは失敗します。サポート窓口にお問い合わせください。

注意：LD 特性がカスタマイズされている CPG では、利用可能な総スペースのうちの、指定されたサブ
セットを使用するように制限されていることがあります。サブセットは、他の物理スペースがまだ利用可
能なときでも、しきい値の割合が満杯の状態に達することがあります。

注意：時々 1 つの割り当てが、割り当て警告と割り当て制限に同時にヒットすることがあります。この現
象が発生した場合、より重大なアラート、つまり割り当て制限だけがポストされます。たとえば、割り当
て警告に 80%使用が設定されており、割り当て制限に 90%使用が設定されている場合、1 つの VV を作成
したことで<50%使用から>95%使用まで変化すると、割り当て警告アラートは飛ばされて、割り当て制限
アラートだけが生成されます。

詳細情報および支援について、サポート窓口にご連絡ください。
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0x027001d
タイプ

non-admin の CPG 拡張に失敗

メッセージ

CPG <tpgf_tpname> SD and/or user space could not grow due to unavailability
of free space. CPG grow attempted using degraded availability parameters (-ha
mag) also failed.
深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x027001e
タイプ

non-admin の CPG 拡張制限

メッセージ

CPG <cpg name> SD and/or user space has reached allocation <limit> of <XX>G.
深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

指定された CPG に予約および使用されている論理容量が、構成されている割り当て制限を上回りました。
この CPG にマッピングされている TPVV、スナップショットボリューム、またはその両方への新しい書
き込みは失敗します。

推奨されるアクション：

1. 指定された CPG が論理容量を引き続き自動拡張できるようにするには、割り当て制限に大きい値を再
設定します。

2. CPG の自動 LD 作成に対応するために十分な容量が利用可能であることをチェックします。これを確
認するには、SSMC を使用して、CPG の詳細で Estimated Free System Space にチェックを入れる
か、または CLI コマンド「showspace -cpg <cpg name>」を使用します。このコマンドにより、利用
可能な容量を判断する際に、CPG に関連付けられた特定の LD 特性が考慮されます。

3. 実際に利用可能な容量が少ない場合は、サポート窓口に連絡して、追加の容量を購入およびインストー
ルします。

注記: 時々 1 つの割り当てが、割り当て警告と割り当て制限に同時にヒットすることがあります。この現
象が発生した場合、より重大なアラート、つまり割り当て制限だけがポストされます。たとえば、割り当
て警告に 80%使用が設定されており、割り当て制限に 90%使用が設定されている場合、1 つの VV を作成
したことで<50%使用から>95%使用まで変化すると、割り当て警告アラートは飛ばされて、割り当て制限
アラートだけが生成されます。

詳細情報および支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x027001f
タイプ
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non-admin の CPG 拡張警告

メッセージ

CPG <cpg name> SD and/or user space has reached allocation <warning> of
<number>G.
深刻度

情報

推奨されるアクション

指定された共通プロビジョニンググループ(CPG)に予約されている論理容量が、構成されている割り当て
警告を上回りました。指定された CPG がその割り当て制限に達した場合(およびそのすべての予約ス
ペースが使用中の場合)、この CPG にマッピングされている TPVV、スナップショットボリューム、また
はその両方での新しい書き込みは失敗します。指定された CPG に構成されている「割り当て制限」を
チェックし、より大きい制限を再設定する必要があるかを判断してください。詳細情報および支援につい
て、サポート窓口にご連絡ください。

注記: 時々 1 つの割り当てが、割り当て警告と割り当て制限に同時にヒットすることがあります。この現
象が発生した場合、より重大なアラート、つまり割り当て制限だけがポストされます。たとえば、割り当
て警告に 80%使用が設定されており、割り当て制限に 90%使用が設定されている場合、1 つの VV を作成
したことで<50%使用から>95%使用まで変化すると、割り当て警告アラートは飛ばされて、割り当て制限
アラートだけが生成されます。

詳細情報および支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0270020
タイプ

オーバープロビジョニング CPG 警告アラート

メッセージ

CPG <cpg_name> overprovisioning ratio is over the overprovisioning warning.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：アラートによって特定される共通プロビジョニンググループ(CPG)は、管理者が指定したオーバー
プロビジョニング警告しきい値を超えました。

解決策：CPG の使用状況をチェックしてください。可能なら、CPG から割り当てられているボリューム
を減らすか、または関連する物理ストレージを増やしてください。

0x0270021
タイプ

オーバープロビジョニング CPG 制限アラート

メッセージ

CPG <cpg_name> overprovisioning ratio is over the overprovisioning limit
深刻度

メジャー

推奨されるアクション
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説明：アラートによって特定される共通プロビジョニンググループ(CPG)が、管理者が指定したオーバー
プロビジョニング制限しきい値を超えました。

解決策： CPG から割り当てられているボリュームを減らすか、または関連する物理ストレージを増やし
てください。

0x0270022
タイプ

オーバープロビジョニング警告アラート

メッセージ

<over_devtype> overprovisioning ratio is over overprovisioning warning.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：アラートによって特定されるデバイスが、管理者が指定したオーバープロビジョニング警告しきい
値を超えました。

解決策：デバイスの使用状況をチェックしてください。可能なら、デバイスに格納されているデータを減
らすか、またはデバイスのサイズを大きくしてください。

0x0270023
タイプ

オーバープロビジョニング制限アラート

メッセージ

<over_devtype> overprovisioning ratio is over overprovisioning limit.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：アラートに示されているデバイスが、管理者によって指定されたオーバープロビジョニング制限の
しきい値を超えています。

解決策：デバイスに保存されたデータを減らすか、そのサイズを大きくします。

0x0270024
タイプ

System Reporter CPG スペースのクリティカルアラート

メッセージ

System Reporter threshold alert <cpgspace_crit_str_data> with condition
<cpgspace_crit_valstr1> has been satisfied by CPG <cpgspace_crit_valstr0>
with value(s) <cpgspace_crit_valstr2>.
深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

推奨されるアクション：
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1. SR のパフォーマンスアラートを評価して原因が、A）ワークロードの変化、または B）コンポーネン
トの過度な使用のどちらかを判断します。

2. A）3PAR アレイで適用されているワークロードを変更する、B）最適化ツールを実行する、または C）
PD の数を増やす。

0x0270025
タイプ

System Reporter CPG スペースのマイナーアラート

メッセージ

System Reporter threshold alert <cpgspace_min_str_data> with condition
<cpgspace_min_valstr1> has been satisfied by CPG <cpgspace_min_valstr0> with
value(s) cpgspace_min_valstr2>.
深刻度

マイナー

推奨されるアクション

推奨されるアクション：

1. SR のパフォーマンスアラートを評価して原因が、A）ワークロードの変化、または B）コンポーネン
トの過度な使用のどちらかを判断します。

2. A）3PAR アレイで適用されているワークロードを変更する、B）最適化ツールを実行する、または C）
PD の数を増やす。

0x0270026
タイプ

System Reporter CPG スペースの情報アラート

メッセージ

System Reporter threshold alert <cpgspace_info_str_data> with condition
<cpgspace_info_valstr1> has been satisfied by CPG <cpgspace_info_valstr0>
with value(s) cpgspace_info_valstr2>.
深刻度

情報

推奨されるアクション

推奨されるアクション：

1. SR のパフォーマンスアラートを評価して原因が、A）ワークロードの変化、または B）コンポーネン
トの過度な使用のどちらかを判断します。

2. A）3PAR アレイで適用されているワークロードを変更する、B）最適化ツールを実行する、または C）
PD の数を増やす。

0x0270027
タイプ

System Reporter CPG スペースのメジャーアラート
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メッセージ

System Reporter threshold alert <cpgspace_str_data> with condition
<cpgspace_valstr1> has been satisfied by CPG <cpgspace_valstr0> with value(s)
<cpgspace_valstr2>.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

推奨されるアクション：

1. SR のパフォーマンスアラートを評価して原因が、A）ワークロードの変化、または B）コンポーネン
トの過度な使用のどちらかを判断します。

2. A）3PAR アレイで適用されているワークロードを変更する、B）最適化ツールを実行する、または C）
PD の数を増やす。

0x0280001
タイプ

保持データ LD 構成

メッセージ 1
Preserved data LDs configuration
深刻度

マイナー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 2
Preserved data LDs have not been started up.
深刻度

マイナー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0280002
タイプ

保持データ LD の使用不可

メッセージ

Preserved data storage is currently unavailable.
深刻度

マイナー

推奨されるアクション

説明：このシステムの保持データ LD は現在利用できません。これは、PD が見つからないか、現時点で
クラスターの一部でないノードがあることが原因です。
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解決策：CLI コマンド「showld」を使用して、すべての保持データ LD が開始状態であるかを確認してく
ださい。すべての LD が開始状態である場合は、サポート窓口にご連絡ください。

0x0280003
タイプ

保持データ LD がほぼ満杯

メッセージ

Preserved data LDs are filling up.
深刻度

マイナー

推奨されるアクション

このシステムの保持データ LD がほぼ満杯です。これは、見つからない PD またはケージが多すぎること
で、システム上の保持データが多すぎる状態になっていることが原因です。推奨されるアクション：技術
的なサポートおよびサービスについて、サポート窓口にご連絡ください。

0x0280004
タイプ

保持データ LD がフルです

メッセージ

Preserved data LDs are full. No more preserved data can be handled.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0280005
タイプ

LD 可用性

メッセージ

LD <LD name><LD ID> is unavailable because of preserved data.
深刻度

マイナー

推奨されるアクション

指定された VV が、その下にある 1 つ以上の LD が preserved 状態にあるため、ホスト I/O に使用できま
せん。これは、一部の PD が見つからないことが原因である可能性があります。CLI コマンドの showldch
または showvv を使用して、使用できない VV を調べます。修正アクションを実行して、必要な VV を再
度使用できるようにします。これを行うのが難しい場合は、HPE のサポート窓口に問い合わせて、テク
ニカルサポートとサービスを受けてください。

0x0280006
タイプ

保持データ LD 状態（mangler class）
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メッセージ

Preserved data storage is currently unavailable.
深刻度

マイナー

推奨されるアクション

説明：保持データ LD が停止したか、または利用できません。

解決策：CLI コマンド「checkhealth -detail ld」を使用して、すべてのノードが動作していることを確認
し、論理ディスクが正常であることを確認してください。関連する LD の問題があれば修正してください。
LD の問題に対処してもこのアラートが解決しない場合は、サポート窓口に連絡し、支援を受けてくださ
い。

0x0280007
タイプ

保持データ LD 構成（構成されていません）

メッセージ

Preserved data LDs have not been configured.
深刻度

マイナー

推奨されるアクション

説明：保持データ LD は、このシステム上には構成されていません。このシステムは、最近インストール
されたか、または新しいハードウェアが追加された可能性があります。

解決策：CLI コマンド「admithw」を実行するか、対応するアクションをサービスコンソールから実行し
てください。それでもこのアラートが解決しない場合は、サポート窓口に連絡し、支援を受けてくださ
い。

0x0280008
タイプ

保持データ LD 構成（起動されていません）

メッセージ

Preserved data LDs have not been started up.
深刻度

マイナー

推奨されるアクション

説明：保持データ LD が、このシステムでは起動されていません。

解決策：CLI コマンド「checkhealth -detail ld」を使用して、すべてのノードが動作していることを確認
し、論理ディスクが正常であることを確認してください。関連する LD の問題があれば修正してください。
LD の問題に対処してもこのアラートが解決しない場合は、サポート窓口に連絡し、支援を受けてくださ
い。

0x02900de
タイプ

コンポーネントの状態変化
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メッセージ

Cage <cage_id> Interface Card <interface_card_id> SFP <sfp_id> Degraded
(<list of: State String {State Value}>)
状態 0x0
Unqualified
深刻度

劣化

推奨されるアクション

説明：指定された SFP が認証されていない可能性があります。

解決策：CLI コマンド「showcage -sfp」を使用して、SFP の状態を確認してください。劣化している場
合は、指定された SFP を交換してください。

状態 0x1
Receiver Power Low: Check FC Cable
深刻度

劣化

推奨されるアクション

説明：指定された I/O モジュール(SFP)が、low シグナルを受信しています。

解決策：ファイバーチャネルケーブルおよび SFP をチェックし、適切に挿入されていることを確認して
ください。それでも問題が解決しない場合は、指定された SFP を交換してください。

0x02a00de
タイプ

コンポーネントの状態変化

メッセージ

Node System Fan <fan_id> Degraded (<list of: State String {State Value}>)
状態 0x0
I2C Failed
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x1
DC Failed
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x02a00fa
タイプ
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コンポーネントの状態変化

メッセージ

Node System Fan <fan_id> Failed (<list of: State String {State Value}>)
状態 0x0
I2C Failed
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x1
DC Failed
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x02b00de
タイプ

コンポーネントの状態変化

メッセージ

Cage <cage_id> Power Supply <power_supply_id> Degraded (<list of: State
String {State Value}>)
状態 0x3
Power Supply Filler
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x4
Power Supply Off
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x404
Power Supply Fan Warning
深刻度

劣化

推奨されるアクション
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注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x02b00fa
タイプ

コンポーネントの状態変化

メッセージ

Cage <cage_id> Power Supply <power_supply_id> Failed (<list of: State String
{State Value}>)
状態 0x1
Power Supply Failed
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x2
Power Supply AC Failed
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x400
Power Supply Unsupported
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x402
Cage <cage_id> Power Supply <power_supply_id> Failed (<list of: State String
{State Value}>)
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：ケージの、特定された電源は、交換が必要である可能性があります。

1）障害が発生したコンポーネントと、交換する部品番号を特定する、2）新しい部品を注文する、3）交
換する方法については、以下の資料を参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ xxxx ストレージサービスガイド（http://www.hpe.com/jp/support から入手可
能）を検索

• HPE サービスメディアライブラリ：http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

状態 0x403
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Power Supply Warning
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x404
Power Supply Communication Error
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x405
Power Supply Fan Not Present
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x405
Power Supply Not Present
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x406
Power Supply Fan Not Available
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x407
Power Supply Not Available
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x408
Power Supply Unsupported Power Supply combination
深刻度
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メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x02d00de
タイプ

コンポーネントの状態変化

メッセージ

Cage <cage_id> Interface Card <interface_card_id> Degraded (<list of: State
String {State Value}>)
状態 0x0
CPU Firmware Unknown
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x0
Interface Card Not Responding
深刻度

劣化

推奨されるアクション

HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage は適用外

状態 0x1
CPU Firmware Not Current
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x4
Interface Card Loop Down Recovery
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x402
Interface Card Failed
深刻度

劣化

推奨されるアクション
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HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage は適用外

0x02d00fa
タイプ

コンポーネントの状態変化

メッセージ

Cage <cage_id> Interface Card <interface_card_id> Failed (<list of: State
String {State Value}>)
状態 0x0
Interface Card Not Responding
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x1
CPU Firmware Not Current
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x1
ESH Microcontroller Failed POST
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x1
Interface Card Fatal Error
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x2
ESH Failed
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x2
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ESH Microcontroller Encountered FATAL Error
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x3
ESH ASIC Not Functioning
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x3
ESH Warning
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x4
ESH ASIC Failed POST
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x4
ESH Unrecoverable
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x5
ESH ASIC Port Failed POST
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x5
ESH Not Present
深刻度

244 アラート



メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x6
ESH ASIC Clock Delta Beyond Thresholds
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x7
ESH Not Available
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x400
Interface Card Undefined
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x402
Interface Card Failed
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x403
Interface Card Warning
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x404
Interface Card Unrecoverable
深刻度

メジャー

推奨されるアクション
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注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x405
Interface Card Not Present
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x407
Interface Card Not Available
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x03500de
タイプ

コンポーネントの状態変化

メッセージ

Cage <cage_id> Magazine <mag_id> Degraded (<list of: State String {State
Value}>)
状態 0x6
Offloop, Requested Via Admin Interface
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x11
Missing, No Admitted Disks
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x03500fa
タイプ

コンポーネントの状態変化

メッセージ

Cage <cage_id> Magazine <mag_id> Failed (<list of: State String {State
Value}>)
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状態 0x1
Missing
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage は適用外

状態 0x3
Offloop, Loop Failure
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage は適用外

状態 0x4
Offloop, I2C Transaction Failure
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage は適用外

状態 0x5
Offloop, Power Supply Failure
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x7
Offloop, Requested Via Serial Console
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x8
Midplane I2C Transaction Failure
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage は適用外
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0x0360002
タイプ

ライトキャッシュの可用性

メッセージ

System write cache availability is degraded.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0360003
タイプ

System Reporter システムスペースのクリティカルアラート

メッセージ

System Reporter threshold alert <sysspace_crit_str_data> with condition
<sysspace_crit_valstr1> has been satisfied by <sysspace_crit_valstr0> with
value(s) <sysspace_crit_valstr2>.
深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

推奨されるアクション：

1. SR のパフォーマンスアラートを評価して原因が、A）ワークロードの変化、または B）コンポーネン
トの過度な使用のどちらかを判断します。

2. A）3PAR アレイで適用されているワークロードを変更する、B）最適化ツールを実行する、または C）
PD の数を増やす。

0x0360004
タイプ

System Reporter システムスペースのメジャーアラート

メッセージ

System Reporter threshold alert <sysspace_crit_str_data> with condition
<sysspace_crit_valstr1> has been satisfied by <sysspace_crit_valstr0> with
value(s) <sysspace_crit_valstr2>.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

推奨されるアクション：
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1. SR のパフォーマンスアラートを評価して原因が、A）ワークロードの変化、または B）コンポーネン
トの過度な使用のどちらかを判断します。

2. A）3PAR アレイで適用されているワークロードを変更する、B）最適化ツールを実行する、または C）
PD の数を増やす。

0x0360005
タイプ

System Reporter システムスペースの情報アラート

メッセージ

System Reporter threshold alert <sysspace_crit_str_data> with condition
<sysspace_crit_valstr1> has been satisfied by <sysspace_crit_valstr0> with
value(s) <sysspace_crit_valstr2>.
深刻度

情報

推奨されるアクション

推奨されるアクション：

1. SR のパフォーマンスアラートを評価して原因が、A）ワークロードの変化、または B）コンポーネン
トの過度な使用のどちらかを判断します。

2. A）3PAR アレイで適用されているワークロードを変更する、B）最適化ツールを実行する、または C）
PD の数を増やす。

0x0360006
タイプ

System Reporter システムスペースのマイナーアラート

メッセージ

System Reporter threshold alert <sysspace_crit_str_data> with condition
<sysspace_crit_valstr1> has been satisfied by <sysspace_crit_valstr0> with
value(s) <sysspace_crit_valstr2>.
深刻度

マイナー

推奨されるアクション

推奨されるアクション：

1. SR のパフォーマンスアラートを評価して原因が、A）ワークロードの変化、または B）コンポーネン
トの過度な使用のどちらかを判断します。

2. A）3PAR アレイで適用されているワークロードを変更する、B）最適化ツールを実行する、または C）
PD の数を増やす。

0x03700de
タイプ

コンポーネントの状態変化
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メッセージ

Remote Copy Volume <volume_id>(<volume_name>) Degraded (<list of: State
String {State Value}>)
状態 0x3
Resync Snapshot Became Stale - full sync required
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x4
Volume Group Unsynced - did not take snapshots while stopping group
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x5
Volume Unsynced - secondary volume was not marked as in-sync
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x6
Volume Unsynced - volume was unavailable when group was stopped
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x7
Volume Unsynced - node or sysmgr failure
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x8
Volume Unsynced - promote of snapshot failed
深刻度

劣化

推奨されるアクション
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注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x9
Volume Unsynced - could not take snapshot during sysmgr startup
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0xa
Volume Unsynced - requires a full resync since ldck is in progress
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0xb
Volume Unsynced - primary periodic iteration doesn't match secondary
深刻度

劣化

推奨されるアクション

対応は不要です。この問題は、ボリュームの完全同期が完了したときに解決されます。

0x03700fa
タイプ

コンポーネントの状態変化

メッセージ

Remote Copy Volume <volume_id>(<volume_name>) Failed (<list of: State String
{State Value}>)
状態 0x1
Write To Secondary Volume Failed
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x2
Sync Failed
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

Remote Copy ボリュームの同期に失敗しました。

推奨されるアクション：
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1. 同期失敗の原因を特定し、修正してください(ネットワーク障害、セカンダリボリュームでの書き込み
エラー、ボリュームグループを停止する CLI コマンドなど)。

2. 自動回復ポリシーが設定されている場合、Remote Copy グループは自動的に再起動されます。この場
合以外は、Remote Copy グループが停止した後に、手動で再起動してください。

3. 同期グループおよび非同期ストリーミンググループの場合: これらは、グループのスタートアップの一
部として、自動的に再同期されます。

4. 非同期定期グループの場合: CLI コマンド syncrcopy を使用してグループのすべてのボリュームを強制
的にすぐに同期する(RPO に必要な場合)か、次にスケジュールされている再同期を待ってください。

0x03800de
タイプ

コンポーネントの状態変化

メッセージ

Remote Copy Volume Group <group_id>(<group_name>) Degraded (<list of: State
String {State Value}>)
状態 0x1
Sync Failed - could not take local snapshots
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x2
Sync Failed - could not take remote snapshots
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x3
Sync Failed - could not communicate with target
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x4
Sync Failed - synchronization snapshot has been deleted
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。
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状態 0x5
Resync Failed - resynchronization snapshot has been deleted
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x6
Not All Volumes In Group Are In Sync
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x7
Periodic Sync Took More Than Sync Period
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x8
Resync Failed - volume is currently syncing
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x9
Sync In Period
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0xa
Group stopped - IO to secondary timed out, the reason for the hung IO should
be resolved before restarting the group
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

アラート 253



0x03900fa
タイプ

コンポーネントの状態変化

メッセージ

Remote Copy Target <target_id>(<target_name>) Failed (<list of: State String
{State Value}>)
状態 0x1
Target At Incompatible Revision
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x2
All Links To Target Are Down
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x3
Target's links connect to multiple InServs, dismiss and admit correct links.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

適切なゾーニングなしで、Inserv がファイバーチャネルスイッチに接続されました。ファイバーチャネル
スイッチは、アレイ間に 1:1 ゾーニングを必要とします。推奨されるアクション：Inserv 間で 1 対 1 の
ゾーニングになるように FC スイッチを再構成します。

状態 0x4
Multiple targets defined for one remote system, the target get disabled.
Please remove the target.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

ユーザーがサポートされていない追加のターゲットを作成しました。推奨されるアクション：そのター
ゲットを削除します。

状態 0x5
Multiple targets with groups created that point to the same remote system is
not a supported configuration.Please check the system and remove one target.
深刻度

メジャー
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推奨されるアクション

ユーザーがサポートされていない追加のターゲットを作成しました。推奨されるアクション：そのター
ゲットを削除します。

0x03a00de
タイプ

コンポーネントの状態変化

メッセージ

Remote Copy Link <link_id>(<link_name>) Degraded (<list of: State String
{State Value}>)
状態 0x4
Not All Connections Are Up
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x03a00fa
タイプ

コンポーネントの状態変化

メッセージ

Remote Copy Link <link_id>(<link_name>) Failed (<list of: State String {State
Value}>)
状態 0x1
Down Due To Send Error Or Missing Heartbeat
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

Remote Copy リンクが切断されています。次の原因が考えられます。

• リンクを停止する CLI コマンド。

• 実際のネットワーク障害またはリモートシステムの喪失

推奨されるアクション：ネットワーク障害が発生した原因を調べて、問題を解決します。

状態 0x2
Multiple Link Down Errors Within 24 Hours
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x3
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Link Has Been Down For More Than 4 Hours
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x03b0001
タイプ

SMART IDE メッセージ

メッセージ

Error Log read failure: disk <hda> Error Log Fail
深刻度

マイナー

推奨されるアクション

コントローラーノードが問題を報告しており、交換が必要な場合があります。

HPE 3PAR StoreServ 7400 のお客様のみ：

支援については、サポート窓口にご連絡ください。

HPE 3PAR StoreServ 7200 のお客様のみ：

サポート窓口に問い合わせて、障害の確認と、交換が必要な場合は、障害が発生したノードの正確な場所
の特定を行ってください。

このコンポーネントは、任意のカスタマーセルフリペアの対象になっています。

1）障害が発生したコンポーネントおよび交換部品番号の特定方法、2）新しい部品の注文方法、および
3）交換の実行方法については、以下のリソースを参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage サービスガイドは http://www.hpe.com/support/
3PAR_StoreServ_7000_ServiceGuide_en から入手可能

• HPE サービスメディアライブラリは http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

この修理に支援が必要な場合は、サポート窓口にお問い合わせください。

0x03b0002
タイプ

フリーノードのディスクスペース低下

メッセージ

Node <nid> free disk space is below acceptable limits: root <free_space>MB
altroot <alt_space>MB common <comm_space>MB.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：ノードドライブが、予期せず満杯になりました。

解決策：追加情報については、次のレベルのサポートにお問い合わせください。
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0x03b0004
タイプ

ノードドライブは暗号化されていますが、システムで暗号化が有効になっていません

メッセージ

Node drive for node <hw_node> drive <driveid> with WWN <sw_wwn> has
encryption enabled, but encryption is not enabled on the system.
深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x03b0005
タイプ

暗号化はシステムで有効になっていますが、ノードドライブが暗号化されていません

メッセージ

Node drive for node <hw_node> drive <driveid> with WWN <sw_wwn> is not
encrypted, but encryption is enabled on the system.
深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

説明：システムで暗号化が有効になっていますが、ドライブが暗号化されていません。通常、システムは
新しいドライブで暗号化を自動的に有効にします。

解決策：支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x03b0006
タイプ

ノードドライブへの I/O を行えません

メッセージ

Unable to do I/O to the node drive for node <hw_node> drive <driveid> with
WWN <sw_wwn>.
深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

説明：電源障害のパーティションのバックグラウンドチェックが、ドライブへのアクセスおよびロック解
除に失敗しました。

解決策：「controlpd revertnode <node id>」を使用して、ドライブを工場出荷時の状態に戻してください。
これにより、ノードが自動的に再起動されます。2000 シリーズのシステムでは、対応するノードを
controlpd revertnode が 30 秒以内に自動的に再起動するため、ノードツーノードの自動的なレスキューを
起動するために、バックツーバックで controlpd revertnode コマンドを実行しなければならないことがあ
ります。「controlpd revertnode <node id>」によりノードドライブの障害が解決しない場合は、ドライブ
を交換する必要があります。
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0x03b0007
タイプ

ノードディスクの空きスペースが少なくなっています。/common がマウントされていません。

メッセージ

Node <nid> free disk space is below acceptable limits: root <free_space>MB
altroot <alt_space>MB common NOT MOUNTED.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：ノードドライブの内部パーティションのいずれかがマウントされていません。考えられる原因は、
ノードディスクの問題です。

解決策：このノードのディスクを交換してください。

0x03b0008
タイプ

ノードディスクの空きスペースが少なくなっています。/altroot がマウントされていません。

メッセージ

Node <nid> free disk space is below acceptable limits: root <free_space>MB
altroot NOT MOUNTED common <comm_space>MB.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：ノードドライブの内部パーティションのいずれかがマウントされていません。考えられる原因は、
ノードディスクの問題です。

解決策：このノードのディスクを交換してください。

0x03b0009
タイプ

ノードディスクの空きスペースが少なくなっています。/common および/altroot がマウントされていませ
ん。

メッセージ

Node <nid> free disk space is below acceptable limits: root <free_space>MB
altroot NOT MOUNTED common NOT MOUNTED.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：ノードドライブの内部パーティションの 2 つがマウントされていません。考えられる原因は、ノー
ドディスクの問題です。

解決策：このノードのディスクを交換してください。
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0x03b000a
タイプ

Syslog ノードドライブエラーのメッセージ監視

メッセージ

[[hw_node]] syslog received dual boot drive failure message. Problem exists
on device: <nodedrivesdxdev_name>, on sata port: <nodedrivesataport_name>
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：ノードドライブに障害があると、BIOS が判断しました。

解決策：2 つのノードドライブのうちの 1 つを交換する必要があります。障害が発生したドライブに接続
されている SATA ポート番号は、イベントテキスト内にコールアウトされています。同じ SATA ポート番
号が、ドライブへ接続されているケーブルコネクターのラベルにも印刷されています。

0x03b000b
タイプ

/proc/mdstat 周期監視が Node Drive Raid の劣化検出

メッセージ

[[hw_node]] /proc/mdstat detected degraded node drive raid. Problem exists on
device: <nodedrivesdxdev_name>, on sata port: <nodedrivesataport_name>
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：ノードドライブに障害があると、BIOS が判断しました。

解決策：機能する 2 つのドライブがある RAID セットを再作成する必要があります。ノードツーノードの
レスキューを実行してください。RAID セット内で同じドライブがまだアクティブでない場合は、そのド
ライブを交換する必要があります。障害が発生したドライブに接続されている SATA ポート番号は、イベ
ントテキスト内にコールアウトされています。同じ SATA ポート番号が、ドライブへ接続されているケー
ブルコネクターのラベルにも印刷されています。

0x03b000c
タイプ

Lost interrupt

メッセージ

<device_name>: lost interrupt.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。
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0x03b000d
タイプ

IDE SMART がセルフチェックに失敗しました

メッセージ

[[hw_node]] disk <disk_name> failed SMART self-check.
深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

コントローラーノードが問題を報告しており、交換が必要な場合があります。

HPE 3PAR StoreServ 7400 のお客様のみ：

支援については、サポート窓口にご連絡ください。

HPE 3PAR StoreServ 7200 のお客様のみ：

サポート窓口に問い合わせて、障害の確認と、交換が必要な場合は、障害が発生したノードの正確な場所
の特定を行ってください。

このコンポーネントは、任意のカスタマーセルフリペアの対象になっています。

1）障害が発生したコンポーネントおよび交換部品番号の特定方法、2）新しい部品の注文方法、および
3）交換の実行方法については、以下のリソースを参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage サービスガイドは http://www.hpe.com/support/
3PAR_StoreServ_7000_ServiceGuide_en から入手可能

• HPE サービスメディアライブラリは http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

この修理に支援が必要な場合は、サポート窓口にお問い合わせください。

0x03b000e
タイプ

IDE SMART の読み取り不能セクター

メッセージ

[[hw_node]] disk <disk_name> has <err_count> unreadable (pending) sectors.
深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

コントローラーノードが問題を報告しており、交換が必要な場合があります。

HPE 3PAR StoreServ 7400 のお客様のみ：

支援については、サポート窓口にご連絡ください。

HPE 3PAR StoreServ 7200 のお客様のみ：

サポート窓口に問い合わせて、障害の確認と、交換が必要な場合は、障害が発生したノードの正確な場所
の特定を行ってください。

このコンポーネントは、任意のカスタマーセルフリペアの対象になっています。

1）障害が発生したコンポーネントおよび交換部品番号の特定方法、2）新しい部品の注文方法、および
3）交換の実行方法については、以下のリソースを参照してください。
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• HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage サービスガイドは http://www.hpe.com/support/
3PAR_StoreServ_7000_ServiceGuide_en から入手可能

• HPE サービスメディアライブラリは http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

この修理に支援が必要な場合は、サポート窓口にお問い合わせください。

0x03b000f
タイプ

IDE SMART の訂正不能セクター

メッセージ

[[hw_node]] disk <disk_name> has <err_count> uncorrectable sectors.
深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

コントローラーノードが問題を報告しており、交換が必要な場合があります。

HPE 3PAR StoreServ 7400 のお客様のみ：

支援については、サポート窓口にご連絡ください。

HPE 3PAR StoreServ 7200 のお客様のみ：

サポート窓口に問い合わせて、障害の確認と、交換が必要な場合は、障害が発生したノードの正確な場所
の特定を行ってください。

このコンポーネントは、任意のカスタマーセルフリペアの対象になっています。

1）障害が発生したコンポーネントおよび交換部品番号の特定方法、2）新しい部品の注文方法、および
3）交換の実行方法については、以下のリソースを参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage サービスガイドは http://www.hpe.com/support/
3PAR_StoreServ_7000_ServiceGuide_en から入手可能

• HPE サービスメディアライブラリは http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

この修理に支援が必要な場合は、サポート窓口にお問い合わせください。

0x03b0010
タイプ

IDE SMART エラーユニット準備中

メッセージ

[[hw_node]] disk <disk_name> failed Test Unit Ready.
深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

コントローラーノードが問題を報告しており、交換が必要な場合があります。

HPE 3PAR StoreServ 7400 のお客様のみ：

支援については、サポート窓口にご連絡ください。
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HPE 3PAR StoreServ 7200 のお客様のみ：

サポート窓口に問い合わせて、障害の確認と、交換が必要な場合は、障害が発生したノードの正確な場所
の特定を行ってください。

このコンポーネントは、任意のカスタマーセルフリペアの対象になっています。

1）障害が発生したコンポーネントおよび交換部品番号の特定方法、2）新しい部品の注文方法、および
3）交換の実行方法については、以下のリソースを参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage サービスガイドは http://www.hpe.com/support/
3PAR_StoreServ_7000_ServiceGuide_en から入手可能

• HPE サービスメディアライブラリは http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

この修理に支援が必要な場合は、サポート窓口にお問い合わせください。

0x03b0011
タイプ

IDE SMART が usage 属性エラー

メッセージ

[[hw_node]] disk <disk_name> fail SMART attribute <attr_name>: <attr_value>.
深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

コントローラーノードが問題を報告しており、交換が必要な場合があります。

HPE 3PAR StoreServ 7400 のお客様のみ：

支援については、サポート窓口にご連絡ください。

HPE 3PAR StoreServ 7200 のお客様のみ：

サポート窓口に問い合わせて、障害の確認と、交換が必要な場合は、障害が発生したノードの正確な場所
の特定を行ってください。

このコンポーネントは、任意のカスタマーセルフリペアの対象になっています。

1）障害が発生したコンポーネントおよび交換部品番号の特定方法、2）新しい部品の注文方法、および
3）交換の実行方法については、以下のリソースを参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage サービスガイドは http://www.hpe.com/support/
3PAR_StoreServ_7000_ServiceGuide_en から入手可能

• HPE サービスメディアライブラリは http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

この修理に支援が必要な場合は、サポート窓口にお問い合わせください。

0x03b0012
タイプ

IDE SMART 障害

メッセージ

[[hw_node]] disk <disk_name> SMART Failure: <fail_value>.
深刻度
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クリティカル

推奨されるアクション

コントローラーノードが問題を報告しており、交換が必要な場合があります。

HPE 3PAR StoreServ 7400 のお客様のみ：

支援については、サポート窓口にご連絡ください。

HPE 3PAR StoreServ 7200 のお客様のみ：

サポート窓口に問い合わせて、障害の確認と、交換が必要な場合は、障害が発生したノードの正確な場所
の特定を行ってください。

このコンポーネントは、任意のカスタマーセルフリペアの対象になっています。

1）障害が発生したコンポーネントおよび交換部品番号の特定方法、2）新しい部品の注文方法、および
3）交換の実行方法については、以下のリソースを参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage サービスガイドは http://www.hpe.com/support/
3PAR_StoreServ_7000_ServiceGuide_en から入手可能

• HPE サービスメディアライブラリは http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

この修理に支援が必要な場合は、サポート窓口にお問い合わせください。

0x03b0013
タイプ

IDE SMART 実行テスト失敗

メッセージ

[[hw_node]] disk <disk_name> test failed: <fail_value>.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

コントローラーノードが問題を報告しており、交換が必要な場合があります。

HPE 3PAR StoreServ 7400 のお客様のみ：

支援については、サポート窓口にご連絡ください。

HPE 3PAR StoreServ 7200 のお客様のみ：

サポート窓口に問い合わせて、障害の確認と、交換が必要な場合は、障害が発生したノードの正確な場所
の特定を行ってください。

このコンポーネントは、任意のカスタマーセルフリペアの対象になっています。

1）障害が発生したコンポーネントおよび交換部品番号の特定方法、2）新しい部品の注文方法、および
3）交換の実行方法については、以下のリソースを参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage サービスガイドは http://www.hpe.com/support/
3PAR_StoreServ_7000_ServiceGuide_en から入手可能

• HPE サービスメディアライブラリは http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

この修理に支援が必要な場合は、サポート窓口にお問い合わせください。

アラート 263

http://www.hpe.com/support/3PAR_StoreServ_7000_ServiceGuide_en
http://www.hpe.com/support/3PAR_StoreServ_7000_ServiceGuide_en
http://www.hpe.com/support/sml-csr
http://www.hpe.com/support/3PAR_StoreServ_7000_ServiceGuide_en
http://www.hpe.com/support/3PAR_StoreServ_7000_ServiceGuide_en
http://www.hpe.com/support/sml-csr


0x03b0014
タイプ

IDE SMART の新規セルフテストエラー

メッセージ

[[hw_node]] disk <disk_name> Self-Test Log error.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

コントローラーノードが問題を報告しており、交換が必要な場合があります。

HPE 3PAR StoreServ 7400 のお客様のみ：

支援については、サポート窓口にご連絡ください。

HPE 3PAR StoreServ 7200 のお客様のみ：

サポート窓口に問い合わせて、障害の確認と、交換が必要な場合は、障害が発生したノードの正確な場所
の特定を行ってください。

このコンポーネントは、任意のカスタマーセルフリペアの対象になっています。

1）障害が発生したコンポーネントおよび交換部品番号の特定方法、2）新しい部品の注文方法、および
3）交換の実行方法については、以下のリソースを参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage サービスガイドは http://www.hpe.com/support/
3PAR_StoreServ_7000_ServiceGuide_en から入手可能

• HPE サービスメディアライブラリは http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

この修理に支援が必要な場合は、サポート窓口にお問い合わせください。

0x03b0015
タイプ

IDE SMART の繰り返しセルフテストログエラー

メッセージ

[[hw_node]] disk <disk_name> Self-Test Log error.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

コントローラーノードが問題を報告しており、交換が必要な場合があります。

HPE 3PAR StoreServ 7400 のお客様のみ：

支援については、サポート窓口にご連絡ください。

HPE 3PAR StoreServ 7200 のお客様のみ：

サポート窓口に問い合わせて、障害の確認と、交換が必要な場合は、障害が発生したノードの正確な場所
の特定を行ってください。

このコンポーネントは、任意のカスタマーセルフリペアの対象になっています。

1）障害が発生したコンポーネントおよび交換部品番号の特定方法、2）新しい部品の注文方法、および
3）交換の実行方法については、以下のリソースを参照してください。
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• HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage サービスガイドは http://www.hpe.com/support/
3PAR_StoreServ_7000_ServiceGuide_en から入手可能

• HPE サービスメディアライブラリは http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

この修理に支援が必要な場合は、サポート窓口にお問い合わせください。

0x03b0016
タイプ

IDE SMART ATA のエラー増加

メッセージ

[[hw_node]] disk <disk_name> error count: <err_count>.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

コントローラーノードが問題を報告しており、交換が必要な場合があります。

HPE 3PAR StoreServ 7400 のお客様のみ：

支援については、サポート窓口にご連絡ください。

HPE 3PAR StoreServ 7200 のお客様のみ：

サポート窓口に問い合わせて、障害の確認と、交換が必要な場合は、障害が発生したノードの正確な場所
の特定を行ってください。

このコンポーネントは、任意のカスタマーセルフリペアの対象になっています。

1）障害が発生したコンポーネントおよび交換部品番号の特定方法、2）新しい部品の注文方法、および
3）交換の実行方法については、以下のリソースを参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage サービスガイドは http://www.hpe.com/support/
3PAR_StoreServ_7000_ServiceGuide_en から入手可能

• HPE サービスメディアライブラリは http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

この修理に支援が必要な場合は、サポート窓口にお問い合わせください。

0x03b0017
タイプ

IDE SMART の属性データ読み取り失敗

メッセージ

[[hw_node]] disk <disk_name> cannot read SMART data.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

コントローラーノードが問題を報告しており、交換が必要な場合があります。

HPE 3PAR StoreServ 7400 のお客様のみ：

支援については、サポート窓口にご連絡ください。
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HPE 3PAR StoreServ 7200 のお客様のみ：

サポート窓口に問い合わせて、障害の確認と、交換が必要な場合は、障害が発生したノードの正確な場所
の特定を行ってください。

このコンポーネントは、任意のカスタマーセルフリペアの対象になっています。

1）障害が発生したコンポーネントおよび交換部品番号の特定方法、2）新しい部品の注文方法、および
3）交換の実行方法については、以下のリソースを参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage サービスガイドは http://www.hpe.com/support/
3PAR_StoreServ_7000_ServiceGuide_en から入手可能

• HPE サービスメディアライブラリは http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

この修理に支援が必要な場合は、サポート窓口にお問い合わせください。

0x03b0019
タイプ

IDE SMART のエラーログ読み取り失敗

メッセージ

[[hw_node]] disk <disk_name> Error Log Fail.
深刻度

マイナー

推奨されるアクション

コントローラーノードが問題を報告しており、交換が必要な場合があります。

HPE 3PAR StoreServ 7400 のお客様のみ：

支援については、サポート窓口にご連絡ください。

HPE 3PAR StoreServ 7200 のお客様のみ：

サポート窓口に問い合わせて、障害の確認と、交換が必要な場合は、障害が発生したノードの正確な場所
の特定を行ってください。

このコンポーネントは、任意のカスタマーセルフリペアの対象になっています。

1）障害が発生したコンポーネントおよび交換部品番号の特定方法、2）新しい部品の注文方法、および
3）交換の実行方法については、以下のリソースを参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage サービスガイドは http://www.hpe.com/support/
3PAR_StoreServ_7000_ServiceGuide_en から入手可能

• HPE サービスメディアライブラリは http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

この修理に支援が必要な場合は、サポート窓口にお問い合わせください。

0x03b0020
タイプ

DUAL IDE SMART のセルフチェック失敗

メッセージ

[[hw_node]] disk <disk_name> failed SMART self-check.
深刻度
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クリティカル

推奨されるアクション

コントローラーノードが問題を報告しており、交換が必要な場合があります。

HPE 3PAR StoreServ 7400 のお客様のみ：

支援については、サポート窓口にご連絡ください。

HPE 3PAR StoreServ 7200 のお客様のみ：

サポート窓口に問い合わせて、障害の確認と、交換が必要な場合は、障害が発生したノードの正確な場所
の特定を行ってください。

このコンポーネントは、任意のカスタマーセルフリペアの対象になっています。

1）障害が発生したコンポーネントおよび交換部品番号の特定方法、2）新しい部品の注文方法、および
3）交換の実行方法については、以下のリソースを参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage サービスガイドは http://www.hpe.com/support/
3PAR_StoreServ_7000_ServiceGuide_en から入手可能

• HPE サービスメディアライブラリは http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

この修理に支援が必要な場合は、サポート窓口にお問い合わせください。

0x03b0021
タイプ

DUAL IDE SMART の読み取りできないセクター

メッセージ

[[hw_node]] disk <disk_name> has <err_count> unreadable (pending) sectors.
深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

コントローラーノードが問題を報告しており、交換が必要な場合があります。

HPE 3PAR StoreServ 7400 のお客様のみ：

支援については、サポート窓口にご連絡ください。

HPE 3PAR StoreServ 7200 のお客様のみ：

サポート窓口に問い合わせて、障害の確認と、交換が必要な場合は、障害が発生したノードの正確な場所
の特定を行ってください。

このコンポーネントは、任意のカスタマーセルフリペアの対象になっています。

1）障害が発生したコンポーネントおよび交換部品番号の特定方法、2）新しい部品の注文方法、および
3）交換の実行方法については、以下のリソースを参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage サービスガイドは http://www.hpe.com/support/
3PAR_StoreServ_7000_ServiceGuide_en から入手可能

• HPE サービスメディアライブラリは http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

この修理に支援が必要な場合は、サポート窓口にお問い合わせください。
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0x03b0022
タイプ

DUAL IDE SMART の接続できないセクター

メッセージ

[[hw_node]] disk <disk_name> has <err_count> uncorrectable sectors.
深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

コントローラーノードが問題を報告しており、交換が必要な場合があります。

HPE 3PAR StoreServ 7400 のお客様のみ：

支援については、サポート窓口にご連絡ください。

HPE 3PAR StoreServ 7200 のお客様のみ：

サポート窓口に問い合わせて、障害の確認と、交換が必要な場合は、障害が発生したノードの正確な場所
の特定を行ってください。

このコンポーネントは、任意のカスタマーセルフリペアの対象になっています。

1）障害が発生したコンポーネントおよび交換部品番号の特定方法、2）新しい部品の注文方法、および
3）交換の実行方法については、以下のリソースを参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage サービスガイドは http://www.hpe.com/support/
3PAR_StoreServ_7000_ServiceGuide_en から入手可能

• HPE サービスメディアライブラリは http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

この修理に支援が必要な場合は、サポート窓口にお問い合わせください。

0x03b0023
タイプ

DUAL IDE SMART がユニット準備に失敗

メッセージ

[[hw_node]] disk <disk_name> failed Test Unit Ready.
深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

コントローラーノードが問題を報告しており、交換が必要な場合があります。

HPE 3PAR StoreServ 7400 のお客様のみ：

支援については、サポート窓口にご連絡ください。

HPE 3PAR StoreServ 7200 のお客様のみ：

サポート窓口に問い合わせて、障害の確認と、交換が必要な場合は、障害が発生したノードの正確な場所
の特定を行ってください。

このコンポーネントは、任意のカスタマーセルフリペアの対象になっています。

1）障害が発生したコンポーネントおよび交換部品番号の特定方法、2）新しい部品の注文方法、および
3）交換の実行方法については、以下のリソースを参照してください。
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• HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage サービスガイドは http://www.hpe.com/support/
3PAR_StoreServ_7000_ServiceGuide_en から入手可能

• HPE サービスメディアライブラリは http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

この修理に支援が必要な場合は、サポート窓口にお問い合わせください。

0x03b0024
タイプ

DUAL IDE SMART の usage 属性に失敗

メッセージ

[[hw_node]] disk <disk_name> fail SMART attribute <attr_name>: <attr_value>.
深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

コントローラーノードが問題を報告しており、交換が必要な場合があります。

HPE 3PAR StoreServ 7400 のお客様のみ：

支援については、サポート窓口にご連絡ください。

HPE 3PAR StoreServ 7200 のお客様のみ：

サポート窓口に問い合わせて、障害の確認と、交換が必要な場合は、障害が発生したノードの正確な場所
の特定を行ってください。

このコンポーネントは、任意のカスタマーセルフリペアの対象になっています。

1）障害が発生したコンポーネントおよび交換部品番号の特定方法、2）新しい部品の注文方法、および
3）交換の実行方法については、以下のリソースを参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage サービスガイドは http://www.hpe.com/support/
3PAR_StoreServ_7000_ServiceGuide_en から入手可能

• HPE サービスメディアライブラリは http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

この修理に支援が必要な場合は、サポート窓口にお問い合わせください。

0x03b0025
タイプ

DUAL IDE SMART 障害

メッセージ

[[hw_node]] disk <disk_name> SMART Failure: <fail_value>.
深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

コントローラーノードが問題を報告しており、交換が必要な場合があります。

HPE 3PAR StoreServ 7400 のお客様のみ：

支援については、サポート窓口にご連絡ください。
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HPE 3PAR StoreServ 7200 のお客様のみ：

サポート窓口に問い合わせて、障害の確認と、交換が必要な場合は、障害が発生したノードの正確な場所
の特定を行ってください。

このコンポーネントは、任意のカスタマーセルフリペアの対象になっています。

1）障害が発生したコンポーネントおよび交換部品番号の特定方法、2）新しい部品の注文方法、および
3）交換の実行方法については、以下のリソースを参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage サービスガイドは http://www.hpe.com/support/
3PAR_StoreServ_7000_ServiceGuide_en から入手可能

• HPE サービスメディアライブラリは http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

この修理に支援が必要な場合は、サポート窓口にお問い合わせください。

0x03b0026
タイプ

DUAL IDE SMART の実行テスト失敗

メッセージ

[[hw_node]] disk <disk_name> test failed: <fail_value>.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

コントローラーノードが問題を報告しており、交換が必要な場合があります。

HPE 3PAR StoreServ 7400 のお客様のみ：

支援については、サポート窓口にご連絡ください。

HPE 3PAR StoreServ 7200 のお客様のみ：

サポート窓口に問い合わせて、障害の確認と、交換が必要な場合は、障害が発生したノードの正確な場所
の特定を行ってください。

このコンポーネントは、任意のカスタマーセルフリペアの対象になっています。

1）障害が発生したコンポーネントおよび交換部品番号の特定方法、2）新しい部品の注文方法、および
3）交換の実行方法については、以下のリソースを参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage サービスガイドは http://www.hpe.com/support/
3PAR_StoreServ_7000_ServiceGuide_en から入手可能

• HPE サービスメディアライブラリは http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

この修理に支援が必要な場合は、サポート窓口にお問い合わせください。

0x03b0027
タイプ

DUAL IDE SMART の新規セルフテストログエラー

メッセージ

[[hw_node]] disk <disk_name> Self-Test Log error.
深刻度
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メジャー

推奨されるアクション

コントローラーノードが問題を報告しており、交換が必要な場合があります。

HPE 3PAR StoreServ 7400 のお客様のみ：

支援については、サポート窓口にご連絡ください。

HPE 3PAR StoreServ 7200 のお客様のみ：

サポート窓口に問い合わせて、障害の確認と、交換が必要な場合は、障害が発生したノードの正確な場所
の特定を行ってください。

このコンポーネントは、任意のカスタマーセルフリペアの対象になっています。

1）障害が発生したコンポーネントおよび交換部品番号の特定方法、2）新しい部品の注文方法、および
3）交換の実行方法については、以下のリソースを参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage サービスガイドは http://www.hpe.com/support/
3PAR_StoreServ_7000_ServiceGuide_en から入手可能

• HPE サービスメディアライブラリは http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

この修理に支援が必要な場合は、サポート窓口にお問い合わせください。

0x03b0028
タイプ

DUAL IDE SMART の繰り返しセルフテストログエラー

メッセージ

[[hw_node]] disk <disk_name> Self-Test Log error.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

コントローラーノードが問題を報告しており、交換が必要な場合があります。

HPE 3PAR StoreServ 7400 のお客様のみ：

支援については、サポート窓口にご連絡ください。

HPE 3PAR StoreServ 7200 のお客様のみ：

サポート窓口に問い合わせて、障害の確認と、交換が必要な場合は、障害が発生したノードの正確な場所
の特定を行ってください。

このコンポーネントは、任意のカスタマーセルフリペアの対象になっています。

1）障害が発生したコンポーネントおよび交換部品番号の特定方法、2）新しい部品の注文方法、および
3）交換の実行方法については、以下のリソースを参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage サービスガイドは http://www.hpe.com/support/
3PAR_StoreServ_7000_ServiceGuide_en から入手可能

• HPE サービスメディアライブラリは http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

この修理に支援が必要な場合は、サポート窓口にお問い合わせください。
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0x03b0029
タイプ

DUAL IDE SMART ATA エラーの増加

メッセージ

[[hw_node]] disk <disk_name> error count: <err_count>.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

コントローラーノードが問題を報告しており、交換が必要な場合があります。

HPE 3PAR StoreServ 7400 のお客様のみ：

支援については、サポート窓口にご連絡ください。

HPE 3PAR StoreServ 7200 のお客様のみ：

サポート窓口に問い合わせて、障害の確認と、交換が必要な場合は、障害が発生したノードの正確な場所
の特定を行ってください。

このコンポーネントは、任意のカスタマーセルフリペアの対象になっています。

1）障害が発生したコンポーネントおよび交換部品番号の特定方法、2）新しい部品の注文方法、および
3）交換の実行方法については、以下のリソースを参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage サービスガイドは http://www.hpe.com/support/
3PAR_StoreServ_7000_ServiceGuide_en から入手可能

• HPE サービスメディアライブラリは http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

この修理に支援が必要な場合は、サポート窓口にお問い合わせください。

0x03b002a
タイプ

DUAL IDE SMART の属性データ読み取り失敗

メッセージ

[[hw_node]] disk <disk_name> cannot read SMART data.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

コントローラーノードが問題を報告しており、交換が必要な場合があります。

HPE 3PAR StoreServ 7400 のお客様のみ：

支援については、サポート窓口にご連絡ください。

HPE 3PAR StoreServ 7200 のお客様のみ：

サポート窓口に問い合わせて、障害の確認と、交換が必要な場合は、障害が発生したノードの正確な場所
の特定を行ってください。

このコンポーネントは、任意のカスタマーセルフリペアの対象になっています。

1）障害が発生したコンポーネントおよび交換部品番号の特定方法、2）新しい部品の注文方法、および
3）交換の実行方法については、以下のリソースを参照してください。
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• HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage サービスガイドは http://www.hpe.com/support/
3PAR_StoreServ_7000_ServiceGuide_en から入手可能

• HPE サービスメディアライブラリは http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

この修理に支援が必要な場合は、サポート窓口にお問い合わせください。

0x03b002b
タイプ

DUAL IDE SMART のエラーログ読み取り失敗

メッセージ

[[hw_node]] disk <disk_name> Error Log Fail.
深刻度

マイナー

推奨されるアクション

コントローラーノードが問題を報告しており、交換が必要な場合があります。

HPE 3PAR StoreServ 7400 のお客様のみ：

支援については、サポート窓口にご連絡ください。

HPE 3PAR StoreServ 7200 のお客様のみ：

サポート窓口に問い合わせて、障害の確認と、交換が必要な場合は、障害が発生したノードの正確な場所
の特定を行ってください。

このコンポーネントは、任意のカスタマーセルフリペアの対象になっています。

1）障害が発生したコンポーネントおよび交換部品番号の特定方法、2）新しい部品の注文方法、および
3）交換の実行方法については、以下のリソースを参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage サービスガイドは http://www.hpe.com/support/
3PAR_StoreServ_7000_ServiceGuide_en から入手可能

• HPE サービスメディアライブラリは http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

この修理に支援が必要な場合は、サポート窓口にお問い合わせください。

0x03f0001
タイプ

プロセス応答なし

メッセージ 1
<event number> appears to be unresponsive.
深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 2
<event number> event handling appears to be unresponsive.
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深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x03f0002
タイプ

プロセス名応答なし

メッセージ

<name> appears to be unresponsive.
深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

説明：システムマネージャーなどのプロセスが、応答に失敗しました。プロセス自身がクリアアップする
ことがあります。

解決策：システム上の他のアラートで、ハードウェアまたはシステムの準備のステータスをチェックして
ください。このコマンドを長時間実行できない場合は、サービス窓口に連絡して、援助を受けてくださ
い。

0x03f0003
タイプ

プロセスイベントハンドリング応答なし

メッセージ

<name> event handling appears to be unresponsive.
深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

説明：イベント処理が応答していません。プロセス自身がクリアアップすることがあります。

解決策：システム上の他のアラートで、ハードウェアまたはシステムの準備のステータスをチェックして
ください。

0x0450001
タイプ

データキャッシュ DIMM CECC 監視

メッセージ 1
Node <Node_ID> Data Cache <DIMM_ID>: Correctable ECC limit exceeded
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 2
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Node <Node_ID>, Data Cache DIMM <dimm_id> is failing. Correctable ECC limit
exceeded.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0450002
タイプ

巡回データキャッシュ DIMM UERR

メッセージ 1
Node <node_id> Data Cache <DIMM_ID>: Uncorrectable Error
深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

コントローラーノードが問題を報告しており、交換が必要な場合があります。

HPE 3PAR StoreServ 7400 のお客様のみ：

支援については、サポート窓口にご連絡ください。

HPE 3PAR StoreServ 7200 のお客様のみ：

サポート窓口に問い合わせて、障害の確認と、交換が必要な場合は、障害が発生したノードの正確な場所
の特定を行ってください。

このコンポーネントは、任意のカスタマーセルフリペアの対象になっています。

1）障害が発生したコンポーネントおよび交換部品番号の特定方法、2）新しい部品の注文方法、および
3）交換の実行方法については、以下のリソースを参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage サービスガイドは http://www.hpe.com/support/
3PAR_StoreServ_7000_ServiceGuide_en から入手可能

• HPE サービスメディアライブラリは http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

この修理に支援が必要な場合は、サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージ 2
Node <node_id>, Data Cache DIMM <dimm_id> is failing. Uncorrectable Error.
深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

コントローラーノードが問題を報告しており、交換が必要な場合があります。

HPE 3PAR StoreServ 7400 のお客様のみ：

支援については、サポート窓口にご連絡ください。

HPE 3PAR StoreServ 7200 のお客様のみ：

サポート窓口に問い合わせて、障害の確認と、交換が必要な場合は、障害が発生したノードの正確な場所
の特定を行ってください。
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このコンポーネントは、任意のカスタマーセルフリペアの対象になっています。

1）障害が発生したコンポーネントおよび交換部品番号の特定方法、2）新しい部品の注文方法、および
3）交換の実行方法については、以下のリソースを参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage サービスガイドは http://www.hpe.com/support/
3PAR_StoreServ_7000_ServiceGuide_en から入手可能

• HPE サービスメディアライブラリは http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

この修理に支援が必要な場合は、サポート窓口にお問い合わせください。

0x0460001
タイプ 1

制御キャッシュ DIMM 温度

メッセージ

Node <node_id> <DIMM#>: <Overheating> (<temp> C)
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

タイプ 2

制御キャッシュ DIMM CECC 監視

メッセージ

Node <Node_ID> <DIMM_ID>: Correctable ECC limit <state>
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

コントローラーノードが問題を報告しており、交換が必要な場合があります。

HPE 3PAR StoreServ 7400 のお客様のみ：

支援については、サポート窓口にご連絡ください。

HPE 3PAR StoreServ 7200 のお客様のみ：

サポート窓口に問い合わせて、障害の確認と、交換が必要な場合は、障害が発生したノードの正確な場所
の特定を行ってください。

このコンポーネントは、任意のカスタマーセルフリペアの対象になっています。

1）障害が発生したコンポーネントおよび交換部品番号の特定方法、2）新しい部品の注文方法、および
3）交換の実行方法については、以下のリソースを参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage サービスガイドは http://www.hpe.com/support/
3PAR_StoreServ_7000_ServiceGuide_en から入手可能

• HPE サービスメディアライブラリは http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

この修理に支援が必要な場合は、サポート窓口にお問い合わせください。

タイプ 3
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制御キャッシュ DIMM CECC 監視

メッセージ

Node <Node_ID>, Control Cache DIMM <dimm_id> is failing. Correctable ECC
limit exceeded.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

コントローラーノードが問題を報告しており、交換が必要な場合があります。

HPE 3PAR StoreServ 7400 のお客様のみ：

支援については、サポート窓口にご連絡ください。

HPE 3PAR StoreServ 7200 のお客様のみ：

サポート窓口に問い合わせて、障害の確認と、交換が必要な場合は、障害が発生したノードの正確な場所
の特定を行ってください。

このコンポーネントは、任意のカスタマーセルフリペアの対象になっています。

1）障害が発生したコンポーネントおよび交換部品番号の特定方法、2）新しい部品の注文方法、および
3）交換の実行方法については、以下のリソースを参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage サービスガイドは http://www.hpe.com/support/
3PAR_StoreServ_7000_ServiceGuide_en から入手可能

• HPE サービスメディアライブラリは http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

この修理に支援が必要な場合は、サポート窓口にお問い合わせください。

0x0460002
タイプ

制御キャッシュ DIMM 温度

メッセージ 1
Node <node_id> <DIMM#>: <Overheating> (<temp> C)
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 2
Node <node_id> Control Cache DIMM <dimm_id> overheating (<temp> C).
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0460003
タイプ
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ノード FB-DIMM AMB の訂正可能エラーのステータス

メッセージ 1
Node <Node_ID> Control Cache DIMM slot <DIMM_Slot> AMB: Correctable error
count limit exceeded.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

コントローラーノードが問題を報告しており、交換が必要な場合があります。

HPE 3PAR StoreServ 7400 のお客様のみ：

支援については、サポート窓口にご連絡ください。

HPE 3PAR StoreServ 7200 のお客様のみ：

サポート窓口に問い合わせて、障害の確認と、交換が必要な場合は、障害が発生したノードの正確な場所
の特定を行ってください。

このコンポーネントは、任意のカスタマーセルフリペアの対象になっています。

1）障害が発生したコンポーネントおよび交換部品番号の特定方法、2）新しい部品の注文方法、および
3）交換の実行方法については、以下のリソースを参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage サービスガイドは http://www.hpe.com/support/
3PAR_StoreServ_7000_ServiceGuide_en から入手可能

• HPE サービスメディアライブラリは http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能

この修理に支援が必要な場合は、サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージ 2
Node <Node_ID>, Control Cache DIMM <dimm_id> AMB is failing. Correctable ECC
limit exceeded.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

コントローラーノードが問題を報告しており、交換が必要な場合があります。

HPE 3PAR StoreServ 7400 のお客様のみ：

支援については、サポート窓口にご連絡ください。

HPE 3PAR StoreServ 7200 のお客様のみ：

サポート窓口に問い合わせて、障害の確認と、交換が必要な場合は、障害が発生したノードの正確な場所
の特定を行ってください。

このコンポーネントは、任意のカスタマーセルフリペアの対象になっています。

1）障害が発生したコンポーネントおよび交換部品番号の特定方法、2）新しい部品の注文方法、および
3）交換の実行方法については、以下のリソースを参照してください。

• HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage サービスガイドは http://www.hpe.com/support/
3PAR_StoreServ_7000_ServiceGuide_en から入手可能

• HPE サービスメディアライブラリは http://www.hpe.com/support/sml-csr から入手可能
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この修理に支援が必要な場合は、サポート窓口にお問い合わせください。

0x04a0001
タイプ

Slot PCIe の訂正可能エラーのステータス

メッセージ 1
Node <nodeid> PCI Slot <pcislot> is failing. Correctable PCIe error count
limit exceeded.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 2
Node <nodeid> PCI Slot <pcislot>: Correctable PCIe error count limit
exceeded.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x04a0002
タイプ

スロットの PCIe Link ステータス

メッセージ 1
Node <Node_ID> PCI Slot <Slot number> Failed: PCIe Link width/speed is
Degraded.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage は適用外

メッセージ 2
Node <Node_ID> PCI Slot <Slot number>: <State>.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage は適用外

0x04e0001
タイプ

SSH 接続のリジェクト
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メッセージ

SSH connection from <ip> was rejected because <reason>.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：SSH 接続のプールが使い尽くされたため、HPE 3PAR アレイが新しい SSH 接続を拒否しました。
リモート CLI および SSMC からの接続には影響ありません。

解決策：単一クライアント IP の SSH 接続が使い尽くされた場合は、そのクライアントを詳しく調査して
ください。それ以外の場合は、CLI コマンド「showuserconn」を実行して、どのクライアントが SSH 接
続プールを使い尽くしているのかを確認してください。通常は、これらのクライアントを切断またはリ
ブートすると、問題が解決します。

0x04e0002
タイプ

IP から SSH 接続をリジェクト

メッセージ

SSH connection from <ip> was rejected because SSH connections have been
exhausted for this IP address.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：SSH 接続のプールが使い尽くされたため、HPE 3PAR アレイが新しい SSH 接続を拒否しました。
リモート CLI および SSMC からの接続には影響ありません。

解決策：単一クライアント IP の SSH 接続が使い尽くされた場合は、そのクライアントを詳しく調査して
ください。それ以外の場合は、CLI コマンド「showuserconn」を実行して、どのクライアントが SSH 接
続プールを使い尽くしているのかを確認してください。通常は、これらのクライアントを切断またはリ
ブートすると、問題が解決します。

0x0500001
タイプ

システムタスクの失敗

メッセージ

System task <sched_name>, Task <sched_task_id>, has failed.
深刻度

情報

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x05d00de
タイプ

コンポーネントの状態変化

メッセージ
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Cage <cage_id> Cage Battery <battery_id> Degraded (<list of: State String
{State Value}>)
状態 0x3
Cage Battery End of Life
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x05d00fa
タイプ

コンポーネントの状態変化

メッセージ

Cage <cage_id> Cage Battery <battery_id> Failed (<list of: State String
{State Value}>)
状態 0x2
Cage Battery Failed
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0x5
Cage Battery Not Present
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

状態 0xff
Cage Battery Unknown
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0600005
タイプ

認証ライブラリを使用した WSAPI 内部エラー

メッセージ

'Auth internal error for user <usr> from <ip> authentication, authres =
<authres>.
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深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：予期しない認証エラーが発生しました。

解決策：WSAPI クライアントが正しい認証情報を使用していることを確認します。アラートメッセージ
文字列で障害についてさらに詳しく調べます。

0x06200fa
タイプ

コンポーネントの状態変化

メッセージ 1
Node <node_id>, Contol_Cache_DIMM failed, <DIMM_INFO> (<list of: State String
{State Value}>)
状態 0x25
Node Control Cache DIMM Failure
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 2
Node <node_id>, Data_Cache_DIMM failed, <DIMM_INFO> (<list of: State String
{State Value}>)
状態 0x26
Node Data Cache DIMM Failure
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 3
Node <node_id>, IDE_DRIVE failed, Instance: <dev_num> (<list of: State String
{State Value}>)
状態 0x27
Node IDE Drive Failure
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 4
Node <node_id>, HBA failed, Instance: <dev_num> (<list of: State String
{State Value}>)
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状態 0x28
Node HBA Failure
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージ 5
Node <node_id>, Unknown failed, Instance: <dev_num> (<list of: State String
{State Value}>)
状態 0x29
Fatal Boot Error
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0640001
タイプ

PD Scrub

メッセージ

Media error fix on PD <pdid> ch <chunklet_id> failed-<reason_string>.
深刻度

情報

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0660001
タイプ

不正なシステムからの SED

メッセージ

A self-encrypting drive with WWN <sw_wwn> belongs to another system: <name>
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

指定されたドライブをシステムから削除するか、サポート窓口に連絡し、このドライブを工場出荷時のデ
フォルト状態にリセットしてください。

0x0660002
タイプ

SED が不正なキーを持っている
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メッセージ

A self-encrypting drive with WWN <sw_wwn> has an unrecognized encryption key
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

指定されたドライブをシステムから削除するか、サポート窓口に連絡し、このドライブを工場出荷時のデ
フォルト状態にリセットしてください。

0x0660003
タイプ

SED が存在するが、暗号化が無効

メッセージ

A self-encrypting drive with WWN <sw_wwn> is encrypted, but encryption is not
enabled on the system.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

推奨されるアクション：

次のいずれかの手順を実行してください：1）システムで暗号化が有効でない場合、指定されたドライブ
をシステムから削除します。2）システムで暗号化が有効の場合、CLI コマンド controlencryption を使用
してバックアップからの復元を実行するか、サポートに窓口連絡し、指定されたドライブを工場出荷時の
デフォルトの状態にリセットします。

0x0660004
タイプ

LKM が不明状態

メッセージ

The local Key Manager is in an invalid state
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

推奨されるアクション：CLI コマンド controlencryption を使用してバックアップからの復元を実施しま
す。

0x0660005
タイプ

MMAP が、キーによるメモリセグメントのマップに失敗

メッセージ

MMAP_FAILED-Contact your authorized support
深刻度

メジャー
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推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0660006
タイプ

darsvr のスタートアップ中 Nodesvr の応答なし

メッセージ

The encryption management service is unavailable due to excessive failures
getting encryption status from nodesvr during darsvr startup. If encryption
is enabled on this system, drive replacement is prevented and the system will
not be able to recover from power failure.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

0x0660007
タイプ

fipsvr のスタートアップ中 Nodesvr の応答なし

メッセージ

The encryption management service is unavailable due to excessive failures
getting encryption status from nodesvr during fipsvr startup. If encryption
is enabled on this system, drive replacement is prevented and the system will
not be able to recover from power failure.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

0x0660008
タイプ

FIPS モードで fipsvr が開始できない

メッセージ

The encryption management service is unavailable because fipsvr failed to
start up in FIPS mode. If encryption is enabled on this system, drive
replacement is prevented and the system will not be able to recover from
power failure.
深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

アラート 285



0x0660009
タイプ

スタートアップで EKM との通信に失敗

メッセージ

The encryption management service is unavailable because communication failed
to the External Key Manager during startup. If encryption is enabled on this
system, drive replacement is prevented and the system will not be able to
recover from power failure
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。

推奨されるアクション：

1. EKM へのネットワーク接続性を確認します。

2. ekm-client および ekm-server プロセスに対して、EKM および StoreServ の両方で証明書が有効で最新
であることを確認します。

詳細情報および支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x066000a
タイプ

Controlencryption リストアに失敗

メッセージ

A controlencryption restore operation failed: <failures> drive(s) did not
successfully restore.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。詳細情報および支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x066000b
タイプ

Controlencryption リストア無視に失敗

メッセージ

A controlencryption restore operation failed: <failures> drive(s) did not
successfully restore; only <allowed> failures are permitted.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。詳細情報および支援について、サポート窓口にご連絡ください。
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0x066000c
タイプ

Controlencryption リストア無視のエラー完了

メッセージ

A controlencryption restore succeeded, but restore failures on <failures>
drive(s) were ignored.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。詳細情報および支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x066000d
タイプ

WWN 0 のドライブで暗号化処理を試行

メッセージ

There is an attempt to perform an encryption operation on a drive with WWN 0
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：ノードの起動中、システムはノードドライブの暗号化ステータスを特定できませんでした。

解決策：ノードドライブの整備が必要です。次のレベルのサポートにご連絡ください。

0x066000d
タイプ

WWN 0 のドライブで暗号化処理を試行

メッセージ

There is an attempt to perform an encryption operation on a drive with WWN 0
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：ノードの起動中、システムはノードドライブの暗号化ステータスを特定できませんでした。

解決策：ノードドライブの整備が必要です。次のレベルのサポートにご連絡ください。

0x066000e
タイプ

システムにサポートされていないドライブが存在

メッセージ

Drive with WWN <sw_wwn> is unsupported.
深刻度
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メジャー

推奨されるアクション

説明：アラートに示されている WWN を持つドライブがサポートされていません。こうしたドライブが他
にも存在する可能性があります。

解決策：これらのドライブをアレイから取り外すか、またはこれらのドライブをサポートしているバー
ジョンにシステムをアップグレードしてください。

0x06700de
タイプ

コンポーネントの状態変化

メッセージ

Automatic failover <id> Degraded (<list of: State String {State Value}>)
状態 0x1
Single RC link active
深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0680001
タイプ

Quorum Witness

メッセージ

Node: <node_id> SysId: <system_id> <error_text>
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：Quorum Server への接続に割り込みが発生しました。これらのアラートは一般的に、断続的なネッ
トワーク接続により生成されます。アラートは、Quorum Witness (QW)への接続の障害時に生成されま
す。このアラートは、接続がリストアされたときにクリアされます。この遅延は、ネットワーク、CPU、
または VM ホスト上のストレージリソースの競合によって発生することもあります。

解決策：この問題は、ネットワークの接続を改善すること、およびクォーラムサーバーソフトウェアをホ
ストする VM に十分なリソースがあるようにすることで、対処できます。

0x06e0001
メッセージコード 1

logcollection-event:logcollection.crash.process

タイプ

ファイルサービス状態変更

メッセージ

File Services:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String {State
value}>)
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状態

DOWN
詳細

プロセス（{0}）がクラッシュしました。新しい自動収集を要求しています。

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 2

logcollection-event:logcollection.file.detected

タイプ

ファイルサービス状態変更

メッセージ

File Services:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String {State
value}>)
状態

DOWN
詳細

{0}内のファイルが検出されました。新しい自動収集を要求しています。

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 3

quotaservice-event:quota.store.failed

タイプ

ファイルサービス状態変更

メッセージ

File Services:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String {State
value}>)
状態

FAILED
詳細

クォータイベント：{3}用の仮想サーバー{2}で{0} {1}のクォータ制限を持続できません

深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

FPG がいっぱいの場合は、FPG 内に空きスペースを確保して、クォータ制限の設定を再度試みます。

メッセージコード 4
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adminpath-auditingservice-event:auditing.failed

タイプ

ファイルサービス状態変更

メッセージ

File Services:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String {State
value}>)
状態

FAILED
詳細

{0}

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージコード 5

Ftpservice-event:ftp.shares.failed.file-store

タイプ

ファイルサービス状態変更

メッセージ

File Services:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String {State
value}>)
状態

FAILED
詳細

vfs ip {3}、vfs {1}、fstore {2}、fpg {0}の FTP デーモンの起動に失敗しました。

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージコード 6

hpspmon-event-message:VOLUME_NO_DEVICE_FILE_PATH

タイプ

ファイルサービス状態変更

メッセージ

File Services:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String {State
value}>)
状態

DEGRADED
詳細
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このボリュームに空のデバイスファイルパスが含まれています。

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージコード 7

archiving-event:archiving.cmd.failedvalidation-unmount-file-store

タイプ

ファイルサービス状態変更

メッセージ

File Services:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String {State
value}>)
状態

FAILED
詳細

WORM 検証イベント：FPG のアンマウントが原因で FPG {1}、VFS {2}、FSTORE {3}の検証ジョブ ID {0}
が停止しました。新しいジョブを開始してください。

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージコード 8

archiving-event:archiving.cmd.failedvalidation-file-store

タイプ

ファイルサービス状態変更

メッセージ

File Services:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String {State
value}>)
状態

FAILED
詳細

WORM 検証イベント：FPG のフェイルオーバーが原因で FPG {1}、VFS {2}、FSTORE {3}の検証ジョブ
ID {0}が終了しました。新しいジョブを開始してください。

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージコード 9

Ftpservice-event:ftp.shares.failed.file-store
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タイプ

ファイルサービス状態変更

メッセージ

File Services:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String {State
value}>)
状態

FAILED
詳細

vfs ip {3}、vfs {1}、fstore {2}、fpg {0}の FTP デーモンの起動に失敗しました。

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージコード 10

hpspmon-event-message:VOLUME_FAILED

タイプ

ファイルサービス状態変更

メッセージ

File Services:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String {State
value}>)
状態

FAILED
詳細

必要なドライブにアクセスできなくなった可能性があるためにボリュームが失敗しました。

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージコード 11

hpspmon-event-message:VOLUME_DEGRADED

タイプ

ファイルサービス状態変更

メッセージ

File Services:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String {State
value}>)
状態

DEGRADED
詳細

ドライブに障害が発生したか、ドライブが見つからないためにボリュームが劣化しています。
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深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージコード 12

hpspmon-event-message:VOLUME_OFFLINE

タイプ

ファイルサービス状態変更

メッセージ

File Services:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String {State
value}>)
状態

OFFLINE
詳細

ボリュームがオフラインです。一部のドライブまたはドライブエンクロージャーとの接続が失われたこ
とが原因と考えられます。

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージコード 13

hpspmon-event-message:VOLUME_NO_DEVICE_FILE_PATH

タイプ

ファイルサービス状態変更

メッセージ

File Services:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String {State
value}>)
状態

DEGRADED
詳細

このボリュームに空のデバイスファイルパスが含まれています。

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージコード 14

hpspmon-event-message:VOLUME_INQUIRY_FAILED

タイプ

ファイルサービス状態変更
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メッセージ

File Services:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String {State
value}>)
状態

FAILED
詳細

SCSI Inquiry が何度も試行した後に失敗しました。

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

0x0720001
メッセージコード 1

filesystem-event:filesystem.cmd.failed.isolate.onumount

タイプ

ファイルプロビジョニンググループ

メッセージ

File Provisioning Group:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String
{State value}>)
状態

FAILED
詳細

FPG イベント：ホスト{1}上で FPG {0}の強制アンマウントに失敗しました。ボリュームの分離に失敗し
ました。

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 2

filesystem-event:filesystem.cmd.isolatedonumount

タイプ

ファイルプロビジョニンググループ

メッセージ

File Provisioning Group:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String
{State value}>)
状態

FAILED
詳細
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FPG イベント：ホスト{1}上で FPG {0}の強制アンマウントに失敗しました。分離されたボリュームは{2}
です。分離できなかったボリュームは{3}です。

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

推奨されるアクション：

1. アラートにリストされているノードからすべての FPG をフェイルオーバーします。

2. stopfs/startfs コマンドを使用してファイルサービスの再起動を試みます。

3. すべての FPG をフェイルバックします。

4. 問題が解決しない場合は、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージコード 3

filesystem-event:filesystem.cmd.mount.failed

タイプ

ファイルプロビジョニンググループ

メッセージ

File Provisioning Group:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String
{State value}>)
状態

FAILED
詳細

FPG イベント：ホスト{1}上で FPG{0}のマウントに失敗しました。理由：{2}

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

アクションが必要となる可能性のある FPG イベントが発生しました。

1. ノード上で FPG が自動的にアクティブになった場合、アクションは不要です。

2. FPG が 1 時間以内に自動的にアクティブ化されなかった場合、FPG を別のノードに再割り当てし、サ
ポート窓口にご連絡ください。

メッセージコード 4

filesystem-event:filesystem.cmd.umount.failed

タイプ

ファイルプロビジョニンググループ

メッセージ

File Provisioning Group:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String
{State value}>)
状態

FAILED
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詳細

FPG イベント：ホスト{1}上で FPG{0}のアンマウントに失敗しました。理由：{2}

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

FPG の非アクティブ化に失敗しました。開いているファイルをすべて閉じてください。

メッセージコード 5

filesystem-event:filesystem.cmd.unmount

タイプ

ファイルプロビジョニンググループ

メッセージ

File Provisioning Group:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String
{State value}>)
状態

UNKNOWN
詳細

FPG イベント：ホスト{1}上で FPG {0}をアンマウントしました。

深刻度

劣化

推奨されるアクション

FPG を再アクティブ化し、データへのアクセスを再取得してください。

メッセージコード 6

filesystem-event:filesystem.notification.fs.full

タイプ

ファイルプロビジョニンググループ

メッセージ

File Provisioning Group:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String
{State value}>)
状態

NEEDS_SERVICE
詳細

FPG イベント：FPG {0}の使用率がその最大容量の{1}%に達しています。FPG がいっぱいになりつつある
ため、そのパフォーマンスが低下する可能性があります。

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

FPG が最大容量に近づいています。一部のファイルを削除するか、SSMC から FPG オブジェクトに対し
て growfpg コマンドまたは拡大アクションを実行することで FPG を拡張します。

メッセージコード 7

296 アラート



filesystem-event:filesystem.notification.segment.unavailable

タイプ

ファイルプロビジョニンググループ

メッセージ

File Provisioning Group:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String
{State value}>)
状態

FAILED
詳細

FPG イベント：FPG{0}のドメイン{1}が使用できなくなりました。理由：{2}

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

即座のアクションが必要な FPG イベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

0x0740001
メッセージコード 1

snapshotservice-event:snaptree.cmd.create.failed

タイプ

ファイルストア

メッセージ

File Services File Store:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String
{State value}>)
状態

FAILED
詳細

スナップショットイベント：FPG {1}でのスナップツリー{0}の作成がエラー{2}で失敗しました。

深刻度

情報

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 2

snapshotservice-event:snaptree.cmd.delete.failed

タイプ

ファイルストア

メッセージ

File Services File Store:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String
{State value}>)
状態
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FAILED
詳細

スナップショットイベント：FPG {1}でのスナップツリー{0}の削除がエラー{2}で失敗しました。

深刻度

情報

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

0x0750001
メッセージコード 1

logical-interface-manager-event:address.activation.failed.exception

タイプ

Virtual Server IP アドレス

メッセージ

File Services Virtual Server IP Address:<compid>:<compname> <status> (<list
of: State String {State value}>)
状態

FAILED
詳細

アドレスのアクティブ化に失敗し、例外メッセージが表示されました：{0}

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

この問題は自動的に解決するはずです。1 時間以上経ってもまだ問題が続く場合は、サービス窓口にご連
絡ください。

メッセージコード 2

logical-interface-manager-event:address.arping.failed.non-vfs

タイプ

Virtual Server IP アドレス

メッセージ

File Services Virtual Server IP Address:<compid>:<compname> <status> (<list
of: State String {State value}>)
状態

FAILED
詳細

ネットワーク{4}で、CUID {0}を持つ VLAN {1}上でのアドレス{2}/{3}のアクティブ化に失敗しました。原因
は、MAC アドレスが{5}のデバイス上でそのアドレスがすでにアクティブになっているためです。

深刻度

メジャー

推奨されるアクション
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アドレスが正しいことを確認します。

メッセージコード 3

logical-interface-manager-event:address.arping.failed.vfs

タイプ

Virtual Server IP アドレス

メッセージ

File Services Virtual Server IP Address:<compid>:<compname> <status> (<list
of: State String {State value}>)
状態

FAILED
詳細

ネットワーク{4}で、CUID {0}およびポリシー ID {5}を持つ VLAN {1}上でのアドレス{2}/{3}のアクティブ化
に失敗しました。原因は、MAC アドレスが{6}のデバイス上でそのアドレスがすでにアクティブになって
いるためです。

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

この問題は自動的に解決するはずです。

推奨されるアクション：

1. 1 時間以上経ってもまだ問題が続く場合は、アドレスが正しいことを確認します。

2. それでも問題が解決しない場合は、サービス窓口にご連絡ください。

メッセージコード 4

logical-interface-manager-event:address.interface.down

タイプ

Virtual Server IP アドレス

メッセージ

File Services Virtual Server IP Address:<compid>:<compname> <status> (<list
of: State String {State value}>)
状態

FAILED
詳細

VLAN {1}上のアドレス{0}に関連付けられたネットワークインターフェイスがダウンしています

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

この問題は自動的に解決するはずです。

推奨されるアクション：
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1. 1 時間以上経ってもまだ問題が続く場合は、アドレスを削除してから再度追加してください。

2. それでも問題が解決しない場合は、サービス窓口にご連絡ください。

メッセージコード 5

logical-interface-manager-event:address.wrongly.activated

タイプ

Virtual Server IP アドレス

メッセージ

File Services Virtual Server IP Address:<compid>:<compname> <status> (<list
of: State String {State value}>)
状態

FAILED
詳細

VLAN {2}上のアドレス{0}/{1}がアクティブ化されましたが、アクティブ化すべきではありません。

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

この問題は自動的に解決するはずです。1 時間以上経ってもまだ問題が続く場合は、サービス窓口にご連
絡ください。

メッセージコード 6

logical-interface-manager-event:socket.exception

タイプ

Virtual Server IP アドレス

メッセージ

File Services Virtual Server IP Address:<compid>:<compname> <status> (<list
of: State String {State value}>)
状態

FAILED
詳細

ソケット例外が発生しました

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 7

logical-interface-manager-event:unknownhost.exception

タイプ

Virtual Server IP アドレス

メッセージ
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File Services Virtual Server IP Address:<compid>:<compname> <status> (<list
of: State String {State value}>)
状態

FAILED
詳細

不明のホスト例外が発生しました

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 8

netprotcoord-event:nas.activate.failed

タイプ

Virtual Server IP アドレス

メッセージ

File Services Virtual Server IP Address:<compid>:<compname> <status> (<list
of: State String {State value}>)
状態

FAILED
詳細

仮想サーバー{1}で、FPG{0}用のネットワーキングのアクティブ化に失敗し、メッセージが表示されまし
た：{2}

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。

推奨されるアクション：

1. エラーメッセージから明らかになる修正アクションを実行します。

2. 問題が続く場合、または実行するアクションがはっきりしない場合は、HPE のサポート窓口にお問い
合わせください。

メッセージコード 9

netprotcoord-event:nas.deactivate.failed

タイプ

Virtual Server IP アドレス

メッセージ

File Services Virtual Server IP Address:<compid>:<compname> <status> (<list
of: State String {State value}>)
状態

FAILED
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詳細

仮想サーバー{1}で、FPG{0}用のネットワーキングの非アクティブ化に失敗し、メッセージが表示されま
した：{2}

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 10

netprotcoord-event:nas.handlemount.failed

タイプ

Virtual Server IP アドレス

メッセージ

File Services Virtual Server IP Address:<compid>:<compname> <status> (<list
of: State String {State value}>)
状態

FAILED
詳細

FPG {0}用のマウントの処理に失敗し、メッセージが表示されました：{1}

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 11

netprotcoord-event:nas.handleumount.failed

タイプ

Virtual Server IP アドレス

メッセージ

File Services Virtual Server IP Address:<compid>:<compname> <status> (<list
of: State String {State value}>)
状態

FAILED
詳細

FPG {0}用のアンマウントの処理に失敗し、メッセージが表示されました：{1}

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 12

netprotcoord-event:nas.remote.activate.failed
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タイプ

Virtual Server IP アドレス

メッセージ

File Services Virtual Server IP Address:<compid>:<compname> <status> (<list
of: State String {State value}>)
状態

FAILED
詳細

ノード{2}上の仮想サーバー{1}で、FPG{0}用のネットワーキングのアクティブ化に失敗し、メッセージが
表示されました：{3}

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。

推奨されるアクション：

1. エラーメッセージから明らかになる修正アクションを実行します。

2. 問題が続く場合、または実行するアクションがはっきりしない場合は、HPE のサポート窓口にお問い
合わせください。

メッセージコード 13

netprotcoord-event:nas.remote.create.failed

タイプ

Virtual Server IP アドレス

メッセージ

File Services Virtual Server IP Address:<compid>:<compname> <status> (<list
of: State String {State value}>)
状態

FAILED
詳細

ノード{2}上の仮想サーバー{1}で、FPG{0}用のネットワークアドレスの作成に失敗し、メッセージが表示
されました：{3}

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 14

netprotcoord-event:nas.remote.deactivate.failed

タイプ

Virtual Server IP アドレス

メッセージ
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File Services Virtual Server IP Address:<compid>:<compname> <status> (<list
of: State String {State value}>)
状態

FAILED
詳細

ノード{2}上の仮想サーバー{1}で、FPG{0}用のネットワーキングの非アクティブ化に失敗し、メッセージ
が表示されました：{3}

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 15

netprotcoord-event:nas.remote.delete.failed

タイプ

Virtual Server IP アドレス

メッセージ

File Services Virtual Server IP Address:<compid>:<compname> <status> (<list
of: State String {State value}>)
状態

FAILED
詳細

ノード{2}上の仮想サーバー{1}で、FPG{0}用のネットワークアドレスの削除に失敗し、メッセージが表示
されました：{3}

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 16

netprotcoord-event:nas.remote.read.failed

タイプ

Virtual Server IP アドレス

メッセージ

File Services Virtual Server IP Address:<compid>:<compname> <status> (<list
of: State String {State value}>)
状態

FAILED
詳細

ノード{2}上の仮想サーバー{1}で、FPG{0}用のネットワークアドレスの読み取りに失敗し、メッセージが
表示されました：{3}

深刻度
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メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 17

netprotcoord-event:nas.remote.readall.failed

タイプ

Virtual Server IP アドレス

メッセージ

File Services Virtual Server IP Address:<compid>:<compname> <status> (<list
of: State String {State value}>)
状態

FAILED
詳細

ノード{2}上の仮想サーバー{1}で、FPG{0}用のネットワークアドレスの読み取りに失敗し、メッセージが
表示されました：{3}

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 18

netprotcoord-event:nas.remote.update.failed

タイプ

Virtual Server IP アドレス

メッセージ

File Services Virtual Server IP Address:<compid>:<compname> <status> (<list
of: State String {State value}>)
状態

FAILED
詳細

ノード{2}上の仮想サーバー{1}で、FPG{0}用のネットワークアドレスのアップデートに失敗し、メッセー
ジが表示されました：{3}

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 19

logical-interface-manager-event:address.inactive

タイプ

Virtual Server IP アドレス
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メッセージ

File Services Virtual Server IP Address:<compid>:<compname> <status> (<list
of: State String {State value}>)
状態

FAILED
詳細

VLAN {1}上でアドレス{0}がアクティブではありません

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 20

logical-interface-manager-event:address.interface.down

タイプ

Virtual Server IP アドレス

メッセージ

File Services Virtual Server IP Address:<compid>:<compname> <status> (<list
of: State String {State value}>)
状態

FAILED
詳細

VLAN {1}上のアドレス{0}に関連付けられたネットワークインターフェイスがダウンしています

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 21

logical-interface-manager-event:address.wrongly.activated

タイプ

Virtual Server IP アドレス

メッセージ

File Services Virtual Server IP Address:<compid>:<compname> <status> (<list
of: State String {State value}>)
状態

FAILED
詳細

VLAN {2}上のアドレス{0}/{1}がアクティブ化されましたが、アクティブ化すべきではありません

深刻度

メジャー
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推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 22

logical-interface-manager-event:address.locate.error

タイプ

Virtual Server IP アドレス

メッセージ

File Services Virtual Server IP Address:<compid>:<compname> <status> (<list
of: State String {State value}>)
状態

FAILED
詳細

アドレス{0}の検索の試行中にエラーが発生しました

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

0x0760001
メッセージコード 1

logical-interface-manager-event:dns.lookup.failed

タイプ

ネットワークボンディング

メッセージ

File Services Node Network Bond:<compid>:<compname> <status> (<list of: State
String {State value}>)
状態

FAILED
詳細

DNS ルックアップに失敗しました

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

DNS サーバーアドレスが正しいこと、および DNS サーバーが起動して動作中であることを確認します。

メッセージコード 2

logical-interface-manager-event:dns.server.list.empty

タイプ

ネットワークボンディング

メッセージ
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File Services Node Network Bond:<compid>:<compname> <status> (<list of: State
String {State value}>)
状態

FAILED
詳細

DNS 構成に空のサーバーリストが含まれています

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

DNS サーバーアドレスが正しいこと、および DNS サーバーが起動して動作中であることを確認します。

メッセージコード 3

logical-interface-manager-event:gateway.address.not-running

タイプ

ネットワークボンディング

メッセージ

File Services Node Network Bond:<compid>:<compname> <status> (<list of: State
String {State value}>)
状態

FAILED
詳細

実行中のシステム内にデフォルトのルートが見つかりませんでした

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

ゲートウェイアドレスが正しいこと、およびゲートウェイが起動して動作中であることを確認します。そ
うである場合は、自動修復サイクルが完了するまで待ちます。

メッセージコード 4

logical-interface-manager-event:gateway.address.wrong

タイプ

ネットワークボンディング

メッセージ

File Services Node Network Bond:<compid>:<compname> <status> (<list of: State
String {State value}>)
状態

FAILED
詳細

不正なデフォルトのルートアドレスセットが見つかりました：{0}は{1}でなければなりません

深刻度

メジャー
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推奨されるアクション

ゲートウェイアドレスが有効であることを確認します。そうである場合は、自動修復サイクルが完了する
まで待ちます。

メッセージコード 5

logical-interface-manager-event:gateway.failed.exception

タイプ

ネットワークボンディング

メッセージ

File Services Node Network Bond:<compid>:<compname> <status> (<list of: State
String {State value}>)
状態

FAILED
詳細

デフォルトのルートアドレスの確立に失敗し、例外メッセージが表示されました：{0}

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

この問題は自動的に解決するはずです。1 時間以上経ってもまだ問題が続く場合は、サービス窓口にご連
絡ください。

メッセージコード 6

logical-interface-manager-event:gateway.not.fetched

タイプ

ネットワークボンディング

メッセージ

File Services Node Network Bond:<compid>:<compname> <status> (<list of: State
String {State value}>)
状態

FAILED
詳細

デフォルトのルート情報を取得できません

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

この問題は自動的に解決するはずです。1 時間以上経ってもまだ問題が続く場合は、サービス窓口にご連
絡ください。

メッセージコード 7

logical-interface-manager-event:gw.address.null

タイプ

ネットワークボンディング

メッセージ
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File Services Node Network Bond:<compid>:<compname> <status> (<list of: State
String {State value}>)
状態

FAILED
詳細

ゲートウェイアドレスが null または空です

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

有効なゲートウェイ IP アドレスを構成してください。

メッセージコード 8

logical-interface-manager-event:gw.address.unreachable

タイプ

ネットワークボンディング

メッセージ

File Services Node Network Bond:<compid>:<compname> <status> (<list of: State
String {State value}>)
状態

FAILED
詳細

指定されたゲートウェイアドレス{0}に到達できません

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

ゲートウェイアドレスが正しいこと、およびゲートウェイが動作中で到達可能あることを確認します。

メッセージコード 9

logical-interface-manager-event:gw.exception.arping

タイプ

ネットワークボンディング

メッセージ

File Services Node Network Bond:<compid>:<compname> <status> (<list of: State
String {State value}>)
状態

FAILED
詳細

「arping」コマンドの実行中に例外が発生しました

深刻度

メジャー

推奨されるアクション
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ゲートウェイアドレスが正しいこと、およびゲートウェイが動作中で到達可能あることを確認します。

メッセージコード 10

logical-interface-manager-event:network.interface.down

タイプ

ネットワークボンディング

メッセージ

File Services Node Network Bond:<compid>:<compname> <status> (<list of: State
String {State value}>)
状態

FAILED
詳細

指定されたネットワーク{1}用のネットワークインターフェイス{0}がノード{2}で実行中ではありません

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

ネットワークケーブル接続、ポートのアクティブ化、およびスイッチ構成が正しいことを確認します。そ
れらが正しい場合は、自動修復サイクルが完了するまで待ちます。

メッセージコード 11

logical-interface-manager-event:ntp.clock.not.synchronized

タイプ

ネットワークボンディング

メッセージ

File Services Node Network Bond:<compid>:<compname> <status> (<list of: State
String {State value}>)
状態

FAILED
詳細

NTP：クロックが同期していません

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

NTP サーバー名/アドレスが正しいことを確認します。それらが正しい場合は、同期されるまで待ちます。

メッセージコード 12

logical-interface-manager-event:ntp.ntpstat.failed

タイプ

ネットワークボンディング

メッセージ

File Services Node Network Bond:<compid>:<compname> <status> (<list of: State
String {State value}>)
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状態

FAILED
詳細

NTP サービスのステータスをチェックするための「/sbin/ntpstat」の実行に失敗しました

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 13

logical-interface-manager-event:ntp.ntpstat.unknown

タイプ

ネットワークボンディング

メッセージ

File Services Node Network Bond:<compid>:<compname> <status> (<list of: State
String {State value}>)
状態

FAILED
詳細

ntpstat からの応答が不明です

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 14

logical-interface-manager-event:ntp.server.not.reachable

タイプ

ネットワークボンディング

メッセージ

File Services Node Network Bond:<compid>:<compname> <status> (<list of: State
String {State value}>)
状態

FAILED
詳細

ntpd が接続可能ではありません

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

ntpd が実行されていることを確認します。そうである場合は、OS 全体のヘルスをチェックします。

メッセージコード 15
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logical-interface-manager-event:vlan.mtu.update.failed

タイプ

ネットワークボンディング

メッセージ

File Services Node Network Bond:<compid>:<compname> <status> (<list of: State
String {State value}>)
状態

UNKNOWN
詳細

VLAN インターフェイス{0}用 MTU の{1}までの増加に失敗しました。

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

構成を再度実行します。

メッセージコード 16

logical-interface-manager-event:gateway.contact.error

タイプ

ネットワークボンディング

メッセージ

File Services Node Network Bond:<compid>:<compname> <status> (<list of: State
String {State value}>)
状態

FAILED
詳細

ゲートウェイへの接続の試行中にエラーが発生しました

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

0x0770001
メッセージコード

hwmonitorservice-event:server.component.failed

タイプ

ネットワーク インターフェイス

メッセージ

File Services Node Network Interface:<compid>:<compname> <status> (<list of:
State String {State value}>)
状態
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UNKNOWN
詳細

サーバー{0}のハードウェアコンポーネント{1}に障害が発生しました。メッセージ：{2}

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

ノードへのネットワーク接続を確認します。

0x0780001
メッセージコード 1

logical-interface-manager-event:address.activation.failed.exception

タイプ

ノード IP アドレス

メッセージ

File Services Node IP Address:<compid>:<compname> <status> (<list of: State
String {State value}>)
状態

FAILED
詳細

アドレスのアクティブ化に失敗し、例外メッセージが表示されました：{0}

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

この問題は自動的に解決するはずです。1 時間以上経ってもまだ問題が続く場合は、サービス窓口にご連
絡ください。

メッセージコード 2

logical-interface-manager-event:address.arping.failed.non-vfs

タイプ

ノード IP アドレス

メッセージ

File Services Node IP Address:<compid>:<compname> <status> (<list of: State
String {State value}>)
状態

FAILED
詳細

ネットワーク{4}で、CUID {0}を持つ VLAN {1}上でのアドレス{2}/{3}のアクティブ化に失敗しました。原因
は、MAC アドレスが{5}のデバイス上でそのアドレスがすでにアクティブになっているためです。

深刻度

メジャー

推奨されるアクション
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アドレスが正しいことを確認します。

メッセージコード 3

logical-interface-manager-event:address.interface.down

タイプ

ノード IP アドレス

メッセージ

File Services Node IP Address:<compid>:<compname> <status> (<list of: State
String {State value}>)
状態

FAILED
詳細

VLAN {1}上のアドレス{0}に関連付けられたネットワークインターフェイスがダウンしています

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

この問題は自動的に解決するはずです。

推奨されるアクション：

1. 1 時間以上経ってもまだ問題が続く場合は、アドレスを削除してから再度追加してください。

2. それでも問題が解決しない場合は、サービス窓口にご連絡ください。

メッセージコード 4

logical-interface-manager-event:address.wrongly.activated

タイプ

ノード IP アドレス

メッセージ

File Services Node IP Address:<compid>:<compname> <status> (<list of: State
String {State value}>)
状態

FAILED
詳細

VLAN {2}上のアドレス{0}/{1}がアクティブ化されましたが、アクティブ化すべきではありません。

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

この問題は自動的に解決するはずです。1 時間以上経ってもまだ問題が続く場合は、サービス窓口にご連
絡ください。

メッセージコード 5

logical-interface-manager-event:socket.exception

タイプ
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ノード IP アドレス

メッセージ

File Services Node IP Address:<compid>:<compname> <status> (<list of: State
String {State value}>)
状態

FAILED
詳細

ソケット例外が発生しました

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 6

logical-interface-manager-event:unknownhost.exception

タイプ

ノード IP アドレス

メッセージ

File Services Node IP Address:<compid>:<compname> <status> (<list of: State
String {State value}>)
状態

FAILED
詳細

不明のホスト例外が発生しました

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 7

networkmonitorservice-event:host-unreachable

タイプ

ノード IP アドレス

メッセージ

File Services Node IP Address:<compid>:<compname> <status> (<list of: State
String {State value}>)
詳細

{1}では、ホスト{0}に到達できません

深刻度

メジャー

推奨されるアクション
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注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 8

networkmonitorservice-event:no-link

タイプ

ノード IP アドレス

メッセージ

File Services Node IP Address:<compid>:<compname> <status> (<list of: State
String {State value}>)
詳細

{1}上でホスト{0}のリンクが検出されません

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 9

logical-interface-manager-event:address.inactive

タイプ

ノード IP アドレス

メッセージ

File Services Node IP Address:<compid>:<compname> <status> (<list of: State
String {State value}>)
詳細

VLAN {1}上でアドレス{0}がアクティブではありません

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 10

logical-interface-manager-event:address.interface.down

タイプ

ノード IP アドレス

メッセージ

File Services Node IP Address:<compid>:<compname> <status> (<list of: State
String {State value}>)
詳細

VLAN {1}上のアドレス{0}に関連付けられたネットワークインターフェイスがダウンしています

深刻度

メジャー

推奨されるアクション
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注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 11

logical-interface-manager-event:address.wrongly.activated

タイプ

ノード IP アドレス

メッセージ

File Services Node IP Address:<compid>:<compname> <status> (<list of: State
String {State value}>)
詳細

VLAN {2}上のアドレス{0}/{1}がアクティブ化されましたが、アクティブ化すべきではありません

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 12

logical-interface-manager-event:address.locate.error

タイプ

ノード IP アドレス

メッセージ

File Services Node IP Address:<compid>:<compname> <status> (<list of: State
String {State value}>)
詳細

アドレス{0}の検索の試行中にエラーが発生しました

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

0x0790001
メッセージコード

ad-event:ad.event.vfs.join.failed

タイプ

ファイルサービスノード Active Directory 構成

メッセージ

Node Active Directory Configuration:<compid>:<compname> <status> (<list of:
State String {State value}>)
状態

FAILED
詳細
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VFS {0}が AD ドメイン{1}に参加できませんでした。

深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

0x07e0001
メッセージコード 1

antivirus-event:antivirus.cmd.addscanengine-failure

タイプ

ウィルス対策 VSE サーバー

メッセージ

File Services Anti-Virus VSE Server:<compid>:<compname> <status> (<list of:
State String {State value}>)
状態

FAILED
詳細

ウイルス対策（AV）サービスイベント：{0}

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

ファイルサービスで有効になっているすべてのノード上でファイルサービスが実行されていることを確
認します。

メッセージコード 2

antivirus-event:antivirus.cmd.removescanengine-failure

タイプ

ウィルス対策 VSE サーバー

メッセージ

File Services Anti-Virus VSE Server:<compid>:<compname> <status> (<list of:
State String {State value}>)
状態

FAILED
詳細

ウイルス対策（AV）サービスイベント：{0}

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

ファイルサービスで有効になっているすべてのノード上でファイルサービスが実行されていることを確
認します。

メッセージコード 3
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antivirus-event:antivirus.unreachable-vse

タイプ

ウィルス対策 VSE サーバー

メッセージ

File Services Anti-Virus VSE Server:<compid>:<compname> <status> (<list of:
State String {State value}>)
状態

DOWN
詳細

1 つ以上の構成済みのウイルススキャンエンジンにホスト{0}から到達できません。DOWN とマークされ
た到達不能なウイルススキャンエンジンは、次のとおりです。{1}。

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

ノードとウイルススキャンエンジンのネットワーク接続を確認します。VSE の構成設定を確認します。
VSE サーバーが動作可能であることを確認します。

メッセージコード 4

antivirus-event:antivirus.unused-vse

タイプ

ウィルス対策 VSE サーバー

メッセージ

File Services Anti-Virus VSE Server:<compid>:<compname> <status> (<list of:
State String {State value}>)
状態

NEEDS_SERVICE
詳細

1 つ以上の構成済みのウイルススキャンエンジンがホスト{0}からアクティブに使用されていません。未
使用のウイルススキャンエンジンは、次のとおりです。{1}。

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

未使用としてリストに記載されているウイルススキャンエンジンのウイルス定義をアップデートします。

0x0810001
メッセージコード 1

antivirus-event:avscantask.cmd.pause-failed

タイプ

ウィルス対策スキャン

メッセージ
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File Services Anti-Virus Scan:<compid>:<compname> <status> (<list of: State
String {State value}>)
状態

FAILED
詳細

AV スキャンタスク：ID {0}を持つタスクの一時停止に失敗しました。

深刻度

情報

推奨されるアクション

AVSS デーモンを実行しているノードがダウンし、新しいノードは、アクティブなファイルサービスノー
ドです。デフォルトのタイムアウト(15 分)後、スキャンタスクはメッセージ「Task has become stale:
utility is non-responsive」で自動的に停止し、タスクの状態が停止に変わりました。

推奨されるアクション：必要であればスキャンを再試行してください。

メッセージコード 2

antivirus-event:avscantask.cmd.resume-failed

タイプ

ウィルス対策スキャン

メッセージ

File Services Anti-Virus Scan:<compid>:<compname> <status> (<list of: State
String {State value}>)
状態

FAILED
詳細

AV スキャンタスク：ID {0}を持つタスクの再開に失敗しました。

深刻度

情報

推奨されるアクション

AVSS デーモンを実行しているノードがダウンし、新しいノードは、アクティブなファイルサービスノー
ドです。デフォルトのタイムアウト(15 分)後、スキャンタスクはメッセージ「Task has become stale:
utility is non-responsive」で自動的に停止し、タスクの状態が停止に変わりました。

推奨されるアクション：必要であればスキャンを再試行してください。

メッセージコード 3

antivirus-event:avscantask.cmd.start-failed

タイプ

ウィルス対策スキャン

メッセージ

File Services Anti-Virus Scan:<compid>:<compname> <status> (<list of: State
String {State value}>)
状態

FAILED
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詳細

AV スキャンタスク：ID {0}を持つタスクのサブミットに失敗しました。

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

スキャンタスクを再起動します。

メッセージコード 4

antivirus-event:avscantask.cmd.stop-failed

タイプ

ウィルス対策スキャン

メッセージ

File Services Anti-Virus Scan:<compid>:<compname> <status> (<list of: State
String {State value}>)
状態

FAILED
詳細

AV スキャンタスク：ID {0}を持つタスクの停止に失敗しました。

深刻度

情報

推奨されるアクション

AVSS デーモンを実行しているノードがダウンし、新しいノードは、アクティブなファイルサービスノー
ドです。デフォルトのタイムアウト(15 分)後、スキャンタスクはメッセージ「Task has become stale:
utility is non-responsive」で自動的に停止し、タスクの状態が停止に変わりました。

推奨されるアクション：必要であればスキャンを再試行してください。

メッセージコード 5

antivirus-event:avscantask.completed.failures

タイプ

ウィルス対策スキャン

メッセージ

File Services Anti-Virus Scan:<compid>:<compname> <status> (<list of: State
String {State value}>)
状態

FAILED
詳細

AV スキャンタスク：ID {0}を持つタスクが障害で終了しました。タスクの概要 - FPG：{1}、VFS：{2}、
ファイルストア：{3}、パス：{4}、持続時間：{5}、開始時刻："{6}"、終了時刻："{7}"、完了：{8}、スキャ
ン済み D-entry の数：{9}、スキャン済み Inode の数：{10}、スキップされた Inode の数：{11}、平均サイ
ズ（KB）：{12}、平均スキャンレート（Mbps）：{13}、エラーテキスト：{14}

深刻度

メジャー
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推奨されるアクション

スキャンタスクを再起動します。

0x0820001
メッセージコード 1

certificateservice-event:certificate.cmd.expired

タイプ

仮想サーバー証明書

メッセージ

File Services Virtual Server Certificate:<compid>:<compname> <status> (<list
of: State String {State value}>)
状態

EXPIRED
詳細

{2}で、仮想サーバー{4}上の FPG {1}の証明書 {0} があと{3}で期限切れになります。

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

期限が切れていない新しい証明書を生成し、それを仮想ファイルサーバーに割り当ててください。

メッセージコード 2

certificateservice-event:certificate.cmd.expiry

タイプ

仮想サーバー証明書

メッセージ

File Services Virtual Server Certificate:<compid>:<compname> <status> (<list
of: State String {State value}>)
状態

EXPIRY_ON
詳細

{2}で、仮想サーバー {4} 上の FPG {1}の証明書 {0}が残り時間あと{3}で期限切れになります。

深刻度

情報

推奨されるアクション

期限切れ間近ではない新しい証明書を生成し、それを仮想ファイルサーバーに割り当ててください。

メッセージコード 3

httpservice-event:certificate.check.status

タイプ

仮想サーバー証明書

メッセージ
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File Services Virtual Server Certificate:<compid>:<compname> <status> (<list
of: State String {State value}>)
状態

FAILED
詳細

仮想サーバー{0}で FPG {1}下の証明書が見つかりません。仮想サーバー{2}に証明書をアタッチしてくだ
さい。

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

setvfs コマンドを使用して証明書を仮想ファイルサーバーに追加します。

0x0840001
メッセージコード 1

httpservice-event:http.share.health.degraded

タイプ

HTTP 共有

メッセージ

File Services HTTP Share:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String
{State value}>)
状態

DEGRADED
詳細

HTTP イベント：HTTP 共有のヘルスが DEGRADED（劣化状態）です。

深刻度

情報

推奨されるアクション

IP が仮想ファイルサーバーに割り当てられており、有効な証明書が利用可能であることを確認してくださ
い。

メッセージコード 2

httpservice-event:http.share.health.failed

タイプ

HTTP 共有

メッセージ

File Services HTTP Share:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String
{State value}>)
状態

FAILED
詳細

HTTP イベント：HTTP 共有のヘルスが FAILED（障害発生）です。

324 アラート



深刻度

メジャー

推奨されるアクション

IP が仮想ファイルサーバーに割り当てられており、有効な証明書が利用可能であることを確認してくださ
い。

0x0850001
メッセージコード

nfs-event:nfs.event.dupfsid

タイプ

NFS 共有

メッセージ

File Services NFS Share:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String
{State value}>)
状態

DEGRADED
詳細

既存の共有と衝突するため、FPG {2}の仮想サーバー{1}内の共有{0}の fsid 値が変更されました。クライア
ントで再マウントする必要があります。

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

NFSv4 クライアントに、この共有をマウント解除および再マウントするように指示してください。

0x0860001
メッセージコード 1

smb-new-event:smb.event.create.failed

タイプ

SMB 共有

メッセージ

File Services SMB Share:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String
{State value}>)
状態

FAILED
詳細

パス{1}用の共有{0}の作成に失敗し、メッセージが表示されました：{2}

深刻度

メジャー

推奨されるアクション
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まだ存在しない名前を使用して共有の作成を再度実行します。問題が解決しない場合は、サポート窓口に
ご連絡ください。

メッセージコード 2

smb-new-event:smb.event.delete.failed

タイプ

SMB 共有

メッセージ

File Services SMB Share:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String
{State value}>)
状態

FAILED
詳細

パス{1}用の共有{0}の削除に失敗し、メッセージが表示されました：{2}

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

既存の共有の削除を再度実行します。問題が解決しない場合は、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージコード 3

smb-new-event:smb.event.modify.failed

タイプ

SMB 共有

メッセージ

File Services SMB Share:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String
{State value}>)
状態

FAILED
詳細

パス{1}用の共有{0}の変更に失敗し、メッセージが表示されました：{2}

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

既存の共有の変更を再度実行します。問題が解決しない場合は、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージコード 4

smb-new-event:smb.event.too.many

タイプ

SMB 共有

メッセージ

File Services SMB Share:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String
{State value}>)
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状態

FAILED
詳細

制限{2}にすでに達しているときに、パス{1}用の新しい共有{0}の作成を試みました

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

可能であれば、共有の制限を超えずにこの共有を作成できるように不要な共有を削除します。

0x0870001
メッセージコード 1

quotaservice-event:quota.graceperiod.reached

タイプ

ユーザー容量

メッセージ

File Services User Quota:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String
{State value}>)
状態

OVER_THRESHOLD
詳細

クォータイベント：{4}の仮想サーバー{3}上で{0} {1}が許可されている{2}猶予制限を超えています

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

クォータを拡張するか、ユーザーまたはグループにいくつかのファイルを削除するよう求めます。

メッセージコード 2

quotaservice-event:quota.limit.exceeded

タイプ

ユーザー容量

メッセージ

File Services User Quota:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String
{State value}>)
状態

UNKNOWN
詳細

クォータイベント：仮想サーバー{4}で{0} {1}が{2} {3}使用制限を超えています。現在の使用量：{5}。

深刻度

メジャー

推奨されるアクション
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クォータを拡張するか、一部のファイルを削除するようにユーザーに依頼してください。

0x08b0001
メッセージコード 1

snapshotservice-event:snapshot.cmd.create.failed

タイプ

ファイルストアスナップショット

メッセージ

File Services File Store Snapshot:<compid>:<compname> <status> (<list of:
State String {State value}>)
状態

FAILED
詳細

スナップショットイベント：FPG {2}での{1}のスナップショット{0}の作成がエラー{3}で失敗しました。

深刻度

情報

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 2

snapshotservice-event:snapshot.cmd.delete.failed

タイプ

ファイルストアスナップショット

メッセージ

File Services File Store Snapshot:<compid>:<compname> <status> (<list of:
State String {State value}>)
状態

FAILED
詳細

スナップショットイベント：FPG {2}での{1}のスナップショット{0}の削除がエラー{3}で失敗しました。

深刻度

情報

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 3

snapshotservice-event:task.queue.full

タイプ

ファイルストアスナップショット

メッセージ
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File Services File Store Snapshot:<compid>:<compname> <status> (<list of:
State String {State value}>)
状態

FAILED
詳細

スナップショットイベント：タスクキューがいっぱいです。

深刻度

情報

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

0x08c0001
メッセージコード 1

snapshotservice-event:reclamation.cmd.failed

タイプ

ファイルプロビジョニンググループスナップショット回収タスク

メッセージ

File Provisioning Group Snap Reclamation Task:<compid>:<compname> <status>
(<list of: State String {State value}>)
状態

FAILED
詳細

スナップショットイベント：FPG {1}上で回収タスク{0}が失敗しました。

深刻度

情報

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 2

snapshotservice-event:reclamation.cmd.failedToPause

タイプ

ファイルプロビジョニンググループスナップショット回収タスク

メッセージ

File Provisioning Group Snap Reclamation Task:<compid>:<compname> <status>
(<list of: State String {State value}>)
状態

FAILED
詳細

スナップショットイベント：FPG {1}上で回収タスク{0}の一時停止に失敗しました。

深刻度
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情報

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 3

snapshotservice-event:reclamation.cmd.failedToResume

タイプ

ファイルプロビジョニンググループスナップショット回収タスク

メッセージ

File Provisioning Group Snap Reclamation Task:<compid>:<compname> <status>
(<list of: State String {State value}>)
状態

FAILED
詳細

スナップショットイベント：FPG {1}上で回収タスク{0}の再開に失敗しました。

深刻度

情報

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 4

snapshotservice-event:reclamation.cmd.failedToStart

タイプ

ファイルプロビジョニンググループスナップショット回収タスク

メッセージ

File Provisioning Group Snap Reclamation Task:<compid>:<compname> <status>
(<list of: State String {State value}>)
状態

FAILED
詳細

スナップショットイベント：FPG {1}上で回収タスク{0}の開始に失敗しました。

深刻度

情報

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 5

snapshotservice-event:reclamation.cmd.failedToStop

タイプ

ファイルプロビジョニンググループスナップショット回収タスク

メッセージ
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File Provisioning Group Snap Reclamation Task:<compid>:<compname> <status>
(<list of: State String {State value}>)
状態

FAILED
詳細

スナップショットイベント：FPG {1}上で回収タスク{0}の停止に失敗しました。

深刻度

情報

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

0x08d0001
メッセージコード 1

antivirus-event:antivirus.failed-service

タイプ

ノードのファイルサービス全体

メッセージ

File Services Node:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String
{State value}>)
状態

FAILED
詳細

ウイルス対策（AV）サービスイベント：{1}上で AV サービスの{0}に失敗しました。

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

ウイルス対策（AV）サービスを再起動します。

メッセージコード 2

hacoordinator-event:clusterwide.graceful.shutdown.failed

タイプ

ノードのファイルサービス全体

メッセージ

File Services Node:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String
{State value}>)
状態

MODIFIED
詳細

クラスター全体の正常なシャットダウンに失敗しました

深刻度
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メジャー

推奨されるアクション

推奨されるアクション：すべてのファイルプロビジョニンググループおよび仮想ファイルサーバーを非ア
クティブ化してから、この操作を再試行してください。

メッセージコード 3

hacoordinator-event:server.crash.dump.failed

タイプ

ノードのファイルサービス全体

メッセージ

File Services Node:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String
{State value}>)
状態

UNKNOWN
詳細

サーバー{0}のクラッシュダンプが失敗しました。

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 4

hacoordinator-event:server.failback.failed

タイプ

ノードのファイルサービス全体

メッセージ

File Services Node:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String
{State value}>)
状態

FAILED
詳細

サーバー{0}がフェイルバックに失敗しました

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 5

hacoordinator-event:server.failedover

タイプ

ノードのファイルサービス全体

メッセージ
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File Services Node:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String
{State value}>)
状態

MODIFIED
詳細

サーバー{0}がフェイルオーバーしました

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

推奨されるアクション：

1. ノードが正常である場合、それぞれの FPG をそれが所有しているノードにフェイルバックします。

2. ノードのヘルスが正常でない場合、またはフェイルバック後も問題が解決されない場合は、サポート
窓口にご連絡ください。

メッセージコード 6

hacoordinator-event:server.failover.failed

タイプ

ノードのファイルサービス全体

メッセージ

File Services Node:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String
{State value}>)
状態

FAILED
詳細

サーバー{0}がフェイルオーバーに失敗しました

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 7

hacoordinator-event:server.power.down.failed

タイプ

ノードのファイルサービス全体

メッセージ

File Services Node:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String
{State value}>)
状態

FAILED
詳細

アラート 333



サーバー{0}が電源切断に失敗しました

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 8

hacoordinator-event:server.power.up.failed

タイプ

ノードのファイルサービス全体

メッセージ

File Services Node:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String
{State value}>)
状態

FAILED
詳細

サーバー{0}が電源投入に失敗しました

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

推奨されるアクション：

1. ノードがダウンしている場合、アップ状態に戻します。

2. ノードのヘルスが正常になった後、ファイルサービスが実行中の状態ではない場合は、startfs コマン
ドを使用してノードに対してファイルサービスを再有効化します。

メッセージコード 9

hacoordinator-event:server.restarting.failed

タイプ

ノードのファイルサービス全体

メッセージ

File Services Node:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String
{State value}>)
状態

FAILED
詳細

サーバー{0}のクラッシュダンプの開始に失敗しました

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。
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メッセージコード 10

hacoordinator-event:clusterwide.graceful.reboot.failed

タイプ

ノードのファイルサービス全体

メッセージ

File Services Node:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String
{State value}>)
状態

FAILED
詳細

クラスター全体の正常な再起動に失敗しました。

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 11

httpservice-event:httpd.service.status

タイプ

ノードのファイルサービス全体

メッセージ

File Services Node:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String
{State value}>)
状態

DOWN
詳細

httpd サービス{0}が{1}です。手動でそれを{2}してください。

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 12

hwmonitorservice-event:monitor.start.failed

タイプ

ノードのファイルサービス全体

メッセージ

File Services Node:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String
{State value}>)
状態

FAILED
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詳細

ノード{0}でハードウェアモニターを開始できませんでした。

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 13

hwmonitorservice-event:monitor.startprocess.failed

タイプ

ノードのファイルサービス全体

メッセージ

File Services Node:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String
{State value}>)
状態

FAILED
詳細

ノード{0}で hpspmon プロセスを開始できませんでした。

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 14

hwmonitorservice-event:monitor.stop.failed

タイプ

ノードのファイルサービス全体

メッセージ

File Services Node:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String
{State value}>)
状態

FAILED
詳細

ノード{0}でハードウェアモニターを停止できませんでした。

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 15

hwmonitorservice-event:monitor.stopprocess.failed

タイプ
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ノードのファイルサービス全体

メッセージ

File Services Node:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String
{State value}>)
状態

STATELESS
詳細

ノード{0}で hpspmon プロセスを停止できませんでした。

深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 16

hwmonitorservice-event:storage.transfermonitoringhost.failed

タイプ

ノードのファイルサービス全体

メッセージ

File Services Node:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String
{State value}>)
状態

FAILED
詳細

ストレージ{0}用に新しい監視ホストを指定できませんでした

深刻度

情報

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 17

logcollection-event:logcollection.crash.detected

タイプ

ノードのファイルサービス全体

メッセージ

File Services Node:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String
{State value}>)
状態

UNKNOWN
詳細

{0}でクラッシュが検出されました。新しい自動収集を要求しています。

深刻度
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メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 18

ndmpservice-event:ndmp.services.start.failed

タイプ

ノードのファイルサービス全体

メッセージ

File Services Node:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String
{State value}>)
状態

UNKNOWN
詳細

NDMP イベント：サービスモニターが{0}での NDMP サービスの開始に失敗しました。

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 19

quorumdeviceservice-event:inactive-heartbeat

タイプ

ノードのファイルサービス全体

メッセージ

File Services Node:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String
{State value}>)
詳細

ホスト{0}がデバイス{1}に対してハートビートを行っていません

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 20

quorumdeviceservice-event:lost-access

タイプ

ノードのファイルサービス全体

メッセージ

File Services Node:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String
{State value}>)
詳細
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ホスト{0}がデバイス{1}にアクセスできなくなりました

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 21

quotaservice-event:quota.servicemonitor.start.failure

タイプ

ノードのファイルサービス全体

メッセージ

File Services Node:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String
{State value}>)
状態

UNKNOWN
詳細

クォータイベント：クォータを再起動できません。手動で起動してください

深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 22

servicemonitor-event:service.failed

タイプ

ノードのファイルサービス全体

メッセージ

File Services Node:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String
{State value}>)
状態

FAILED
詳細

サービス{0}が失敗しました

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 23

servicemonitor-event:service.start.failed

タイプ

ノードのファイルサービス全体

アラート 339



メッセージ

File Services Node:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String
{State value}>)
状態

FAILED
詳細

サービス{0}の開始に失敗しました

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 24

smb-new-event:smb.service.status

タイプ

ノードのファイルサービス全体

メッセージ

File Services Node:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String
{State value}>)
状態

FAILED
詳細

HP-SMB サービスの{0}に失敗しました

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 25

hpspmon-event-message:NIC_BOND_FAILED

タイプ

ノードのファイルサービス全体

メッセージ

File Services Node:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String
{State value}>)
状態

FAILED
詳細

ネットワークボンドインターフェイスが劣化しています。

深刻度

メジャー
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推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 26

hpspmon-event-message:NIC_BOND_DEGRADED

タイプ

ノードのファイルサービス全体

メッセージ

File Services Node:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String
{State value}>)
状態

DEGRADED
詳細

ネットワークボンドインターフェイスが劣化しています。

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 27

hpspmon-event-message:NIC_DEGRADED

タイプ

ノードのファイルサービス全体

メッセージ

File Services Node:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String
{State value}>)
状態

DEGRADED
詳細

NIC が劣化しています。

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 28

hpspmon-event-message:NIC_FAILED

タイプ

ノードのファイルサービス全体

メッセージ

File Services Node:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String
{State value}>)
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状態

FAILED
詳細

NIC に障害が発生しました。

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 29

hpspmon-event-message:NIC_DOWN

タイプ

ノードのファイルサービス全体

メッセージ

File Services Node:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String
{State value}>)
状態

OFFLINE
詳細

NIC リンクがダウンしています。

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 30

hpspmon-event-message:NIC_OFFLINE

タイプ

ノードのファイルサービス全体

メッセージ

File Services Node:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String
{State value}>)
状態

OFFLINE
詳細

NIC がオフラインです。

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 31
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hpspmon-event-message:NIC_NO_PORTS_DETECTED

タイプ

ノードのファイルサービス全体

メッセージ

File Services Node:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String
{State value}>)
状態

FAILED
詳細

ポートが検出されなかったために、NIC が失敗しました。

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 32

hpspmon-event-message:PORT_OFFLINE

タイプ

ノードのファイルサービス全体

メッセージ

File Services Node:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String
{State value}>)
状態

OFFLINE
詳細

ポートがオフラインです。

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 33

hpspmon-event-message:PORT_FAILED

タイプ

ノードのファイルサービス全体

メッセージ

File Services Node:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String
{State value}>)
状態

FAILED
詳細
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ポートに障害が発生しました。

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 34

hpspmon-event-message:PORT_DOWN

タイプ

ノードのファイルサービス全体

メッセージ

File Services Node:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String
{State value}>)
状態

OFFLINE
詳細

ポートリンクがダウンしています。

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 35

hpspmon-event-message:BOND_FAILED

タイプ

ノードのファイルサービス全体

メッセージ

File Services Node:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String
{State value}>)
状態

FAILED
詳細

ボンドで障害が発生しました。

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 36

hpspmon-event-message:BOND_DEGRADED

タイプ

ノードのファイルサービス全体
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メッセージ

File Services Node:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String
{State value}>)
状態

DEGRADED
詳細

ボンドが劣化しています。

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 37

hpspmon-event-message:BOND_OFFLINE

タイプ

ノードのファイルサービス全体

メッセージ

File Services Node:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String
{State value}>)
状態

OFFLINE
詳細

ボンドがオフラインです。

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 38

hpspmon-event-message:VIF_FAILED

タイプ

ノードのファイルサービス全体

メッセージ

File Services Node:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String
{State value}>)
状態

FAILED
詳細

VIF で障害が発生しました。

深刻度

メジャー
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推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 39

hpspmon-event-message:VIF_DOWN

タイプ

ノードのファイルサービス全体

メッセージ

File Services Node:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String
{State value}>)
状態

OFFLINE
詳細

VIF がダウンしています。

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 40

hpspmon-event-message:VIF_DEGRADED

タイプ

ノードのファイルサービス全体

メッセージ

File Services Node:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String
{State value}>)
状態

DEGRADED
詳細

VIF が劣化しています。

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 41

hpspmon-event-message:VIF_OFFLINE

タイプ

ノードのファイルサービス全体

メッセージ

File Services Node:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String
{State value}>)

346 アラート



状態

OFFLINE
詳細

VIF がオフラインです。

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 42

hpspmon-event-message:VLAN_INTERFACE_FAILED

タイプ

ノードのファイルサービス全体

メッセージ

File Services Node:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String
{State value}>)
状態

FAILED
詳細

VLAN インターフェイスで障害が発生しています。

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 43

hpspmon-event-message:VLAN_INTERFACE_DEGRADED

タイプ

ノードのファイルサービス全体

メッセージ

File Services Node:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String
{State value}>)
状態

DEGRADED
詳細

VLAN インターフェイスが劣化しています。

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 44
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hpspmon-event-message:VLAN_INTERFACE_DOWN

タイプ

ノードのファイルサービス全体

メッセージ

File Services Node:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String
{State value}>)
状態

OFFLINE
詳細

VLAN インターフェイスがダウンしています。

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 45

hpspmon-event-message:VLAN_INTERFACE_OFFLINE

タイプ

ノードのファイルサービス全体

メッセージ

File Services Node:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String
{State value}>)
状態

OFFLINE
詳細

VLAN インターフェイスがオフラインです。

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 46

hpspmon-event-message:FILE_SYSTEM_CAPACITY_THRESHOLD_EXCEEDED

タイプ

ノードのファイルサービス全体

メッセージ

File Services Node:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String
{State value}>)
状態

DEGRADED
詳細
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{0}ファイルシステムでその最大容量の{1}%以上が使用されています。

深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 47

hpspmon-event-message:FILE_SYSTEM_INODE_THRESHOLD_EXCEEDED

タイプ

ノードのファイルサービス全体

メッセージ

File Services Node:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String
{State value}>)
状態

DEGRADED
詳細

/alt ファイルシステムでその使用可能な i ノードの 90%以上が使用されています。

深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 48

hpspmon-event-message:PRESENTED_VOLUME_INQUIRY_FAILED

タイプ

ノードのファイルサービス全体

メッセージ

File Services Node:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String
{State value}>)
状態

DEGRADED
詳細

SCSI Inquiry が何度も試行した後に失敗しました。

深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 49

hpspmon-event-message:PRESENTED_VOLUME_DISK_MISSING_LINKS

タイプ

ノードのファイルサービス全体
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メッセージ

File Services Node:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String
{State value}>)
状態

DEGRADED
詳細

このボリューム用の ID によるシンボリックリンクが見つかりません

深刻度

劣化

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

0x08e0001
メッセージコード 1

install-update-event:preupdatecheck.failed

タイプ

ファイルサービスソフトウェアアップデート

メッセージ

File Services Software Update:<compid>:<compname> <status> (<list of: State
String {State value}>)
状態

UNKNOWN
詳細

アップデートイベント：{1}でアップデート前チェック{0}が失敗しました。

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

ターゲットのバージョンが現在のバージョンよりも新しいことを確認します。

メッセージコード 2

install-update-event:rollback.failed

タイプ

ファイルサービスソフトウェアアップデート

メッセージ

File Services Software Update:<compid>:<compname> <status> (<list of: State
String {State value}>)
状態

UNKNOWN
詳細

ロールバックイベント：{1}でロールバック{0}が失敗しました。
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深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 3

install-update-event:update.failed

タイプ

ファイルサービスソフトウェアアップデート

メッセージ

File Services Software Update:<compid>:<compname> <status> (<list of: State
String {State value}>)
状態

UNKNOWN
詳細

アップデートイベント：{1}でアップデート{0}が失敗しました。

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 4

install-update-event:prerevertcheck.failed

タイプ

ファイルサービスソフトウェアアップデート

メッセージ

File Services Software Update:<compid>:<compname> <status> (<list of: State
String {State value}>)
状態

UNKNOWN
詳細

取り消し前イベント：{1}で取り消し前チェック{0}が失敗しました。

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

現在のバージョンで作成された 1 つ以上の構成が以前のバージョンでサポートされていません。それら
の構成をクリアして、取り消しを再度実行してください。この問題を解決する方法が不明な場合は、HPE
のサポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 5

install-update-event:revert.failed

タイプ
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ファイルサービスソフトウェアアップデート

メッセージ

File Services Software Update:<compid>:<compname> <status> (<list of: State
String {State value}>)
状態

UNKNOWN
詳細

取り消しイベント：{1}で取り消し{0}が失敗しました。

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 6

install-update-event:revertfinalize.failed

タイプ

ファイルサービスソフトウェアアップデート

メッセージ

File Services Software Update:<compid>:<compname> <status> (<list of: State
String {State value}>)
状態

UNKNOWN
詳細

取り消しの最終処理イベント：{1}で取り消しの最終処理{0}が失敗しました。

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

0x08f0001
メッセージコード 1

logcollection-event:logcollection.autocreate.complete

タイプ

ファイルサービスログ収集

メッセージ

File Services Log Collection:<compid>:<compname> <status> (<list of: State
String {State value}>)
状態

CREATED
詳細
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自動ログ収集（{0}）が開始され、正常に作成されました。

深刻度

情報

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 2

logcollection-event:logcollection.autocreate.failed

タイプ

ファイルサービスログ収集

メッセージ

File Services Log Collection:<compid>:<compname> <status> (<list of: State
String {State value}>)
状態

CREATED
詳細

自動ログ収集（{0}）が開始されましたが、失敗しました。

深刻度

劣化

推奨されるアクション

Insplore を手動で実行します。

メッセージコード 3

logcollection-event:logcollection.autocreate.partial

タイプ

ファイルサービスログ収集

メッセージ

File Services Log Collection:<compid>:<compname> <status> (<list of: State
String {State value}>)
状態

UNKNOWN
詳細

自動ログ収集（{0}）が開始されましたが、部分的にのみ完了しました。

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 4

logcollection-event:logcollection.create.failed

タイプ

ファイルサービスログ収集
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メッセージ

File Services Log Collection:<compid>:<compname> <status> (<list of: State
String {State value}>)
状態

CREATED
詳細

ログ収集{0}の作成を試行しましたが失敗しました。

深刻度

劣化

推奨されるアクション

Insplore を手動で再度実行します。

メッセージコード 5

logcollection-event:logcollection.create.partial

タイプ

ファイルサービスログ収集

メッセージ

File Services Log Collection:<compid>:<compname> <status> (<list of: State
String {State value}>)
状態

CREATED
詳細

ログ収集{0}が作成されましたが、部分的にのみ完了しました。

深刻度

情報

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 6

logcollection-event:logcollection.delete.failed

タイプ

ファイルサービスログ収集

メッセージ

File Services Log Collection:<compid>:<compname> <status> (<list of: State
String {State value}>)
状態

DELETED
詳細

ログ収集{0}の削除を試行しましたが失敗しました。

深刻度

劣化
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推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

0x0900001
メッセージコード 1

configbackup-event:backup.bufferspace.create.failed

タイプ

ファイルサービス仮想サーバーバックアップ

メッセージ

File Services Virtual Server Backup:<compid>:<compname> <status> (<list of:
State String {State value}>)
状態

FAILED
詳細

構成バックアップ作成用のバッファースペースの作成に失敗しました。HPE のサポート窓口にお問い合
わせください。

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

VFS の作成を再度実行します。

メッセージコード 2

configbackup-event:backup.create.complete

タイプ

ファイルサービス仮想サーバーバックアップ

メッセージ

File Services Virtual Server Backup:<compid>:<compname> <status> (<list of:
State String {State value}>)
状態

CREATED
詳細

構成バックアップ{0}が正常に作成されました。

深刻度

情報

推奨されるアクション

構成バックアップアーティファクトをテープまたはその他のストレージメディアにコピーします。

メッセージコード 3

configbackup-event:backup.create.failed

タイプ

ファイルサービス仮想サーバーバックアップ
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メッセージ

File Services Virtual Server Backup:<compid>:<compname> <status> (<list of:
State String {State value}>)
状態

CREATED
詳細

構成バックアップ{0}の作成を試行しましたが、失敗しました。

深刻度

劣化

推奨されるアクション

バックアップを再度実行します。

メッセージコード 4

configbackup-event:restore.create.complete

タイプ

ファイルサービス仮想サーバーバックアップ

メッセージ

File Services Virtual Server Backup:<compid>:<compname> <status> (<list of:
State String {State value}>)
状態

CREATED
詳細

{0}構成バックアップの復元が正常に完了しました。

深刻度

情報

推奨されるアクション

ファイルとフォルダーの復元を開始できます。

メッセージコード 5

configbackup-event:restore.create.failed

タイプ

ファイルサービス仮想サーバーバックアップ

メッセージ

File Services Virtual Server Backup:<compid>:<compname> <status> (<list of:
State String {State value}>)
状態

FAILED
詳細

構成バックアップ{0}の復元を試行しましたが、失敗しました。

深刻度

劣化
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推奨されるアクション

復元を再度実行します。

0x0960002
タイプ

VVol SC 移行による Vasa Provider 移行の失敗

メッセージ

Vasa Provider migration has failed due to VVol Storage Container migration.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：VASA プロバイダーの移行を試みましたが、予期せず失敗しました。

解決策：VASA プロバイダーを停止してから再起動すると、アラートがクリアされる場合があります。CLI
から「stopvasa」と「startvasa」を発行します。

0x0960003
タイプ

証明書モード移行による Vasa Provider 移行の失敗

メッセージ

Vasa Provider migration has failed due to Certificate mode migration.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：VASA プロバイダーの移行を試みましたが、予期せず失敗しました。

解決策：VASA プロバイダーを停止してから再起動すると、アラートがクリアされる場合があります。CLI
から「stopvasa」と「startvasa」を発行します。

0x0960004
タイプ

構成ファイルのアップデート中の Vasa Provider 移行失敗

メッセージ

Vasa Provider migration has failed while updating the vasa config file.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：VASA プロバイダーの移行を試みましたが、予期せず失敗しました。

解決策：VASA プロバイダーを停止してから再起動すると、アラートがクリアされる場合があります。CLI
から「stopvasa」と「startvasa」を発行します。

0x0990001
メッセージコード 1
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logical-interface-manager-event:gw.address.unreachable.node

タイプ

スタティック IP ルート

メッセージ

File Services Static IP Route:<compid>:<compname> <status> (<list of: State
String {State value}>)
状態

FAILED
詳細

ノード{1}上で、指定されたゲートウェイアドレス{0}に到達できません

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 2

logical-interface-manager-event:route.not.fetched

タイプ

スタティック IP ルート

メッセージ

File Services Static IP Route:<compid>:<compname> <status> (<list of: State
String {State value}>)
状態

FAILED
詳細

ルート情報を取得できません

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 3

logical-interface-manager-event:route.not.running

タイプ

スタティック IP ルート

メッセージ

File Services Static IP Route:<compid>:<compname> <status> (<list of: State
String {State value}>)
状態

FAILED
詳細
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実行中のシステム内に、一致するルートが見つかりませんでした

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

メッセージコード 4

logical-interface-manager-event:route.registration.failed

タイプ

スタティック IP ルート

メッセージ

File Services Static IP Route:<compid>:<compname> <status> (<list of: State
String {State value}>)
状態

FAILED
詳細

ルートの登録に失敗しました

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。サポート窓口にお問い合わせください。

0x09a0001
メッセージコード

smb-new-event:smb.settings.set.failed

タイプ

SMB グローバル設定の状態変更イベント

メッセージ

File Services SMB Global Settings:<compid>:<compname> <status> (<list of:
State String {State value}>)
状態

FAILED
詳細

SMB グローバル設定の設定に失敗しました

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

SMB のグローバル設定の変更を再試行してください。問題が解決しない場合は、サポート窓口にご連絡
ください。
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0x09b0001
タイプ

Ddcscan 監視

メッセージ

ddcscan dryrun timed out on DDS <dds> (timeout = <tov> seconds)
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：重複排除の統計を収集するための試みが中断されました。これは、プロセスが異常に長い時間をと
り、アレイのリソース競合の兆候である可能性がある場合に発生します。

解決策：追加のアクションは必要ありません。後で、プロセスの再実行が試みられます。このアラートが
再発生する場合は、サービスプロバイダーに連絡し、追加の支援を受けてください。

0x09d0001
タイプ

NVDIMM バッテリのエラー

メッセージ

NVDIMM Battery Failed. Battery state: <battstate>.
深刻度

メジャー

推奨されるアクション

説明：予期しない停電時にノードのメモリをバックアップするためのバッテリに障害が発生しました。

解決策：バッテリを交換してください。

0x09e0003
タイプ

管理モジュールが高温

メッセージ

MM module is registering higher temperature than recommended.
深刻度

情報

推奨されるアクション

説明：管理モジュールの温度が、推奨されている動作範囲を超えました。

解決策：サポート窓口に連絡し、支援を受けてください。

0x09e0004
タイプ

管理モジュール応答なし

メッセージ
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Unable to contact onboard Management Module.
深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

説明：3PAR OS が、管理モジュールにコンタクトできません。

解決策：サポート窓口に連絡し、支援を受けてください。

0x09f0001
タイプ

File Persona VM シャットダウン中

メッセージ

FS node <nid> VM has been shutdown, CPG cannot grow
深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

説明：File Persona ブートボリュームが、シンプロビジョニングされた VV として割り当てられました。
このボリュームを拡張する必要がありますが、対応する CPG にスペースがありません。この結果、指定
されたノードで File Persona が無効になりました。

解決策：指定されたノードの File Persona に対応する CPG のスペースを解放するか、または追加の容量
を割り当てます。 File Persona を再度有効にします。

0x09f0002
タイプ

File Persona CPG の増加制限の警告

メッセージ

FS node <nid> VM CPG grow threshold warning
深刻度

クリティカル

推奨されるアクション

説明：File Persona ブートボリュームが、シンプロビジョニングされた VV として割り当てられました。
このボリュームに対応する CPG のスペースが残り少なくなっています。

解決策：この CPG 上で利用可能なスペースをチェックしてください。可能なら、指定された CPG 上の
スペースを解放するか、または追加の容量を割り当ててください。

0x0a50001
メッセージコード 1

Fileauditservice-event:auditingserver-failed

タイプ

ファイルアクセス監査アラート

メッセージ
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File Access Auditing:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String
{State value}>)
状態

FAILED
詳細

次の理由で監査に失敗しました：{0}

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージコード 2

Fileauditservice-event:auditing-reached-maxlimit

タイプ

ファイルアクセス監査アラート

メッセージ

File Access Auditing:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String
{State value}>)
状態

FAILED
詳細

ファイルアクセス監査{2}のキューがいっぱいです。FPG {0}、VFS {1}の古い監査イベントが削除されま
す。

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージコード 3

Fileauditservice-event:auditing-failed

タイプ

ファイルアクセス監査アラート

メッセージ

File Access Auditing:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String
{State value}>)
状態

FAILED
詳細

FPG {0}、VFS {1}の監査に失敗しました：{2}

深刻度

メジャー
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推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。

メッセージコード 4

Fileauditservice-event:auditing-reached-threshold

タイプ

ファイルアクセス監査アラート

メッセージ

File Access Auditing:<compid>:<compname> <status> (<list of: State String
{State value}>)
状態

OVER_THRESHOLD
詳細

FPG {0}、VFS {1}のファイルアクセス監査{2}のキューが、85%のしきい値に到達しました。100%になる
と、古い監査イベントが削除されます。

深刻度

メジャー

推奨されるアクション

注意が必要なイベントが発生しました。支援について、サポート窓口にご連絡ください。
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Web サイト

全般的な Web サイト

Hewlett Packard Enterprise Information Library
http://www.hpe.com/info/EIL

Single Point of Connectivity Knowledge（SPOCK）ストレージ互換性マトリックス

http://www.hpe.com/storage/spock
ストレージのホワイトペーパーおよび分析レポート

http://www.hpe.com/storage/whitepapers

その他の Web サイトについては、サポートと他のリソースを参照してください。
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サポートと他のリソース

Hewlett Packard Enterprise サポートへのアクセス

• ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise Worldwide の Web サイトにアク
セスします。

http://www.hpe.com/assistance

• ドキュメントとサポートサービスにアクセスするには、Hewlett Packard Enterprise サポートセンター
の Web サイトにアクセスします。

http://www.hpe.com/support/hpesc

ご用意いただく情報

• テクニカルサポートの登録番号（該当する場合）

• 製品名、モデルまたはバージョン、シリアル番号

• オペレーティングシステム名およびバージョン

• ファームウェアバージョン

• エラーメッセージ

• 製品固有のレポートおよびログ

• アドオン製品またはコンポーネント

• 他社製品またはコンポーネント

アップデートへのアクセス

• 一部のソフトウェア製品では、その製品のインターフェイスを介してソフトウェアアップデートにア
クセスするためのメカニズムが提供されます。ご使用の製品のドキュメントで、ソフトウェアの推奨
されるソフトウェアアップデート方法を確認してください。

• 製品のアップデートをダウンロードするには、以下のいずれかにアクセスします。

Hewlett Packard Enterprise サポートセンター

http://www.hpe.com/support/hpesc
Hewlett Packard Enterprise サポートセンター：ソフトウェアのダウンロード

http://www.hpe.com/support/downloads
Software Depot

http://www.hpe.com/support/softwaredepot

• eNewsletters およびアラートをサブスクライブするには、以下にアクセスします。

http://www.hpe.com/support/e-updates-ja

• お客様の資格を表示したりアップデートしたり、契約や保証をお客様のプロファイルにリンクしたり
するには、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの More Information on Access to Support
Materials ページにアクセスします。

http://www.hpe.com/support/AccessToSupportMaterials
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重要: 一部のアップデートにアクセスするには、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターから
アクセスするときに製品資格が必要になる場合があります。関連する資格を使って HPE パスポー
トをセットアップしておく必要があります。

カスタマーセルフリペア（CSR）
Hewlett Packard Enterprise カスタマーセルフリペア（CSR）プログラムでは、ご使用の製品をお客様ご
自身で修理することができます。CSR 部品を交換する必要がある場合、お客様のご都合のよいときに交
換できるよう直接配送されます。一部の部品は CSR の対象になりません。Hewlett Packard Enterprise
もしくはその正規保守代理店が、CSR によって修理可能かどうかを判断します。

リモートサポート（HPE 通報サービス）
リモートサポートは、保証またはサポート契約の一部としてサポートデバイスでご利用いただけます。リ
モートサポートは、インテリジェントなイベント診断を提供し、ハードウェアイベントを Hewlett Packard
Enterprise に安全な方法で自動通知します。これにより、ご使用の製品のサービスレベルに基づいて、迅
速かつ正確な解決が行われます。ご使用のデバイスをリモートサポートに登録することを強くおすすめ
します。

ご使用の製品にリモートサポートの追加詳細情報が含まれる場合は、検索を使用してその情報を見つけて
ください。

リモートサポートおよびプロアクティブケア情報

HPE 通報サービス

http://www.hpe.com/jp/hpalert
HPE プロアクティブケアサービス

http://www.hpe.com/services/proactivecare-ja
HPE プロアクティブケアサービス：サポートされている製品のリスト

http://www.hpe.com/services/proactivecaresupportedproducts
HPE プロアクティブケアアドバンストサービス：サポートされている製品のリスト

http://www.hpe.com/services/proactivecareadvancedsupportedproducts

保証情報
ご使用の製品の保証またはサーバー、ストレージ、電源、ネットワーク、およびラック製品の安全と準拠
に関する情報に関するドキュメントを確認するには、下記の Web サイトを参照してください。

http://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts

追加保証情報

HPE ProLiant と x86 サーバーおよびオプション

http://www.hpe.com/support/ProLiantServers-Warranties
HPE エンタープライズサーバー

http://www.hpe.com/support/EnterpriseServers-Warranties
HPE ストレージ製品

http://www.hpe.com/support/Storage-Warranties
HPE ネットワーク製品

http://www.hpe.com/support/Networking-Warranties

規定に関する情報
安全、環境、および規定に関する情報については、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターからサー
バー、ストレージ、電源、ネットワーク、およびラック製品の安全と準拠に関する情報を参照してくださ
い。
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http://www.hpe.com/support/ProLiantServers-Warranties
http://www.hpe.com/support/EnterpriseServers-Warranties
http://www.hpe.com/support/Storage-Warranties
http://www.hpe.com/support/Networking-Warranties


http://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts

規定に関する追加情報

Hewlett Packard Enterprise は、REACH（欧州議会と欧州理事会の規則 EC No 1907/2006）のような法的
な要求事項に準拠する必要に応じて、弊社製品の含有化学物質に関する情報をお客様に提供することに全
力で取り組んでいます。この製品の含有化学物質情報レポートは、次を参照してください。

http://www.hpe.com/info/reach

RoHS、REACH を含む Hewlett Packard Enterprise 製品の環境と安全に関する情報と準拠のデータについ
ては、次を参照してください。

http://www.hpe.com/info/ecodata

社内プログラム、製品のリサイクル、エネルギー効率などの Hewlett Packard Enterprise の環境に関する
情報については、次を参照してください。

http://www.hpe.com/info/environment

ドキュメントに関するご意見、ご指摘
Hewlett Packard Enterprise では、お客様により良いドキュメントを提供するように努めています。ド
キュメントを改善するために役立てさせていただきますので、何らかの誤り、提案、コメントなどがござ
いましたら、ドキュメントフィードバック担当（docsfeedback@hpe.com）へお寄せください。この電
子メールには、ドキュメントのタイトル、部品番号、版数、およびドキュメントの表紙に記載されている
刊行日をご記載ください。オンラインヘルプの内容に関するフィードバックの場合は、製品名、製品の
バージョン、ヘルプの版数、およびご利用規約ページに記載されている刊行日もお知らせください。
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http://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts
http://www.hpe.com/info/reach
http://www.hpe.com/info/ecodata
http://www.hpe.com/info/environment
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