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はじめに
概要
本ガイドでは、HPE Synergy と HPE ProLiant Gen10 サーバーコンポーネントのエラーメッセージの意味
と解決方法について説明しています。これらのメッセージを参照して、Hewlett Packard Enterprise の装
置の問題を解決し、最適な状態で動作させてください。
エラーメッセージのトラブルシューティングを開始する前に、「トラブルシューティングの準備」を確認
してください。
一般的なトラブルシューティング手順では、「サーバー」という用語がサーバーとコンピューティングモ
ジュールを意味するために使用され、「エンクロージャー」という用語がエンクロージャー、シャーシ、
およびフレームを意味するために使用されます。
HPE Synergy の特定のコンポーネントのサポートドキュメントを見つけるには、
「HPE Synergy のドキュ
メントおよびトラブルシューティングの資料」を参照してください。
HPE ProLiant の特定のコンポーネントのサポートドキュメントを見つけるには、「HPE ProLiant サー
バーのドキュメントおよびトラブルシューティングの資料」を参照してください。

サポートケースをオープンにする
推奨されるトラブルシューティング操作を実行しても問題が解決しない場合は、Hewlett Packard
Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポー
トケースをオープンにします。
前提条件
サポートケースをオープンにするために必要な情報を確認します。
手順
1. Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://www.hpe.com/support/hpesc）
にアクセスします。
2. Access Cases を選択します。
3. HPE パスポートでサインインします。
4. 次のいずれかを実行します。
• 契約または標準保証 ID を入力します。
• 製品のリストから選択するには、リンクされている契約の中から対象製品を選択する場合はこちら
をクリックします。
5. Submit Case をクリックします。
6. 必要な情報を入力してから、Submit をクリックします。
Hewlett Packard Enterprise サポートセンターのサポートエージェントから連絡があります。
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トラブルシューティングの準備
トラブルシューティングの前提条件
警告: 問題の発生を防止するため、必ず、製品のドキュメントに掲載されている警告および注意事項
をよく読んでから、システムコンポーネントの取り外し、交換、再取り付け、または変更を行って
ください。
重要: このガイドは、複数の Hewlett Packard Enterprise サーバー製品をサポートする各種のソフト
ウェアツールを使用したトラブルシューティングに関する情報を提供します。本書のいくつかのセ
クションおよびソフトウェアツールでは、サーバーおよびエンクロージャーは、複数の製品をサポー
トする一般的な用語として使用されます。HPE Synergy 固有の用語について詳しくは、Hewlett
Packard Enterprise Information Library（http://www.hpe.com/info/synergy-docs）の HPE Synergy
用語集を参照してください。
手順
1.「安全に使用していただくために」を参照します。
2. サーバーを変更する前に、症状に関する情報を収集し、記録します。サーバーの電源がオンになって
いる場合または補助電源が利用可能な場合は、Active Health System ログをダウンロードして、OS の
ログを取得してください。
OS のログは、システムに電源がある場合にのみ利用できます。
Active Health System ログについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://
www.hpe.com/support/iLO-docs）にある HPE iLO ユーザーガイドを参照してください。OS のログ
を取得するには、OS のドキュメントを参照してください。
Active Health System ログをダウンロードを選択しない場合は、以下を含む、すべての症状に関する情
報を得ておく必要があります。
• IML メッセージ
• POST エラーメッセージ
• OS ログ
• 物理症状（LED の動作、物理的な状態など）
症状に関する情報の収集に関する詳細情報については、症状情報のチェックリストを参照してくださ
い。
3. 表示される完全な POST エラーメッセージおよび IML など、すべてのエラー情報を収集します。
4. Hewlett Packard Enterprise に問い合わせる必要がある場合は、Active Health System ログをダウン
ロードし、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターを使用してサポートケースを送信してくださ
い。
5. 診断のためにサーバーを準備します。

トラブルシューティングの準備
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安全に使用していただくために
安全、環境、および規定に関する情報については、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（Hewlett Packard Enterprise の Web サイト）を参照してくださ
い。

装置の記号
潜在的な危険の存在を示すために、装置には以下の記号がある場合があります。
装置に高電圧が発生する回路があることや、装置の表面または内部部品に触れると感
電の危険があることを示します。修理はすべて、資格のある担当者に依頼してくださ
い。
警告：感電を防止するために、このエンクロージャーを開けてはいけません。メンテ
ナンス、アップグレード、および修理はすべて資格のある担当者に依頼してください。

装置の表面または内部部品に触れると感電の危険があることを示します。カバー内に
は、ユーザーや使用現場の担当者が修理できる部品は入っていません。カバーは、絶
対に開けないでください。
警告：感電を防止するために、このエンクロージャーを開けてはいけません。

この記号が貼付された RJ-45 ソケットはネットワークインターフェイス接続を示しま
す。
警告：感電、火災、装置の損傷を防止するため、電話または電気通信用のコネクター
をこのソケットに接続しないでください。

装置の表面または内部部品の温度が非常に高くなる可能性があることを示します。こ
の表面に手を触れるとやけどをする場合があります。
警告：表面が熱くなっているため、やけどをしないように、システムの内部部品が十
分に冷めてから手を触れてください。

製品や機械にこの記号が付いている場合、1 人で安全に取り扱うことができる重量を超
えていることを示します。
重量 kg

警告： けがや装置の損傷を防ぐために、ご使用の地域で定められた重量のある装置の
安全な取り扱いに関する規定に従ってください。

重量 lb

電源装置やシステムにこれらの記号が付いている場合、装置の電源が複数あることを
示します。
警告：感電によるけがを防止するために、電源コードをすべて抜き、システムの電源
を完全に切ってください。

トラブルシューティングの準備
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警告および注意事項
警告: この装置の修理は、Hewlett Packard Enterprise によるトレーニングを受けた認定技術者のみ
が行ってください。このガイドで説明するトラブルシューティングと修理に関するすべての手順
は、サブアセンブリ/モジュールレベルの修理だけを対象にしています。個々のボードおよびサブア
センブリは複雑な仕組みになっているため、コンポーネントレベルの修理を試みたり、プリント配
線基板に変更を加えようとしたりしないでください。不正な修理を行うと、安全上の問題が発生す
る可能性があります。
警告: けがや装置の損傷を防ぐために、取り付けを開始する前に、ご使用のサーバーに付属の安全上
の注意事項とユーザードキュメントを参照してください。
一部のサーバーには、危険な高エネルギー回路、高電流回路、可動部品（ファンブレードなど）、ま
たはその任意の組み合わせが含まれ、製品が電源に接続されているときにカバーやアクセスパネル
を取り外すと危険にさらされる場合があります。これらの製品を修理する場合は、危険な高電圧製
品の取り扱いに関するトレーニングを受け、保守の資格がある担当者のみが行ってください。エン
クロージャーを取り外したり、このような危険な条件から保護するためのインターロックを無効に
したりしないでください。
警告: けがや装置の損傷を防止するために、次の点に注意してください。
• ラックの水平脚を床まで延ばしてください。
• ラックの全重量が水平脚にかかるようにしてください。
• 1 つのラックだけを設置する場合は、ラックに固定脚を取り付けてください。
• 複数のラックを設置する場合は、ラックを連結してください。
• コンポーネントは、一度に 1 つずつしか引き出すことができません。いかなる理由にせよ、複数
のコンポーネントを引き出すとラックが不安定になります。

警告: 感電または装置の損傷を防ぐために、以下の点に注意してください。
• 電源コードのアース用プラグは常に取り付けてください。アース用プラグは安全上必要です。
• 電源コードは、いつでも簡単に手の届くところにあるアース付きコンセントに接続してくださ
い。
• 電源装置の電源を切る場合は、電源コードを電源装置から抜き取ってください。
• 電源コードは、踏みつけられたり、上や横に物が置かれて圧迫されることがないように配線して
ください。プラグ、電源コンセント、電源コードとサーバーの接続部には、特に注意してくださ
い。

トラブルシューティングの準備
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警告: けがまたは装置の損傷を防止するために、次の点に注意してくだ
さい。
重量 kg
重量 lb

• 各地域で定められた重量のある装置の安全な取り扱いに関する規定
に従ってください。
• シャーシの設置および取り外し作業中には、必ず適切な人数でシャー
シを持ち上げたり固定する作業を行ってください。
• サーバーはレールに固定されていないと不安定になります。
• サーバーをラックに取り付ける際は、重量を軽くするために、電源装
置やその他のリムーバブルモジュールをすべて取り外してください。

注意: システムの通気を正しく確保するには、サーバーの前後に 7.6 cm（3.0 インチ）以上の隙間を
空けてください。
注意: サーバーはアースして使用するように設計されています。サーバーを正しく動作させるため
に、正しくアースされた AC コンセント以外には、AC 電源コードを接続しないでください。

静電気対策
システムをセットアップしたり、コンポーネントを取り扱う際に従わなければならない注意事項を必ず
守ってください。人間の指など、導電体からの静電気放電によって、システムボードなどの静電気に弱い
デバイスが損傷することがあります。その結果、システムまたはコンポーネントの耐用年数が短くなるこ
とがあります。
静電気による損傷を防止するには、次の点に注意してください。
• 運搬や保管の際は、静電気防止用のケースに入れ、手で直接触れることは避けます。
• 静電気に弱い部品は、静電気防止措置のなされている作業台に置くまでは、専用のケースに入れたま
まにしておきます。
• 部品をケースから取り出す前に、まずケースごと、アースされている面に置きます。
• ピン、リード線、または回路には触れないようにします。
• 静電気に弱い部品に触れなければならないときには、常に自分の身体に対して適切なアースを行いま
す。静電気に弱い部品を取り扱うときには、以下のうち 1 つ以上の方法でアースを行ってください。
◦ すでにアースされているワークステーションまたはコンピューターシャーシにアースバンドをつ
なぎます。アースバンドは柔軟な帯状のもので、アースコード内の抵抗は、1 MΩ±10%です。アー
スを正しく行うために、アースバンドを肌に密着させてください。
◦ 立って作業する場合、かかとやつま先にアースバンドを付けます。導電性または静電気拡散性の床
の場合、両足にアースバンドを付けます。
◦ 作業用具は導電性のものを使用します。
◦ 折りたたみ式の静電気防止マットなどが付いた携帯式作業用具もあります。
上記のような、適切なアースを行うための器具がないときは、製品販売店にお問い合わせください。
静電気の詳細および製品のインストールの支援については、製品販売店にお問い合わせください。

トラブルシューティングの準備
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開始前の重要な情報の収集
問題のトラブルシューティングを開始する前に、トラブルシューティング中に使用し、問題が Hewlett
Packard Enterprise サポートへの問い合わせを必要とする場合に使用するための以下の情報を収集しま
す。
• Active Health System ログ
• OS ログ
• 症状に関する情報
• IML
• POST エラーメッセージ
• OA SHOW ALL レポート（HPE ProLiant BL サーバーブレードのみ）
• その他

症状に関する情報の収集
サーバーの問題をトラブルシューティングする前に、症状に関する以下の情報を収集してください。可能
であれば、Active Health System Viewer を使用して、Active Health System ログをダウンロードします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/support/ahsv-docs）にあ
る Active Health System Viewer User Guide を参照してください。
症状に関する情報の収集に関する詳細情報については、「症状情報のチェックリスト」を使用してくださ
い。

システムプログラマブルロジックデバイスのバージョンの表示
HPE iLO および HPE OneView を通じて、システムプログラマブルロジックデバイス（CPLD）のバージョ
ンを表示することができます。
手順
• HPE iLO を通じて CPLD のバージョンを表示するには：
1. ナビゲーションツリーでファームウェア & OS ソフトウェアをクリックします。
インストールされたファームウェアページには、さまざまなサーバーコンポーネントのファーム
ウェア情報が表示されます。サーバーの電源が切れている場合、このページの情報は、最後に電源
が切れた時点の情報になります。ファームウェア情報は、サーバーの電源が入っており、POST が
完了している場合にのみ更新されます。
2.（オプション）テーブルの列でソートするには、列見出しをクリックします。
ソート順を昇順または降順に変更するには、列見出しをもう一度クリックするか、列見出しの横に
ある矢印アイコンをクリックします。
• HPE OneView を通じて CPLD のバージョンを表示するには：
サーバーハードウェアページに移動し、サーバーを選択します。概要メニューから、ファームウェア
およびドライバーを選択します。システムプログラマブルロジックデバイスのバージョンがリストに
表示されます。
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POST エラーメッセージ
POST エラーメッセージについて
この項では、HPE Synergy Compute Module および HPE ProLiant Gen10 サーバーにより生成されるすべ
てのメッセージを含むエラーメッセージとコードを紹介します。情報を提供するためだけに生成され、エ
ラーを示さないメッセージもあります。サーバーが生成するコードは、そのシステム構成とオプションに
適用されるコードだけです。
一般的なトラブルシューティング手順では、「サーバー」という用語がサーバーとコンピューティングモ
ジュールを意味するために使用され、「エンクロージャー」という用語がエンクロージャー、シャーシ、
およびフレームを意味するために使用されます。
警告: 問題の発生を防止するため、必ず、製品のドキュメントに掲載されている警告および注意事項
をよく読んでから、システムコンポーネントの取り外し、交換、再取り付け、または変更を行って
ください。
重要: このガイドでは、複数のシステムコンポーネントについて説明します。ここで説明する情報の
一部は、トラブルシューティングを行っている製品には該当しない場合があります。サポートされ
る手順、ハードウェアオプション、ソフトウェアツール、およびオペレーティングシステムに関す
る情報については、製品のドキュメントを参照してください。

1xx のメッセージ
101-Option ROM Error
症状
101-オプション ROM のエラー。PCIe デバイスのオプション ROM が無効です。
原因
PCIe デバイスのオプション ROM が無効です。
アクション
1. オプションカードまたは内蔵デバイスのオプション ROM またはファームウェアを更新します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）

102-System board error
症状
102-システムボードのエラー
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原因
システムボードに問題が存在します。
注意: システムボードの取り外しは、必ず、Hewlett Packard Enterprise のトレーニングを受けた認
定技術者が行ってください。システムボードの交換が必要と思われる場合は、作業を進める前に
Hewlett Packard Enterprise テクニカルサポートまでご連絡ください。詳しくは、Hewlett Packard
Enterprise サポートへのアクセスを参照してください。
アクション
問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

104-ASR Timer Failure
症状
104-ASR タイマーの障害。
原因
システムボードに問題が存在します。
注意: システムボードの取り外しは、必ず、Hewlett Packard Enterprise のトレーニングを受けた認
定技術者が行ってください。システムボードの交換が必要と思われる場合は、作業を進める前に
Hewlett Packard Enterprise テクニカルサポートまでご連絡ください。詳しくは、Hewlett Packard
Enterprise サポートへのアクセスを参照してください。
アクション
問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

120-A Critical Error Event that has kept the system from booting
症状
120-システムの起動を妨げている重大なエラーイベント。
システムが停止しました。
原因
重大なエラーが発生しています。
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アクション
1. エラーに関連するイベントのインテグレーテッドマネジメントログを確認し、推奨される操作に従っ
てください。
2. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

121-A Critical Error occurred prior to this power-up
症状
121-今回の電源投入の前に重大なエラーが発生しました。
システムが停止しました。
原因
重大なエラーが発生しています。
アクション
1. サーバーを再起動します。
2. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

163-Time and date not set
症状
163-時間と日付が設定されていません。
原因
構成メモリの時間または日付が無効です。
アクション
1. F9 キーを押して UEFI システムユーティリティを開始します。
2. 日付と時刻の設定を更新します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/uefi/docs）にある
ご使用の製品の UEFI システムユーティリティユーザーガイドを参照してください。
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2xx のメッセージ
209-Unsupported DIMM configuration detected
症状
209-サポートされていない DIMM 構成が検出されました – 取り付けられている DIMM 構成が構成済み
AMP モードをサポートしていません。システムはアドバンスト ECC モードで動作します。
原因
DIMM 構成は構成済み AMP モードと一致しません。
注意: DIMM を正しく処理できない場合、DIMM コンポーネントとシステムボードのコネクターに損
傷が発生する可能性があります。詳細については、以下に示す Hewlett Packard Enterprise の Web
サイトにある、該当製品トラブルシューティングガイドの DIMM の取り扱いのガイドラインを参照
してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting)

アクション
1. DIMM を、サポートされる構成で取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/docs/memorypopulation-rules）にあるメモリの取り付けに関するルールを参照してください。
詳しくは、ご使用の製品のサーバーのユーザーガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

210-Unsupported DIMM Configuration Detected
症状
210-非対応の DIMM 構成が検知されました – 取り付けられている DIMM が構成されているインター
リーブモードをサポートしていません。（メジャーコード：A、マイナーコード：B）。
原因
システム BIOS は、取り付けられている NVDIMM で競合するインターリーブ設定を検出しました。
注意: DIMM を正しく処理できない場合、DIMM コンポーネントとシステムボードのコネクターに損
傷が発生する可能性があります。詳細については、以下に示す Hewlett Packard Enterprise の Web
サイトにある、該当製品トラブルシューティングガイドの DIMM の取り扱いのガイドラインを参照
してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting)
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アクション
1. DIMM を、サポートされる構成で取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/docs/memorypopulation-rules）にあるメモリの取り付けに関するルールを参照してください。
詳しくは、ご使用の製品のサーバーのユーザーガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

211-Unsupported DIMM Configuration Detected
症状
211-サポートされていない DIMM 構成が検出されました – プロセッサー X DIMM Y。DIMM は ECC を
サポートしていません。（メジャーコード：A、マイナーコード：B）。
原因
取り付けられている DIMM は ECC をサポートしていません。システムでは、取り付けられているすべて
の DIMM が ECC をサポートしている必要があります。
注意: DIMM を正しく処理できない場合、DIMM コンポーネントとシステムボードのコネクターに損
傷が発生する可能性があります。詳細については、以下に示す Hewlett Packard Enterprise の Web
サイトにある、該当製品トラブルシューティングガイドの DIMM の取り扱いのガイドラインを参照
してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting)

アクション
1. メッセージに示された DIMM を、ECC をサポートする DIMM に交換します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのユーザーガイ
ドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

212-Processor UPI Initialization Error
症状
212-プロセッサー UPI 初期化エラー。プロセッサー UPI 初期化エラーが検出されました。
（メジャーコー
ド：X、マイナーコード：Y）。
原因
プロセッサーが完全に取り付けられていません。

POST エラーメッセージ

15

注意: プロセッサーの取り外しまたは交換を行う前に、ご使用の製品のトラブルシューティングガイ
ドの「プロセッサーのトラブルシューティングに関するガイドライン」のガイドラインに必ず従っ
てください。推奨されているガイドラインに従わないと、システムボードが損傷してシステムボー
ドの交換が必要になる場合があります。
アクション
1. プロセッサーを取り外し、再度取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
2. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

213-Unsupported DIMM Configuration Detected
症状
213-サポートされていない DIMM 構成が検出されました – プロセッサー X DIMM Y。DIMM には、この
システムでサポートされより多くのランクが含まれています。（メジャーコード：A、マイナーコード：
B）。
原因
メモリチャネルでサポートされている DIMM ランクの合計数を超えました。
注意: DIMM を正しく処理できない場合、DIMM コンポーネントとシステムボードのコネクターに損
傷が発生する可能性があります。詳細については、以下に示す Hewlett Packard Enterprise の Web
サイトにある、該当製品トラブルシューティングガイドの DIMM の取り扱いのガイドラインを参照
してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting)

アクション
1. チャネルから DIMM を取り外すか、DIMM あたり少ないランクを持つ DIMM と交換します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
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サポートされる DIMM のタイプの詳細は、ご使用の製品のサーバーのユーザーガイドを参照してくだ
さい。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
詳しくは
サポートケースをオープンにする

214-Unsupported DIMM Configuration Detected
症状
214-サポートされていない DIMM 構成が検出されました – プロセッサー X DIMM Y。この DIMM は、シ
ステムでサポートされていない周波数を必要としています。
（メジャーコード：A、マイナーコード：B）。
原因
サーバーに取り付けられている 1 つ以上の DIMM が、サポートされているメモリ周波数と互換性がありま
せん。
注意: DIMM を正しく処理できない場合、DIMM コンポーネントとシステムボードのコネクターに損
傷が発生する可能性があります。詳細については、以下に示す Hewlett Packard Enterprise の Web
サイトにある、該当製品トラブルシューティングガイドの DIMM の取り扱いのガイドラインを参照
してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting)

アクション
1. メッセージに示された DIMM を、サポートされている DIMM に交換します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
サポートされる DIMM のタイプの詳細は、ご使用の製品のサーバーのユーザーガイドを参照してくだ
さい。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

215-DIMM Initialization Error
症状
215-DIMM 初期化エラー – プロセッサー X DIMM Y。指定されたプロセッサーとメモリは、正しく初期
化できませんでした。（メジャーコード：A、マイナーコード：B）。

POST エラーメッセージ

17

原因
DIMM に障害が発生したか、使用できません。
注意: DIMM を正しく処理できない場合、DIMM コンポーネントとシステムボードのコネクターに損
傷が発生する可能性があります。詳細については、以下に示す Hewlett Packard Enterprise の Web
サイトにある、該当製品トラブルシューティングガイドの DIMM の取り扱いのガイドラインを参照
してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting)

注意: プロセッサーの取り外しまたは交換を行う前に、ご使用の製品のトラブルシューティングガイ
ドの「プロセッサーのトラブルシューティングに関するガイドライン」のガイドラインに必ず従っ
てください。推奨されているガイドラインに従わないと、システムボードが損傷してシステムボー
ドの交換が必要になる場合があります。
アクション
1. システムに利用可能な最新の BIOS バージョンがあることを確認します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）
2. メッセージに示された DIMM とプロセッサーを取り外してから再度取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
3. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

216-DIMM Initialization Error
症状
216-DIMM 初期化エラー。メモリの初期化中に致命的なエラーが検出されました。（メジャーコード：X、
マイナーコード：Y）。
原因
プロセッサーまたは DIMM が正しく取り付けられていません。
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注意: DIMM を正しく処理できない場合、DIMM コンポーネントとシステムボードのコネクターに損
傷が発生する可能性があります。詳細については、以下に示す Hewlett Packard Enterprise の Web
サイトにある、該当製品トラブルシューティングガイドの DIMM の取り扱いのガイドラインを参照
してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting)

注意: プロセッサーの取り外しまたは交換を行う前に、ご使用の製品のトラブルシューティングガイ
ドの「プロセッサーのトラブルシューティングに関するガイドライン」のガイドラインに必ず従っ
てください。推奨されているガイドラインに従わないと、システムボードが損傷してシステムボー
ドの交換が必要になる場合があります。
アクション
1. メッセージに示された DIMM とプロセッサーを取り外してから再度取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
2. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

217-DIMM Initialization Error
症状
217-DIMM 初期化エラー – プロセッサー X DIMM Y。メッセージに示されたプロセッサーとメモリが、
不適切な電圧で動作しています。（メジャーコード：A、マイナーコード：B）。
原因
プロセッサーまたは DIMM が正しく取り付けられていません。
注意: DIMM を正しく処理できない場合、DIMM コンポーネントとシステムボードのコネクターに損
傷が発生する可能性があります。詳細については、以下に示す Hewlett Packard Enterprise の Web
サイトにある、該当製品トラブルシューティングガイドの DIMM の取り扱いのガイドラインを参照
してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting)

注意: プロセッサーの取り外しまたは交換を行う前に、ご使用の製品のトラブルシューティングガイ
ドの「プロセッサーのトラブルシューティングに関するガイドライン」のガイドラインに必ず従っ
てください。推奨されているガイドラインに従わないと、システムボードが損傷してシステムボー
ドの交換が必要になる場合があります。
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アクション
1. メッセージに示された DIMM とプロセッサーを取り外してから再度取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
2. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

218-DIMM Initialization Error
症状
218-DIMM 初期化エラー – すべての DIMM は、システムを起動する 1 つを除いて、メモリエラーのため
マップから除外されます。その他のエラーが、残りの DIMM に存在する可能性があります。システムは、
性能低下状態で起動します。
原因
システム内のすべての DIMM が、次のいずれかの理由により、訂正不能エラーの許容しきい値を超えまし
た。
• DIMM モジュールの不良
• 1 つ以上のシステムボードのコンポーネントの問題
注意: DIMM を正しく処理できない場合、DIMM コンポーネントとシステムボードのコネクターに損
傷が発生する可能性があります。詳細については、以下に示す Hewlett Packard Enterprise の Web
サイトにある、該当製品トラブルシューティングガイドの DIMM の取り扱いのガイドラインを参照
してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting)

注意: プロセッサーの取り外しまたは交換を行う前に、ご使用の製品のトラブルシューティングガイ
ドの「プロセッサーのトラブルシューティングに関するガイドライン」のガイドラインに必ず従っ
てください。推奨されているガイドラインに従わないと、システムボードが損傷してシステムボー
ドの交換が必要になる場合があります。
アクション
1. DIMM とプロセッサーを取り外してから再度取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
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• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
2. 問題が解決されない場合は、DIMM を交換してください。
3. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

219-Memory Configuration Error
症状
219-メモリ構成エラー。取り付けられている 1 つ以上のプロセッサーで、インストールされているメモリ
の合計量が、プロセッサーでサポートされる量を超えています。
（メジャーコード：X、マイナーコード：
Y）。
原因
• プロセッサーソケットに取り付けられたメモリの合計量が、プロセッサーでサポートされている最大
量を超えています。
• DIMM が正しく取り付けられていません。
注意: DIMM を正しく処理できない場合、DIMM コンポーネントとシステムボードのコネクターに損
傷が発生する可能性があります。詳細については、以下に示す Hewlett Packard Enterprise の Web
サイトにある、該当製品トラブルシューティングガイドの DIMM の取り扱いのガイドラインを参照
してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting)

アクション
1. プロセッサーにインストールされているメモリの量を、サポートされている量まで減らすために
DIMM を取り外します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/docs/memorypopulation-rules）にあるメモリの取り付けに関するルールを参照してください。
詳しくは、ご使用の製品のサーバーのユーザーガイドを参照してください。
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• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

220-UPI Initialization Error - A fatal UPI initialization error has been detected
症状
220-UPI 初期化エラー - 致命的な UPI 初期化エラーが検出されました。
原因
プロセッサーのインターコネクトリンクが適切に初期化されなかったか、認識されませんでした。マルチ
プロセッサーの通信が限定されたものになる可能性があります。
アクション
1. システムファームウェアを最新リビジョンに更新します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）
2. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

221-Unknown Initialization Error
症状
221-不明な初期化エラー。致命的な初期化エラーが発生しました。（メジャーコード：X、マイナーコー
ド：Y）。
原因
メモリおよびチップセットの初期化中に不明の致命的なシステムエラーが発生しました。
注意: DIMM を正しく処理できない場合、DIMM コンポーネントとシステムボードのコネクターに損
傷が発生する可能性があります。詳細については、以下に示す Hewlett Packard Enterprise の Web
サイトにある、該当製品トラブルシューティングガイドの DIMM の取り扱いのガイドラインを参照
してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting)
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注意: プロセッサーの取り外しまたは交換を行う前に、ご使用の製品のトラブルシューティングガイ
ドの「プロセッサーのトラブルシューティングに関するガイドライン」のガイドラインに必ず従っ
てください。推奨されているガイドラインに従わないと、システムボードが損傷してシステムボー
ドの交換が必要になる場合があります。
アクション
1. 取り付けられているすべてのプロセッサーとメモリモジュールを調べて、正しく取り付けられている
ことを確認します。
2. プロセッサーと DIMM のソケットでピンが損傷したり曲がったりしていないかチェックします。
3. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

223-DIMM Initialization Error – A memory error occurred
症状
223-DIMM の初期化エラー - プロセッサー X、チャネル Y。識別されたメモリチャネルは正しく初期化で
きなかったため、マップから除外されました。（メジャーコード：A、マイナーコード：B）。
原因
1 つまたは複数のメモリモジュールが適切に初期化されなかったため、無効になっています。
注意: DIMM を正しく処理できない場合、DIMM コンポーネントとシステムボードのコネクターに損
傷が発生する可能性があります。詳細については、以下に示す Hewlett Packard Enterprise の Web
サイトにある、該当製品トラブルシューティングガイドの DIMM の取り扱いのガイドラインを参照
してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting)

アクション
1. 指定されたチャネルに DIMM を取り付けなおします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
2. システム ROM をアップデートします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
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• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）
3. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

224-Power fault detected – FlexLOM X
症状
224-電源故障が検出されました – FlexLOM
原因
FlexibleLOM がコネクターに完全に取り付けられていません。
アクション
1. サーバーの電源を切ります。
2. 次のいずれかを実行します。
• ブレードサーバー以外や SL シリーズサーバー以外の場合は、サーバーの電源を抜きます。
• ブレード、コンピューティングモジュール、または SL シリーズのサーバーの場合は、エンクロー
ジャーからサーバーを取り外します。
3. 示された FlexibleLOM を探し、取り付けなおします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

225-Power fault detected – Mezzanine X
症状
225-電源故障が検出されました – メザニン X。
原因
メザニンオプションはコネクターに完全に取り付けられていません。
アクション
1. 示されたメザニンオプションを探し、取り付けなおします。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

226-Power fault detected – Embedded storage controller
症状
226-電源故障が検出されました – 内蔵ストレージコントローラー。
原因
ストレージコントローラーは完全に取り付けられていません。
アクション
• ストレージコントローラーがシステムボードに内蔵されている場合は、Hewlett Packard Enterprise サ
ポートセンターの Web サイト（https://www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースを
オープンにしてください。
• ストレージコントローラーがリムーバブルボード上にある場合は、示されているストレージコント
ローラーオプションを見つけて取り付けなおします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
◦ HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
◦ HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

227-Power fault detected – M.2 riser
症状
227-電源故障が検出されました – M.2 ライザー。
原因
M.2 ライザーが完全に装着されていません。
アクション
• M.2 ライザーがシステムボードに内蔵されている場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセン
ターの Web サイト（https://www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンに
してください。
• M.2 ライザーがリムーバブルボードにある場合は、指定された M.2 ライザーオプションを探して装着
しなおします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
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◦ HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
◦ HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

228-Unsupported DIMM Configuration Detected - Processor X, Channel Y
症状
228-サポートされていない DIMM 構成が検出されました – プロセッサー X、チャネル Y。DIMM の取り
付けルール違反。メモリチャネルはマップから除外されました。（メジャーコード：%3、マイナーコー
ド：%4）。
原因
DIMM は、サポートされていない構成で取り付けられています。
注意: DIMM を正しく処理できない場合、DIMM コンポーネントとシステムボードのコネクターに損
傷が発生する可能性があります。詳細については、以下に示す Hewlett Packard Enterprise の Web
サイトにある、該当製品トラブルシューティングガイドの DIMM の取り扱いのガイドラインを参照
してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting)

アクション
1. DIMM を、サポートされる構成で取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/docs/memorypopulation-rules）にあるメモリの取り付けに関するルールを参照してください。
詳しくは、ご使用の製品のサーバーのユーザーガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

229-Unsupported DIMM Configuration Detected – Processor X, DIMM Y
症状
229-サポートされていない DIMM 構成が検出されました – プロセッサー X DIMM Y。識別された DIMM
は、システムでサポートされません。（メジャーコード：A、マイナーコード：B）。
原因
サポートされていない DIMM が検出されました。
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注意: DIMM を正しく処理できない場合、DIMM コンポーネントとシステムボードのコネクターに損
傷が発生する可能性があります。詳細については、以下に示す Hewlett Packard Enterprise の Web
サイトにある、該当製品トラブルシューティングガイドの DIMM の取り扱いのガイドラインを参照
してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting)

アクション
1. このサーバーでサポートされている DIMM 以外は装着しないでください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/docs/memorypopulation-rules）にあるメモリの取り付けに関するルールを参照してください。
詳しくは、ご使用の製品のサーバーのユーザーガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

230-Unsupported DIMM Configuration Detected – Processor X, Channel Y
症状
230-サポートされていない DIMM 構成が検出されました – プロセッサー X、チャネル Y。取り付けられ
ている DIMM ランクの数が、チャネルでサポートされている数を超えています。（メジャーコード：A、
マイナーコード：B）。
原因
取り付けられている DIMM ランクの数が、チャネルでサポートされている数を超えています。
注意: DIMM を正しく処理できない場合、DIMM コンポーネントとシステムボードのコネクターに損
傷が発生する可能性があります。詳細については、以下に示す Hewlett Packard Enterprise の Web
サイトにある、該当製品トラブルシューティングガイドの DIMM の取り扱いのガイドラインを参照
してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting)

アクション
1. DIMM を、サポートされる構成で取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/docs/memorypopulation-rules）にあるメモリの取り付けに関するルールを参照してください。
詳しくは、ご使用の製品のサーバーのユーザーガイドを参照してください。

POST エラーメッセージ

27

• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

231-Memory Configuration Error – No memory is available
症状
231-メモリ構成エラー – 使用できるメモリがありません。DIMM が取り付けられている場合は、対応す
るプロセッサーが取り付けられていることを確認してください。
（メジャーコード：X、マイナーコード：
Y）。
解決方法 1
原因
• サーバーは、取り付けられているメモリを構成できませんでした。
• 取り付けられているメモリは使用できません。
注意: DIMM を正しく処理できない場合、DIMM コンポーネントとシステムボードのコネクターに損
傷が発生する可能性があります。詳細については、以下に示す Hewlett Packard Enterprise の Web
サイトにある、該当製品トラブルシューティングガイドの DIMM の取り扱いのガイドラインを参照
してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting)

アクション
1. DIMM を、サポートされる構成で取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/docs/memorypopulation-rules）にあるメモリの取り付けに関するルールを参照してください。
詳しくは、ご使用の製品のサーバーのユーザーガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

解決方法 2
原因
DIMM は取り付けられていますが、対応するプロセッサーが取り付けられていません。
アクション
1. DIMM を、サポートされる構成で取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/docs/memorypopulation-rules）にあるメモリの取り付けに関するルールを参照してください。
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詳しくは、ご使用の製品のサーバーのユーザーガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

232-DIMM Initialization Error - A memory initialization error was detected
症状
232-DIMM 初期化のエラー – メモリの初期化エラーが検出されました。
（メジャーコード：A、マイナー
コード：B）。
原因
取り付けられている DIMM がメモリテストに合格しませんでした。
注意: DIMM を正しく処理できない場合、DIMM コンポーネントとシステムボードのコネクターに損
傷が発生する可能性があります。詳細については、以下に示す Hewlett Packard Enterprise の Web
サイトにある、該当製品トラブルシューティングガイドの DIMM の取り扱いのガイドラインを参照
してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting)

アクション
1. DIMM を取り外して、再度取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
2. 問題が解決されない場合は、システム ROM を更新してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）
3. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする
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233-DIMM Initialization Error – Processor X Channel Y
症状
233-DIMM の初期化エラー – プロセッサー X、チャネル Y。識別されたメモリチャネルは正しく初期化
できなかったため、マップから除外されました。（メジャーコード：A、マイナーコード：B）。
原因
1 つまたは複数の DIMM が適切に初期化されなかったため、メモリの初期化コードにより無効になってい
ます。
注意: DIMM を正しく処理できない場合、DIMM コンポーネントとシステムボードのコネクターに損
傷が発生する可能性があります。詳細については、以下に示す Hewlett Packard Enterprise の Web
サイトにある、該当製品トラブルシューティングガイドの DIMM の取り扱いのガイドラインを参照
してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting)

アクション
1. 指定されたチャネルにある DIMM を取り外し、再び取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
2. DIMM ソケットとシステムボードについて、曲がったピンがないか、損傷した痕跡がないかを調べま
す。
3. 問題が解決されない場合は、システム ROM を更新してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）
4. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

234-DIMM Initialization Error – Processor X DIMM Y
症状
234-DIMM の初期化エラー – プロセッサー X、DIMM Y。識別された DIMM は正しく初期化できなかっ
たため、マップから除外されました。（メジャーコード：A、マイナーコード：B）。
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原因
• DIMM が正しく装着されていません。
• プロセッサーが正しく装着されていません。
注意: DIMM を正しく処理できない場合、DIMM コンポーネントとシステムボードのコネクターに損
傷が発生する可能性があります。詳細については、以下に示す Hewlett Packard Enterprise の Web
サイトにある、該当製品トラブルシューティングガイドの DIMM の取り扱いのガイドラインを参照
してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting)

注意: プロセッサーの取り外しまたは交換を行う前に、ご使用の製品のトラブルシューティングガイ
ドの「プロセッサーのトラブルシューティングに関するガイドライン」のガイドラインに必ず従っ
てください。推奨されているガイドラインに従わないと、システムボードが損傷してシステムボー
ドの交換が必要になる場合があります。
アクション
1. 指定された DIMM を取り外し、再び取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
2. 問題が解決されない場合は、プロセッサーを取り付けなおしてください。
3. 問題が解決されない場合は、システム ROM を更新してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）
4. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

235-Unsupported DIMM Configuration Detected – Mixed DIMM configurations are not
supported on this system
症状
235-サポートされていない DIMM 構成が検出されました – このシステムでは、DIMM 混在構成はサポー
トされていません。（メジャーコード：X、マイナーコード：Y）。
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原因
DIMM は、サポートされていない構成で取り付けられています。
注意: DIMM を正しく処理できない場合、DIMM コンポーネントとシステムボードのコネクターに損
傷が発生する可能性があります。詳細については、以下に示す Hewlett Packard Enterprise の Web
サイトにある、該当製品トラブルシューティングガイドの DIMM の取り扱いのガイドラインを参照
してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting)

アクション
1. DIMM を、サポートされる構成で取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/docs/memorypopulation-rules）にあるメモリの取り付けに関するルールを参照してください。
詳しくは、ご使用の製品のサーバーのユーザーガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

236-Unsupported DIMM Configuration Detected - Processor X DIMM Y
症状
236-サポートされていない DIMM 構成が検出されました – プロセッサー X DIMM Y。DIMM は、必要と
される電圧をサポートしていません。（メジャーコード：A、マイナーコード：B）。
原因
取り付けられている DIMM が、必要とされる電圧をサポートしていません。
注意: DIMM を正しく処理できない場合、DIMM コンポーネントとシステムボードのコネクターに損
傷が発生する可能性があります。詳細については、以下に示す Hewlett Packard Enterprise の Web
サイトにある、該当製品トラブルシューティングガイドの DIMM の取り扱いのガイドラインを参照
してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting)

アクション
1. メッセージに示された DIMM をサーバーから取り外し、サポートされる DIMM を取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
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サポートされるメモリオプションの詳細は、ご使用の製品のサーバーのユーザーガイドを参照してく
ださい。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

237-Unsupported DIMM Configuration Detected
症状
237-サポートされていない DIMM 構成が検出されました – オクタルランクおよびクアッドランクの
DIMM は、同じメモリチャネルでサポートされていません。（メジャーコード：X、マイナーコード：Y）。
原因
DIMM は、サポートされていない構成で取り付けられています。
注意: DIMM を正しく処理できない場合、DIMM コンポーネントとシステムボードのコネクターに損
傷が発生する可能性があります。詳細については、以下に示す Hewlett Packard Enterprise の Web
サイトにある、該当製品トラブルシューティングガイドの DIMM の取り扱いのガイドラインを参照
してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting)

アクション
DIMM を、サポートされる構成で取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/docs/memory-populationrules）にあるメモリの取り付けに関するルールを参照してください。

238-Unsupported DIMM Configuration Detected
症状
238-サポートされていない DIMM 構成が検出されました - 3DS LRDIMM と 3DS 以外の LRDIMM の混在
はサポートされません。（メジャーコード：X、マイナーコード：Y）。
原因
DIMM は、サポートされていない構成で取り付けられています。
注意: DIMM を正しく処理できない場合、DIMM コンポーネントとシステムボードのコネクターに損
傷が発生する可能性があります。詳細については、以下に示す Hewlett Packard Enterprise の Web
サイトにある、該当製品トラブルシューティングガイドの DIMM の取り扱いのガイドラインを参照
してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting)
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アクション
1. DIMM を、サポートされる構成で取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/docs/memorypopulation-rules）にあるメモリの取り付けに関するルールを参照してください。
詳しくは、ご使用の製品のサーバーのユーザーガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

239-Unsupported DIMM Configuration Detected
症状
239-サポートされていない DIMM 構成が検出されました – このシステムでは、DIMM 混在構成はサポー
トされていません。システムには一度に 1 つの DIMM タイプ（RDIMM、LRDIMM など）のみを取り付け
ることができます。（メジャーコード：X、マイナーコード：Y）。
原因
タイプが混在した DIMM がサーバーに取り付けられています。ソケット上のすべてのメモリが無効に
なっています。
アクション
サーバーには 1 つの DIMM タイプのみを取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/docs/memory-populationrules）にあるメモリの取り付けに関するルールを参照してください。
サーバーでサポートされているメモリのタイプの追加情報については、Hewlett Packard Enterprise の
Web サイト（https://www.hpe.com/info/qs）にある QuickSpecs を参照してください。

242-Unsupported Processor Configuration Detected
症状
242-サポートされていないプロセッサー構成が検出されました - 3 台のプロセッサーを取り付けた状態
でシステムを起動することはできません。
原因
サーバーは、3 台のプロセッサーを搭載した状態での起動をサポートしていません。
注意: プロセッサーの取り外しまたは交換を行う前に、ご使用の製品のトラブルシューティングガイ
ドの「プロセッサーのトラブルシューティングに関するガイドライン」のガイドラインに必ず従っ
てください。推奨されているガイドラインに従わないと、システムボードが損傷してシステムボー
ドの交換が必要になる場合があります。
アクション
• プロセッサーを 1 台新たに取り付けます。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのユーザーガイ
ドを参照してください。
◦ HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
◦ HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
• いずれかのプロセッサーを取り外してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
◦ HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
◦ HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

243-Unsupported processor configuration detected
症状
243-サポートされていないプロセッサー構成が検出されました – 取り付けられているプロセッサーは、
4 ソケットに対応しません。このサーバーは、4 ソケット対応のプロセッサーのみをサポートします。
原因
サポートされていないプロセッサーが取り付けられました。
注意: プロセッサーの取り外しまたは交換を行う前に、ご使用の製品のトラブルシューティングガイ
ドの「プロセッサーのトラブルシューティングに関するガイドライン」のガイドラインに必ず従っ
てください。推奨されているガイドラインに従わないと、システムボードが損傷してシステムボー
ドの交換が必要になる場合があります。
アクション
1. サポートされていないプロセッサーを取り外し、サポートされるプロセッサーに交換します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
サポートされるプロセッサーのモデルの詳細は、ご使用の製品のサーバーのユーザーガイドを参照し
てください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

244-IMPORTANT: The device in PCIe Slot X is SRIOV capable but is installed in a slot
that does NOT support SRIOV
症状
244-重要：PCIe スロット x のデバイスは SRIOV 対応ですが、SRIOV をサポートしていないスロットに
取り付けられています。
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原因
PCIe スロットまたは取り付けられているプロセッサーには、SRIOV をサポートする ARI（Alternative
Routing ID Interpretation）機能がありません。
アクション
1. SRIOV の機能を使用するには、拡張カードを、SRIOV をサポートしている使用可能なスロットに移動
します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのユーザーガイ
ドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

251-IMPORTANT: Switches SW1 and SW3 are ON
症状
251-重要：スイッチ SW1 および SW3 が ON です。これが使用されるのは iLO 機能を復旧する場合のみ
です。
原因
SW1 が ON 位置になっていると、iLO セキュリティが無効になります。
アクション
1. サーバーの電源を切ります。
2. スイッチ SW1 および SW3 を OFF の位置に設定します。
システムメンテナンススイッチバンクの位置については、アクセスパネル上のラベル、またはご使用
の製品のサーバーのユーザーガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

253-IMPORTANT: One or more embedded PCIe Devices are attached to a noninstalled
processor
症状
253-重要：1 つまたは複数の内蔵 PCIe デバイスが、取り付けが行われていないプロセッサーに接続され
ているため機能しません。
原因
プロセッサーが正常に取り付けられていません。
アクション
1. 指定されたプロセッサーを取り付けます。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのユーザーガイ
ドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

254-IMPORTANT: The PCIe Device installed in Slot X has no corresponding processor
installed
症状
254-重要：スロット X に取り付けられている PCIe デバイスには対応するプロセッサーが取り付けられて
いないため、機能しません。
原因
スロットに取り付けられている PCI デバイスには対応するプロセッサーが取り付けられていません。
アクション
• PCIe デバイスを別のスロットに移動します。
• 指定されたプロセッサーを取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのユーザーガイ
ドを参照してください。
◦ HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
◦ HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

259-Unsupported Processor Configuration Detected
症状
259-サポートされていないプロセッサー構成が検出されました。取り付けられているすべてのプロセッ
サーが同じモデル番号ではありません。
原因
異なるモデル番号のプロセッサーが取り付けられています。
注意: プロセッサーの取り外しまたは交換を行う前に、ご使用の製品のトラブルシューティングガイ
ドの「プロセッサーのトラブルシューティングに関するガイドライン」のガイドラインに必ず従っ
てください。推奨されているガイドラインに従わないと、システムボードが損傷してシステムボー
ドの交換が必要になる場合があります。
アクション
1. 同じモデル番号ではないプロセッサーを交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのユーザーガイ
ドを参照してください。
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• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

261-Server Platform Services Firmware requires update
症状
261-サーバープラットフォームサービスファームウェアに更新が必要です。
原因
ファームウェア更新があります。
アクション
1. ファームウェアを更新するには、サーバープラットフォームサービスのファームウェアフラッシュコ
ンポーネントを実行します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）

264-Server Platform Services Firmware in Recovery Mode
症状
264-サーバープラットフォームサービスファームウェアが復旧モードです。メンテナンススイッチの
SPS ファームウェアアップデートスイッチ 12 が ON の位置です。
原因
スイッチ 12 が ON の位置です。
アクション
1. サーバーの電源を切ります。
2. スイッチ SW12 を OFF の位置に設定します。
システムメンテナンススイッチバンクの位置については、アクセスパネル上のラベル、またはご使用
の製品のサーバーのユーザーガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
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265-System configuration error
症状
265-システム構成エラー。システム構成は、サーバーの不揮発性ストレージ容量を超過しました。一部の
設定が失われる可能性があります。
原因
システム構成は、サーバーの不揮発性ストレージ容量を超過しました。
アクション
UEFI システムユーティリティで、システムデフォルトにリセットし、ブートオプションを制限します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/uefi/docs）にあるご
使用の製品の UEFI システムユーティリティユーザーガイドを参照してください。

266-Non-Volatile Memory Corruption Detected
症状
266-不揮発性メモリの破損が検出されました。構成設定がデフォルト設定に復元されました。有効にす
ると、セキュアブートセキュリティ設定が失われる可能性があります。
原因
サーバーが、以下の理由により、NVRAM への書き込み中に中断されました。
• 電力が突然喪失した
• 電源ボタンを押した
• iLO の仮想電源ボタンを押した
アクション
1. 構成設定がデフォルトの設定と異なる場合は、リセットします。
2. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

267-IMPORTANT: Default configuration settings have been restored
症状
267-重要: デフォルトの構成設定がユーザーの要求に応じてリストアされました。
原因
構成設定がデフォルト設定にリセットされました。
アクション
構成設定がデフォルトの設定と異なる場合は、リセットします。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/uefi/docs）にあるご
使用の製品の UEFI システムユーティリティユーザーガイドを参照してください。

268-UEFI Non-Volatile Variable Store Corruption Detected
症状
268-UEFI 不揮発性の変数ストアの破損が検出されました。有効にすると、セキュアブートセキュリティ
設定が失われる可能性があります。
原因
サーバーが、以下の理由により、NVRAM への書き込み中に中断されました。
• 電力が突然喪失した
• 電源ボタンを押した
• iLO の仮想電源ボタンを押した
アクション
1. 構成設定がデフォルトの設定と異なる場合は、リセットします。
2. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

269-IMPORTANT: Default configuration settings have been restored
症状
269-重要：デフォルトの構成設定がユーザーの要求に応じて復元されました。セキュアブートが有効で
あった場合、関連するセキュリティ設定が失われている可能性があります。
原因
構成設定がデフォルト設定にリセットされました。
アクション
必要な構成設定を復元します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/uefi/docs）にあるご
使用の製品の UEFI システムユーティリティユーザーガイドを参照してください。

270-iLO FW Communication Issue
症状
270-iLO FW 通信の問題 – iLO FW と通信できません。特定の管理機能がありません。
原因
システムは iLO ファームウェアと通信できません。
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アクション
1. サーバーの電源を切った後、再度、電源を入れます。
2. 問題が解決されない場合は、iLO ファームウェアを更新してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/support/ilo-docs）に
ある iLO ユーザーガイドを参照してください。
3. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

271-Processor/Board X, DIMM Y could not be authenticated as genuine
症状
271-プロセッサー/ボード X、DIMM Y を純正の Hewlett Packard Enterprise として認証できませんでした。
強化機能および拡張機能はアクティブになりません。
原因
DIMM を、Hewlett Packard Enterprise の純正 DIMM として認証できませんでした。
アクション
DIMM が Hewlett Packard Enterprise により提供されている場合は、Hewlett Packard Enterprise サポート
センターの Web サイト（https://www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープン
にしてください。

272-Processor X, DIMM Y may not be a genuine DIMM
症状
272-プロセッサー X、DIMM Y は純正の DIMM ではない可能性があります。
原因
サーバー取り付けられている DIMM が純正ではない可能性があります。
アクション
問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

275-Unsupported Processor Detected
症状
275-サポートされていないプロセッサーが検出されました - プロセッサーステッピングはサポートされ
ていません。
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原因
現在のシステム ROM のバージョンはプロセッサーのステッピングをサポートしていません。
アクション
システム ROM を、入手できる場合はプロセッサーステッピングをサポートするバージョンに、iLO の帯
域外ファームウェア更新インターフェイスを使用して更新します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/support/ilo-docs）にある
iLO ユーザーガイドを参照してください。

276-Option Card Configuration Error
症状
276-オプションカード構成のエラー。オプションカードが、使用できるよりも多いメモリがマッピングさ
れた I/O を要求しています。
原因
オプションカードが、使用できるよりも多いメモリがマッピングされた I/O を要求しています。
アクション
システム構成に必要ではないオプション ROM を無効にします。ネットワークコントローラーのような
内蔵デバイスの場合は、UEFI システムユーティリティ内からオプション ROM を無効にできます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/uefi/docs）にあるご
使用の製品の UEFI システムユーティリティユーザーガイドを参照してください。

277-Secure Boot Authentication Failure
症状
277-セキュアブート認証の失敗 - X のイメージの認証に失敗し、実行されませんでした。
原因
• イメージが署名されていないため、セキュアブートが許可されたデータベース（DB）にイメージハッ
シュが見つかりません。
• イメージは署名されていますが、セキュアブートが許可されたデータベース（DB）に署名およびイ
メージのハッシュが見つかりません。
アクション
1. 既知の信頼できるバージョンにイメージを更新します。
2. 現在のイメージが信頼されている場合は、セキュアブートが許可されたデータベース（DB）を証明書
またはイメージのハッシュで更新します。
セキュアブートについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/
info/UEFI/docs）にあるご使用の製品の UEFI システムユーティリティユーザーガイドを参照してくだ
さい。

POST エラーメッセージ

42

278-Secure Boot Authentication Failure
症状
278-セキュアブート認証の失敗。X のイメージが、証明書が無効なため承認されず、実行されませんでし
た。
原因
• イメージは、明確に除外された証明書で署名されており、セキュアブート禁止のデータベース（DBX）
にあります。
• イメージのハッシュは、セキュアブート禁止のデータベース（DBX）にあります。イメージは信頼で
きません。
アクション
1. イメージの署名に使用した証明書とイメージハッシュがセキュアブート禁止のデータベース（DBX）
に存在しない新しいバージョンにイメージを更新します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）
セキュアブートについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/
info/UEFI/docs）にあるご使用の製品の UEFI システムユーティリティユーザーガイドを参照してくだ
さい。

281-IMPORTANT: SW12 is ON indicating physical presence
症状
281-重要：SW12 が ON であり、物理プレゼンスを示しています。このスイッチは、特定のセキュリティ
保護をオーバーライドする場合のみ ON にしてください。
原因
SW12 スイッチが ON に設定されています。
アクション
1. 物理プレゼンスが必要でない場合は、サーバーの電源を切り、SW12 スイッチを OFF の位置に設定し
ます。
システムメンテナンススイッチバンクの位置については、アクセスパネル上のラベル、またはご使用
の製品のサーバーのユーザーガイドを参照してください。
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• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

282-Invalid Server Serial Number and Product ID
症状
282-サーバーのシリアル番号および製品 ID が無効です。シリアル番号または製品 ID、あるいはその両方
が壊れているか、失われました。
原因
シリアル番号、製品 ID、またはその両方が有効でない、壊れている、あるいは失われました。
アクション
UEFI システムユーティリティで、シリアル番号と製品 ID を再入力します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/uefi/docs）にあるご
使用の製品の UEFI システムユーティリティユーザーガイドを参照してください。

284-DIMM Failure - Uncorrectable memory error
症状
284-DIMM の障害 - 修正不能なメモリエラー。
原因
DIMM の障害が発生した。
注意: DIMM を正しく処理できない場合、DIMM コンポーネントとシステムボードのコネクターに損
傷が発生する可能性があります。詳細については、以下に示す Hewlett Packard Enterprise の Web
サイトにある、該当製品トラブルシューティングガイドの DIMM の取り扱いのガイドラインを参照
してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting)

アクション
1. DIMM を交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
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• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

286-IMPORTANT: The removal of a storage device has been detected
症状
286-重要: ストレージデバイスの取り外しが検出されました。デバイスがブートコントローラーの順序か
ら外されています。
原因
ストレージデバイスがサーバーから取り外されました。
アクション
対応する必要はありません。

287-IMPORTANT: The removal of a network device has been detected
症状
287-重要：ネットワークデバイスの取り外しが検出されました デバイスが標準ブート順序（IPL）から外
されています。
原因
ネットワークデバイスが取り外されました。
アクション
対応する必要はありません。

288-IMPORTANT: A new storage device has been detected
症状
288-重要：新しいストレージデバイスが検出され、ブートコントローラー順序の最後に追加されました。
原因
新しいストレージデバイスがサーバーに追加されました。
アクション
対応する必要はありません。

289-IMPORTANT: A new network or storage device has been
症状
289-重要：新しいネットワークまたはストレージデバイスが検出されました。このデバイスは、システム
が一度起動されるまで RBSU のレガシ BIOS ブート順序のオプションに表示されます。
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原因
新しいネットワークまたはストレージデバイスがサーバーに接続されています。
アクション
対応する必要はありません。

291-IMPORTANT: The Standard Boot Order (IPL) has been detected as corrupted
症状
291-重要：標準ブート順序（IPL）が破損していることが検出され、デフォルト値に復元されました。
原因
標準ブート順序（IPL）が破損しています。
アクション
• 対応する必要はありません。
• 変更が必要な場合は、UEFI システムユーティリティで標準ブート順序（IPL）を構成します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/uefi/docs）にある
ご使用の製品の UEFI システムユーティリティユーザーガイドを参照してください。

292-Invalid Software RAID Configuration
症状
292-無効なソフトウェア RAID の構成。{デバイス}ブートモードがレガシー BIOS モードに合わせて構成
されている場合、SW RAID モードはサポートされていません。
原因
サーバーはレガシー BIOS モードに合わせて構成されています。
アクション
1. ブートモードを UEFI モードに変更します。
a. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成（RBSU） > ブート
オプション > ブートモードを選択します。
b. UEFI モード（デフォルト）-UEFI 互換性のあるオペレーティングシステムで起動するようシステム
を設定しますを選択します。
c. 設定を保存します。
d. サーバーを再起動します。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/uefi/docs）にある
ご使用の製品の UEFI システムユーティリティユーザーガイドを参照してください。

297-IMPORTANT: The iLO Security switch is set to the ON position
症状
297-重要: 関連するスイッチが ON の位置に設定されているため、iLO セキュリティは無効になっていま
す。プラットフォームのセキュリティが DISABLED です。
原因
iLO セキュリティスイッチが ON に設定されています。
アクション
1. 通常動作のためにこのスイッチを OFF の位置に設定します。
システムメンテナンススイッチバンクの位置については、アクセスパネル上のラベル、またはご使用
の製品のサーバーのユーザーガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

298-IMPORTANT: The Boot Mode has been changed to Legacy Boot Mode for this boot
only
症状
298-重要: ブートモードは、この起動のみのためにレガシブートモードに変更されました。次の再起動時
にはブートモードが UEFI ブートモードに戻ります。
原因
サーバーがレガシブートモードで起動するように一時的に構成されています。
アクション
対応する必要はありません。

299-IMPORTANT: The Boot Mode has been changed to UEFI Boot Mode for this boot
only
症状
299-重要: ブートモードは、この起動のみのために UEFI ブートモードに変更されました。次の再起動時
にはブートモードがレガシブートモードに戻ります。
原因
サーバーが UEFI ブートモードで起動するように一時的に構成されています。
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アクション
対応する必要はありません。

3xx のメッセージ
311-Configuration Error
症状
311-構成エラー – 取り付けられている Energy Pack の容量ではシステムに不十分です。
原因
• サポートする Energy Pack に対して、コントローラー、NVDIMM、またはその両方の数が多すぎます。
• Energy Pack はこのサーバーでサポートされていません。
• Energy Pack に障害が発生しています。
アクション
1. ストレージコントローラーと NVDIMM 構成がサーバーでサポートされていることを確認します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのユーザーガイ
ドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
2. システム ROM、Smart アレイファームウェア、および iLO ファームウェアを更新します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）
3. iLO を使用して、Energy Pack のステータスを確認します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/support/ilo-docs）に
ある iLO ユーザーガイドを参照してください。

312-Energy pack failure
症状
312-Energy Pack の障害 – Energy Pack との通信に障害があり、その出力が有効ではない可能性があり
ます。
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原因
• Energy Pack が正しく取り付けられていません。
• システム ROM/iLO ファームウェアが古くなっています。
• Energy Pack に障害が発生しました。
アクション
1. Energy Pack が正しく取り付けられていることを確認します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのユーザーガイ
ドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
2. Energy Pack を取り付けなおしてください。
3. システム ROM と iLO ファームウェアを更新します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）
4. iLO を使用して、Energy Pack のステータスを確認します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/support/ilo-docs）に
ある iLO ユーザーガイドを参照してください。
5. サーバーを再起動します。
6. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

315-An uncorrectable memory error was detected prior to this system boot
症状
315-このシステムの起動前に訂正不能なメモリエラーが検出されました。
原因
訂正不能なメモリエラーが発生しました。
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注意: DIMM を正しく処理できない場合、DIMM コンポーネントとシステムボードのコネクターに損
傷が発生する可能性があります。詳細については、以下に示す Hewlett Packard Enterprise の Web
サイトにある、該当製品トラブルシューティングガイドの DIMM の取り扱いのガイドラインを参照
してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting)

アクション
1. DIMM を取り付けなおしてください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
2. システム ROM を最新バージョンに更新します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）
3. DIMM を交換してください。

316-Configuration Error
症状
316-構成エラー - 取り付けられている Smart Storage Energy Pack は、NVDIMM をサポートしていませ
ん。
原因
Energy Pack は、NVDIMM をサポートしていません。
アクション
次のいずれかを実行します。
• 取り付けられているすべてのエネルギーソースバックアップ式デバイス（アレイコントローラーや
NVDIMM など）をサポートする機能を持つ Smart Storage Energy Pack を取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのユーザーガイ
ドを参照してください。
◦ HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
◦ HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
• NVDIMM を取り外します。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
◦ HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
◦ HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

318-Trusted Platform Module (TPM) Self-Test Error
症状
318-Trusted Platform Module（TPM）セルフテストエラー。
原因
• TPM に障害が発生しました。
• UEFI システムユーティリティで TPM が正しく構成されていない。
• ブートモードがサーバーに取り付けられている TPM 用に構成されていない。
アクション
1. サーバーを再起動します。
2. TPM が取り付けられ、BitLocker が使用されている場合は、TPM が UEFI システムユーティリティで
有効化されていることを確認します。
詳しくは、以下の情報を参照してください。
• Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/uefi/docs）にあるご使用
の製品の UEFI システムユーティリティユーザーガイド。
• オペレーティングシステムのドキュメントに記載されている TPM 交換リカバリ手順。
3. TPM がサーバーで実行されている OS と互換性があるモード用に構成されていることを確認します。
4. OS がサーバーに取り付けられて構成されている TPM のバージョンをサポートしていることを確認し
ます。
5. TPM 2.0 が取り付けられている場合は、サーバーが UEFI ブートモード用に構成されていることを確認
します：
システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成（RBSU） > ブートオ
プション > ブートモードを選択します。
6. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

319-An unexpected shutdown was detected prior to this boot
症状
319-この起動前に予期しないシャットダウンが検出されました
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原因
サーバーで予期しないシャットダウンが発生しました。
アクション
対応する必要はありません。

320-Enclosure Power Event detected
症状
320-エンクロージャーの電源イベントが検出されました。状態が解決されるまで起動は遅れます。
原因
エンクロージャー内で電源イベントが発生しました。
アクション
1. HPE OneView または Onboard Administrator のエンクロージャーのステータスをチェックし、指定さ
れた問題を解決してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のエンクロージャーのユー
ザーガイドを参照してください。
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
• HPE BladeSystem（https://www.hpe.com/info/bladesystem/docs）

321-HPE Dual microSD Device Unsupported Configuration
症状
321-サポートされていない HPE Dual microSD デバイスの構成 – microSD カードがスロット X に取り
付けられていません。
原因
• microSD カードが存在しません。
• microSD デバイスに障害が発生しています。
アクション
1. デバイスに付属している microSD カードを取り付けます。
2. 問題が解決されない場合は、Dual microSD デバイスを交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
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322-HPE Dual microSD Device Unsupported Configuration
症状
322-サポートされていない HPE Dual microSD デバイスの構成 – microSD カードが取り付けられてい
ません。
原因
• microSD カードが存在しません。
• microSD デバイスに障害が発生しています。
アクション
1. デバイスに付属している両方の microSD カードを取り付けます。
2. 問題が解決されない場合は、Dual microSD デバイスを交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

323-HPE Dual microSD Device Error
症状
323-HPE Dual microSD デバイスエラー – スロット X の microSD カードに障害が発生しています。
原因
microSD デバイスに障害が発生しています。
アクション
1. Dual microSD デバイスを交換します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
2. データを保護するために、元のデバイスから正常な microSD カードを新しいデバイスに取り付けます。

324-HPE Dual microSD Device Error
症状
324-HPE Dual microSD デバイスエラー – 両方の microSD カードに障害が発生しています。
原因
microSD デバイスに障害が発生しています。
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アクション
1. Dual microSD デバイスを交換します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

325-HPE Dual microSD Device Error
症状
325-HPE Dual microSD デバイスエラー – microSD カードには競合しているメタデータがあります。構
成が必要です。
原因
microSD カードが正しく構成されていません。
アクション
UEFI システムユーティリティに入り、システム構成オプションを使用してプライマリ microSD カードを
構成します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/uefi/docs）にあるご
使用の製品の UEFI システムユーティリティユーザーガイドを参照してください。

326-HPE Dual microSD Device Error
症状
326-HPE Dual microSD デバイスエラー – スロット X の microSD カードに障害が発生しています。
microSD カードがスロット Y に取り付けられていません。
原因
microSD デバイスに障害が発生しています。
アクション
1. Dual microSD デバイスを交換します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

327-AMP Configuration Error
症状
327-AMP 構成エラー – 取り付けられているプロセッサーが構成済み AMP モードをサポートしていま
せん。システムはアドバンスト ECC モードで動作します。
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原因
取り付けられたプロセッサーは現在の AMP モードをサポートしていません。
注意: プロセッサーの取り外しまたは交換を行う前に、ご使用の製品のトラブルシューティングガイ
ドの「プロセッサーのトラブルシューティングに関するガイドライン」のガイドラインに必ず従っ
てください。推奨されているガイドラインに従わないと、システムボードが損傷してシステムボー
ドの交換が必要になる場合があります。
アクション
1. 構成済み AMP モードをサポートするプロセッサーを取り付けてください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのユーザーガイ
ドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
サポートされているオプションを確認するには、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://
www.hpe.com/info/qs）にある製品の QuickSpecs を参照してください。

328-Power Management Controller Firmware Error
症状
328-Power Management Controller のファームウェアエラー - ファームウェアはリカバリモードです。
原因
Power Management Controller のファームウェアが破損しています。
アクション
1. Power Management Controller のファームウェアを更新します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）

329-Power Management Controller Firmware Error
症状
329-Power Management Controller のファームウェアエラー – ファームウェアと通信できません。
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アクション
1. Power Management Controller のファームウェアをリセットします。
2. 問題が解決されない場合は、AC 電源を取り外すことで Power Management Controller のファームウェ
アをリセットしてください。
3. 問題が解決されない場合は、ファームウェアを更新してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）

330-Unsupported Processor Configuration Detected
症状
330-サポートされていないプロセッサー構成が検出されました - プロセッサーが正しくない順序で取り
付けられています。
原因
プロセッサーが正しい順序で取り付けられていません。
注意: プロセッサーの取り外しまたは交換を行う前に、ご使用の製品のトラブルシューティングガイ
ドの「プロセッサーのトラブルシューティングに関するガイドライン」のガイドラインに必ず従っ
てください。推奨されているガイドラインに従わないと、システムボードが損傷してシステムボー
ドの交換が必要になる場合があります。
アクション
1. プロセッサーを、プロセッサー 1 から正しい順序で取り付けてください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのユーザーガイ
ドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

333-RESTful API Error
症状
333-RESTful API エラー – iLO FW と通信できません。BIOS 構成リソースが最新ではない可能性があ
ります。
原因
HPE iLO 間でのファイル転送がタイムアウトとなり、通信中にエラーが発生しました。
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アクション
1. iLO ファームウェアをリセットします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/support/ilo-docs）に
ある iLO ユーザーガイドを参照してください。
2. サーバーを再起動します。
3. 問題が解決されない場合は、エンクロージャーからサーバーを取り外してから再度取り付けてくださ
い。

334-RESTful API Error
症状
334-RESTful API エラー – RESTful API GET リクエスト障害です（HTTP ステータスコード：NNN）。
BIOS 構成リソースが使用されませんでした。
原因
iLO RESTful API は、BIOS からの GET リクエストに対する応答として HTTP エラーステータス（200Success、204-No Content、304-Not Modified、または 401-Unauthorized 以外）を返しました。
アクション
1. RBSU の製造時デフォルト設定をリストアします。
a. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成（RBSU） > システ
ムデフォルトオプション > 工場デフォルト設定のリストアを選択します。
b. Enter を押します。
c. はい、デフォルト値にリストアしますを選択します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/uefi/docs）に
あるご使用の製品の UEFI システムユーティリティユーザーガイドを参照してください。
2. サーバーを再起動します。

335-RESTful API Error
症状
335-RESTful API エラー – RESTful API PUT リクエスト障害です（HTTP ステータスコード：NNN）。
BIOS 構成リソースが最新ではない可能性があります。
原因
iLO RESTful API は、BIOS からの PUT リクエストに対する応答として HTTP エラーステータス（200Success、412-Precondition Failed、または 401-Unauthorized 以外）を返しました。
アクション
1. RESTful API をリセットします。
2. 問題が解決されない場合は、iLO API をリセットします。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/restfulinterface/
docs）にある RESTful API を使用した Hewlett Packard Enterprise サーバー管理を参照してください。
3. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

336-RESTful API Error
症状
336-RESTful API エラー – 1 つ、または複数の構成設定が適用できません。
原因
BIOS 構成の変更は、RESTful API によって消費され、要求された変更の 1 つまたは複数がエラーとなり
ました。たとえば、属性を無効またはサポートされていない値に設定しようとした場合に発生します。
アクション
詳しくは、RESTful API の SettingsResult プロパティを参照してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/restfulinterface/
docs）にある RESTful API を使用した Hewlett Packard Enterprise サーバー管理ガイドを参照してくださ
い。

337-RESTful API Error
症状
337-RESTful API エラー – データセンターの構成ロックが有効になっているため、iLO FW と通信できま
せん。BIOS 構成リソースが最新ではない可能性があります。
原因
iLO RESTful API は、BIOS GET または PUT リクエストに対して HTTP エラーステータスである 401Unauthorized を返しています。これは、iLO セキュリティ設定によって iLO と BIOS の通信が妨げられる
と発生します。
アクション
1. RBSU の製造時デフォルト設定をリストアします。
a. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成（RBSU） > システ
ムデフォルトオプション > 工場デフォルト設定のリストアを選択します。
b. Enter を押します。
c. はい、デフォルト値にリストアしますを選択します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/uefi/docs）に
あるご使用の製品の UEFI システムユーティリティユーザーガイドを参照してください。
2. サーバーを再起動します。
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338-RESTful API Error
症状
338-RESTful API エラー – iLO FW と通信できません。BIOS 構成リソースが最新ではない可能性があ
ります。
原因
iLO RESTful API は、BIOS REST プロバイダーを登録またはリフレッシュする BIOS POST リクエストに
対して 200-OK または 201-Created 以外の HTTP エラーステータスを返しました。
アクション
1. RBSU の製造時デフォルト設定をリストアします。
a. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成（RBSU） > システ
ムデフォルトオプション > 工場デフォルト設定のリストアを選択します。
b. Enter を押します。
c. はい、デフォルト値にリストアしますを選択します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/uefi/docs）に
あるご使用の製品の UEFI システムユーティリティユーザーガイドを参照してください。
2. サーバーを再起動します。

340-NVDIMM Error – Backup Error
症状
340-NVDIMM エラー - バックアップエラー - プロセッサー X、DIMM Y（SN:）。永続データバックアップ
が失敗し、データは復旧不能なまでに失われました。
原因
• DIMM が正しく取り付けられていません。
• DIMM のクリーニングが必要です。
注意: DIMM を正しく処理できない場合、DIMM コンポーネントとシステムボードのコネクターに損
傷が発生する可能性があります。詳細については、以下に示す Hewlett Packard Enterprise の Web
サイトにある、該当製品トラブルシューティングガイドの DIMM の取り扱いのガイドラインを参照
してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting)

アクション
1. NVDIMM をサニタイズします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/NVDIMM-docs）
にある HPE 16GB NVDIMM User Guide を参照してください。
2. 問題が解決されない場合は、NVDIMM を交換してください。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

341-NVDIMM Error – Restore Error
症状
341-NVDIMM エラー – 復元エラー - プロセッサー X、DIMM Y。永続データ復元に失敗し、データは利
用できません。問題が解決した場合、データは失われません。
原因
デバイスのバックアップ不揮発性ストレージから通常の揮発性メモリストレージにデータをロードでき
ませんでした。
注意: DIMM を正しく処理できない場合、DIMM コンポーネントとシステムボードのコネクターに損
傷が発生する可能性があります。詳細については、以下に示す Hewlett Packard Enterprise の Web
サイトにある、該当製品トラブルシューティングガイドの DIMM の取り扱いのガイドラインを参照
してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting)

アクション
1. 問題が解決されない場合は、NVDIMM を交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

342-NVDIMM Error – Uncorrectable Memory Error
症状
342-NVDIMM エラー – 訂正不能なメモリエラー - プロセッサー X、DIMM Y。この NVDIMM はオペレー
ティングシステムに使用できません。データは消失した可能性があります。
原因
NVDIMM 上のバックアップデータに訂正不能なメモリエラーが含まれています。NVDIMM の未訂正情報
はシステムリブート後も持続します。
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注意: DIMM を正しく処理できない場合、DIMM コンポーネントとシステムボードのコネクターに損
傷が発生する可能性があります。詳細については、以下に示す Hewlett Packard Enterprise の Web
サイトにある、該当製品トラブルシューティングガイドの DIMM の取り扱いのガイドラインを参照
してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting)

アクション
1. Persistent Memory アドレス範囲スクラブオプションを使用してデータリカバリを試みて、NVDIMM を
サニタイズします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/NVDIMM-docs）
にある HPE 16GB NVDIMM User Guide を参照してください。
2. 問題が解決されない場合は、NVDIMM を交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

343-NVDIMM Error – Backup Power Error
症状
343-重要: NVDIMM バックアップ電源が失われました。これ以上のバックアップは不可能です。電源を
復旧できない場合、成功した最後のバックアップのデータはそのまま残りますが、成功した最後のバック
アップ以降に変更されたデータは失われます。
原因
• サーバーにバックアップ電源のない連続ブートの NVDIMM-N バックアップ電源ポリシーが設定され
ているため、Energy Pack は十分に充電されていません。
• Energy Pack が接続されていない、充電が失われた、または障害が発生しています。
システム電源が失われた場合、Energy Pack は NVDIMM-N モジュールに電力を供給します。NVDIMM-N
揮発性メモリ内のデータは、NVDIMM-N への電力供給を停止する前に不揮発性のフラッシュストレージ
にバックアップする必要があります。Energy Pack に障害が発生したり切断されると、バックアップは実
行されません。最後のバックアップ以降に変更されたデータは失われます。
注意: DIMM を正しく処理できない場合、DIMM コンポーネントとシステムボードのコネクターに損
傷が発生する可能性があります。詳細については、以下に示す Hewlett Packard Enterprise の Web
サイトにある、該当製品トラブルシューティングガイドの DIMM の取り扱いのガイドラインを参照
してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting)
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アクション
1. 他のメディアに NVDIMM の内容をバックアップしてデータを保護します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/NVDIMM-docs）
にある HPE 16GB NVDIMM User Guide を参照してください。
2. Energy Pack が取り付けられ、動作していることを確認してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのトラブル
シューティングガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
3. NVDIMM を取り付けなおしてください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
4. エラーが解消されない場合は、すべての NVDIMM および DIMM を取り付けなおします。
5. エラーが解決されない場合は、NVDIMM を交換します。

344-NVDIMM Error – NVDIMM Controller Error
症状
344-NVDIMM エラー – NVDIMM コントローラーエラー - プロセッサー X、DIMM Y。NVDIMM コント
ローラーにエラーが検出されました。OS では NVDIMM は使用されません。成功した最後のバックアッ
プのデータは依然として使用できますが、コントローラーエラーが解決されない場合は失われます。
原因
• NVDIMM コントローラーファームウェアが正しく動作していません。
• NVDIMM の障害が発生した。
注意: DIMM を正しく処理できない場合、DIMM コンポーネントとシステムボードのコネクターに損
傷が発生する可能性があります。詳細については、以下に示す Hewlett Packard Enterprise の Web
サイトにある、該当製品トラブルシューティングガイドの DIMM の取り扱いのガイドラインを参照
してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting)

アクション
1. 他のメディアに NVDIMM の内容をバックアップしてデータを保護します。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/NVDIMM-docs）
にある HPE 16GB NVDIMM User Guide を参照してください。
2. NVDIMM ファームウェアを更新します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）
3. エラーが解決されない場合は、NVDIMM を交換します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

345-NVDIMM Error – Erase Error
症状
345-NVDIMM エラー – 消去エラー - プロセッサー X、DIMM Y。NVDIMM コントローラー FW によって
NVDIMM を消去できず、これ以上のバックアップは不可能です。
原因
NVDIMM 消去の操作が失敗しました。
注意: NVDIMM の内容をすぐに別のメディアソースに保存する必要があります。データを保持する
前にサーバーがリセットまたは電源切断された場合は、データが失われます。
注意: DIMM を正しく処理できない場合、DIMM コンポーネントとシステムボードのコネクターに損
傷が発生する可能性があります。詳細については、以下に示す Hewlett Packard Enterprise の Web
サイトにある、該当製品トラブルシューティングガイドの DIMM の取り扱いのガイドラインを参照
してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting)

アクション
1. 他のメディアに NVDIMM の内容をバックアップしてデータを保護します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/NVDIMM-docs）
にある HPE 16GB NVDIMM User Guide を参照してください。
2. NVDIMM を交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのトラブル
シューティングガイドを参照してください。
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• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
3. 新しい NVDIMM をサニタイズします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/NVDIMM-docs）
にある HPE 16GB NVDIMM User Guide を参照してください。
4. 保持されたデータを新しい NVDIMM にコピーします。

346-NVDIMM Error – Arming Error
症状
346-NVDIMM エラー – 取り付けエラー - プロセッサー X、DIMM Y。NVDIMM を取り付けることができ
ないため、これ以上のバックアップは不可能です。
原因
復元操作に成功したが、NVDIMM コントローラーの障害が原因で NVDIMM をバックアップ用に装備でき
ない。その結果、NVDIMM が読み取り専用としてオペレーティングシステムに報告される。
注意: DIMM を正しく処理できない場合、DIMM コンポーネントとシステムボードのコネクターに損
傷が発生する可能性があります。詳細については、以下に示す Hewlett Packard Enterprise の Web
サイトにある、該当製品トラブルシューティングガイドの DIMM の取り扱いのガイドラインを参照
してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting)

アクション
1. データを保持するために、NVDIMM の内容を他のメディアに保存します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/NVDIMM-docs）
にある HPE 16GB NVDIMM User Guide を参照してください。
2. NVDIMM を交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのトラブル
シューティングガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
3. 新しい NVDIMM をサニタイズします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/NVDIMM-docs）
にある HPE 16GB NVDIMM User Guide を参照してください。
4. 保持されたデータを新しい NVDIMM にコピーします。
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347-NVDIMM Population Error
症状
347-NVDIMM 取り付けエラー – X NVDIMM がシステムに存在します。サポートされているのは Y
NVDIMM のみです。
原因
サポートされていない数の NVDIMM がサーバーに取り付けられています。
注意: DIMM を正しく処理できない場合、DIMM コンポーネントとシステムボードのコネクターに損
傷が発生する可能性があります。詳細については、以下に示す Hewlett Packard Enterprise の Web
サイトにある、該当製品トラブルシューティングガイドの DIMM の取り扱いのガイドラインを参照
してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting)

アクション
サーバーの NVDIMM の数を、サポートされる NVDIMM の最大数以下になるまで減らします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/docs/memory-populationrules）にあるメモリの取り付けに関するルールを参照してください。

348-Unsupported DIMM Configuration Detected - Processor X, DIMM Y
症状
348-サポートされていない DIMM 構成が検出されました - プロセッサー X、DIMM Y。HPE Persistent
Memory モジュールがシステムに存在する場合にのみ、レジスタ付 DIMM がサポートされます。
原因
HPE Persistent Memory モジュールが取り付けられている場合、サーバーではレジスタ付 DIMM がサポー
トされません。
注意: DIMM と HPE Persistent Memory モジュールを正しく処理できない場合、メモリコンポーネン
トとシステムボードのコネクターに損傷が発生する可能性があります。詳しくは、以下の Web サイ
トにある、該当製品トラブルシューティングガイドの取り扱いのガイドラインを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

アクション
1. サポートされていない DIMM を取り外してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
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• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
2. サポートされている構成でメモリを取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/docs/memorypopulation-rules）にあるメモリの取り付けに関するルールを参照してください。

349-NVDIMM Population Error
症状
349-NVDIMM 取り付けエラー – このシステムには NVDIMM と LRDIMM が取り付けられています。こ
のシステムでは RDIMM とともにサポートされているのは NVDIMM のみです。
原因
サポートされていない DIMM タイプがサーバーに混在している。
注意: DIMM を正しく処理できない場合、DIMM コンポーネントとシステムボードのコネクターに損
傷が発生する可能性があります。詳細については、以下に示す Hewlett Packard Enterprise の Web
サイトにある、該当製品トラブルシューティングガイドの DIMM の取り扱いのガイドラインを参照
してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting)

アクション
1. 次のいずれかを実行します。
• サーバーから LRDIMM をすべて取り外します。
• すべての NVDIMM をサーバーから取り外します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/docs/memorypopulation-rules）にあるメモリの取り付けに関するルールを参照してください。

350-NVDIMM Population Error
症状
350-NVDIMM 取り付けエラー - プロセッサー X、DIMM Y。チャネル Z での NVDIMM と RDIMM の順序
が正しくありません。チャネル上では NVDIMM が CPU に最も近い位置でなければなりません。
原因
NVDIMM および RDIMM が正しい順序で取り付けられていません。
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注意: DIMM を正しく処理できない場合、DIMM コンポーネントとシステムボードのコネクターに損
傷が発生する可能性があります。詳細については、以下に示す Hewlett Packard Enterprise の Web
サイトにある、該当製品トラブルシューティングガイドの DIMM の取り扱いのガイドラインを参照
してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting)

アクション
サーバーへの DIMM と NVDIMM の取り付けガイドに従ってください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/docs/memory-populationrules）にあるメモリの取り付けに関するルールを参照してください。

351-IMPORTANT: X is not charged sufficiently to support the energy-backed persistent
memory installed
症状
351-重要：X は、システムに取り付けられたエネルギーバックアップ式 Persistent Memory をサポートす
るほど十分に充電されていません。システムは Energy Pack が十分に充電されるまで待機してからブー
トを続行します。
原因
Energy Pack が十分に充電されていません。
アクション
1. Energy Pack が充電するために十分な時間を置いてください。
2. iLO を使用して、Energy Pack のステータスを確認します。
3. サーバーに取り付けられている NVDIMM の数がサポートされているかを確認してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/docs/memorypopulation-rules）にあるメモリの取り付けに関するルールを参照してください。

352-IMPORTANT: X is not charged sufficiently to support the energy-backed persistent
memory installed
症状
352-重要：X は、システムに取り付けられたエネルギーバックアップ式 Persistent Memory をサポートす
るほど十分に充電されていません。システムを Energy Pack が充電されるまで待機しないように構成し
ます。OS で Persistent Memory 領域を使用できない可能性があります。
原因
Energy Pack が十分に充電されていません。
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アクション
1. iLO を使用して、Energy Pack のステータスを確認します。
2. サーバーに取り付けられている NVDIMM の数がサポートされているかを確認してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/docs/memorypopulation-rules）にあるメモリの取り付けに関するルールを参照してください。
3. OS がメモリを利用できるようにするには、バックアップのエネルギーソースが十分に充電されたら
サーバーを再起動してください。

353-IMPORTANT: Possible Password Corruption
症状
353-重要：パスワードが壊れている可能性があります。パスワード認証アルゴリズムによって、訂正され
ている問題が検出されました。
原因
パスワードが失われたか、壊れています。
アクション
1. パスワードの無効スイッチ（S5）を ON の位置に設置してパスワードを削除します。
システムメンテナンススイッチバンクの位置については、アクセスパネル上のラベル、またはご使用
の製品のサーバーのユーザーガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

354-Unsupported NVDIMM-N Configuration Detected
症状
354-サポートされていない NVDIMM-N 構成が検出されました – プロセッサー X、DIMM Y。取り付けら
れている NVDIMM-N はサポートされません。
原因
サポートされていない NVDIMM-N が取り付けられています。
注意: DIMM を正しく処理できない場合、DIMM コンポーネントとシステムボードのコネクターに損
傷が発生する可能性があります。詳細については、以下に示す Hewlett Packard Enterprise の Web
サイトにある、該当製品トラブルシューティングガイドの DIMM の取り扱いのガイドラインを参照
してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting)

アクション
1. 指定された NVDIMM-N を取り外します。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
2. サポートされている NVDIMM-N を取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのユーザーガイ
ドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
追加情報については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/docs/
memory-population-rules）にあるメモリの取り付けに関するルールを参照してください。

355-Processor X, DIMM Y
症状
355-重要：プロセッサー X、DIMM Y – この NVDIMM-N はサニタイズ/消去の対象として選択されまし
た。NVDIMM に保存されているデータはすべて消去されます。
原因
NVDIMM のサニタイズに成功しました。
アクション
対応する必要はありません。

356-NVDIMM Sanitization Error – Processor X, DIMM Y
症状
356-NVDIMM エラー - サニタイズエラー – プロセッサー X、DIMM Y {シリアル番号}。この NVDIMM-N
はサニタイズ/消去の対象として選択されましたが、このプロセスが正常に終了しませんでした。
原因
NVDIMM コントローラーファームウェアは、NVDIMM でサニタイズ操作を実行できません。エラーが一
時的に発生したか、NVDIMM に問題があります。
注意: DIMM を正しく処理できない場合、DIMM コンポーネントとシステムボードのコネクターに損
傷が発生する可能性があります。詳細については、以下に示す Hewlett Packard Enterprise の Web
サイトにある、該当製品トラブルシューティングガイドの DIMM の取り扱いのガイドラインを参照
してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting)

アクション
1. NVDIMM のサニタイズを再試行します。サニタイズ後、NVDIMM のデータが使用できなくなります。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/NVDIMM-docs）
にある HPE 16GB NVDIMM User Guide を参照してください。
2. 問題が解決されない場合は、NVDIMM を交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

357-IMPORTANT: Processor X, DIMM Y – This NVDIMM is NOT an HPE Smart Memory
NVDIMM
症状
357-重要：プロセッサー X、DIMM Y – この NVDIMM は HPE Smart メモリ NVDIMM ではありません。
HPE Smart Memory NVDIMM のみがサポートされている。NVDIMM は、標準的な DIMM として使用され
ます。
原因
サポートされていない NVDIMM が取り付けられている。オペレーティングシステムでは、標準的な
DIMM としてサポートされていない NVDIMM のみが認識されます。
注意: DIMM を正しく処理できない場合、DIMM コンポーネントとシステムボードのコネクターに損
傷が発生する可能性があります。詳細については、以下に示す Hewlett Packard Enterprise の Web
サイトにある、該当製品トラブルシューティングガイドの DIMM の取り扱いのガイドラインを参照
してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting)

アクション
持続性のために、サポートされていない NVDIMM を HPE Smart メモリ NVDIMM と置き換えます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/docs/memory-populationrules）にあるメモリの取り付けに関するルールを参照してください。

358-IMPORTANT: The installed NVDIMM has a Supercap attached
症状
358-重要：プロセッサー X、DIMM Y – 取り付けられた NVDIMM には Supercap が接続されています。
これはサポートされていません。
原因
サポートされていないキャパシターパックは、取り付けられている NVDIMM に接続されます。Hewlett
Packard Enterprise サーバーでは、HPE Smart Storage バッテリによって NVDIMM に電力が提供されま
す。

POST エラーメッセージ

70

アクション
1. サポートされていないキャパシターパックをプロセッサー X、スロット Y の NVDIMM から取り外しま
す。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

359-NVDIMM Population Error
症状
359-NVDIMM 取り付けエラー – NVDIMM がシステムに存在する場合、プロセッサー 1 には 1 つ以上の
RDIMM を取り付ける必要があります。
原因
取り付けのガイドラインに従ってプロセッサー 1 に標準 DIMM を 1 つ以上取り付ける必要がありますが、
取り付けられていません。
注意: DIMM を正しく処理できない場合、DIMM コンポーネントとシステムボードのコネクターに損
傷が発生する可能性があります。詳細については、以下に示す Hewlett Packard Enterprise の Web
サイトにある、該当製品トラブルシューティングガイドの DIMM の取り扱いのガイドラインを参照
してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting)

アクション
1. 正規 DIMM をプロセッサー 1 に取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのユーザーガイ
ドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
追加情報については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/docs/
memory-population-rules）にあるメモリの取り付けに関するルールを参照してください。

360-IMPORTANT: The System Programmable Logic Device revision in this system does
not meet minimum requirements
症状
360-重要：このシステムの System Programmable Logic Device リビジョンが NVDIMM を使用した操作の
最小要件を満たしていません。すべての NVDIMM の機能が無効になっています。
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原因
System Programmable Logic Device のリビジョンが NVDIMM 機能をサポートしていません。
アクション
Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://www.hpe.com/support/hpesc）を
使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

361-IMPORTANT: The Processor RAPL wattage value is configured to an invalid value
症状
361-重要：プロセッサー RAPL のワット数が無効な値に構成されています。ユーザーが指定した値 X です
が、Z に最も近い値であるため、Y が割り当てられました。
原因
プロセッサー RAPL（Running Average Power Limit）ワット数の値が正しくないか、または無効です。
アクション
UEFI システムユーティリティを使用し、プロセッサー RAPL のワット数を適切な値に設定してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/uefi/docs）にあるご
使用の製品の UEFI システムユーティリティユーザーガイドを参照してください。

362-IMPORTANT: The DRAM RAPL wattage value is configured to an invalid value
症状
362-重要：DRAM RAPL ワット数が無効な値に構成されています。ユーザーが指定した値 X ですが、Z に
最も近い値であるため、Y が割り当てられました。
原因
DRAM RAPL（Running Average Power Limit）ワット数の値が正しくないか、または無効です。
アクション
UEFI システムユーティリティで、DRAM RAPL のワット数を適切な値に構成してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/uefi/docs）にあるご
使用の製品の UEFI システムユーティリティユーザーガイドを参照してください。

363-IMPORTANT: New NVDIMMs detected on processor
症状
363-重要：新しい NVDIMM がプロセッサー X で検出されました。プロセッサー Y 上のすべての NVDIMM
が無効になっています。
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原因
既存のインターリーブセットに新しい NVDIMM が取り付けられました。既存の機能インターリーブセッ
トに新しい NVDIMM を追加すると、セット全体の機能が破損します。
注意: DIMM を正しく処理できない場合、DIMM コンポーネントとシステムボードのコネクターに損
傷が発生する可能性があります。詳細については、以下に示す Hewlett Packard Enterprise の Web
サイトにある、該当製品トラブルシューティングガイドの DIMM の取り扱いのガイドラインを参照
してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting)

アクション
• 既存のインターリーブセットを引き続き使用する場合は、新たに取り付けられた NVDIMM を取り外し
ます。
• 新しい NVDIMM を使用する場合は、プロセッサー上のすべて NVDIMM をサニタイズして新しいイン
ターリーブセットを構築します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/NVDIMM-docs）
にある HPE 16GB NVDIMM User Guide を参照してください。

364-NVDIMM Controller Error
症状
364-NVDIMM エラー – NVDIMM コントローラーエラー - プロセッサー X、DIMM Y。NVDIMM コント
ローラーのファームウェアが壊れています。OS では NVDIMM は使用されません。
原因
• NVDIMM コントローラーのファームウェアが壊れています。
• NVDIMM の障害が発生した。
注意: DIMM を正しく処理できない場合、DIMM コンポーネントとシステムボードのコネクターに損
傷が発生する可能性があります。詳細については、以下に示す Hewlett Packard Enterprise の Web
サイトにある、該当製品トラブルシューティングガイドの DIMM の取り扱いのガイドラインを参照
してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting)

アクション
1. NVDIMM ファームウェアを更新します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
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• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）
2. エラーが解決されない場合は、NVDIMM を交換します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

365-Unsupported NVDIMM-N Configuration Detected
症状
365-サポートされていない NVDIMM-N 構成が検出されました – 取り付けられている NVDIMM-N には
相互互換性がありません。（メジャーコード：X、マイナーコード：Y）。
原因
互換性のない NVDIMM-N が取り付けられています。
注意: DIMM を正しく処理できない場合、DIMM コンポーネントとシステムボードのコネクターに損
傷が発生する可能性があります。詳細については、以下に示す Hewlett Packard Enterprise の Web
サイトにある、該当製品トラブルシューティングガイドの DIMM の取り扱いのガイドラインを参照
してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting)

アクション
1. 指定された NVDIMM-N を取り外します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
2. サポートされている NVDIMM-N を取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのユーザーガイ
ドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
追加情報については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/docs/
memory-population-rules）にあるメモリの取り付けに関するルールを参照してください。
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367-System ROM Authentication Error
症状
367-システム ROM の認証エラー – システム ROM のイメージを認証または復元できませんでした。
原因
システム ROM は壊れているか無効です。
アクション
1. システム ROM を更新して、システムの動作を復元します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）

368-System ROM Authentication Error
症状
368-システム ROM の認証エラー – BIOS のイメージを認証できませんでした。
原因
BIOS イメージは壊れているか無効です。
アクション
1. システムにより自動的に復元が試みられます。
2. 問題が解決されない場合は、システム ROM を更新して、システムの動作を復元してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）

369-System ROM Authentication Error
症状
369-システム ROM の認証エラー – 復元されたイメージまたはシステムの回復または冗長なイメージの
上でシステムが動作しています。冗長 ROM 機能は使用できません。
原因
プライマリシステム ROM イメージは壊れているか無効です。
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アクション
1. システム ROM を更新して冗長性を復元します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）

370-Redundant ROM Authentication Error
症状
370-冗長 ROM の認証エラー – 冗長 ROM のイメージを認証元できませんでした。冗長 ROM 機能は使
用できません。
原因
冗長 ROM は壊れているか無効です。
アクション
1. システム ROM を更新して冗長性を復元します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）

371-New NVDIMM detected and has been disabled
症状
371-重要：プロセッサー X、DIMM Y。新しい NVDIMM が検出され、無効になっています。
原因
NVDIMM はこのサーバーには新規であり、サーバーの NVDIMM-N メモリインタリーブが有効になってい
ます。
注意: DIMM を正しく処理できない場合、DIMM コンポーネントとシステムボードのコネクターに損
傷が発生する可能性があります。詳細については、以下に示す Hewlett Packard Enterprise の Web
サイトにある、該当製品トラブルシューティングガイドの DIMM の取り扱いのガイドラインを参照
してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting)
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アクション
メッセージに示されたプロセッサーのすべての NVDIMM をサニタイズします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/NVDIMM-docs）にあ
る HPE 16GB NVDIMM User Guide を参照してください。

372-New NVDIMM detected and has been disabled
症状
372-重要：プロセッサー X、DIMM Y。新しい NVDIMM が検出され、無効になっています。
原因
NVDIMM はこのサーバーでは新規であり、サーバーの NVDIMM-N メモリインタリーブが無効になってい
ます。
アクション
メッセージに示されたプロセッサーのすべての NVDIMM をサニタイズします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/NVDIMM-docs）にあ
る HPE 16GB NVDIMM User Guide を参照してください。

373-IMPORTANT: NVDIMMs have been removed from Processor X
症状
373-NVDIMM エラー – NVDIMM がプロセッサー X から取り外されました。プロセッサー X の
NVDIMM はすべて無効になっています。
解決方法 1
原因
このサーバーから 1 つまたは複数の NVDIMM が取り外され、サーバーで NVDIMM-N メモリインターリー
ブが有効になっています。
注意: DIMM を正しく処理できない場合、DIMM コンポーネントとシステムボードのコネクターに損
傷が発生する可能性があります。詳細については、以下に示す Hewlett Packard Enterprise の Web
サイトにある、該当製品トラブルシューティングガイドの DIMM の取り扱いのガイドラインを参照
してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting)

アクション
1. 以前に機能しているインターリーブセットを使用する場合は、NVDIMM を再び取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのユーザーガイ
ドを参照してください。
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• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

解決方法 2
アクション
より小さいインターリーブセットの使用を開始する場合は、プロセッサー上のすべての NVDIMM をサニ
タイズします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/NVDIMM-docs）にあ
る HPE 16GB NVDIMM User Guide を参照してください。

374-NVDIMM Error – Processor X, DIMM Y received a memory initialization or
uncorrectable error
症状
374-NVDIMM エラー – プロセッサー X、DIMM Y はメモリの初期化または訂正不能なエラーを受信しま
した。プロセッサー X の NVDIMM はすべて無効です。NVDIMM のデータが失われました。
原因
サーバーの NVDIMM-N メモリインターリーブが有効になっていて、以下のいずれかが発生しました。
• NVDIMM で訂正不能なエラーが発生し、サーバーが再起動した。
• POST 実行中にサーバーで NVDIMM を初期化できなかった。
注意: DIMM を正しく処理できない場合、DIMM コンポーネントとシステムボードのコネクターに損
傷が発生する可能性があります。詳細については、以下に示す Hewlett Packard Enterprise の Web
サイトにある、該当製品トラブルシューティングガイドの DIMM の取り扱いのガイドラインを参照
してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting)

アクション
1. サーバーにすべての DIMM と NVDIMM を取り付けなおします。
2. NVDIMM をサニタイズします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/NVDIMM-docs）
にある HPE 16GB NVDIMM User Guide を参照してください。
3. エラーが解決されない場合は、NVDIMM を交換します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
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• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

375-NVDIMM Error – NVDIMM has received a memory initialization or uncorrectable
error
症状
375-NVDIMM エラー – プロセッサー X、DIMM Y（シリアル番号）。NVDIMM がメモリの初期化エラー
または訂正不能なエラーを受信しました。NVDIMM が無効化されています。NVDIMM のデータが失われ
ました。
原因
サーバーの NVDIMM-N メモリインターリーブが無効になっていて、以下のいずれかが発生しました。
• NVDIMM で訂正不能なエラーが発生し、サーバーが再起動した。
• POST 実行中にサーバーで NVDIMM を初期化できなかった。
注意: DIMM を正しく処理できない場合、DIMM コンポーネントとシステムボードのコネクターに損
傷が発生する可能性があります。詳細については、以下に示す Hewlett Packard Enterprise の Web
サイトにある、該当製品トラブルシューティングガイドの DIMM の取り扱いのガイドラインを参照
してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting)

アクション
1. サーバーにすべての DIMM と NVDIMM を取り付けなおします。
2. メッセージに示されたプロセッサーのすべての NVDIMM をサニタイズします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/NVDIMM-docs）
にある HPE 16GB NVDIMM User Guide を参照してください。
3. エラーが解決されない場合は、NVDIMM を交換します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

376-NVDIMM Error – NVDIMM set for interleaving disabled
症状
376-NVDIMM エラー – プロセッサー X、DIMM Y。NVDIMM ではインターリーブが無効に設定されてい
ますが、システムではインターリーブが有効に構成されています。プロセッサー X の NVDIMM はすべて
無効です。
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解決方法 1
原因
以前は NVDIMM-N メモリインターリーブが無効になっているサーバーで NVDIMM が使用されていまし
たが、現在このサーバーが NVDIMM-N メモリインターリーブが有効になるように構成されています。
アクション
NVDIMM-N メモリインターリーブとリブートを無効にしてサーバーを再起動します。再起動後、
NVDIMM のデータが使用できるようになります。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/NVDIMM-docs）にあ
る HPE 16GB NVDIMM User Guide を参照してください。
解決方法 2
アクション
プロセッサー X の NVDIMM をすべてサニタイズします。NVDIMM のデータはサニタイズの後は使用で
きません。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/NVDIMM-docs）にあ
る HPE 16GB NVDIMM User Guide を参照してください。

377-NVDIMM Error – Processor X, DIMM Y
症状
377-NVDIMM エラー – プロセッサー X、DIMM Y。NVDIMM ではインタリーブが有効に設定されていま
すがシステムではインタリーブが無効に構成されています。NVDIMM が無効化されています。
解決方法 1
原因
NVDIMM の構成がサーバーの構成と一致しません。
アクション
NVDIMM-N メモリインターリーブを有効にしてサーバーを再起動します。
インターリーブセットで他の NVDIMM がすべて取り付けられたままである場合、NVDIMM のデータは再
起動後に使用可能になります。
インターリーブセットの他の NVDIMM が見当たらない場合、別のエラーメッセージが表示される場合が
あります。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/NVDIMM-docs）にあ
る HPE 16GB NVDIMM User Guide を参照してください。
解決方法 2
アクション
NVDIMM をサニタイズします。サニタイズ後、NVDIMM のデータが使用できなくなります。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/NVDIMM-docs）にあ
る HPE 16GB NVDIMM User Guide を参照してください。

378-NVDIMM Error – NVDIMM is configured for a different processor type
症状
378-NVDIMM エラー – プロセッサー X、DIMM Y。NVDIMM は別のプロセッサータイプ向けに構成され
ています。プロセッサー X の NVDIMM はすべて無効です。
原因
サーバーが NVDIMM が使用されていた元のサーバーと一致しません。NVDIMM-N メモリインターリー
ブが有効になっています。
注意: プロセッサーの取り外しまたは交換を行う前に、ご使用の製品のトラブルシューティングガイ
ドの「プロセッサーのトラブルシューティングに関するガイドライン」のガイドラインに必ず従っ
てください。推奨されているガイドラインに従わないと、システムボードが損傷してシステムボー
ドの交換が必要になる場合があります。
アクション
1. データを保持するために、NVDIMM の内容を他のメディアに保存します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/NVDIMM-docs）
にある HPE 16GB NVDIMM User Guide を参照してください。
2. プロセッサーを取り外して、以前に取り付けられていたプロセッサータイプと交換します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
3. NVDIMM にデータを復元します。
4. エラーが解決されない場合は、NVDIMM をサニタイズします。サニタイズ後、NVDIMM のデータが使
用できなくなります。

379-NVDIMM Error – Processor X, DIMM Y
症状
379-NVDIMM エラー – プロセッサー X、DIMM Y。NVDIMM は別のプロセッサータイプ向けに構成され
ています。NVDIMM が無効化されています。
原因
サーバーは NVDIMM が使用された元のサーバーと一致せず、NVDIMM-N メモリインターリーブが無効に
なっています。
注意: プロセッサーの取り外しまたは交換を行う前に、ご使用の製品のトラブルシューティングガイ
ドの「プロセッサーのトラブルシューティングに関するガイドライン」のガイドラインに必ず従っ
てください。推奨されているガイドラインに従わないと、システムボードが損傷してシステムボー
ドの交換が必要になる場合があります。
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アクション
1. データを保持するために、NVDIMM の内容を他のメディアに保存します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/NVDIMM-docs）
にある HPE 16GB NVDIMM User Guide を参照してください。
2. プロセッサーを取り外して、以前に取り付けられていたプロセッサータイプと交換します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
3. NVDIMM にデータを復元します。
4. エラーが解決されない場合は、NVDIMM をサニタイズします。サニタイズ後、NVDIMM のデータが使
用できなくなります。

380-NVDIMM Error – Processor X, DIMM Y
症状
380-NVDIMM エラー – プロセッサー X、DIMM Y。NVDIMM の位置が変更されました。プロセッサー X
の NVDIMM はすべて無効です。
解決方法 1
原因
NVDIMM が取り外されているか、間違った場所に取り付けられていて、NVDIMM-M メモリインタリーブ
が有効になっています。
注意: DIMM を正しく処理できない場合、DIMM コンポーネントとシステムボードのコネクターに損
傷が発生する可能性があります。詳細については、以下に示す Hewlett Packard Enterprise の Web
サイトにある、該当製品トラブルシューティングガイドの DIMM の取り扱いのガイドラインを参照
してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting)

アクション
1. データを保持するには、元の場所に NVDIMM を戻します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのユーザーガイ
ドを参照してください。
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• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

解決方法 2
アクション
プロセッサー上のすべての NVDIMM をサニタイズします。サニタイズ後、NVDIMM のデータが使用でき
なくなります。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/NVDIMM-docs）にあ
る HPE 16GB NVDIMM User Guide を参照してください。

381-NVDIMM Error – NVDIMM location changed
症状
381-NVDIMM エラー – プロセッサー X、DIMM Y。NVDIMM の位置が変更されました。NVDIMM が無効
化されています。
解決方法 1
原因
NVDIMM が取り外されているか、間違った場所に取り付けられていて、NVDIMM-M メモリインタリーブ
が無効になっています。
注意: DIMM を正しく処理できない場合、DIMM コンポーネントとシステムボードのコネクターに損
傷が発生する可能性があります。詳細については、以下に示す Hewlett Packard Enterprise の Web
サイトにある、該当製品トラブルシューティングガイドの DIMM の取り扱いのガイドラインを参照
してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting)

アクション
1. データを保持するには、元の場所に NVDIMM を戻します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのユーザーガイ
ドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

解決方法 2
アクション
NVDIMM をサニタイズします。サニタイズ後、NVDIMM のデータが使用できなくなります。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/NVDIMM-docs）にあ
る HPE 16GB NVDIMM User Guide を参照してください。

382-NVDIMM Error – DIMM is NOT configured for Sub-NUMA Clustering
症状
382-NVDIMM エラー – プロセッサー X、DIMM Y が Sub-NUMA クラスタリング向けに構成されていま
せんが、システムは Sub-NUMA クラスタリング向けに構成されています。プロセッサー X の NVDIMM は
すべて無効です。
解決方法 1
原因
NVDIMM は以前 Sub-NUMA クラスタリング向けに構成されているサーバーで使用されていました。現
在、サーバーには別の設定が含まれます。
アクション
Sub-NUMA クラスタリングを無効にします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/NVDIMM-docs）にあ
る HPE 16GB NVDIMM User Guide を参照してください。
解決方法 2
アクション
メッセージに示されたプロセッサーのすべての NVDIMM をサニタイズします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/NVDIMM-docs）にあ
る HPE 16GB NVDIMM User Guide を参照してください。

383-NVDIMM Error – DIMM is configured for Sub-NUMA Clustering
症状
383-NVDIMM エラー – プロセッサー X、DIMM Y が Sub-NUMA クラスタリング向けに構成されていま
すが、システムは Sub-NUMA クラスタリング向けに構成されていません。プロセッサー X の NVDIMM は
すべて無効です。
解決方法 1
原因
NVDIMM は以前 Sub-NUMA クラスタリング向けに構成されていないサーバーで使用されていました。
現在、サーバーには別の設定が含まれます。
アクション
Sub-NUMA クラスタリングを有効にします。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/NVDIMM-docs）にあ
る HPE 16GB NVDIMM User Guide を参照してください。
解決方法 2
アクション
プロセッサー X の NVDIMM をすべてサニタイズします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/NVDIMM-docs）にあ
る HPE 16GB NVDIMM User Guide を参照してください。

384-NVDIMM Error – Processor X, DIMM Y
症状
NVDIMM エラー – プロセッサー X、DIMM Y。NVDIMM ではチャネルインタリーブが無効に設定されて
いますが、システムは有効に構成されています。プロセッサー X の NVDIMM はすべて無効です。
解決方法 1
原因
以前はチャネルインターリーブが無効になっているサーバーに NVDIMM が取り付けられていました。現
在のサーバーでは、チャネルインターリーブが有効になっています。
アクション
NVDIMM を有効にするには、UEFI システムユーティリティでチャネルインタリーブを無効にします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/NVDIMM-docs）にあ
る HPE 16GB NVDIMM User Guide を参照してください。
解決方法 2
アクション
プロセッサー上のすべての NVDIMM をサニタイズします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/NVDIMM-docs）にあ
る HPE 16GB NVDIMM User Guide を参照してください。

385-NVDIMM Error – Processor X, DIMM Y
症状
385-NVDIMM エラー – プロセッサー X、DIMM Y。NVDIMM ではチャネルインタリーブが有効に設定さ
れていますが、システムでは無効に構成されています。プロセッサー X の NVDIMM はすべて無効です。
解決方法 1
原因
以前はチャネルインターリーブが有効になっているサーバーに NVDIMM が取り付けられていました。現
在のサーバーでチャネルインターリーブが無効になっています。
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アクション
NVDIMM を有効にするには、システムユーティリティでチャネルインターリーブを有効にします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/NVDIMM-docs）にあ
る HPE 16GB NVDIMM User Guide を参照してください。
解決方法 2
アクション
プロセッサー上のすべての NVDIMM をサニタイズします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/NVDIMM-docs）にあ
る HPE 16GB NVDIMM User Guide を参照してください。

386-NVDIMM Error – NVDIMM Metadata is corrupted
症状
386-NVDIMM エラー – プロセッサー X、DIMM Y。NVDIMM のメタデータが破損しています。プロセッ
サー X の NVDIMM はすべて無効です。
原因
サーバーで NVDIMM を使用する方法を定義する NVDIMM メタデータのデータが破損しています。サー
バーでは、NVDIMM-N メモリインターリーブが有効になっています。
アクション
プロセッサー上のすべての NVDIMM をサニタイズします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/NVDIMM-docs）にあ
る HPE 16GB NVDIMM User Guide を参照してください。

387-NVDIMM Error – NVDIMM Metadata is corrupted
症状
387-NVDIMM エラー – プロセッサー X、DIMM Y。NVDIMM のメタデータが破損しています。NVDIMM
は無効になっています。
原因
サーバーで NVDIMM を使用する方法を定義する NVDIMM メタデータのデータが破損しています。サー
バーでは、NVDIMM-N メモリインターリーブが無効になっています。
アクション
NVDIMM をサニタイズします。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/NVDIMM-docs）にあ
る HPE 16GB NVDIMM User Guide を参照してください。

388-Uncorrectable Memory Error
症状
388-訂正不能なメモリエラー – 障害が発生しているメモリモジュールを判別できませんでした。
原因
DIMM または NVDIMM で訂正不能エラーが発生しました。
アクション
1. インテグレーテッドマネジメントログで、障害が発生しているメモリモジュールを示す可能性がある
別のイベントがないか確認してください。
2. 障害が発生したメモリモジュールを特定できない場合、または問題が解決されない場合は、Hewlett
Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://www.hpe.com/support/hpesc）を使用
して、サポートケースをオープンにしてください。

389-Unexpected Shutdown and Restart
症状
389-予期しないシャットダウンと再起動 – 判別できないタイプのエラーが発生し、サーバーが再起動し
ました。
原因
システムリセットで致命的なエラーが発生しました。ただし、MCA バンクには、エラーの原因を特定す
る情報は含まれていません。
アクション
1. システムファームウェアを更新します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）
2. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする
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391-NVDIMM Configuration Error
症状
391-NVDIMM 構成エラー – ノードインタリービングが有効になっています。これは取り付けられてい
る NVDIMM ではサポートされません。すべての NVDIMM が無効になっている。
原因
ノードインタリービングが有効になっている。
アクション
UEFI システムユーティリティでノードインタリービングを無効にします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/NVDIMM-docs）にあ
る HPE 16GB NVDIMM User Guide を参照してください。

392-NVDIMM Configuration Error
症状
392-NVDIMM 構成エラー – アドバンストメモリプロテクションモードは、アドバンスト ECC ではあり
ません。NVDIMM でアドバンスト ECC のみがサポートされている。すべての NVDIMM が無効になって
いる。
原因
NVDIMM が取り付けられていると、現在の AMP モードがサポートされない。
アクション
UEFI システムユーティリティで、AMP モードをアドバンスト ECC モードに変更します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/uefi/docs）にあるご
使用の製品の UEFI システムユーティリティユーザーガイドを参照してください。

393-IMPORTANT: New NVDIMMs detected
症状
393-重要：検出された新しい NVDIMM とすべての NVDIMM が無効になっています。
原因
新しい NVDIMMM-N デバイスが取り付けられています。インターリービングの要件のため、すべて
NVDIMM が、サニタイズされるまで無効になっています。
アクション
使用できるようにするには、すべて NVDIMM をサニタイズします。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/NVDIMM-docs）にあ
る HPE 16GB NVDIMM User Guide を参照してください。

394-NVDIMM Error – Unable to set event notification for this NVDIMM
症状
394-NVDIMM エラー – プロセッサー X、DIMM Y（シリアル番号）。この NVDIMM のイベント通知を設
定できないため、データ永続性の喪失を含むヘルス状態の変化に関するアラートを生成できません。
原因
• システム ROM とイノベーションエンジンファームウェアは、この最新のバージョンでサポートされま
せん。
• イノベーションエンジンファームウェアのエラーにより、NVDIMM のヘルスアラートのセットアップ
ができません。
アクション
1. システム ROM とイノベーションエンジンファームウェアを、サポートされる最新のリビジョンに更新
してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）
2. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

395-NVDIMM Error – Processor X, DIMM Y
症状
395-NVDIMM エラー – プロセッサー X、DIMM Y（シリアル番号）。NVDIMM の持続性が失われました。
これ以上のデータバックアップは不可能です。
原因
• NVDIMM のハードウェアの障害です。
• NVDIMM のコントローラーファームウェアが、将来のデータバックアップ操作をサポートするように
正常に動作しません。
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注意: DIMM を正しく処理できない場合、DIMM コンポーネントとシステムボードのコネクターに損
傷が発生する可能性があります。詳細については、以下に示す Hewlett Packard Enterprise の Web
サイトにある、該当製品トラブルシューティングガイドの DIMM の取り扱いのガイドラインを参照
してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting)

アクション
1. 他のメディアに NVDIMM の内容をバックアップしてデータを保護してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/NVDIMM-docs）
にある HPE 16GB NVDIMM User Guide を参照してください。
2. NVDIMM を交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

396-IMPORTANT: Processor X, DIMM Y - NVDIMM Persistency is restored and future
data backup is available
症状
396-重要：プロセッサー X、DIMM Y - NVDIMM の永続性が復元されました。これ以上のデータバックアッ
プは可能です。
原因
永続性は、指定された NVDIMM で復元されました。
アクション
対応する必要はありません。

397-WARNING: NVDIMM lifetime has reached
症状
397-警告：プロセッサー X、DIMM Y（シリアル番号）。NVDIMM の寿命に達しました。
原因
NVDIMM の寿命に達し、将来のデータバックアップ操作が失敗する可能性があります。
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注意: DIMM を正しく処理できない場合、DIMM コンポーネントとシステムボードのコネクターに損
傷が発生する可能性があります。詳細については、以下に示す Hewlett Packard Enterprise の Web
サイトにある、該当製品トラブルシューティングガイドの DIMM の取り扱いのガイドラインを参照
してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting)

アクション
1. 他のメディアに NVDIMM の内容をバックアップしてデータを保護してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/NVDIMM-docs）
にある HPE 16GB NVDIMM User Guide を参照してください。
2. NVDIMM を交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

398-NVDIMM Configuration Error
症状
398-NVDIMM 構成エラー – バックアップ電源は、この DIMM スロットで使用できません。NVDIMM は
無効になっています。
原因
使用可能なバックアップ電源が装備されていないスロットに NVDIMM が取り付けられた。
注意: DIMM を正しく処理できない場合、DIMM コンポーネントとシステムボードのコネクターに損
傷が発生する可能性があります。詳細については、以下に示す Hewlett Packard Enterprise の Web
サイトにある、該当製品トラブルシューティングガイドの DIMM の取り扱いのガイドラインを参照
してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting)

アクション
1. NVDIMM を取り外し、NVDIMM がサポートされているスロットに取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのユーザーガイ
ドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/docs/memorypopulation-rules）にあるメモリの取り付けに関するルールを参照してください。

4xx のメッセージ
400-Intrusion Alert Detection
症状
400-侵入アラート検出 – サーバーの本体サーバーシャーシのフードが現在取り付けられていません。
原因
サーバーアクセスパネルが装着されていません。
注意: アクセスパネルを開けたまま、または取り外したまま長時間サーバーを動作させないでくださ
い。このような状態でサーバーを動作させると、通気が正しく行われないために冷却機構が正常に
機能しなくなり、高温によって装置が損傷する場合があります。
アクション
アクセスパネルを早急に取り付けます。アクセスパネルを開いた状態または取り外した状態でサーバー
を長期にわたって稼動させないでください。

401-Intrusion Alert Detection
症状
401-侵入アラート検出 – 今回電源をオンにする前にサーバーシャーシのフードが取り外されました。
原因
サーバーアクセスパネルが以前に取り外されました。
注意: アクセスパネルを開けたまま、または取り外したまま長時間サーバーを動作させないでくださ
い。このような状態でサーバーを動作させると、通気が正しく行われないために冷却機構が正常に
機能しなくなり、高温によって装置が損傷する場合があります。
アクション
アクセスパネルの取り外しが意図したものである場合、アクションは不要です。

402-Intrusion Alert Detection
症状
402-侵入アラート検出 – 必要な侵入検知ケーブルが接続されていません。
原因
侵入検知スイッチケーブルが接続されていません。
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アクション
1. 侵入検知スイッチが正しく取り付けられているか、意図的に取り外されていることを確認します。
2. この機能が必要な場合は、欠落している侵入検出スイッチを取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのユーザーガイ
ドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
3. この機能を使用しない場合は、UEFI システムユーティリティで侵入検知を無効にします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/uefi/docs）にある
ご使用の製品の UEFI システムユーティリティユーザーガイドを参照してください。

403-Intrusion Alert Configuration Error
症状
403-侵入アラート構成エラー – 侵入アラート検知ケーブルが取り付けられていますが、機能が有効に
なっていません。
原因
侵入検知機能が有効になっていません。
アクション
UEFI システムユーティリティで侵入検知を有効にします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/uefi/docs）にあるご
使用の製品の UEFI システムユーティリティユーザーガイドを参照してください。

410-The Innovation Engine is not operating properly
症状
410-Innovation Engine エラー - Innovation Engine が正しく動作していません。（エラーコード X）。
原因
Innovation Engine のファームウェアとシステムのファームウェアは、現在のバージョンではありません。
アクション
1. システム ROM ファームウェアと Innovation Engine のファームウェアを更新します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
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• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）

411-The Innovation Engine is operating in recovery mode
症状
411-Innovation Engine エラー - Innovation Engine が復旧モードで動作しています。
原因
システムメンテナンススイッチ SW12 が ON に設定されてします。
アクション
1. スイッチ SW12 を OFF に設定します。
システムメンテナンススイッチバンクの位置については、アクセスパネル上のラベル、またはご使用
の製品のサーバーのユーザーガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
2. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

412-The Server Platform Services firmware is operating in factory mode
症状
412-サーバープラットフォームサービスファームウェアエラー - サーバープラットフォームサービス
ファームウェアが工場出荷時モードで動作しています。
原因
Innovation Engine ファームウェアとシステムファームウェアが最新バージョンではありません。
アクション
1. システム ROM ファームウェアとサーバープラットフォームサービスファームウェアを更新します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
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• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）
2. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

413-The Innovation Engine image could not be authenticated
症状
413-Innovation Engine イメージ認証エラー - Innovation Engine イメージを認証できませんでした。
原因
ファームウェアが最新バージョンではありません。
アクション
1. Innovation Engine ファームウェアを更新します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）

414-The SPS Firmware is not operating properly
症状
414-サーバープラットフォームサービスファームウェアエラー - SPS ファームウェアが正常に動作して
いません。（エラーコード X）。
原因
ファームウェアが最新バージョンではありません。
アクション
1. サーバープラットフォームサービスファームウェアを更新します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
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• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）
2. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

415-IMPORTANT: The Innovation Engine Firmware revision in this system does not meet
minimum requirements
症状
415-重要：このシステムの Innovation Engine ファームウェアリビジョンが NVDIMM と連携するための最
小要件を満たしていません。すべての NVDIMM の機能が無効になっています。
原因
ファームウェアが最新バージョンではありません。
アクション
1. Innovation Engine ファームウェアを更新します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）

420-TLS certificate verification error
症状
420-TLS 証明書検証エラー 0xX（Y からダウンロード中）
原因
TLS サーバーの証明書が無効か、または存在しません。
アクション
インストールされている TLS サーバーの有効な証明書があることを確認し、すべての TLS 設定を確認し
ます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/uefi/docs）にあるご
使用の製品の UEFI システムユーティリティユーザーガイドを参照してください。
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421-TLS certificate verification failed due to hostname mismatch
症状
421-ホスト名の不一致が原因で TLS 証明書の検証に失敗しました。
原因
与えられた URL で指定されているホスト名と一致しておらず、
「ホスト名」TLS 検証機能が有効になって
いるため、TLS 証明書の検証に失敗しました。
アクション
1. 指定されたターゲット URL が TLS サーバー証明書の共通名またはサブジェクト代替名のいずれかの
フィールドと一致していることを確認します。
a. Internet Explorer を起動します。
b. エラーの原因となった URL に移動します。
c. URL ボックスの右側にあるロックアイコンをクリックします。
d. 証明書の表示をクリックして詳細タブをクリックし、サブジェクト代替名をクリックします。
e. ターゲット URL がサブジェクト代替名ボックスの名前と一致していることを確認します。

422-TLS certificate verification failed
症状
422-TLS 証明書の検証に失敗しました。渡された証明書が自己署名されており、それと同じ証明書が信頼
済みの証明書のリストで見つかりません。
原因
TLS 証明書が TLS 証明書レポジトリにインストールされていません。
アクション
TLS サーバーの自己署名証明書を TLS 証明書レポジトリにインストールします。

423-TLS certificate verification failed
症状
423-TLS 証明書の検証に失敗しました。検索対象の証明書の発行元証明書が見つかりませんでした。こ
れは通常、信頼済みの証明書のリストが完全でないことを意味します。
原因
信頼済みの証明書のリストが完全でありません。
アクション
1. 正しい認証機関の証明書が TLS 証明書レポジトリにインストールされていることを確認します。
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a. Internet Explorer を起動します。
b. エラーの原因となった URL に移動します。
c. URL ボックスの右側にあるロックアイコンをクリックします。
d. 証明書の表示をクリックして詳細タブをクリックし、発行元をクリックします。
e. 正しい認証機関の証明書が発行元ボックスに表示されていることを確認します。

424-No TLS certificate enrolled
症状
424-TLS 証明書が登録されていません。TLS 検証モードが PEER に設定されている場合は、少なくとも
1 つの認証機関が登録されていなければなりません。
原因
TLS 証明書が TLS 証明書レポジトリに登録されていません。
アクション
証明書を TLS 証明書レポジトリに登録します。

430-Scalable Persistent Memory uncorrectable memory error
症状
430-Scalable Persistent Memory の訂正不能なメモリエラー（X 論理 NVDIMM Y 上）。メモリ領域は OS
で使用できず、データが失われている可能性があります。
原因
訂正不能エラーが論理 NVDIMM で発生しており、範囲スクラブが有効ではありません。
アクション
1. UEFI システムユーティリティでアドレス範囲スクラブを有効にします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/uefi/docs）にある
ご使用の製品の UEFI システムユーティリティユーザーガイドを参照してください。
2. 問題が解決されない場合は、指定された DIMM を交換します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

431-Scalable Persistent Memory back up failed
症状
431-Scalable Persistent Memory のバックアップが X 論理 NVDIMM Y で失敗しました。永続データが失
われました。

POST エラーメッセージ

98

原因
• バックアップデバイスへの書き込み中にメディアへのアクセスエラーが発生します。
• 1 つまたは複数のバックアップデバイスから、タイムアウト時間内に応答がありません。
• データがメモリからバックアップデバイスに転送できなかったか、または信頼性の低い状態です。
アクション
問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

432-Scalable Persistent Memory restore failed
症状
432-Scalable Persistent Memory のリストアが X 論理 NVDIMM Y で失敗しました。永続データが失われ
た可能性があります。
原因
• バックアップデバイスからの読み取り中にメディアへのアクセスエラーが発生します。
• 1 つまたは複数のバックアップデバイスから、タイムアウト時間内に応答がありません。
• データがメモリからバックアップデバイスに転送できなかったか、または信頼性の低い状態です。
アクション
1. エラーに関連するイベントのインテグレーテッドマネジメントログを確認し、推奨される操作に従っ
てください。
2. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

433-Scalable Persistent Memory backup device failure
症状
433-Scalable Persistent Memory バックアップデバイス障害がボックス X ベイ Y で発生しました。永続
データが消失した可能性があります。
原因
バックアップストレージデバイスで障害が発生しました。
アクション
1. 他のメディアに Persistent Memory の内容をバックアップしてデータを保存します。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/persistentmemorydocs）にある HPE Scalable Persistent Memory User Guide を参照してください。
2. 指定されたバックアップストレージデバイスを交換します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

434-Scalable Persistent Memory configuration data on backup device is invalid
症状
434-ボックス X ベイ Y のバックアップデバイス上の Scalable Persistent Memory 構成データが無効です。
永続データが消失している可能性があります。
原因
無効な構成データが 1 つまたは複数のバックアップストレージデバイスに存在します。
アクション
1. UEFI システムユーティリティを使用して、バックアップストレージデバイスを再初期化します。
a. UEFI システムユーティリティにアクセスします。
b. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成（RBSU） > メモリ
オプション > Persistent Memory オプション > HPE Scalable Persistent Memory オプション >
リカバリオプションを選択します。
c. バックアップストレージデバイスの初期化を有効にします。
d. 変更を保存します。

435-Scalable Persistent Memory backup device on Box X Bay Y is missing
症状
435-Scalable Persistent Memory バックアップデバイスがボックス X ベイ Y にありません。
原因
1 つまたは複数のバックアップストレージデバイスがこのサーバーから削除されました。
アクション
• 欠落しているバックアップストレージデバイスを再インストールします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのユーザーガイ
ドを参照してください。
◦ HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
◦ HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
• バックアップストレージデバイスを交換して再初期化します。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/persistentmemorydocs）にある HPE Scalable Persistent Memory User Guide を参照してください。

436-Scalable Persistent Memory does not have enough memory to initialize
症状
436-X 論理 NVDIMM Y の Scalable Persistent Memory に、初期化するのに十分なメモリがありません。
原因
物理メモリが不足しています。
注意: DIMM を正しく処理できない場合、DIMM コンポーネントとシステムボードのコネクターに損
傷が発生する可能性があります。詳細については、以下に示す Hewlett Packard Enterprise の Web
サイトにある、該当製品トラブルシューティングガイドの DIMM の取り扱いのガイドラインを参照
してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting)

アクション
1. エラーに関連するイベントのインテグレーテッドマネジメントログを確認し、推奨される操作に従っ
てください。
2. メモリを増設します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのユーザーガイ
ドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
追加情報については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/docs/
memory-population-rules）にあるメモリの取り付けに関するルールを参照してください。

437-Scalable Persistent Memory backup media write error
症状
437-Scalable Persistent Memory のバックアップメディアの書き込みエラー（X 論理 NVDIMM Y 上）。永
続データが失われた可能性があります。
原因
バックアップストレージデバイスの故障です。
アクション
1. 問題が解決しない場合は、バックアップストレージデバイスを交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
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• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
2. インテグレーテッドマネジメントログで、対応する 442IML メッセージを確認し、推奨される処置に
従ってください。
詳しくは
442–Scalable Persistent Memory backup media write error

438-Scalable Persistent Memory backup media read error
症状
438-Scalable Persistent Memory のバックアップメディアの読み取りエラー（X 論理 NVDIMM Y 上）。永
続データが失われた可能性があります。
原因
バックアップストレージデバイスの故障です。
アクション
1. 問題が解決しない場合は、バックアップストレージデバイスを交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
2. インテグレーテッドマネジメントログで、対応する 443IML メッセージを確認し、推奨される処置に
従ってください。

439-New Scalable Persistent Memory configuration rejected
症状
439-新しい Scalable Persistent Memory 構成が拒否されました。システムは以前の構成に戻りました。
原因
Scalable Persistent Memory 構成が無効です。
アクション
有効な Scalable Persistent Memory 構成を入力します。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/persistentmemorydocs）にある HPE Scalable Persistent Memory User Guide を参照してください。

440-Persistent Memory Address Range Scrub has detected an error
症状
440-Persistent Memory アドレス範囲スクラブがエラーを検出しました{このメッセージの後に場所情報
が続く}。
原因
Persistent Memory 範囲で訂正不能なメモリエラーが検出され、アドレス範囲スクラブ機能が RBSU で有
効になっています。
アクション
1. オペレーティングシステムを復旧できない場合は、別のメモリイベントのインテグレーテッドマネジ
メントログを確認してから、推奨される修正方法に従います。
2. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

441-Scalable Persistent Memory functionality is not supported
症状
441-NVDIMM 構成エラー - NVDIMM-N がシステム内に存在する場合は、Scalable Persistent Memory の
機能はサポートされません。Scalable Persistent Memory の機能が無効にされました。
原因
物理 NVDIMM がシステムに取り付けられているため、Scalable Persistent Memory の機能が無効になって
います。
注意: DIMM を正しく処理できない場合、DIMM コンポーネントとシステムボードのコネクターに損
傷が発生する可能性があります。詳細については、以下に示す Hewlett Packard Enterprise の Web
サイトにある、該当製品トラブルシューティングガイドの DIMM の取り扱いのガイドラインを参照
してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting)

アクション
1. Scalable Persistent Memory の機能を使用するには、NVDIMM-N を取り外します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
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• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

442–Scalable Persistent Memory backup media write error
症状
442–Scalable Persistent Memory バックアップメディア書き込みエラーがボックス X ベイ Y で発生しま
した。永続データが消失した可能性があります。
原因
バックアップストレージデバイスで障害が発生しつつあるか、すでに発生しました。
アクション
1. 問題が解決されない場合は、ボックス X ベイ Y のバックアップデバイスを交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

443–Scalable Persistent Memory backup media read error
症状
443–Scalable Persistent Memory バックアップメディア読み取りエラーがボックス X ベイ Y で発生しま
した。永続データが消失した可能性があります。
原因
バックアップストレージデバイスで障害が発生しつつあるか、すでに発生しました。
アクション
1. 問題が解決されない場合は、ボックス X ベイ Y のバックアップデバイスを交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

444-Scalable Persistent Memory arming error
症状
444-Scalable Persistent Memory の装備エラー（X 論理 NVDIMM Y）。論理 NVDIMM を装備できません。
将来のデータバックアップは不可能です。
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原因
• NVMe ドライブが存在しません。
• DIMM が正しく装着されていません。
• プロセッサーが正しく装着されていません。
アクション
1. Persistent Memory の内容を他のメディアにバックアップして、データを保護します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/persistentmemorydocs）にある HPE Scalable Persistent Memory User Guide を参照してください。
2. 存在しない場合は、NVMe ドライブを取り付けます。
3. エラーが解決されない場合は、DIMM を取り付けなおしてください。
4. 問題が解決されない場合は、プロセッサーを取り付けなおしてください。
5. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

445-Scalable Persistent Memory backup device error
症状
445-Scalable Persistent Memory バックアップデバイスエラーがボックス X ベイ Y で発生しました。
原因
メディアエラー以外のエラーが発生しました。
アクション
1. エラーに関連するイベントのインテグレーテッドマネジメントログを確認し、推奨される操作に従っ
てください。
2. 問題が解決されない場合は、ボックス X ベイ Y のバックアップデバイスを交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

446-The Scalable Persistent Memory backup power requirements have exceeded the
available backup power
症状
446-Scalable Persistent Memory のバックアップ所要電力が使用可能なバックアップバッテリ電力を超え
ています。論理 NVDIMM の永続性が失われました。
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原因
Persistent Memory のバックアップ所要電力が使用可能なバッテリ電力を超えています。
アクション
1. バックアップ所要電力を減らすには、最近追加したハードウェアを取り外します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
2. ストレージコントローラーと NVDIMM 構成が有効であることを確認します。
3. iLO を使用して、バックアップのエネルギーソースのステータスを確認します。

447-IMPORTANT: X is not charged sufficiently to support the energy-backed persistent
memory
症状
447-重要：X は、システムに取り付けられたエネルギーバックアップ式 Persistent Memory をサポートす
るほど十分に充電されていません。充電プロセスがユーザーによってスキップされました。OS で
Persistent Memory 領域を使用できない可能性があります。
原因
バックアップのエネルギーソースが十分に充電されておらず、充電プロセスがユーザーによってスキップ
された。
アクション
システムを再起動し、バックアップのエネルギーソースが十分に充電されるまで待ちます。

448-IMPORTANT: X is not charged sufficiently to support the energy-backed persistent
memory
症状
448-重要：X は、システムに取り付けられたエネルギーバックアップ式 Persistent Memory をサポートす
るほど十分に充電されていません。充電プロセスがタイムアウトし、完了しませんでした。OS で
Persistent Memory 領域を使用できない可能性があります。
原因
バックアップのエネルギーソースが十分に充電されておらず、充電プロセスがタイムアウトになった。
アクション
1. エラーに関連するイベントのインテグレーテッドマネジメントログを確認し、推奨される操作に従っ
てください。
2. 問題が解決されない場合は、バックアップのエネルギーソースを交換してください。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

449-Scalable Persistent Memory Address Range Scrub error threshold exceeded
症状
449-Scalable Persistent Memory のアドレス範囲スクラブエラー（しきい値が X、論理 NVDIMM Y で超
過）。論理 NVDIMM の永続性が失われ、これ以上のデータバックアップは不可能です。
原因
アドレス範囲スクラブエラー（しきい値を超過）。
アクション
1. Persistent Memory の内容を他のメディアにバックアップしてデータを保護します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/persistentmemorydocs）にある HPE Scalable Persistent Memory User Guide を参照してください。
2. UEFI システムユーティリティを使用して、バックアップストレージデバイスを再初期化します。
a. UEFI システムユーティリティにアクセスします。
b. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成（RBSU） > メモリ
オプション > Persistent Memory オプション > HPE Scalable Persistent Memory オプション >
リカバリオプションを選択します。
c. バックアップストレージデバイスの初期化を有効にします。
d. 変更を保存します。

450-iLO is in High Security Mode
症状
450-iLO が高セキュリティモードになっており、システム ROM の管理者パスワードが設定されていませ
ん。
原因
高セキュリティモードでは、システム ROM の管理者パスワードを設定する必要があります。
アクション
UEFI システムユーティリティでシステム管理者パスワードを設定してから、サーバーを再起動します。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/uefi/docs）にあるご
使用の製品の UEFI システムユーティリティユーザーガイドを参照してください。

451-Unsupported NVDIMM-N Configuration Detected
症状
451-サポートされていない NVDIMM-N 構成が検出されました（プロセッサー X DIMM Y）。インストール
されている NVDIMM-N はサポートされていません。
原因
NVDIMM がシステムでサポートされていないか、インストール済みファームウェアリビジョンでサポー
トされていません。
アクション
1. システム ROM を最新のサポートされているリビジョンに更新します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）
2. 問題が解消されない場合は、インストールされている NVDIMM がサポートされていないので、取り外
す必要があります。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

452-iLO FW Communication Issue - Unable to communicate with X firmware
症状
452-iLO FW の通信問題 – X ファームウェアと通信できません。最後のシステムブートから、1 つまたは
複数の構成設定を使用できます。前回のブート以降の 1 つ以上の構成変更が有効になっていない可能性
があります。
原因
ファームウェアの通信に関する問題
アクション
1. 電源を取り外します。
2. 問題が解決されない場合は、iLO ファームウェアを更新します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
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• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）
3. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

453-Unsupported DIMM Configuration Detected
症状
453-サポートされていない DIMM 構成が検出されました（プロセッサー X DIMM Y）。サポートされてい
ない Persistent Memory のモジュールがシステムに存在します。このモジュールは、インストールされて
いるプロセッサーによってサポートされていません。
システムが中断されました。
原因
プロセッサーは指定された DIMM をサポートしていません。
アクション
1. 指定された DIMM を取り外し、サポートされているモジュールに交換します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
サーバーでサポートされているメモリのタイプの追加情報については、Hewlett Packard Enterprise の
Web サイト（https://www.hpe.com/info/qs）にある QuickSpecs を参照してください。

454-NVDIMM Error - Persistent Memory Address Range Scrub error threshold exceeded
症状
454-NVDIMM エラー - Persistent Memory アドレス範囲スクラブエラー（しきい値がプロセッサー X、
DIMM Y（シリアル番号）で超過）。NVDIMM の永続性が失われました。これ以上のバックアップは不可
能です。
原因
多数の訂正不能エラーがこの NVDIMM で発生しています。NVDIMM の持続性が失われました。これ以
上のデータバックアップは失敗する可能性があります。
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注意: DIMM を正しく処理できない場合、DIMM コンポーネントとシステムボードのコネクターに損
傷が発生する可能性があります。詳細については、以下に示す Hewlett Packard Enterprise の Web
サイトにある、該当製品トラブルシューティングガイドの DIMM の取り扱いのガイドラインを参照
してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting)

アクション
1. 他のメディアに NVDIMM の内容をバックアップしてデータを保護します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/persistentmemorydocs）にある HPE Scalable Persistent Memory User Guide を参照してください。
2. NVDIMM をサニタイズします。
3. 問題が解決されない場合は、NVDIMM を交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

455-IMPORTANT: The X in Bay Y will soon be incapable of supporting the Scalable
Persistent Memory backup
症状
455-重要：ベイ Y の X は、間もなく、Scalable Persistent Memory バックアップをサポートできなくなり
ます。
原因
バックアップのエネルギーソースが警告レベルまで縮退しています。
アクション
1. 指定されたバックアップのエネルギーソースを交換します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

456-IMPORTANT: The X in Bay Y cannot support the Scalable Persistent Memory backup
症状
456-重要：ベイ Y の X は、Scalable Persistent Memory のバックアップをサポートできません。論理
NVDIMM の永続性が失われました。
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原因
バックアップエネルギーソースの容量は、Scalable Persistent Memory バックアップ操作をサポートでき
なくなりました。
アクション
1. 指定されたバックアップのエネルギーソースを交換します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

457-FW Communication Issue
症状
457-FW 通信の問題 - FW と通信できません（エラーコード 0xX）。予期しない動作が発生している可能性
があります。
原因
システム ROM と指定されたファームウェアの間の通信インターフェイスに障害が発生しました。これ
は断続的で過渡的な通信障害によって引き起こされる可能性があります。問題が一貫して発生している
場合は、システム ROM と指定されたファームウェアの間にインターフェイスの非互換性がある可能性が
あります。
アクション
1. サーバーを再起動します。
2. サーバーの電源を切った後、再度、電源を入れます。
3. システム ROM と指定されたファームウェアをアップデートします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）
4. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

460-Correctable Memory Error Threshold Exceeded
症状
460-訂正可能なメモリエラーのしきい値を超えました。
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原因
• DIMM とソケット間の不正な電気的接触や電力レール変動などのシステム異常があります。
• DRAM セルが電気仕様を満たせないなど、コンポーネントに電気的劣化が見られます。
注意: DIMM を正しく処理できない場合、DIMM コンポーネントとシステムボードのコネクターに損
傷が発生する可能性があります。詳細については、以下に示す Hewlett Packard Enterprise の Web
サイトにある、該当製品トラブルシューティングガイドの DIMM の取り扱いのガイドラインを参照
してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting)

アクション
1. 次のいずれかを実行します。
• サーバーを再起動します。
• DIMM を取り外して、再度取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナン
ス&サービスガイドを参照してください。
◦ HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
◦ HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
2. システムファームウェアを更新します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）
3. 問題が解決されない場合は、DIMM を交換してください。
4. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

461-High rate of corrected memory errors, performance may be degraded
症状
461-訂正済みメモリエラーが高い頻度で発生しており、パフォーマンスが劣化している可能性がありま
す。

POST エラーメッセージ

112

原因
• DIMM とソケット間の不正な電気的接触や電力レール変動などのシステム異常があります。
• DRAM セルが電気仕様を満たせないなど、コンポーネントに電気的劣化が見られます。
注意: DIMM を正しく処理できない場合、DIMM コンポーネントとシステムボードのコネクターに損
傷が発生する可能性があります。詳細については、以下に示す Hewlett Packard Enterprise の Web
サイトにある、該当製品トラブルシューティングガイドの DIMM の取り扱いのガイドラインを参照
してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting)

アクション
1. DIMM を取り外して、再度取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
2. システムファームウェアを更新します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）
3. 問題が解決されない場合は、DIMM を交換してください。
4. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

462-Uncorrectable Memory Error Threshold Exceeded
症状
462-訂正不能なメモリエラーのしきい値を超えました。DIMM がマップから除外されており、現在使用で
きません。
原因
DIMM で障害が発生しつつあるか、すでに発生しました。
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注意: DIMM を正しく処理できない場合、DIMM コンポーネントとシステムボードのコネクターに損
傷が発生する可能性があります。詳細については、以下に示す Hewlett Packard Enterprise の Web
サイトにある、該当製品トラブルシューティングガイドの DIMM の取り扱いのガイドラインを参照
してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting)

アクション
1. DIMM を交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
2. UEFI システムユーティリティのシステム構成 > BIOS/プラットフォーム構成（RBSU） > メモリオプ
ションにアクセスし、[メモリの再マップ]を選択してシステムメモリを再マップします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/uefi/docs）にある
ご使用の製品の UEFI システムユーティリティユーザーガイドを参照してください。
3. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

463-Mirrored Memory Engaged
症状
463-訂正不能なメモリエラーのため、ミラーメモリを使用中です。
原因
アドバンストメモリプロテクションサブシステムが、メモリ障害を検出しました。ミラーメモリがアク
ティブになりました。
注意: DIMM を正しく処理できない場合、DIMM コンポーネントとシステムボードのコネクターに損
傷が発生する可能性があります。詳細については、以下に示す Hewlett Packard Enterprise の Web
サイトにある、該当製品トラブルシューティングガイドの DIMM の取り扱いのガイドラインを参照
してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting)

アクション
1. DIMM を取り外して、再度取り付けます。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
2. システムファームウェアをアップデートします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）
3. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

464-Online Spare Memory Copy Process Started for Faulty Module
症状
464-オンラインスペアメモリコピープロセスが障害のあるモジュールで開始されました。
原因
指定された DIMM が訂正可能エラーのしきい値を超えました。影響を受けたランクをターゲットとする
メモリアクセスは、同じチャネル上のスペアランクにリダイレクトされます。
注意: DIMM を正しく処理できない場合、DIMM コンポーネントとシステムボードのコネクターに損
傷が発生する可能性があります。詳細については、以下に示す Hewlett Packard Enterprise の Web
サイトにある、該当製品トラブルシューティングガイドの DIMM の取り扱いのガイドラインを参照
してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting)

アクション
1. DIMM を取り外して、再度取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
2. システムファームウェアを更新します。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）
3. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

465-Online Spare Memory Switchover Complete
症状
465-オンラインスペアメモリスイッチオーバーが完了しました
原因
過剰な数の訂正可能エラーを示しているランクと以前に予約されたスペアランク間のコピー/ECC 訂正操
作をスペアリングエンジンが完了すると、スペア完了操作が SMI で通知されます。
アクション
対応する必要はありません。

466-Correctable Memory Error Threshold Exceeded
症状
466-メモリチャネルエラー - 訂正可能なメモリエラーのしきい値を超えました。
原因
メモリチャネルで過剰な数のシングルビットエラーが検出されました。
注意: DIMM を正しく処理できない場合、DIMM コンポーネントとシステムボードのコネクターに損
傷が発生する可能性があります。詳細については、以下に示す Hewlett Packard Enterprise の Web
サイトにある、該当製品トラブルシューティングガイドの DIMM の取り扱いのガイドラインを参照
してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting)

アクション
1. 指定されたチャネルにある DIMM を取り外し、再び取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
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• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
2. システム ROM を更新します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）
3. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

467-Uncorrectable Error was detected on Processor X
症状
467-訂正不能エラーがプロセッサー X で検出されました。
原因
指定されたプロセッサーで訂正不能エラーが検出されました。
注意: プロセッサーの取り外しまたは交換を行う前に、ご使用の製品のトラブルシューティングガイ
ドの「プロセッサーのトラブルシューティングに関するガイドライン」のガイドラインに必ず従っ
てください。推奨されているガイドラインに従わないと、システムボードが損傷してシステムボー
ドの交換が必要になる場合があります。
アクション
1. エラーに関連するイベントのインテグレーテッドマネジメントログを確認し、推奨される操作に従っ
てください。
2. プロセッサーを取り付けなおしてください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
3. 問題が解決されない場合は、最新のファームウェアに更新してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
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• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）
4. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

468-Memory Channel Error - Correctable Memory Error Threshold Exceeded
症状
468-メモリチャネルエラー - 訂正可能なメモリエラーのしきい値を超えました。
原因
指定されたメモリチャネルで過剰な数のシングルビットエラーが検出されました。
注意: DIMM を正しく処理できない場合、DIMM コンポーネントとシステムボードのコネクターに損
傷が発生する可能性があります。詳細については、以下に示す Hewlett Packard Enterprise の Web
サイトにある、該当製品トラブルシューティングガイドの DIMM の取り扱いのガイドラインを参照
してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting)

アクション
1. DIMM を取り外して、再度取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
2. システムファームウェアを更新します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）
3. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
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詳しくは
サポートケースをオープンにする

469-Uncorrectable Error Detected on the Previous Boot
症状
469-前回の起動時に訂正不能エラーが検出されました。エラー情報はインテグレーテッドマネジメント
ログに記録されました。
原因
前回の起動時に訂正不能エラーが検出されました。
アクション
1. エラーに関連するイベントのインテグレーテッドマネジメントログを確認し、推奨される操作に従っ
てください。
2. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

470-SATA device on Controller X Port Y is unresponsive
症状
470-コントローラー X ポート Y の SATA デバイスが応答していません。
原因
• ケーブル接続が正しくないか、切断されています
• SATA デバイスで障害が発生しています
アクション
1. デバイスが正しくケーブル接続されていることを確認します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのユーザーガイ
ドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
2. 問題が解決されない場合は、SATA デバイスを交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
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471-IMPORTANT: UEFI Variable space is close to exceeding the nonvolatile storage
capacity
症状
471-重要：UEFI 変数空間が不揮発性ストレージ容量を超える容量に近づいています。これにより、OS イ
ンストールが影響を受け、特定のオプションを構成する機能に制限が生じる可能性があります。
原因
システムファームウェア、デバイスファームウェア、および UEFI 対応オペレーティングシステムで使用
するために UEFI 変数が格納されている不揮発性ストレージが、最大容量に近づいています。
アクション
1. UEFI 変数空間を減らすには、UEFI システムユーティリティで工場出荷時デフォルト設定をリストア
します：
a. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成（RBSU） > システ
ムデフォルトオプション > 工場デフォルト設定のリストアを選択します。
b. Enter を押します。
c. はい、デフォルト値にリストアしますを選択します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/uefi/docs）に
あるご使用の製品の UEFI システムユーティリティユーザーガイドを参照してください。

480-NVDIMM-N firmware updated
症状
480-重要：プロセッサー X、DIMM Y - NVDIMM-N のファームウェアがアップデートされました。現在の
バージョンは Z です。
原因
ファームウェアのアップデートに成功しました。
アクション
対応する必要はありません。

481-NVDIMM Error - Firmware Update Error
症状
481-NVDIMM エラー - ファームウェアアップデートエラー - プロセッサー X、DIMM Y（シリアル番号）。
NVDIMM-N ファームウェアがアップデートされませんでした。現在のバージョンは Z です。
原因
次のいずれかの理由により、ファームウェアアップデート操作が中断またはタイムアウトしました。
• NVDIMM コントローラーにハードウェアの問題があります。
• ファームウェアが破損しています。
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注意: DIMM を正しく処理できない場合、DIMM コンポーネントとシステムボードのコネクターに損
傷が発生する可能性があります。詳細については、以下に示す Hewlett Packard Enterprise の Web
サイトにある、該当製品トラブルシューティングガイドの DIMM の取り扱いのガイドラインを参照
してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting)

アクション
1. ファームウェアアップデートを再度実行してください。
2. 問題が解決されない場合は、NVDIMM を交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

482-NVDIMM Error - Invalid Firmware Image Detected
症状
482-NVDIMM エラー - 無効なファームウェアイメージが検出されました - プロセッサー X、DIMM Y（シ
リアル番号）。可能な場合は、NVDIMM-N をバックアップイメージに切り替えます。現在のバージョンは
Z です。
原因
• ファームウェアイメージが破損しています。
• ファームウェアイメージが正しいイメージではありません。
注意: DIMM を正しく処理できない場合、DIMM コンポーネントとシステムボードのコネクターに損
傷が発生する可能性があります。詳細については、以下に示す Hewlett Packard Enterprise の Web
サイトにある、該当製品トラブルシューティングガイドの DIMM の取り扱いのガイドラインを参照
してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting)

アクション
1. ファームウェアアップデートを再度実行してください。
2. 問題が解決されない場合は、NVDIMM を交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
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• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

483-NVDIMM Error - NVDIMMs cannot be initialized due to internal error
症状
483-NVDIMM エラー - NVDIMM は内部エラー（コード= X）のため初期化できません。NVDIMM の機能
が影響を受ける可能性があります。
原因
NVDIMM の初期化中に内部エラーが発生しました。NVDIMM の機能が完全に有効にならない可能性があ
ります。
アクション
1. システム ROM とイノベーションエンジンファームウェアを、最新のリビジョンに更新してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）
2. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

490-A critical system health error requires the system to be shut down
症状
490-システムヘルスエラーが発生しました。重大なシステムヘルスエラーの場合は、システムをシャット
ダウンする必要があります。
原因
クリティカルな状態が iLO ファームウェアによって検出された場合、システムをシャットダウンする必要
があります。
アクション
1. エラーに関連するイベントのインテグレーテッドマネジメントログを確認し、推奨される操作に従っ
てください。
2. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
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詳しくは
サポートケースをオープンにする

491-A critical system health error has kept the system from booting
症状
491-システムヘルスエラーが発生しました。重大なシステムヘルスエラーによってシステムの起動が妨
げられています。
システムが停止しました。
原因
重大なシステムヘルスエラーによってシステムの起動が妨げられています。
アクション
1. エラーに関連するイベントのインテグレーテッドマネジメントログを確認し、推奨される操作に従っ
てください。
2. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

5xx のメッセージ
500-ASR NMI Detected - The Automatic Server Recovery (ASR) NMI has been signaled
症状
500-ASR NMI が検出されました - 自動サーバー復旧（ASR）NMI が（システム構成ポリシーごとに）通
知されました。
原因
サーバーは、ASR 失効の指定時間（秒）前に NMI を生成するように設定されています。
アクション
1. オペレーティングシステムのログを調べ、システムが応答していない理由を特定します。
2. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

501-IPMI Watchdog NMI Detected - The IPMI Watchdog NMI has been signaled
症状
501-IPMI ウォッチドッグ NMI が検出されました - IPMI ウォッチドッグ NMI が（システム構成ポリシー
ごとに）通知されました。
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原因
サーバーは、IPMI ウォッチドッグタイマー失効の指定時間（秒）前に NMI を生成するように設定されて
います。
アクション
1. オペレーティングシステムのログを調べ、システムが応答していない理由を特定します。
2. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

502-Application Watchdog NMI Detected - The Application Watchdog NMI has been
signaled
症状
502-アプリケーションウォッチドッグ NMI が検出されました - アプリケーションウォッチドッグ NMI が
（システム構成ポリシーごとに）通知されました。
原因
サーバーは、アプリケーションウォッチドッグタイマー失効の指定時間（秒）前に NMI を生成するよう
に設定されています。
アクション
1. オペレーティングシステムのログを調べ、システムが応答していない理由を特定します。
2. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

510-The installed number of DIMMs on one or more processors results in an
unbalanced memory configuration
症状
510-1 つまたは複数のプロセッサーにインストールされている DIMM の数が、メモリコントローラー間
で、不均衡なメモリ構成となっています。これにより、メモリ性能が最適でなくなることがあります。
原因
特定の DIMM 構成では、プロセッサー内でのメモリコントローラー間で不均衡なメモリ取り付けとなりま
す。BIOS はこれらの構成を検出し、これらの構成が性能に与える影響の可能性について、警告を表示し
ます。
アクション
Hewlett Packard Enterprise では、最適な性能を実現するために、均衡のとれた構成で DIMM を取り付け
ることをお勧めします。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/docs/memory-populationrules）にあるメモリの取り付けに関するルールを参照してください。

511-One or more DIMMs have been mapped out due to a memory error
症状
511-1 つまたは複数の DIMM がメモリエラーのためにマップから除外され、メモリコントローラー間で不
均衡なメモリ構成となっています。これにより、メモリ性能が最適でなくなることがあります。
原因
1 つまたは複数の DIMM が、エラー状態のためにシステムのメモリマップから削除されました。これによ
り、プロセッサー内でのメモリコントローラー間で不均衡なメモリ取り付けの DIMM が構成されます。
BIOS はこれらの条件を検出し、性能に与える影響の可能性についての警告を表示します。
アクション
Hewlett Packard Enterprise では、最適な性能を実現するために、均衡のとれた構成で DIMM を取り付け
ることをお勧めします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/docs/memory-populationrules）にあるメモリの取り付けに関するルールを参照してください。

520-Backplane Configuration Error
症状
520-バックプレーンの構成エラー：ストレージコントローラーが不正なドライブバックプレーンに取り付
けられています。コントローラーは使用できません。
原因
サポートされていないバックプレーンの構成が検出されました。
アクション
• 指定されたバックプレーンに、ストレージコントローラーを取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのユーザーガイ
ドを参照してください。
◦ HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
◦ HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
• サポートされているバックプレーンと交換します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/qs）にある
QuickSpecs を参照してください。

520-Backplane Configuration Error
症状
520-バックプレーンの構成エラー: サポートされていないドライブバックプレーンの構成が検出されまし
た。
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原因
サポートされていないバックプレーンの構成が検出されました。
アクション
1. ドライブバックプレーンをサポートされている構成で取り付けてください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのユーザーガイ
ドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

530-Core Boost Technology Disabled
症状
530-Core Boost テクノロジーが無効になっています。
原因
パフォーマンス強化のために Core Boosting を利用できるプロセッサーを BIOS が検出しましたが、オプ
ションが無効になっています。
アクション
• UEFI システムユーティリティで Core Boost テクノロジーオプションを有効にします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/uefi/docs）にある
ご使用の製品の UEFI システムユーティリティユーザーガイドを参照してください。
• システムの製造時デフォルト設定を復元します。

531-Core Boost Technology missing required iLO License
症状
531-Core Boost テクノロジーに必要な iLO ライセンスがありません。
原因
パフォーマンス強化のために Core Boosting を利用できるプロセッサーを BIOS が検出しましたが、必要
な iLO ライセンスがインストールされていません。
アクション
Core Boost テクノロジーを有効にするために iLO Advanced ライセンスをインストールします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/support/ilo-docs）にある
HPE iLO Licensing Guide を参照してください。

540-HPE Persistent Memory - Processor X DIMM Y
症状
540-HPE Persistent Memory - プロセッサー X DIMM Y。ファームウェアバージョン Z が古くなっていま
す。
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原因
指定された HPE Persistent Memory モジュールが、システム ROM で推奨バージョンよりも低いコント
ローラーでファームウェアを実行しています。
アクション
1. 最小推奨レベルにファームウェアをアップデートしてください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）

550-Box X, Bay Y - NVMe firmware updated
症状
550-ボックス X、ベイ Y - NVMe ファームウェアがバージョン A からバージョン B に更新されました。
原因
指定されたデバイスに対するファームウェアアップデートが正常に完了しました。
アクション
対応する必要はありません。

551-Firmware Update Error - Box X, Bay Y
症状
551-ファームウェアアップデートエラー - ボックス X、ベイ Y - NVMe ファームウェアがアップデートさ
れませんでした。現在のバージョンは Z です。
原因
ファームウェアアップデートでエラーが発生し、正常に完了しませんでした。
アクション
1. ファームウェアアップデートを再度実行してください。
2. 問題が解決されない場合は、指定されたデバイスを交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
3. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
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詳しくは
サポートケースをオープンにする

552-Processor X, DIMM Y - HPE Persistent Memory Module firmware updated
症状
552-プロセッサー X、DIMM Y - HPE Persistent Memory モジュールがバージョン A からバージョン B に
アップデートされました。
原因
指定されたデバイスに対するファームウェアアップデートが正常に完了しました。
アクション
対応する必要はありません。

553-Firmware Update Error - Processor X, DIMM Y
症状
553-ファームウェアアップデートエラー - プロセッサー X、DIMM Y - HPE Persistent Memory Module
ファームウェアがアップデートされませんでした。現在のバージョンは Z です。
原因
ファームウェアアップデートでエラーが発生し、正常に完了しませんでした。
注意: DIMM と HPE Persistent Memory モジュールを正しく処理できない場合、メモリコンポーネン
トとシステムボードのコネクターに損傷が発生する可能性があります。詳しくは、以下の Web サイ
トにある、該当製品トラブルシューティングガイドの取り扱いのガイドラインを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

アクション
1. ファームウェアアップデートを再度実行してください。
2. 問題が解決されない場合は、HPE Persistent Memory モジュールを交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
3. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする
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554-X firmware updated
症状
554-ファームウェアがバージョン A からバージョン B に更新されました。
原因
指定されたデバイスに対するファームウェアアップデートが正常に完了しました。
アクション
対応する必要はありません。

555-Firmware Update Error - Trusted Platform Module
症状
555-ファームウェアアップデートエラー - Trusted Platform Module ファームウェアがアップデートされ
ませんでした。現在のバージョンは Z です。
原因
ファームウェアアップデートでエラーが発生し、正常に完了しませんでした。
アクション
1. ファームウェアアップデートを再度実行してください。
2. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

557-Firmware Update Error - Server Platform Services
症状
557-ファームウェアアップデートエラー - サーバープラットフォームサービスのファームウェアが更新
されませんでした。現在のバージョンは Z です。
原因
ファームウェアアップデートでエラーが発生し、正常に完了しませんでした。
アクション
1. ファームウェアアップデートを再度実行してください。
2. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする
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558-X PCIe device firmware updated
症状
558-X PCIe デバイスファームウェアがバージョン A からバージョン B に更新されました。
原因
指定されたデバイスに対するファームウェアアップデートが正常に完了しました。
アクション
対応する必要はありません。

559-Firmware Update Error - PCIe device firmware not updated
症状
559-ファームウェアアップデートエラー - X Y - PCIe デバイスファームウェアがアップデートされませ
んでした。現在のバージョンは Z です。
原因
ファームウェアアップデートでエラーが発生し、正常に完了しませんでした。
アクション
1. ファームウェアアップデートを再度実行してください。
2. ファームウェアイメージが指定したデバイスに対して有効であることを確認します。
3. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

560-HPE Persistent Memory Configuration Error - Processor X DIMM Y
症状
560-HPE Persistent Memory 構成エラー - プロセッサー X DIMM Y。示された PMM はサポートされてい
ません。影響を受けるチャネルはマップから除外されました。DIMM A と B は使用できません。
原因
指定された HPE Persistent Memory モジュール（PMM）のステッピング、リビジョン、または容量がサ
ポートされていません。
注意: DIMM と HPE Persistent Memory モジュールを正しく処理できない場合、メモリコンポーネン
トとシステムボードのコネクターに損傷が発生する可能性があります。詳しくは、以下の Web サイ
トにある、該当製品トラブルシューティングガイドの取り扱いのガイドラインを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
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アクション
1. HPE Persistent Memory モジュールを取り外します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
2. サポートされているステッピング、リビジョン、または容量を持つ HPE Persistent Memory モジュー
ルを取り付けてください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/docs/memorypopulation-rules）にあるメモリの取り付けに関するルールを参照してください。

561-HPE Persistent Memory Configuration Error - Processor X DIMM Y
症状
561-HPE Persistent Memory 構成エラー - プロセッサー X DIMM Y。PMM が存在する場合は、プロセッ
サー X に少なくとも 1 つの RDIMM/LRDIMM が取り付けられている必要があります。
原因
HPE Persistent Memory モジュール（PMM）が存在する場合は、プロセッサーソケットごとに少なくとも
1 つの RDIMM/LRDIMM が取り付けられている必要があります。
注意: DIMM と HPE Persistent Memory モジュールを正しく処理できない場合、メモリコンポーネン
トとシステムボードのコネクターに損傷が発生する可能性があります。詳しくは、以下の Web サイ
トにある、該当製品トラブルシューティングガイドの取り扱いのガイドラインを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

アクション
指定されたプロセッサーに RDIMM または LRDIMM を取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/docs/memory-populationrules）にあるメモリの取り付けに関するルールを参照してください。

562-HPE Persistent Memory Configuration Error - Processor 1 DIMM Y
症状
562-HPE Persistent Memory 構成エラー - プロセッサー 1 DIMM Y。PMM が存在する場合、プロセッ
サー 1 DIMM Y には RDIMM/LRDIMM が必要です。
原因
HPE Persistent Memory モジュール（PMM）が存在する場合、プロセッサー 1 には指定されたスロット
に RDIMM または LRDIMM が必要です。
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注意: DIMM と HPE Persistent Memory モジュールを正しく処理できない場合、メモリコンポーネン
トとシステムボードのコネクターに損傷が発生する可能性があります。詳しくは、以下の Web サイ
トにある、該当製品トラブルシューティングガイドの取り扱いのガイドラインを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

アクション
プロセッサー 1 の指定されたスロットに RDIMM または LRDIMM を取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/docs/memory-populationrules）にあるメモリの取り付けに関するルールを参照してください。

563-HPE Persistent Memory Configuration Error - Processor X DIMM Y
症状
563-HPE Persistent Memory 構成エラー - プロセッサー X DIMM Y。PMM が存在する場合、指定された
DIMM はサポートされません。
原因
HPE Persistent Memory モジュール（PMM）が存在する場合、指定された DIMM はサポートされません。
注意: DIMM と HPE Persistent Memory モジュールを正しく処理できない場合、メモリコンポーネン
トとシステムボードのコネクターに損傷が発生する可能性があります。詳しくは、以下の Web サイ
トにある、該当製品トラブルシューティングガイドの取り扱いのガイドラインを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

アクション
指定された DIMM をサポートされるオプションに交換します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/docs/memory-populationrules）にあるメモリの取り付けに関するルールを参照してください。

564-HPE Persistent Memory Configuration Error - Processor X DIMM Y
症状
564-HPE Persistent Memory 構成エラー - プロセッサー X DIMM Y。2 つの PMM が同じチャネルに取り
付けられています。
原因
2 つの HPE Persistent Memory モジュール（DIMM）が同じメモリチャネルに取り付けられています。メ
モリチャネルにつき 1 つのみを取り付けることができます。
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注意: DIMM と HPE Persistent Memory モジュールを正しく処理できない場合、メモリコンポーネン
トとシステムボードのコネクターに損傷が発生する可能性があります。詳しくは、以下の Web サイ
トにある、該当製品トラブルシューティングガイドの取り扱いのガイドラインを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

アクション
1. どちらかの HPE Persistent Memory モジュールを取り外してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
追加情報については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/docs/
memory-population-rules）にあるメモリの取り付けに関するルールを参照してください。

565-HPE Persistent Memory Configuration Error - Processor X
症状
565-HPE Persistent Memory 構成エラー - プロセッサー X。間違った順番で同じチャネルに PMM と
RDIMM/LRDIMM が取り付けられています。影響を受けるチャネルはマップから除外されました。DIMM
Y と Z は使用できません。
原因
白色のスロット内ではなく、通常の DIMM として同じメモリチャネルに、HPE Persistent Memory モ
ジュール（DIMM）が取り付けられています。RDIMM または LRDIMMPMM として同じチャネルにある場
合、PMM は黒色のスロット内に取り付ける必要があります。
注意: DIMM と HPE Persistent Memory モジュールを正しく処理できない場合、メモリコンポーネン
トとシステムボードのコネクターに損傷が発生する可能性があります。詳しくは、以下の Web サイ
トにある、該当製品トラブルシューティングガイドの取り扱いのガイドラインを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

アクション
1. 指定された DIMM と HPE Persistent Memory モジュールを取り外します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
2. HPE Persistent Memory モジュールを黒色のスロットに、RDIMM または LRDIMM を白色のスロット
に取り付けます。

POST エラーメッセージ

133

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/docs/memorypopulation-rules）にあるメモリの取り付けに関するルールを参照してください。

566-Unsupported DIMM Configuration Detected - Processor X DIMM Y
症状
566-サポートされていない DIMM 構成が検出されました - プロセッサー X、DIMM Y。HPE Persistent
Memory モジュールがシステムに存在する場合にのみ、Dual Die パッケージ LRDIMM がサポートされま
す。
原因
指定された DIMM は Dual Die パッケージ LRDIMM です。これらの DIMM は、HPE Persistent Memory モ
ジュールもシステムに存在する場合にのみサポートされます。
注意: DIMM と HPE Persistent Memory モジュールを正しく処理できない場合、メモリコンポーネン
トとシステムボードのコネクターに損傷が発生する可能性があります。詳しくは、以下の Web サイ
トにある、該当製品トラブルシューティングガイドの取り扱いのガイドラインを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

アクション
1. 指定された DIMM を取り外すか、サーバーに HPE Persistent Memory モジュールを取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
追加情報については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/docs/
memory-population-rules）にあるメモリの取り付けに関するルールを参照してください。

567-HPE Persistent Memory Configuration Error - Processor X DIMM Y
症状
567-HPE Persistent Memory 構成エラー - プロセッサー X DIMM Y。PMM がソケットの最初のメモリコ
ントローラーに取り付けられていません。
原因
指定された HPE Persistent Memory モジュール（PMM）がプロセッサーソケットの最初のメモリコント
ローラーに取り付けられていません。他のメモリコントローラーをソケットに取り付ける前に、このメモ
リコントローラーを取り付ける必要があります。
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注意: DIMM と HPE Persistent Memory モジュールを正しく処理できない場合、メモリコンポーネン
トとシステムボードのコネクターに損傷が発生する可能性があります。詳しくは、以下の Web サイ
トにある、該当製品トラブルシューティングガイドの取り扱いのガイドラインを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

アクション
1. コントローラーの他のスロットに取り付ける前に、最初のメモリコントローラーの指定されたスロッ
トに HPE Persistent Memory モジュールを取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのユーザーガイ
ドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
追加情報については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/docs/
memory-population-rules）にあるメモリの取り付けに関するルールを参照してください。

568-HPE Persistent Memory Configuration Error - Processor X DIMM Y
症状
568-HPE Persistent Memory 構成エラー - プロセッサー X DIMM Y。PMM がプロセッサー 1 に取り付け
られていません。
原因
他のプロセッサーに取り付ける前に、プロセッサー 1 に HPE Persistent Memory モジュール（PMM）を
取り付ける必要があります。
注意: DIMM と HPE Persistent Memory モジュールを正しく処理できない場合、メモリコンポーネン
トとシステムボードのコネクターに損傷が発生する可能性があります。詳しくは、以下の Web サイ
トにある、該当製品トラブルシューティングガイドの取り扱いのガイドラインを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

アクション
1. プロセッサー 1 に HPE Persistent Memory モジュールを取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのユーザーガイ
ドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
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追加情報については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/docs/
memory-population-rules）にあるメモリの取り付けに関するルールを参照してください。

569-HPE Persistent Memory Configuration Error - Processor X
症状
569-HPE Persistent Memory 構成エラー - プロセッサー X。RDIMM/LRDIMM 対 PMM 容量の比率が 1:Y
であり、現在の PMM 構成で最適な 1:4～1:16 の範囲内ではありません。
原因
RDIMM/LRDIMM 対 HPE Persistent Memory モジュール（PMM）容量の比率が現在の構成において最適
ではありません。
注意: DIMM と HPE Persistent Memory モジュールを正しく処理できない場合、メモリコンポーネン
トとシステムボードのコネクターに損傷が発生する可能性があります。詳しくは、以下の Web サイ
トにある、該当製品トラブルシューティングガイドの取り扱いのガイドラインを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

アクション
次のいずれかを実行します。
• RDIMM/LRDIMM 対 HPE Persistent Memory モジュール容量の比率が 1:4 以上（1:16 以下）になるよ
うに、指定されたプロセッサーに低い RDIMM/LRDIMM 容量を取り付けます。
• より多くの揮発性容量を確保できるように、Persistent Memory の目標構成を変更してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/persistentmemorydocs）にある HPE Persistent Memory User Guide を参照してください。

570-HPE Persistent Memory Configuration Error - Processor X
症状
570-HPE Persistent Memory 構成エラー - プロセッサー X。3DS LRDIMM は、現在の PMM 構成でサポー
トされていません。
原因
3DS LRDIMM は、HPE Persistent Memory モジュール（PMM）が同じプロセッサー上にあり、揮発性領
域と永続領域が混在して構成されている場合は、プロセッサーでサポートされません。
注意: DIMM と HPE Persistent Memory モジュールを正しく処理できない場合、メモリコンポーネン
トとシステムボードのコネクターに損傷が発生する可能性があります。詳しくは、以下の Web サイ
トにある、該当製品トラブルシューティングガイドの取り扱いのガイドラインを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
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アクション
次のいずれかを実行します。
• 指定されたプロセッサーの 3DS LRDIMM を、サポートされている DIMM に交換します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
◦ HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
◦ HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
追加情報については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/docs/
memory-population-rules）にあるメモリの取り付けに関するルールを参照してください。
• 揮発性のみ、または永続性のみの領域を含むように目標構成を変更してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/persistentmemorydocs）にある HPE Persistent Memory User Guide を参照してください。

571-HPE Persistent Memory Configuration Error - Processor X
症状
571-HPE Persistent Memory 構成エラー - プロセッサー X。取り付けられているメモリは、メモリコント
ローラー間のバランスが適切ではなく、最適なパフォーマンスが得られない可能性があります。
原因
取り付けられているメモリは、メモリコントローラー間のバランスが適切ではありません。
注意: DIMM と HPE Persistent Memory モジュールを正しく処理できない場合、メモリコンポーネン
トとシステムボードのコネクターに損傷が発生する可能性があります。詳しくは、以下の Web サイ
トにある、該当製品トラブルシューティングガイドの取り扱いのガイドラインを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

アクション
1. メモリコントローラー間で同じ DIMM と HPE Persistent Memory モジュールを取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのユーザーガイ
ドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
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追加情報については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/docs/
memory-population-rules）にあるメモリの取り付けに関するルールを参照してください。

572-HPE Persistent Memory Configuration Error - Processor X
症状
572-HPE Persistent Memory 構成エラー - プロセッサー X。RDIMM/LRDIMM 対 PMM 容量の比率が 1:Y
であり、現在の PMM 構成で最適な 1:4～1:16 の範囲内ではありません。
原因
RDIMM/LRDIMM 対 HPE Persistent Memory モジュール（PMM）容量の比率が現在の構成において最適
ではありません。
注意: DIMM と HPE Persistent Memory モジュールを正しく処理できない場合、メモリコンポーネン
トとシステムボードのコネクターに損傷が発生する可能性があります。詳しくは、以下の Web サイ
トにある、該当製品トラブルシューティングガイドの取り扱いのガイドラインを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

アクション
次のいずれかを実行します。
• RDIMM/LRDIMM 対 PMM 容量の比率が 1:4 以上（1:16 以下）になるように、指定されたプロセッサー
により多くの RDIMM/LRDIMM 容量を取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのユーザーガイ
ドを参照してください。
◦ HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
◦ HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
追加情報については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/docs/
memory-population-rules）にあるメモリの取り付けに関するルールを参照してください。
• より少ない揮発性容量を確保できるように、目標構成を変更してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/persistentmemorydocs）にある HPE Persistent Memory User Guide を参照してください。

573-HPE Persistent Memory Configuration Error - Processor X
症状
573-HPE Persistent Memory 構成エラー - プロセッサー X。メモリーモードをサポートするには、揮発性
容量を持つ少なくとも 1 つの PMM と、1 つの RDIMM/LRDIMM を、各メモリコントローラーに取り付け
る必要があります。システムはアプリケーション直接モードで動作します。
原因
現在の構成は、メモリーモードをサポートしていません。
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注意: DIMM と HPE Persistent Memory モジュールを正しく処理できない場合、メモリコンポーネン
トとシステムボードのコネクターに損傷が発生する可能性があります。詳しくは、以下の Web サイ
トにある、該当製品トラブルシューティングガイドの取り扱いのガイドラインを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

アクション
1. サポートされる構成で HPE Persistent Memory モジュール（PMM）と DIMM を取り付けてください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのユーザーガイ
ドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
追加情報については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/docs/
memory-population-rules）にあるメモリの取り付けに関するルールを参照してください。
2. 揮発性容量で HPE Persistent Memory モジュールを構成します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/persistentmemorydocs）にある HPE Persistent Memory User Guide を参照してください。

574-HPE Persistent Memory Configuration Error
症状
574-HPE Persistent Memory 構成エラー。プロセッサー X の PMM の容量が異なります。
原因
異なる容量の HPE Persistent Memory モジュール（PMM）がサーバーに取り付けられています。
注意: DIMM と HPE Persistent Memory モジュールを正しく処理できない場合、メモリコンポーネン
トとシステムボードのコネクターに損傷が発生する可能性があります。詳しくは、以下の Web サイ
トにある、該当製品トラブルシューティングガイドの取り扱いのガイドラインを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

アクション
1. 同じ容量の HPE Persistent Memory モジュールのみをサーバーに取り付けてください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのユーザーガイ
ドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
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追加情報については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/docs/
memory-population-rules）にあるメモリの取り付けに関するルールを参照してください。

575-HPE Persistent Memory Configuration Error - Processor X DIMM Y
症状
575-HPE Persistent Memory 構成エラー - プロセッサー X DIMM Y は、ファームウェアエラーコード Z の
ため、目標構成を適用できませんでした。
原因
HPE Persistent Memory モジュール（PMM）ファームウェアで発生したエラーのため、リクエストされた
HPE Persistent Memory の目標構成を適用できませんでした。
注意: DIMM と HPE Persistent Memory モジュールを正しく処理できない場合、メモリコンポーネン
トとシステムボードのコネクターに損傷が発生する可能性があります。詳しくは、以下の Web サイ
トにある、該当製品トラブルシューティングガイドの取り扱いのガイドラインを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

アクション
1. 表示されたファームウェアエラーコードを確認してください。
2. エラーに関連するイベントのインテグレーテッドマネジメントログを確認し、推奨される操作に従っ
てください。
3. すべての HPE Persistent Memory モジュールが正常な状態であり、同じファームウェアリビジョンで
あることを確認してください。
4. HPE Persistent Memory エラーログを確認し、追加情報がないか調べてください。
5. 目標構成を構築するために、サポートされている HPE Persistent Memory ツールが使用されたかを確
認してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/persistentmemorydocs）にある HPE Persistent Memory User Guide を参照してください。
6. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

576-HPE Persistent Memory Configuration Error - Processor X DIMM Y
症状
576-HPE Persistent Memory 構成エラー - DIMM が見つからないため、または DIMM 構成エラーのため、
プロセッサー X DIMM Y で目標構成を適用できませんでした。
原因
目標構成を適用しようとしたときに、DIMM または DIMM 構成が失われたか、マップから解除されまし
た。
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アクション
1. エラーに関連するイベントのインテグレーテッドマネジメントログを確認し、推奨される操作に従っ
てください。
2. すべての HPE Persistent Memory モジュールが正常な状態であり、同じファームウェアリビジョンで
あることを確認してください。
3. HPE Persistent Memory エラーログを確認し、追加情報がないか調べてください。
4. 目標構成を構築するために、サポートされている HPE Persistent Memory ツールが使用されたかを確
認してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/persistentmemorydocs）にある HPE Persistent Memory User Guide を参照してください。
5. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

577-HPE Persistent Memory Configuration Error - Processor X DIMM Y
症状
577-HPE Persistent Memory 構成エラー - プロセッサー X DIMM Y は、メモリソースが不足しているた
め、目標構成を適用できませんでした。
原因
リクエストされたメモリで、目標構成を適用できませんでした。
アクション
1. すべての HPE Persistent Memory モジュールが存在し、マップされていることを確認してください。
2. 問題が解決されない場合は、HPE Persistent Memory モジュールのファームウェアを更新します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/persistentmemorydocs）にある HPE Persistent Memory User Guide を参照してください。
3. 問題が解決されない場合は、より小さいパーティションサイズまたは追加の HPE Persistent Memory
モジュールで目標構成を再試行してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/docs/memorypopulation-rules）にあるメモリの取り付けに関するルールを参照してください。
4. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

578-HPE Persistent Memory Configuration Error - Processor X DIMM Y
症状
578-HPE Persistent Memory 構成エラー - プロセッサー X DIMM Y は、メモリインターリーブエラーのた
め、目標構成を適用できませんでした。
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原因
リクエストされた HPE Persistent Memory の目標構成を、リクエストされたインターリーブ設定で適用で
きませんでした。
アクション
1. すべての HPE Persistent Memory モジュールが存在し、マップされていることを確認してください。
2. 問題が解決されない場合は、HPE Persistent Memory モジュールのファームウェアを更新します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/persistentmemorydocs）にある HPE Persistent Memory User Guide を参照してください。
3. 問題が解決されない場合は、異なる目標構成で再試行してください。
4. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

579-HPE Persistent Memory Configuration Error - Processor X DIMM Y
症状
579-HPE Persistent Memory 構成エラー - プロセッサー X DIMM Y - HPE Memory モジュールは、前回の
起動で障害を報告しました。
原因
データがモジュール上の永続的メディアに保存できるようになる前に、予期せぬ電源損失が発生しまし
た。
アクション
1. エラーに関連するイベントのインテグレーテッドマネジメントログを確認し、推奨される操作に従っ
てください。
2. 問題が解決されない場合は、システム ROM とシステムプログラマブルロジックデバイスのバージョン
が最新であることを確認してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）
3. 電源が機能していることを確認し、必要に応じて交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
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581-Persistent Memory Integrity Check initiated
症状
581-Persistent Memoryno 整合性チェックがシステムで開始されました。この操作には数分かかる場合が
あります。
原因
システムファームウェアに、オペレーティングシステムに提示する訂正不能な Persistent Memory エラー
の完全なログがありません。OS で完全なリストを使用できるようにするため、システム内のすべての
Persistent Memory で整合性チェックが開始されました。
このエラーは、以下のいずれかが原因で発生する場合があります。
• Persistent Memory ドレス範囲スクラブオプションが無効になっている。
• システムによって処理される前に、Persistent Memory エラーが発生した。
アクション
オペレーティングシステムを起動する前に、整合性チェックを完了させてください。

582-The System Programmable Logic Device revision does not meet minimum
requirements
症状
582-このシステムのシステムプログラマブルロジックデバイスのリビジョンが HPE Persistent Memory
で動作するための最小要件を満たしていません。
原因
System Programmable Logic Device（CPLD）のバージョンが HPE Persistent Memory をサポートしてい
ません。正しいバージョンの System Programmable Logic Device がインストールされるまで、HPE
Persistent Memory モジュールを有効にすることはできません。
次のバージョン以降の System Programmable Logic Device が必要です。
• HPE Synergy 480 Gen10 コンピュートモジュールの場合は CPLD 0x0D（およびこれ以降）
• HPE Synergy 660 Gen10 コンピュートモジュールの場合は CPLD 0x1C（およびこれ以降）
アクション
1. サーバーにインストールされている System Programmable Logic Device のバージョンを確認します。
詳しくは、システムプログラマブルロジックデバイスのバージョンの表示を参照してください。
2. System Programmable Logic Device のリビジョンがサポートされているリビジョンではない場合、次
のいずれかを実行します。
• サポートされているサーバーに HPE Persistent Memory をインストールして構成します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information Library（https://www.hpe.com/info/synergydocs）のサーバーユーザーガイドを参照してください。
• System Programmable Logic Device をサポートされているバージョンにアップグレードします。
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詳しくは、Customer Notice（https://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_naa00076367en_us）を参照してください。

16xx のメッセージ
1626-Unsupported Power Supply Configuration
症状
1626-サポートされていない電源装置構成 – サポートされていない電源装置が検出されました。
原因
サポートされていない電源装置がエンクロージャーに取り付けられています。
アクション
1. 電源装置を取り外し、サポートされているモデルと交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
2. サポートされているオプションを確認するには、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://
www.hpe.com/info/qs）にある製品の QuickSpecs を参照してください。

1636-Trusted Platform Module Error
症状
1636-Trusted Platform Module エラー
原因
• TPM はサーバーで使用できません。
• TPM に障害が発生しました。
アクション
1. サーバーを再起動します。
2. サービス窓口から新しいシステムボードと TPM ボードを取り寄せてください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）にあるご使用の製品のトラブルシューティングガイドの「TPM が故障しているか
検出されない」を参照してください。
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1637-Unsupported option enabled
症状
1637-サポートされていないオプションが有効 - プラットフォームトラストテクノロジ（PTT）は、この
サーバーではサポートされていません。以前のシステム ROM のリビジョンでは、このオプションを有効
にできますが、チップセットの問題で、この機能が確実に動作しない場合があります。PTT を無効にする
必要があります。
原因
プラットフォームトラストテクノロジー（PTT）は、このサーバーではサポートされません。
アクション
1. BIOS/OS レベルで、TPM に依存する機能を無効にします。
2. PTT を無効にします。
PTT を無効にするオプションにアクセスするには、UEFI システムユーティリティで CTRL-A を押しま
す。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/uefi/docs）にある
ご使用の製品の UEFI システムユーティリティユーザーガイドを参照してください。

17xx のメッセージ
1703-Slot X Drive Array controller - Memory Self-Test Error
症状
1703-スロット X のドライブアレイコントローラー - メモリ自己テストエラー。すべてのストレージへ
のアクセスが無効になっています。
原因
• コントローラーのファームウェアが古くなっています。
• コントローラーのファームウェアが失敗しました。
アクション
1. 最新のファームウェアにアップグレードしてください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）
2. 問題が解決されない場合は、キャッシュモジュールまたはコントローラーを交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
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• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

1707-Slot X Drive Array Controller
症状
1707-スロット X のドライブアレイコントローラー - Bootstrap NVRAM チェックサムが無効です。
原因
指定されているコントローラー上の Bootstrap NVRAM が壊れているかまたは無効です。
アクション
1. コントローラーファームウェアを更新します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）
2. 問題が解決されない場合は、コントローラーを交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

1708-Slot X Drive Array Controller
症状
1708-スロット X のドライブアレイコントローラー - Bootstrap NVRAM がバックアップから復元されま
した。システムの再起動が必要です。
原因
指定されているコントローラーの Bootstrap NVRAM が、次のいずれかの方法で復元されました。
• 壊れていると判定され、バックアップコピーが復元されました。
• 新しいバージョンを入手できたため、自動的に更新されました。
アクション
1. サーバーを再起動します。
2. 問題が解決されない場合は、コントローラーのファームウェアを更新してください。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）

1715-Slot # Drive Array Controller – Memory errors occurred
症状
1715-スロット#のドライブアレイコントローラー – コントローラーキャッシュのセルフテスト中に、メ
モリエラーが発生しました。
原因
• コントローラーのファームウェアが古くなっています。
• コントローラーに障害が発生しました。
アクション
1. ファームウェアを更新します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）
2. 問題が解決されない場合は、コントローラーを交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

1716-Slot # Drive Array – Unrecoverable Media Errors Detected on Drives
症状
1716-スロット#のドライブアレイ - 以前の再構築またはバックグラウンドのサーフェス分析（ARM）ス
キャンで回復不能なメディアエラーが検出されました。エラーは、セクターの上書きの際に自動的に修正
されます。バックアップと復元をおすすめします。
原因
ドライブでメディアエラーが検出されていますが、フォールトトレランス機能が低下しているか、または
同じアレイ内にある別のドライブの同じ位置でメディアエラーが発生したために解決できません。この
ブロックアドレスが読み取られるときに、回復不能な読み取りエラーがオペレーティングシステムに返さ
れます。
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アクション
ドライブのデータをバックアップし、リストアします。影響を受けたブロックへのシーケンシャル書き込
み操作により、メディアエラーは解決されます。

1717-Slot X Drive Array – Disk Drives Reporting OVERHEATED Condition
症状
1717-スロット X ドライブアレイ – ディスクドライブは OVERHEATED 状態を報告しています：（この
メッセージの後にドライブのリストが続く）。
原因
このメッセージに示されているドライブは、現在過熱状態にあります。
アクション
1. ファンを調べ、ドライブ周辺の通気を確認します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの「一般的なファンの問題」を参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting)
2. アクセスパネルが取り外されている場合は取り付けてください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのユーザーガイ
ドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

1719-A controller failure event occurred
症状
1719–この電源投入の前に、コントローラーの障害イベントが発生しました。（前回のロックアップコー
ド = 0x####）
原因
サーバーの電源投入前にコントローラー障害イベントが発生しました。
アクション
1. コントローラーを最新のファームウェアのバージョンに更新します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
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• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）
2. 問題が解決されない場合は、コントローラーを交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

1720-Slot X Drive Array – S.M.A.R.T. Hard Drives Detect imminent failure
症状
1720-スロット X ドライブアレイ – S.M.A.R.T.ハードドライブは差し迫った障害を検出しました：（この
メッセージの後にドライブのリストが続く）。アレイの他のすべてのドライブがオンラインである場合を
除き、ドライブを交換しないでください。RAID 0 を使用している場合、ドライブを交換する前のデータ
をバックアップしてください。
解決方法 1
原因
SMART によるハードディスクドライブの障害予測状態が検出されました。将来、ドライブを交換しなけ
ればならない可能性があります。
アクション
このドライブにフォールトトレランス機能が設定されていない場合は、すべてのデータのバックアップを
作成してからドライブを交換した後、すべてのデータを復元してください。
解決方法 2
アクション
このドライブにフォールトトレランス機能が設定されている場合は、論理ドライブステータスが OK でな
い限り、このドライブを交換しないでください。

1727-Slot X Drive Array – New (or Previously Failed) Logical Drives Attachment
Detected
症状
1727-スロット X のドライブアレイ – 新しい（または以前に障害があった）論理ドライブの接続が検出
されました。
（このメッセージの後に、次のいずれかが続く場合がある。）
• 自動構成に失敗しました：論理ドライブの数が多すぎます
• 自動構成に失敗しました：RAID 5/6 ドライブアレイが移行されました
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原因
電源切断中にコントローラーに新たに接続されたドライブアレイを、コントローラーが検出しました。新
しい論理ドライブを追加するために、論理ドライブの設定情報が更新されました。サポートされる論理ド
ライブの最大数は 64 です。追加の論理ドライブを設定に追加できません。
アクション
HPE SSA を使用して論理ドライブの構成を確認してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/smartstorage-docs）
にある HPE Smart Storage Administrator ユーザーガイドを参照してください。

1733-Slot # Drive Array – Storage Enclosure Firmware Upgrade Problem Detected
症状
1733-スロット#のドライブアレイ – 次の位置で、ストレージエンクロージャーファームウェアのアップ
グレードの問題が検出されました。ポート#、ボックス#
（このメッセージの後に、次のいずれかが続く）
• エンクロージャーファームウェアのアップグレードが必要です - フラッシュコンポーネントを実行し
てください。
• 1 つまたは複数のコンポーネントのファームウェアバージョンを読み取ることができません。
原因
• インストールされているエンクロージャーファームウェアのバージョンが正しくありません。
• エンクロージャーファームウェアのアップグレードが必要です。
• エンクロージャーコンポーネントに障害が発生しました。
アクション
1. ストレージエンクロージャーファームウェアとコントローラーファームウェアをアップグレードしま
す。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）
2. 問題が解決されない場合は、影響を受けたエンクロージャーコンポーネントを交換します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
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1735-Slot # Drive Array – Unsupported Redundant Cabling Configuration Detected
症状
1735-スロット#のドライブアレイ – サポートされていない冗長ケーブル接続構成が検出されました。
この Smart Array ファームウェアバージョンは、同じエンクロージャー/ドライブへの複数のパスをサポー
トしていません。すべてのドライブへのアクセスが無効になっており、この状態は、冗長な SAS ケーブ
ルを抜き取るか、ファームウェアをデュアルドメインをサポートするバージョンに更新するまで続きま
す。
解決方法 1
原因
この Smart Array ファームウェアバージョンは、冗長ケーブル接続構成をサポートしていません。
アクション
1. 冗長な SAS ケーブルを抜き取ります。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのユーザーガイ
ドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

解決方法 2
アクション
1. ファームウェアを更新します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）

1754-Slot X Drive Array – One or more RAID levels are configured
症状
1754-スロット X のドライブアレイ – 1 つまたは複数の RAID レベルが構成されていますが、コントロー
ラーモデルが対応していないか、またはライセンスキーがアクティベーションされていないかまたは存在
していないためサポートされていません。ドライブを元のコントローラーに取り付けなおすか、ライセン
スキーを入力してください。
原因
• コントローラーモデルが、ドライブ上の構成をサポートしていません。
• ライセンスキーがアクティベーションされていないかまたは存在していません。
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アクション
1. 次のいずれかを実行します。
• ドライブを元のコントローラーに接続しなおします。
• 有効なライセンスキーを入力します。

1769-Slot X Drive Array – Drive(s) Disabled
症状
1769-スロット X のドライブアレイ – 拡張操作中に障害が発生したため、ドライブが無効になりました
（このメッセージの後に、次のいずれかの詳細情報が続く場合がある）：
• キャッシュモジュールが取り外されているか故障しています。拡張進行中のデータは失われました。
• 拡張進行中のデータをキャッシュモジュールから読み出せませんでした。
• 回復不能なドライブエラーにより拡張が破棄されました。
• キャッシュモジュールのエラーにより拡張が破棄されました。
"F1"キーを選択して、論理ドライブを無効にした状態で、動作を続行します。
"F2"キーを選択して、データの消失を受け入れ、論理ドライブを再度有効にします。
原因
アレイの拡張中にデータが失われました。このためドライブは一時的に無効になっています。次のいず
れかの問題により、容量拡張は失敗しました。
• キャッシュモジュールまたはハードディスクドライブが故障しているかまたは取り外されています。
拡張進行中のデータは失われました。
• 回復不能なドライブエラーにより拡張が破棄されました。
アクション
1. 次のいずれかを実行します。
• F1 キーを押して、論理ドライブを無効にした状態で、動作を続行します。
• F2 キーを押して、データの消失を受け入れ、論理ドライブを再度有効にします。必要に応じて、
バックアップからデータを復旧します。
特定のエラーに対する追加処置
• キャッシュモジュールが取り外されているか故障しています。拡張進行中のデータは失われまし
た。キャッシュモジュールが正しく取り付けられていることを確認します。必要な場合は交換し
ます。
• 回復不能なドライブエラーにより拡張が破棄されました。HPE SSA を使用して故障したディスク
を確認し、必要に応じて交換します。
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必要に応じて、バックアップからデータを復旧します。

1777-Slot X Drive Array – Storage Enclosure Problem Detected
症状
1777-スロット X のドライブアレイ – ストレージエンクロージャーの問題が検出されました
（このメッセージの後に、次のいずれかが続く。複数のメッセージが続く場合もある）：
• 冷却用ファンの誤動作が検出されました
• 過熱状態が検出されました
• 過熱を避けるためにサイドパネルを閉じる必要があります
• 冗長電源装置の誤動作が検出されました
• バックプレーンにサポートされていないタイプの ROM が取り付けられています
• エンクロージャープロセッサーが検出されていないかまたは応答していません - システムとストレー
ジエンクロージャーの電源を OFF にした後 ON に戻して、再度試みてください。エラーが解決しない
場合は、エンクロージャーのファームウェアをアップグレードするか、I/O モジュールを交換します。
• エキスパンダー付近でリンクエラーが検出されました
• エンクロージャーから不正なベイ情報を受け取りました
• 取り付けられているドライブが検出されていません。I/O モジュール 2 のみが存在します
解決方法 1
原因
冷却用ファンの誤動作が検出されました。
アクション
1. ファンの排気口に手を当てて、冷却ファンが動作しているかどうかを確認します。
2. ファンを取り付けなおしてください。
3. サイドパネルを閉じます。
4. 問題が解決されない場合は、ファンを交換してください。
解決方法 2
原因
過熱状態が検出されました。
アクション
1. 障害物の有無を確認します。
2. 内部のすべての接続を確認します。
3. ファンの排気口に手を当てて、冷却ファンが動作しているかどうかを確認します。
4. ファンを取り付けなおしてください。
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5. サイドパネルを閉じます。
6. 問題が解決されない場合は、ファンを交換してください。
解決方法 3
原因
過熱を避けるためにサイドパネルを閉じる必要があります。
アクション
1. 障害物の有無を確認します。
2. 内部のすべての接続を確認します。
3. サイドパネルを閉じます。
解決方法 4
原因
冗長電源装置の誤動作が検出されました。
アクション
1. LED を調べます。電源 LED が緑色ではなくオレンジ色で点灯している場合は、冗長電源装置が故障し
ています。
2. 電源装置を取り付けなおします。
3. 問題が解決されない場合は、電源装置を交換してください。
解決方法 5
原因
バックプレーンにサポートされていないタイプの ROM が取り付けられています。
アクション
1. コントローラーを取り付けなおします。
2. コントローラーのファームウェアを更新します。
3. 問題が解決されない場合は、コントローラーを交換してください。
4. 問題が解決されない場合は、ファームウェアを更新してください。
解決方法 6
原因
エンクロージャープロセッサーが検出されていないかまたは応答していません。

POST エラーメッセージ

154

アクション
1. システムおよびストレージエンクロージャーの電源を切ります。
2. システムおよびストレージエンクロージャーの電源を入れます。
3. 問題が解決されない場合は、ストレージエンクロージャーファームウェアをアップグレードしてくだ
さい。
4. それでも問題が解決されない場合は、I/O モジュールを交換してください。
解決方法 7
原因
エキスパンダー付近でリンクエラーが検出されました。
アクション
1. I/O モジュールを取り付けなおします。
2. I/O モジュールのケーブルを取り付けなおします。
3. 損傷している場合は、ケーブルを交換します。
4. 問題が解決されない場合は、I/O モジュールを交換してください。
解決方法 8
原因
エンクロージャーから不正なベイ情報を受け取りました。
アクション
1. I/O モジュールを取り付けなおします。
2. I/O モジュールのケーブルを取り付けなおします。
3. 損傷している場合は、ケーブルを交換します。
4. 問題が解決されない場合は、I/O モジュールを交換してください。
解決方法 9
原因
取り付けられているドライブが検出されていません。I/O モジュール 2 のみが存在します。
アクション
1. I/O モジュールを取り付けなおします。
2. I/O モジュールのケーブルを取り付けなおします。
3. 損傷している場合は、ケーブルを交換します。
4. 問題が解決されない場合は、I/O モジュール 1 を交換してください。
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1779-Slot X Drive Array – Logical drive(s) previously failed
症状
1779-スロット X のドライブアレイ – 論理ドライブで以前に障害が発生しました。
"F1"キーを選択して、論理ドライブを無効にした状態で、動作を続行します。
"F2"キーを選択して、データの消失を受け入れ、論理ドライブを再度有効にします。
（このメッセージの後に、次のいずれかが続く）
• データが消失した可能性があるため、論理ドライブは無効になりました。
• 論理ドライブは再度有効になりました。
交換用ドライブを取り付けた場合は、バックアップからデータを復元します。
原因
• フォールトトレランスレベルの許容台数を超えるドライブが無効に（または交換）されました。アレ
イを再構築できません。ドライブを交換していない場合、このメッセージは断続的なドライブの障害
を示します。
• システムの電源投入または電源切断が正しい手順で行われていませんでした。
アクション
1. 次のいずれかを実行します。
• F1 キーを押して、論理ドライブを無効にした状態で、動作を続行します。
• F2 キーを押して、データの消失を受け入れ、論理ドライブを再度有効にします。
2. ドライブを無効にしている問題を解決します。
3. ドライブを交換した場合は、バックアップからデータを復元します。

1783-Slot X Drive Array Controller Failure
症状
1783-スロット X のドライブアレイのコントローラーの障害
（このメッセージの後に、次のいずれかが続く）
• [ボード ID がプログラミングされていません（ROM またはコントローラーを交換します）]
• [I2C 読み取りエラー]
• [イメージチェックサムエラー]
• [整合性のないボリュームカウント 2]
• [整合性のないボリュームカウント（B）]
• [予期しないハードウェアリビジョン – ハードウェアの修正が必要]
• [サポートされていないタイプのフラッシュ ROM が取り付けられています]
• [iLO 通信メカニズムセルフテストエラー]
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• [プログラムバグ。パディングバイトが不十分（cmd=##h）]
• [不正な EEPROM タイプ]
• [初期化の失敗（cmd=##h、err=##h）]
• [コマンドの失敗（cmd=##h、err=##h）]
• [セルフテストの失敗（ErrCode=####h）]
• [I2C NVRAM の再構成の失敗]
• [PCI ブリッジの欠落]
• [PCI ブリッジが無効。システム ROM のバージョンを確認してください]
• [PDPI が見つかりません]
• [PDPI が無効。システム ROM のバージョンを確認してください]
• [ボード ID がプログラミングされていません]
原因
• コントローラーが正しく取り付けられていません。
• コントローラーのファームウェアが古くなっています。
• コントローラーに障害が発生しました。
アクション
1. コントローラーを PCI スロットに取り付けなおします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
2. コントローラーを最新のファームウェアのバージョンに更新します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）
3. 問題が解決されない場合は、コントローラーを交換してください。

1784-Slot X Drive Array – Drive Failure
症状
1784-スロット X のドライブアレイ - ドライブの故障。次のディスクドライブを交換する必要がありま
す：
ポート X、ボックス Y、ベイ Z
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原因
• ケーブルが正しく装着されていません。
• 正しく取り付けられていないか、故障しているドライブがあります。
修正方法
手順
1. すべてのケーブルが正しくしかもしっかりと接続されていることを確認します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの「接続不良の解決策」を参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting)
2. すべてのドライブが確実に固定されていることを確認します。
3. どのドライブに障害があるかを HPE SSA を使用して判断します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/smartstoragedocs）にある HPE Smart Storage Administrator ユーザーガイドを参照してください。
4. 障害が発生したコンポーネントを交換します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

1786-Slot X Drive Array Recovery Needed
症状
1786-スロット X のドライブアレイの復旧が必要です。次のドライブの自動データ復旧（再構築）が必要
です：ポート x、ボックス y、ベイ z
ドライブへのデータ復旧を行うには F1 キーを押します。ドライブへのデータ復旧を行わずに継続するに
は F2 キーを押します。
原因
障害が発生したドライブ、または交換用ドライブが、まだ再構築されていません。
アクション
1. 次のいずれかを実行します。
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• F1 キーを押して、そのまま、ドライブへのデータ復旧を行います。故障したドライブを交換した場
合、データはドライブに自動的に復旧されます。また、元のドライブがエラーなしで再び動作する
場合は、元のドライブにデータが復旧されます。
• F2 キーを押すと、ドライブにデータを復旧することなく、動作が継続されます。故障したドライブ
は再構築されませんが、システムは暫定データ復旧モードという障害状態で動作を継続します。
2. 故障したドライブを交換して、F1 キーを押し、アレイを再構築します。ドライブの再構築がうまくい
かない場合や、ドライブの再構築完了前にシステムが再起動したため再構築が破棄された場合は、別
の 1786 POST エラーメッセージが表示されます。

1788-Slot X Drive Array Reports Incorrect Drive Replacement
症状
1788-スロット X のドライブアレイが不正なドライブの交換を報告しています。次のドライブを交換する
はずでした：（このメッセージの後にドライブのリストが続く）。
次のドライブが誤って交換されています：（このメッセージの後にドライブのリストが続く）。
"F1"キーを選択して動作を続行します。ドライブアレイは引き続き無効になります。
"F2"キーを選択して構成をリセットします。すべてのデータは消失します。
解決方法 1
原因
• 交換用ドライブが誤ったドライブベイに取り付けられた
• 交換用ドライブのドライブタイプまたは容量が適切ではない
アクション
1. 交換用ドライブが間違ったベイに取り付けられている場合は、指示に従って正しく取り付けなおして
から、次のいずれかを実行してください。
• ドライブアレイを無効にしたままサーバーを再起動するには、F1 キーを押します。
• 設定したとおりにドライブを使用するには F2 キーを押します。そのドライブ上のすべてのデータ
が消失します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナン
ス&サービスガイドを参照してください。
◦ HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
◦ HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
2. 交換用ドライブが適切なドライブタイプと容量であることを確認します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/qs）にある
QuickSpecs を参照してください。
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解決方法 2
原因
• 電源ケーブル接続の不良
• SAS ケーブルの欠陥
アクション
1. ドライブへの電源ケーブル接続が正しく行われていない場合は、以下の手順に従ってください。
• 接続を修正して、F2 キーを押します。
• 問題が解決されない場合は、HPE SSA を実行してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/smartstoragedocs）にある HPE Smart Storage Administrator ユーザーガイドを参照してください。
2. ケーブルが正しく配線されているかどうかを確認します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのユーザーガイ
ドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

1789-Slot X Drive Array Disk Drives Not Responding
症状
1789-スロット X のドライブアレイのディスクドライブが応答していません。ケーブルを点検するか、ま
たは次のドライブを交換します：ポート X、ボックス Y、ベイ Z。
"F1"キーを選択して動作を続行します。ドライブアレイは引き続き無効になります。
応答していないドライブを無効にする場合は"F2"を選択します - フォールトトレランスに対応するよう
に構成されている場合は、暫定復旧モードが有効になります。
原因
• 正しく取り付けられていないか、故障しているドライブがあります。
• ケーブルが正しく装着されていません。
• ケーブルが故障しています。
• システムの電源投入または電源切断が正しい手順で行われていませんでした。
• 外付ストレージエンクロージャーの電源が切れる場合があります。
アクション
1. システムの電源を切ります。
2. すべてのケーブルが正しく接続されていることを確認します。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのユーザーガイ
ドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
3. すべてのドライブが確実に固定されていることを確認します。
4. システムの電源を切った状態で、外付エンクロージャーの電源を切って再起動します。
5. システムの電源を再度入れ、問題が残っているかどうかを確認します。
6. ドライブを交換します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

1792-Slot X Drive Array – Valid Data Found in Write-Back Cache
症状
1792-スロット X のドライブアレイ – ライトバックキャッシュ内に有効なデータが検出されました。
データはドライブアレイに自動的に書き込まれます。
原因
データがライトバックキャッシュに入ったままの状態で電源が切断されました。そのあと、数日以内に電
源が復旧して、ライトバックキャッシュ内のデータはドライブアレイにフラッシュされました。
アクション
対応する必要はありません。データは消失しません。通常のシステムシャットダウンを実行して、ライト
バックキャッシュ内にデータが残らないようにします。

1793-Slot X Drive Array – Data in Cache has been lost
症状
1793-スロット X のドライブアレイ - キャッシュ内のデータが消失しました。
（このメッセージの後に、次のいずれかが続く）
• キャッシュモジュールバッテリの残量がなくなりました
• キャッシュモジュールバッテリが取り外されました
• キャッシュデータのバックアップに失敗しました
• キャッシュバックアップデータの復元に失敗しました
原因
バックアップ電源が供給されていません。
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アクション
1. 強制ライトバックアップ式キャッシュ機能が有効である場合は、処置は不要です。
2. コントローラーと、サーバー内部電源ケーブルに接続不良がないことを確認します。
3. コントローラーのファームウェアを更新します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）
4. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

1795-Slot X Drive Array – Cache Module Configuration Error
症状
1795-スロット X のドライブアレイ – キャッシュモジュールの構成エラー。データがこのドライブアレ
イに対応していません。キャッシュは一時的に無効になります。
原因
• データがキャッシュに入ったままの状態で電源が切断されました。
• コントローラーが適切にシャットダウンされず、別なサーバーに移動し、その後、新しいボリューム
に接続されました。
アクション
1. このデータを破棄するには選択、システム ROM がブート中に、F9 キーを選択し、システム ユーティ
リティにアクセスします。
2. システムユーティリティメニューから、システムヘルスビュー > システムヘルスを選択します。
3. HPE Smart アレイコントローラを選択します。
4. ヘルスステータス：構成が必要です。を選択します。
5. 論理ドライブ操作を選択の下で、修理を選択します。ライトバックキャッシュに保持されたデータを
消去します。

1796-Slot X Drive Array – Flash Backed Write Cache module is not
症状
1796-スロット X のドライブアレイ - フラッシュバックアップ式ライトキャッシュモジュールが応答し
ていません。修正方法：電源を切り、フラッシュバックアップ式ライトキャッシュモジュールを取り付け
なおします。エラーが解決されない場合は、モジュールを交換します。
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原因
• キャッシュモジュールが欠落しています。
• キャッシュモジュールに障害が発生しました。
問題が解決されるまで、アレイコントローラーのモデルに応じて、キャッシュは無効になるか、また
はコントローラーが使用できなくなる場合があります。
アクション
1. キャッシュモジュールを取り付けなおしてください。
2. 問題が解決されない場合は、キャッシュモジュールを交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

1797-Slot X Drive Array – Write-Back Cache Read Error Occurred
症状
1797-スロット X のドライブアレイ – ライトバックキャッシュの読み出しエラーが発生しました。
キャッシュ内のデータは消失しました。キャッシュは無効です。
原因
• Energy Pack が、キャッシュモジュール用のバックアップ電源を供給するために十分に充電されてい
ません。
• データをライトバックキャッシュにコピーできませんでした。
• ライトバックキャッシュに格納されているメタデータの読み取りや書き込みができませんでした。
アクション
1. データの整合性を確認します。
2. Energy Pack が正しく取り付けられていることを確認します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのユーザーガイ
ドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
3. コントローラーが PCIe カードの場合は、コントローラーのバックアップ電源ケーブルが正しく取り付
けられていることを確認します。
4. Energy Pack のステータスを確認するには、iLO を使用します。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/support/ilo-docs）に
ある iLO ユーザーガイドを参照してください。
5. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

1798-Slot X Drive Array – Cache Module Self-Test Error Occurred
症状
1798-スロット X のドライブアレイ - フラッシュバックアップ式ライトキャッシュのセルフテストエ
ラーが発生しました。
原因
キャッシュモジュールがセルフテストに失敗しました。問題が解決されるまで、アレイコントローラーの
モデルに応じて、キャッシュは無効になるか、またはコントローラーが使用できなくなる場合がありま
す。
アクション
1. コントローラーを交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

1799-Slot X Drive Array – Drives Disabled due to Cache Data Loss
症状
1799-スロット#のドライブアレイ – キャッシュデータが失われたため、ドライブが無効になりました。
"F1"キーを選択して、論理ドライブを無効にした状態で、動作を続行します。
"F2"キーを選択して、データの消失を受け入れ、論理ドライブを再度有効にします。
原因
書き込み要求メモリ内のデータ消失のために 1 つ以上の論理ドライブに障害が発生しました。
アクション
1. 次のいずれかを実行します。
• F1 キーを押して、論理ドライブを無効にした状態で、動作を続行します。
• F2 キーを押して、データの消失を受け入れ、論理ドライブを再度有効にします。
F2 キーを押してから、ファイルシステムの整合性を確認して、バックアップから消失したデータを復
旧します。
2. 問題が解決されない場合は、バッテリまたはコントローラーを交換してください。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

18xx のメッセージ
1804-Slot X Drive Array – Cache Module critical error
症状
1804-スロット X のドライブアレイ – キャッシュモジュールの重大なエラー。
原因
キャッシュモジュールに障害が発生しました。問題が解決されるまで、コントローラーは無効です。
アクション
1. キャッシュモジュールを交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

1808-Slot X Drive Array – Cache Module critical error
症状
1808-スロット X のドライブアレイ – キャッシュモジュールの重大なエラー。重要：すべてのストレー
ジへのアクセスが無効になっています。
原因
キャッシュモジュールに障害が発生しました。
アクション
1. キャッシュモジュールを交換して、すべてのストレージを再度有効にします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
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• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

1809-Slot X Encryption Failure
症状
1809-スロット X の暗号化エラー - 通信に問題があるため、ドライブキーが取得されません。暗号化され
た論理ドライブはオフラインです。システムは起動しない可能性があります。
原因
iLO は、ネットワークまたは構成の問題が原因でリモートキーライセンスサーバーと通信できません。
Smart Array ドライブ暗号化は、ドライブを解読する認証キーを取得できません。
アクション
1. iLO マネジメントポートとリモートキーマネージャーとの間のネットワーク接続を確認します。
2. iLO のリモートキーマネージャー構成の設定が正しく構成されていることを確認します。
3. 問題が解決されない場合は、iLO、Smart Array、およびシステム ROM を最新バージョンに更新してく
ださい。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）

1810-Slot X Encryption Failure
症状
1810-スロット X の暗号化エラー - マスターキーが正しくないか、またはリモートのキーマネージャーか
ら取得されていません。暗号化された論理ドライブはオフラインの可能性があります。システムは起動
しない可能性があります。
原因
iLO は、ネットワークまたは構成の問題が原因でリモートキーライセンスサーバーと通信できません。
Smart Array ドライブ暗号化は、ドライブを解読する認証キーを取得できません。
アクション
1. iLO マネジメントポートとリモートキーマネージャーとの間のネットワーク接続を確認します。
2. iLO のリモートキーマネージャー構成の設定が正しく構成されていることを確認します。
3. 問題が解決されない場合は、iLO、Smart Array、およびシステム ROM を最新バージョンに更新してく
ださい。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）

1811-Slot X Encryption Failure
症状
1811-スロット X の暗号化エラー - ドライブキーがリモートのキーマネージャーから取得されていませ
ん。従属の暗号化された論理ドライブはオフラインです。システムは起動しない可能性があります。
原因
iLO は、ネットワークまたは構成の問題が原因でリモートキーライセンスサーバーと通信できません。
Smart Array ドライブ暗号化は、ドライブを解読する認証キーを取得できません。
アクション
1. iLO マネジメントポートとリモートキーマネージャーとの間のネットワーク接続を確認します。
2. iLO のリモートキーマネージャー構成の設定が正しく構成されていることを確認します。
3. 問題が解決されない場合は、iLO、Smart Array、およびシステム ROM を最新バージョンに更新してく
ださい。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）

1812-Slot X Encryption Failure
症状
1812-スロット X の暗号化エラー - リモートのキーマネージャー上の無効なドライブキー。暗号化され
た論理ドライブはオフラインの可能性があります。システムは起動しない可能性があります。
原因
Smart Array コントローラーに追加された、前に暗号化されたドライブが、リモートキーマネージャーの
データベースに見つかりません。ドライブは解読できません。
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アクション
キーマネージャーで、正しいバージョンのドライブキーを復元します。

1814-Slot X Encryption Failure
症状
1814-スロット X の暗号化エラー - 通信に問題があるため、キーが取得されません。従属の暗号化された
論理ドライブはオフラインです。システムは起動しない可能性があります。
原因
Smart Array コントローラーに追加された、前に暗号化されたドライブが、リモートキーマネージャーの
データベースに見つかりません。ドライブは解読できません。
アクション
1. iLO マネジメントポートとリモートキーマネージャーとの間のネットワーク接続を確認します。
2. iLO のリモートキーマネージャー構成の設定が正しく構成されていることを確認します。
3. 問題が解決されない場合は、iLO、Smart Array、およびシステム ROM を最新バージョンに更新してく
ださい。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）

1815-Slot X Encryption Failure
症状
1815-スロット X の暗号化エラー - 適切なコントローラーパスワードが入力されていないため、暗号化さ
れているすべての論理ドライブがオフラインです。
原因
正しくないコントローラーパスワードが入力されました。
アクション
1. 次のいずれかを実行します。
• サーバーを再起動し、正しいコントローラーパスワードを入力します。
• HPE SSA を使用して、コントローラーのロックを解除します。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/smartstoragedocs）にある HPE Smart Storage Administrator ユーザーガイドを参照してください。

1816-Slot X Encryption Failure
症状
1816-スロット X の暗号化エラー - 暗号化された論理ドライブが存在しますが、暗号化がまだ有効になっ
ていません。暗号化された論理ドライブはオフラインです。
原因
コントローラーの暗号化が有効になっていません。
アクション
HPE SSA を使用して暗号化を有効にしてください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/smartstorage-docs）
にある HPE Smart Storage Administrator ユーザーガイドを参照してください。

1817-Slot X Encryption Failure
症状
1817-スロット X の暗号化エラー - コントローラーに対して暗号化が有効になっていますが、マスター
キーの名前が設定されていません。
原因
コントローラーのマスターキー名が設定されていません。
アクション
1. 暗号化マネージャーでコントローラーのマスターキー名を設定します。
2. サーバーを再起動します。

1818-Slot X Encryption Failure
症状
1818-スロット X の暗号化エラー - コントローラーとドライブの間でキー管理モードが一致していませ
ん。従属の暗号化されたドライブはオフラインです。
原因
キー管理モード間で不一致があります。
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アクション
暗号化マネージャーを使って、キー管理モードを一致させます。

1819-Slot X Encryption Failure
症状
1819-スロット X の暗号化エラー - サポートされていないシステム ROM が検出されました。暗号化され
た論理ドライブはオフラインの可能性があります。システムは起動しない可能性があります。
原因
サポートされていないシステム ROM をサーバーが実行しています。
アクション
1. 暗号化をサポートしているバージョンにシステム ROM を更新します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）

1820-Slot X Encryption Failure
症状
1820-スロット X の暗号化エラー - 暗号化された論理ドライブがオフラインです。暗号化機能は、このコ
ントローラーでは使用できません。
原因
ドライブが暗号化をサポートしていないコントローラーに接続されています。
アクション
1. 次のいずれかを実行します。
• ドライブを暗号化をサポートしているコントローラーに移動します。
• 論理ドライブを削除します。

1821-Slot X Encryption Failure
症状
1821-スロット X の暗号化エラー – このコントローラーのファームウェアバージョンが、Secure
Encryption をサポートしていません。暗号化された論理ドライブはオフラインです。システムは起動し
ない可能性があります。
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原因
インストールされているファームウェアが HPE Secure Encryption をサポートしていません。
アクション
1. このコントローラーのファームウェアを更新してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）

1822-Slot X Encryption Failure
症状
1822- スロット X の暗号化エラー- インポートされた暗号化論理ドライブがオフラインです。ローカルマ
スターキーを一致させる必要があります。システムは起動しない可能性があります。
原因
Smart Array コントローラーに追加された、前に暗号化されたドライブが、リモートキーマネージャーの
データベースに見つかりません。ドライブは解読できません。
アクション
HPE SSA を使用して、ローカルマスターキーを入力します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/smartstorage/docs）
にある HPE Smart Storage Administrator ユーザーガイドを参照してください。

1823-Slot X Encryption Failure
症状
1823-スロット X の暗号化エラー - サポートされていない iLO ファームウェアが検出されました。暗号
化された論理ドライブはオフラインの可能性があります。システムは起動しない可能性があります。
原因
iLO ファームウェアの現在のバージョンは暗号化をサポートしていません。
アクション
暗号化をサポートしているバージョンに iLO ファームウェアを更新します。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/support/ilo-docs）にある
iLO ユーザーガイドを参照してください。

1824-Slot X One or more storage cables have failed
症状
1824-スロット X の 1 本または複数本のストレージケーブルに障害が発生したため、接続されているスト
レージを検出できません。
原因
• ケーブルが正しく装着されていません。
• ケーブルが故障しています。
アクション
1. HPE SSA を使用して、接続しなおす必要があるケーブルを判別します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/smartstoragedocs）にある HPE Smart Storage Administrator ユーザーガイドを参照してください。
2. サーバーの電源を切ります。
3. ケーブルを接続しなおします。
4. 問題が解決されない場合は、ケーブルを交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

1825-Slot X Encryption Failure
症状
1825-スロット X の暗号化エラー – 不揮発性ストレージが破損しました：ポリシーに従って Critical
Security Parameter は消去されます。暗号化ドライブはオフラインです。
原因
不揮発性ストレージが破損しています。
アクション
HPE SSA を使用して、Critical Security Parameter を再定義します。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/smartstorage-docs）
にある HPE Smart Storage Administrator ユーザーガイドを参照してください。

1826-Slot X Encryption Failure
症状
1826-スロット X の暗号化エラー - 暗号化エンジンハードウェアの障害。暗号化された論理ドライブは
オフラインです。暗号化された論理ドライブは、問題が修正されるまでオフラインです。
原因
コントローラーに障害が発生しました。
アクション
1. コントローラーを交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
2. ファームウェアを更新します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）
3. コントローラーの暗号化を構成して、暗号化されたドライブをオンラインにします。

1831-Slot X Drive Array – Data in Write-Back Smart Cache has been lost
症状
1831-スロット X のドライブアレイ - ライトバックアップ式 Smart キャッシュ内のデータが消失しまし
た。
原因
データがキャッシュに入ったままの状態で電源が切断されました。
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アクション
バックアップからデータを復旧します。

1833-Slot X Drive Array – Unsupported Array Configuration Detected
症状
1833-スロット X のドライブアレイ – サポートされていないアレイ構成が検出されました。サポートさ
れていない RAID フォールトトレランスレベルで 1 つまたは複数の論理ドライブが構成されています。
原因
アレイがサポートされていない RAID フォールトトレランスレベルで構成されています。
アクション
HPE SSA を使用し、サポートされている RAID フォールトトレランスレベルでアレイ構成を更新します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/smartstorage-docs）
にある HPE Smart Storage Administrator ユーザーガイドを参照してください。

19xx のメッセージ
1900-Slot X Smart Array - Controller Failure
症状
1900-スロット X の Smart Array - コントローラーの障害。
原因
• コントローラーが正しく取り付けられていません。
• コントローラーのファームウェアが古くなっています。
• コントローラーに障害が発生しました。
アクション
1. 指定された PCIe スロットにコントローラーを取り付けなおします。
2. コントローラーを最新のファームウェアのバージョンに更新します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/smartstoragedocs）にあるご使用のコントローラーシリーズのユーザーガイドを参照してください。
3. 問題が解決されない場合は、コントローラーを交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
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1901-Slot X Smart Array - Controller failed on previous power up due to lock up code
症状
1901-スロット X の Smart アレイ - コントローラーは、ロックアップコード X に起因して前の電源投入に
失敗しました。
原因
サーバーの電源投入前にコントローラー障害イベントが発生しました。
アクション
1. コントローラーを最新のファームウェアのバージョンに更新します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/smartstoragedocs）にあるご使用のコントローラーシリーズのユーザーガイドを参照してください。
2. 問題が解決されない場合は、コントローラーを交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

1902-Slot X Smart Array - Controller not configured
症状
1902-スロット X の Smart Array - コントローラーが構成されていません。
原因
• コントローラーが構成されていません。
• ドライブまたはコントローラー間の接続が存在しないかまたは誤っています。
アクション
1. コントローラーを構成します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/smartstoragedocs）にあるご使用のコントローラーシリーズのユーザーガイドを参照してください。
2. ドライブバックプレーン間、コントローラー間の接続が正しく持続されていることを確認します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのユーザーガイ
ドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
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1903-Slot X Smart Array - Memory error occurred during self-test
症状
1903-スロット X の Smart Array - セルフテスト中にメモリエラーが発生しました。
原因
• コントローラーのファームウェアが古くなっています。
• コントローラーに障害が発生しました。
アクション
1. コントローラーを最新のファームウェアのバージョンに更新します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/smartstoragedocs）にあるご使用のコントローラーシリーズのユーザーガイドを参照してください。
2. 問題が解決されない場合は、コントローラーを交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

1904-Slot X Smart Array - Redundant ROM programming failure
症状
1904-スロット X の Smart Array - 冗長 ROM のプログラミングの障害です。
原因
フラッシュ ROM が故障しています。コントローラーがチェックサムの異常を検出していますが、バック
アップ ROM を更新できません。
アクション
1. コントローラーを最新のファームウェアのバージョンに更新します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/smartstoragedocs）にあるご使用のコントローラーシリーズのユーザーガイドを参照してください。
2. 問題が解決されない場合は、コントローラーを交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
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1905-Slot X Smart Array - Redundant ROM image checksum error
症状
1905-スロット X の Smart Array – 冗長 ROM チェックサムエラー。バックアップ ROM がアクティブに
なりました。
原因
コントローラーのフラッシュ動作が電源のサイクルにより中断されたか、またはフラッシュ ROM が故障
しています。コントローラーが ROM のチェックサムエラーを検出して、自動的にバックアップ ROM イ
メージに切り替えています。
アクション
このバックアップ ROM イメージのバージョンが、最初に実行されていたものより古い場合は、コント
ローラーを最新のファームウェアのバージョンに更新してください。強制アップデートオプションを選
択して最新のファームウェアバージョンを使用し、コントローラーファームウェアをフラッシュします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/smartstorage-docs）
にあるご使用のコントローラーシリーズのユーザーガイドを参照してください。

1906-Slot X Smart Array - Last configuration not committed
症状
1906-スロット X の Smart Array - 最後の構成がコミットしませんでした。
原因
コントローラーが構成をコミットする前に、電源が切断されました。
アクション
1. 操作を再試行してください。
2. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

1907-Slot X Smart Array - Controller degraded
症状
1907-スロット X の Smart アレイ - コントローラーが劣化しています。
原因
コントローラーは劣化状態で動作しています。
アクション
1. サーバーを再起動します。
2. コントローラーを最新のファームウェアのバージョンにアップデートします。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/smartstoragedocs）にあるご使用のコントローラーシリーズのユーザーガイドを参照してください。
3. 問題が解決されない場合は、コントローラーを交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

1910-Slot X Smart Array - One or more drives could not be authenticated
症状
1910-スロット X の Smart Array - 1 つまたは複数のドライブが純正ドライブとして認証されませんでし
た。これらのドライブの LED は、Smart Array により制御されません。
原因
1 つまたは複数の物理ドライブを、純正ドライブとして認証できませんでした。
アクション
純正ドライブとして認証できないドライブを確認するには、Storage Administrator を実行してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/smartstorage-docs）
にあるご使用のコントローラーシリーズの Storage Administrator のユーザーガイドを参照してください。

1911-Slot X Smart Array - Drives are failed
症状
1911-スロット X の Smart Array - ドライブが故障しています：（このメッセージの後にドライブのリスト
が続く）
。
原因
• 正しく取り付けられていないか、故障しているドライブがあります。
• ケーブルが正しく装着されていません。
アクション
1. 接続不良がないことを確認します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの「接続不良の解決策」を参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting)
2. すべてのケーブルが適切に接続されていることを確認します。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのユーザーガイ
ドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
3. すべてのドライブが確実に固定されていることを確認します。
4. ドライブのデータケーブルを正常に機能することがわかっているケーブルと交換して、そのケーブル
が機能することを確認します。
5. 障害が発生したコンポーネントを交換します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
6. アレイ内の交換用ドライブが同じ容量以上、同じタイプであることを確認します。
7. サーバーの電源をいったん切ってから再投入します。ドライブが表示された場合は、ドライブの
ファームウェアアップデートが利用可能かどうかを確認します。
8. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

1912-Slot X Smart Array - Drives are overheated
症状
1912-スロット X の Smart Array - ドライブが過熱状態です：（このメッセージの後にドライブのリストが
続く）。
原因
このメッセージに示されているドライブは、現在過熱状態にあります。
アクション
1. すべてのファンスロットにファンまたはファンブランクが取り付けられていること、ドライブ周辺の
エアフローを確認します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの「一般的なファンの問題」を参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting)
2. アクセスパネルが取り外されている場合は取り付けてください。
3. すべてのベイにドライブまたはドライブブランクが取り付けられていることを確認し、ドライブブラ
ンクが見つからない場合には取り付けます。
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4. エラーに関連するイベントのインテグレーテッドマネジメントログを確認し、推奨される操作に従っ
てください。
5. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

1913-Slot X Smart Array - Drive Erase Operation In Progress (or Queued)
症状
1913-スロット X の Smart Array – ドライブの消去操作が進行中です（またはキューに格納されていま
す）。次のドライブは、完了後、消去されます：（このメッセージの後にドライブのリストが続く）。
原因
以前ユーザーが開始したドライブ消去操作が進行中であるか、リストに示されているすべてのドライブに
対してスケジュール設定されています。
アクション
対応する必要はありません。

1914-Slot X Smart Array - Predictive drive failure
症状
1914-スロット X の Smart Array - ドライブ障害が発生する恐れがあります：（このメッセージの後にドラ
イブのリストが続く）。
原因
ドライブの障害予測状態が検出されました。将来、ドライブを交換しなければなりません。
アクション
• このドライブにフォールトトレランス機能が設定されていない場合は、すべてのデータのバックアッ
プを作成してからドライブを交換した後、すべてのデータを復元してください。
• このドライブにフォールトトレランス機能が設定されている場合は、論理ドライブステータスが OK
でない限り、このドライブを交換しないでください。

1915-Slot X Smart Array - Drive media errors could not be recovered by RAID protection
症状
1915-スロット X Smart アレイ - RAID 保護では、ドライブメディアエラーを回復できませんでした。
原因
バックグラウンドタスク中にメディアエラーが検出され、修正できません。このブロックアドレスが読み
取られるときに、回復不能な読み取りエラーがオペレーティングシステムに返されます。
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アクション
データをバックアップし、リストアします。影響を受けたブロックを上書きすると、メディアエラーが解
決されるはずです。

1920-Slot X Smart Array - Storage enclosure problem detected
症状
1920-スロット X の Smart Array - ストレージエンクロージャーの問題が検出されました：（この後にコン
ポーネントが続く）
解決方法 1
原因
ドライブエンクロージャーでファン関連の環境スレッショルド違反が検出されました。
アクション
1. ファンが正常に動作することを確認します。
2. ファンを取り付けなおしてください。
3. 問題が解決されない場合は、ファンを交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/enterprise-docs）
にあるご使用の製品のメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
解決方法 2
原因
ドライブエンクロージャーで電源装置関連の環境スレッショルド違反が検出されました。
アクション
電源装置を交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/enterprise-docs）に
あるご使用の製品のメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
解決方法 3
原因
ドライブエンクロージャーのプロセッサー関連の環境スレッショルド違反が検出されました。
アクション
1. ストレージエンクロージャーの電源を切り、再び電源を入れます。
2. 問題が解決されない場合は、エンクロージャーファームウェアを更新してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/enterprise-docs）
にあるご使用の製品のユーザーガイドを参照してください。
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解決方法 4
原因
ドライブエンクロージャーで環境スレッショルド違反が検出されました。
アクション
1. I/O モジュールを取り付けなおします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/enterprise-docs）
にあるご使用の製品のメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
2. I/O モジュールのケーブルを取り付けなおします。
3. 損傷している場合は、ケーブルを交換します。
4. 問題が解決されない場合は、I/O モジュールを交換してください。

1921-Slot X Smart Array – Storage enclosure firmware problem detected
症状
1921-スロット X の Smart Array - ストレージエンクロージャーファームウェアの問題が検出されました。
原因
• 前回のファームウェアのアップグレードが失敗しました。
• 電源は、アップグレード中に切断されました。
• 交換ユニットに、誤ったファームウェアのバージョンが含まれています。
アクション
1. ストレージエンクロージャーファームウェアとコントローラーファームウェアをアップグレードしま
す。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/smartstoragedocs）にあるご使用のコントローラーシリーズのユーザーガイドを参照してください。
2. 問題が解決されない場合は、影響を受けたエンクロージャーコンポーネントを交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

1922-Slot X Smart Array – More devices attached than this controller supports
症状
1922-スロット X の Smart Array – このコントローラーがサポートする台数よりも多くのデバイスが接
続されています。いくつかのデバイスが無視されています。
原因
ファームウェアは、現在コントローラーに接続されているデバイスの台数をサポートしていません。
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アクション
• デバイスのサポートが追加されたことがリリースノートに示されている場合は、コントローラー
ファームウェアを最新バージョンにアップグレードしてください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/smartstoragedocs）にあるご使用のコントローラーシリーズのユーザーガイドを参照してください。
• コントローラーに接続されているデバイスのいくつかを取り外してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
◦ HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
◦ HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

1923-Slot X Smart Array - Storage link errors detected
症状
1923-スロット X の Smart アレイ - ストレージリンクエラーが検出されました（このメッセージの後に
ボックスやポートの場所などの追加情報が続く）。
原因
コントローラーとドライブの間のリンクエラーがしきい値を超えました。
アクション
1. エラーの場所に応じて、必要な場合は、次のコンポーネントを交換します。
• SAS ケーブル
• バックプレーン
• コントローラー
• ドライブ
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

1930-Slot X Smart Array - Valid data found in write-back cache
症状
1930-スロット X の Smart Array – ライトバックキャッシュ内に有効なデータが検出されました。デー
タは論理ドライブに自動的に書き込まれます。
原因
データがライトバックキャッシュに入ったままの状態で電源が切断されました。そのあと、電源が復旧し
て、ライトバックキャッシュ内のデータはドライブアレイにフラッシュされました。
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アクション
対応する必要はありません。データは消失しません。通常のシステムシャットダウンを実行して、今後、
ライトバックキャッシュ内にデータが残らないようにします。

1931-Slot X Smart Array - Data in write-back cache has been lost
症状
1931-スロット X の Smart アレイ - ライトバックアップ式キャッシュ内のデータが消失しました。
原因
• バックアップ電源が供給されていません。
• [Always write back]オプションは有効ですが、Energy Pack が取り付けられていません。
• SSD キャッシュは有効ですが、キャッシュボリュームに失敗しました。
アクション
1. [Always write back]オプションが有効になっている場合、アクションは不要です。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/uefi/docs）にある
ご使用の製品の UEFI システムユーティリティユーザーガイドを参照してください。
2. サーバー内部の Energy Pack またはコントローラーのバックアップ電源ケーブルに接続不良がないこ
とを確認します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの「接続不良の解決策」を参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting)
3. コントローラーのファームウェアを更新します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/smartstoragedocs）にあるご使用のコントローラーシリーズのユーザーガイドを参照してください。
4. 障害が発生している場合は、Energy Pack を交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

1932-Slot X Smart Array - Cache Status: Disabled
症状
1932-スロット X の Smart アレイ - キャッシュステータス：無効（エラーコード：X）
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原因
• システム ROM または iLO ファームウェアで Energy Pack が認識されません。
• Energy Pack に障害が発生しました。
• コントローラーで前回のバックアップまたは復元の失敗が発生しました。
アクション
1. システム ROM と iLO ファームウェアを更新します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）
2. Energy Pack を交換します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
3. コントローラーを交換してください。

1933-Slot X Smart Array - Consecutive power loss during I/O transactions on degraded
write-back volumes
症状
1933-スロット X の Smart アレイ - 劣化したライトバックボリューム上の I/O トランザクション中に、連
続して電源が失われました。これにより、データ整合性の問題が発生した可能性があります。
原因
劣化した論理ドライブへの書き込みの実行中に電源が切断されました。
アクション
1. サーバーを適切にシャットダウンします。
2. 電源装置および Energy Pack が正常に動作していることを確認します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの「電源装置の問題」および「Energy Pack の問題」を参照してください。

POST エラーメッセージ

185

• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
3. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

1934-Slot X Smart Array - Cache Status: Disabled
症状
1934-Slot X Smart アレイ - キャッシュステータス：無効（エラーコード：Energy Pack が接続されてい
ません）
原因
• Energy Pack が接続されていません。
• コントローラー、NVDIMM、またはその両方の数は、取り付けられている Energy Pack ではサポート
されません。
アクション
• サポートされる Energy Pack を取り付けます。
複数の Energy Pack の取り付けをサポートするサーバーで、Energy Pack がシステムボードの正しい
コネクターに接続されていることを確認します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのユーザーガイ
ドを参照してください。
◦ HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
◦ HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
• ロードの数と Energy Pack を照合します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/qs）にある
QuickSpecs を参照してください。

1935-Slot X Smart Array - Cache Status: Temporary Disabled
症状
1935-Slot X Smart アレイ - キャッシュステータス：一時的に無効（エラーコード：Energy Pack 充電中）
原因
Energy Pack は必須ですが、充電中です。

POST エラーメッセージ

186

アクション
対応する必要はありません。キャッシュ機能は、Energy Pack の充電完了後に有効になります。

1936-Slot X Smart Array - Cache Self-Test Error Occurred
症状
1936-スロット X の Smart Array - キャッシュセルフテスト中にエラーが発生しました。
原因
キャッシュがセルフテストに失敗しました。
アクション
1. コントローラーを交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

1937-Slot X Smart Array - Cache Status: Disabled
症状
1937-Slot X Smart アレイ - キャッシュステータス：無効（エラーコード：コントローラーのバックアッ
プ電源ケーブルが接続されていません）
原因
Energy Pack は存在しますが、コントローラーのバックアップ電源ケーブルが接続されていないか、また
は障害が発生しました。
アクション
1. Smart アレイコントローラーに、サーバーからコントローラーのバックアップ電源ケーブルが接続さ
れていることと、コネクターが正しく取り付けられていることを確認します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのユーザーガイ
ドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

1940-Slot X Smart Array - The following logical drives are failed
症状
1940-スロット X の Smart Array - 次の論理ドライブが故障しています：（このメッセージの後に論理ドラ
イブのリストが続く）。
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原因
• ケーブルが正しく装着されていません。
• 正しく取り付けられていないか、故障しているドライブがあります。
アクション
1. すべてのケーブルがしっかりと正しく接続されていることを確認します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの「接続不良の解決策」を参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting)
2. すべてのドライブが完全に取り付けられていることを確認します。
3. Storage Administrator を使用して障害が発生したドライブを特定します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/smartstoragedocs）にあるご使用のコントローラーシリーズの Storage Administrator のユーザーガイドを参照して
ください。
4. 障害のあるケーブル、ドライブ、またはその両方を交換します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

1941-Slot X Smart Array - The following logical drives are missing
症状
1941-スロット X の Smart Array - 次の論理ドライブが見つかりません：（このメッセージの後にドライブ
のリストが続く）
原因
コントローラーは、構成済みのドライブを見つけられません。
アクション
1. 構成済みのドライブが存在し、正しく接続されていることを確認します。
2. バックプレーンがある場合は、コネクタを調べ、ドライブに電力が供給されていることを確認します。
3. 必要でない場合は、見つからない論理ドライブを削除します。

1942-Slot X Smart Array - Configured physical drives are missing
症状
1942-スロット X の Smart Array - 次の物理ドライブが見つかりません：（このメッセージの後にドライブ
のリストが続く）
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原因
• 正しく取り付けられていないか、故障しているドライブがあります。
• 正しく接続されていないか、故障しているケーブルがあります。
• 外付ストレージエンクロージャーの電源が切れる場合があります。
アクション
1. サーバーの電源を切ります。
2. ケーブルが接続されていることを確認します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのユーザーガイ
ドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
3. すべてのドライブが完全に取り付けられていることを確認します。
4. システムの電源を切った状態で、外付エンクロージャーの電源を切ってから再度電源を入れます。
5. サーバーの電源を入れます。
6. エラーが解決されない場合は、ドライブを交換します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

1943-Slot X Smart Array - Foreign configuration found on drive
症状
1943-スロット X の Smart Array - ドライブで異種構成が検出されました。コントローラーに構成をイン
ポートすることはできません。
原因
新しいコントローラーモデルが、ドライブ上の構成をサポートしていません。
アクション
元のコントローラーモデルにドライブを再度接続するか、コントローラーの構成をクリアします。

1944-Slot X Smart Array - Foreign configuration found on drive
症状
1944-スロット X の Smart アレイ - ドライブで異種構成が検出されました。コントローラーとドライブ
の間で構成が一致しません。
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原因
コントローラーによって認識される RAID ボリュームに属していないメタデータを伴うストレージデバ
イスが挿入されました。
アクション
• 挿入されたストレージデバイスの構成設定をインポートします。
• ドライブの RAID ボリュームを削除します。

1945-Slot X Smart Array - The following logical drives are degraded
症状
1945-スロット X の Smart アレイ - 次の論理ドライブが劣化状態です（このメッセージの後にドライブの
リストが続く）。
原因
次のいずれかの理由で RAID フォールトトレランスが劣化しています。
• ドライブの障害
• ドライブの消失
• ドライブ容量が正しくない
• ドライブタイプが正しくない
• SAS ケーブルがない
• 再構築中
アクション
1. 0x1911 IML エラーで示されている障害ドライブを交換します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
2. 0x1942 IML エラーで示されている欠落ドライブを交換します。
3. 再構築が完了するまで十分な時間だけ待機します。
4. 詳しくは、ストレージソフトウェアを確認してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/smartstoragedocs）にあるストレージソフトウェアのドキュメントを参照してください。

1946-Slot X Smart Array - The following logical drives are disabled
症状
1946-スロット X の Smart Array - 次の論理ドライブが無効になっています（このメッセージの後にドライ
ブのリストと原因が続く）。
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原因
次のいずれかの理由で論理ドライブが無効になっています。
• 以前障害が発生したドライブが動作するようになった
• ライトバックキャッシュのデータが失われた
• 拡張に失敗した
• 暗号化パスワードが正しくない
• 暗号化がまだ有効になっていないが、暗号化された論理ドライブが存在する
• コントローラーとドライブの暗号化キー管理モードが一致しない
• ポリシーに従って暗号化セキュリティパラメーターが消去された
アクション
1. システムユーティリティにアクセスするには、POST 中に F9 キーを押します。
2. [システムヘルス]メニューに移動し、適切なオプションを選択して、指定した条件を修復します。
3. ストレージソフトウェアを使用して、暗号化の問題を修正します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/smartstoragedocs）にあるストレージソフトウェアのドキュメントを参照してください。
4. 該当する場合は、サーバーを再起動してから、暗号化パスワードを入力します。

21xx のメッセージ
2100-Slot X SAN Error - SAN link is down
症状
2100-スロット X の SAN エラー - SAN リンクがダウン。SAN 接続を利用できません。
原因
SAN リンクがダウンしています。リンクがダウンしているときに、SAN への接続はできません。
アクション
1. スイッチと SAN の構成をチェックします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/uefi/docs）にある
ご使用の製品の UEFI システムユーティリティユーザーガイドを参照してください。
2. ポートを再接続するか、サーバーを再起動します。
3. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする
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2101-SAN Error - Fabric Login (FLOGI) failed
症状
2101-SAN エラー - ファブリックログイン（FLOGI）に失敗しました。SAN 接続を利用できません。
原因
システムは、SAN ファブリックへのログインに失敗しました。ログインに成功しないと、SAN に接続す
ることはできません。
アクション
1. スイッチと SAN の構成をチェックします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/uefi/docs）にある
ご使用の製品の UEFI システムユーティリティユーザーガイドを参照してください。
2. ポートを再接続するか、サーバーを再起動します。
3. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

2102-Slot X SAN Error - SAN link is down
症状
2102-スロット X の SAN エラー - SAN リンクがダウンしています。SAN 接続を利用できません。
原因
システムは、SAN サーバーへのログインに失敗しました。ログインに成功しないと、SAN からのブート
はできません。
アクション
1. スイッチと SAN の構成をチェックします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/uefi/docs）にある
ご使用の製品の UEFI システムユーティリティユーザーガイドを参照してください。
2. ポートを再接続するか、サーバーを再起動します。
3. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

2103-Slot X SAN Error – Name Server login failed
症状
2103-スロット X の SAN エラー – ネームサーバーのログインに失敗しました。Boot from SAN を利用
できません。
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原因
ブートターゲットが SAN 上に見つかりませんでした。ブートターゲットなしに、SAN からのブートはで
きません。
アクション
1. スイッチと SAN の構成をチェックします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/uefi/docs）にある
ご使用の製品の UEFI システムユーティリティユーザーガイドを参照してください。
2. ポートを再接続するか、サーバーを再起動します。
3. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

2104-Slot X SAN Error – Adapter restart failed
症状
2104-スロット X の SAN エラー - アダプターが再起動に失敗しました。ファームウェアの準備ができて
いません。Boot from SAN を利用できません。
原因
アダプターファームウェアの準備ができていません。アダプターが正常に再起動するまで、SAN から
ブートすることはできません。
アクション
1. ポートを再接続し、サーバーを再起動します。
2. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

2105-Vital product data not available
症状
2105-重要な製品データを利用できません。
原因
特定のアダプターの重要な製品データを使用できません。
アクション
1. アダプターファームウェアを更新します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
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• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）

2106-Unable to change the network adapter's personality
症状
2106-ネットワークアダプターのパーソナリティーを変更できません。
原因
ハードウェアの問題またはアダプターのファームウェアバージョンが正しくないため、アダプターのパー
ソナリティーの変更の試みは成功しませんでした。
アクション
1. スロットにカードを取り付けなおします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
2. カードのファームウェアを最新バージョンに更新します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）
3. サーバーを再起動します。
4. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

2107-Firmware update on the adapter failed
症状
2107-アダプターでファームウェアアップデートに失敗しました。
原因
ファームウェアアップデートに失敗しました。
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アクション
1. ファームウェアのファイルが、アダプターをサポートしていることを確認します。
2. アップデートを再試行してください。
3. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

2108-Adapter failed to recover the firmware
症状
2108-アダプターはファームウェアのリカバリに失敗しました。
原因
アダプターは、そのファームウェアイメージのリカバリに失敗しました。
アクション
1. サーバーを再起動します。
2. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

2109-Failure to apply Virtual Connect (VC) profile settings
症状
2109-バーチャルコネクト（VC）プロファイル設定の適用に失敗しました。
原因
アダプターは、バーチャルコネクト設定を適用できませんでした。
アクション
1. バーチャルコネクトの構成を確認します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/vc/manuals）にあ
る Virtual Connect ユーザードキュメントを参照してください。
2. サーバーを再起動します。
3. バーチャルコネクト設定を再適用します。
4. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする
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2110-Failure to respond to input/output operations
症状
2110-入力/出力の操作に応答できませんでした。
原因
入力/出力操作の実行中にコントローラーにタイムアウトエラーが発生しました。
アクション
1. サーバーを再起動します。
2. 問題が解決されない場合は、ファームウェアを更新します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）
3. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

2111-iSCSI Error - Failed to acquire DHCP Initiator Network Address
症状
2111-iSCSI エラー - DHCP イニシエーターのネットワークアドレスの取得に失敗しました。
原因
• ネットワークケーブルが見つからないか、正しく接続されていません。
• 不正な構成の設定
アクション
1. ネットワークケーブルがこのポートに接続されていることを確認します。
2. DHCP サーバーが、システムから到達可能であることを確認します。
3. DHCP サーバーが、IP アドレス、マスク、およびゲートウェイの設定など、システムに必要な設定を
提供できることを確認します。
4. DHCP サーバーがビジーでないことを確認します。
5. サーバーを再起動して、もう一度試します。
6. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
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詳しくは
サポートケースをオープンにする

2112-iSCSI Error - Failed to acquire DHCP Target Network Address
症状
2112-iSCSI エラー - DHCP ターゲットのネットワークアドレスの取得に失敗しました。
原因
• ネットワークケーブルが見つからないか、正しく接続されていません。
• 不正な構成の設定
アクション
1. ネットワークケーブルがこのポートに接続されていることを確認します。
2. DHCP サーバーが、システムから到達可能であることを確認します。
3. DHCP サーバーが、IP アドレス、ポート番号、ターゲット IQN など、システムに必要なターゲット設
定を指定できることを確認します。
4. DHCP サーバーがビジーでないことを確認します。
5. サーバーを再起動して、もう一度試します。
6. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

2113-iSCSI Error - Failed to acquire DHCP iSNS Server IP address
症状
2113-iSCSI エラー - DHCP iSNS サーバーの IP アドレスの取得に失敗しました。
原因
• ネットワークケーブルが見つからないか、正しく接続されていません
• 不正な構成の設定
アクション
1. ネットワークケーブルがこのポートに接続されていることを確認します。
2. DHCP サーバーが、システムから到達可能であることを確認します。
3. DHCP サーバーが iSNS 設定を提供するよう構成されていることを確認します。
4. DHCP サーバーがビジーでないことを確認します。
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5. サーバーを再起動して、もう一度試します。
6. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

2114-iSCSI Error - iSCSI login failed
症状
2114-iSCSI エラー - iSCSI ログインに失敗しました。
原因
• ネットワークケーブルが見つからないか、正しく接続されていません。
• 不正な構成の設定
アクション
1. ネットワークケーブルがこのポートに接続されていることを確認します。
2. DHCP サーバーによって設定が指定されるように構成されている場合は、システムから到達可能で、
ビジー状態でないことを確認します。
3. システムの設定が手動で指定されている場合は、コントローラ設定、イニシエーター設定、およびター
ゲット設定（認証設定を含む）が正しいことを確認します。
4. ターゲットが正しく設定されていることを確認します。
5. サーバーを再起動して、もう一度試します。
6. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

2115-iSCSI Error - Boot LUN not available
症状
2115-iSCSI エラー - ブート LUN を使用できません。
原因
不正な構成の設定
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アクション
1. ターゲット上の iSCSI 構成が正しいことと、イニシエーターにディスク/LUN にアクセスする権限があ
ることを確認してください。
2. サーバーを再起動します。
3. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

2116-Error - Controller firmware not ready
症状
2116-エラー - コントローラーファームウェアの準備ができていません。
原因
コントローラーファームウェアは、初期化されていないか、または壊れています。
アクション
1. サーバーを再起動して、もう一度試します。
2. コントローラーファームウェアを更新します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）
3. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

2119-Slot X Error - Rx/Tx is disabled on this device
症状
2119-スロット X のエラー - サポートされていない SFP+または QSFP モジュールタイプが検出されたた
め、このデバイスで Rx/Tx は無効です。
原因
サポートされていないトランシーバーモジュール（SFP+または QSFP）がアダプターに接続されていま
した。
アクション
トランシーバーモジュールを、サポート対象モデルに交換します。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/qs）にある QuickSpecs
を参照してください。

2120-Slot X Error - The driver for the device detected an older version of the NVM image
than expected
症状
2120-スロット X のエラー - デバイスのドライバーが、予想よりも古いバージョンの NVM イメージを検
出しました。
原因
オプション ROM は、現在の NVM で配布される公称バージョンより新しいバージョンに更新されました。
アクション
1. Hewlett Packard Enterprise では、同じファームウェアアップデートバンドルを使用し、アダプターの
NVM イメージおよびオプション ROM を更新することをお勧めします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）

2121-A newer version of the NVM was detected than the original version
症状
2121-元のバージョンよりも新しいバージョンの NVM が検出されました。
原因
NVM は、現在のバージョンのオプション ROM で配布される元のバージョンより新しいバージョンに更
新されました。
アクション
1. アダプター上で NVM とオプション ROM ファームウェアを更新します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
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• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）

2122-Slot X Error - The UEFI driver for the device stopped
症状
2122-スロット X のエラー - NVM イメージが予想よりも新しいバージョンであるため、デバイスの UEFI
ドライバーが停止しました。
原因
NVM の現在のバージョンは、UEFI ドライバーによってサポートされていません。
アクション
1. UEFI ドライバーの最新バージョンをインストールします。Hewlett Packard Enterprise では、同じ
ファームウェアアップデートバンドルを使用し、アダプターの NVM イメージおよびオプション ROM
を更新することをお勧めします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）

2150-Corrected Memory Error
症状
2150-訂正済みメモリエラー（プロセッサー/ボード X、DIMM Y、アドレス 0x<SystemMemoryAddress>、
カウント Z）。
原因
訂正済みメモリエラーが検出されました。
アクション
対応する必要はありません。

22xx のメッセージ
2200-Secure Boot - Secure Boot has been enabled
症状
2200-セキュアブート - セキュアブートが有効になりました。
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原因
RBSU、iLO RESTful API、または sysconfig コマンドを使用してセキュアブートが有効化されました。
アクション
対応する必要はありません。

2201-Secure Boot - Secure Boot has been disabled
症状
2201-セキュアブート - セキュアブートが無効になりました。
原因
RBSU、iLO RESTful API、または sysconfig シェルコマンドを使用してセキュアブートが無効化されま
した。
アクション
対応する必要はありません。

2202-Secure Boot - A new Platform Key (PK) has been enrolled
症状
2202-セキュアブート - 新しいプラットフォームキー（PK）が登録されました。
原因
RBSU または secboot シェルコマンドを使用して新しいプラットフォームキー証明書が登録されまし
た。
アクション
対応する必要はありません。

2203-Secure Boot - A new entry in the Key Exchange Key (KEK) security database has
been enrolled
症状
2203-セキュアブート - キー交換キー（KEK）セキュリティデータベース内の新しいエントリーが登録さ
れました。
原因
RBSU または secboot コマンドを使用して新しい KEK 証明書が登録されました。
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アクション
対応する必要はありません。

2204-Secure Boot - A new entry in the db security database has been enrolled
症状
2204-セキュアブート - db セキュリティデータベース内の新しいエントリーが登録されました。
原因
RBSU または secboot シェルコマンドを使用して db 証明書が登録されました。
アクション
対応する必要はありません。

2205-Secure Boot - A new entry in the dbx security database has been enrolled
症状
2205-セキュアブート - dbx セキュリティデータベース内の新しいエントリーが登録されました。
原因
RBSU または secboot シェルコマンドを使用して dbx 証明書が登録されました。
アクション
対応する必要はありません。

2206-Secure Boot - A new entry in the dbt security database has been enrolled
症状
2206-セキュアブート - dbt セキュリティデータベース内の新しいエントリーが登録されました。
原因
RBSU または secboot シェルコマンドを使用して dbt 証明書が登録されました。
アクション
対応する必要はありません。

2207-Secure Boot - All of the keys have been reset to defaults
症状
2207-セキュアブート - すべてのキーがデフォルトにリセットされました。
原因
すべてのキーをリセットする要求が、RBSU、iLO RESTful API、または secboot コマンドを介して送信
されました。
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アクション
対応する必要はありません。

2208-Secure Boot - Key Exchange Keys (KEK) have been reset to the platform defaults
症状
2208-セキュアブート - キー交換キー（KEK）がプラットフォームのデフォルトにリセットされました。
原因
キー交換キーをリセットする要求が、RBSU または secboot シェルコマンドを介して送信されました。
アクション
対応する必要はありません。

2209-Secure Boot - Platform Keys (PK) have been reset to the platform defaults
症状
2209-セキュアブート - プラットフォームキー（PK）がプラットフォームのデフォルトにリセットされま
した。
原因
プラットフォームキーをリセットする要求が、RBSU、iLO RESTful API、または secboot コマンドを介
して送信されました。
アクション
対応する必要はありません。

2210-Secure Boot - db keys have been reset to the platform defaults
症状
2210-セキュアブート - db キーがプラットフォームのデフォルトにリセットされました。
原因
db キーをリセットする要求が、RBSU または secboot シェルコマンドを介して送信されました。
アクション
対応する必要はありません。

2211-Secure Boot - dbx keys have been reset to the platform defaults
症状
2211-セキュアブート - dbx キーがプラットフォームのデフォルトにリセットされました。
原因
dbx キーをリセットする要求が、RBSU または secboot シェルコマンドを介して送信されました。
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アクション
対応する必要はありません。

2212-Secure Boot - dbt keys have been reset to the platform defaults
症状
2212-セキュアブート - dbt キーがプラットフォームのデフォルトにリセットされました。
原因
dbt キーをリセットする要求が、RBSU または secboot コマンドを介して送信されました。
アクション
対応する必要はありません。

2213-Secure Boot - All of the keys in the platform have been deleted
症状
2213-セキュアブート - プラットフォーム内のすべてのキーが削除されました。
原因
キーを削除する要求が、RBSU、iLO RESTful API、または sysconfig コマンドを使用して送信されまし
た。
アクション
対応する必要はありません。

2214-Secure Boot - The Platform Key (PK) Secure Boot variable has been deleted
症状
2214-セキュアブート - プラットフォームキー（PK）セキュアブート変数が削除されました。
原因
プラットフォームキーセキュアブート変数を削除する要求が、RBSU、iLO RESTful API、または secboot
コマンドを使用して送信されました。
アクション
対応する必要はありません。

2215-Secure Boot - The Key Exchange Key (KEK) Secure Boot variable has been
deleted
症状
2215-セキュアブート - キー交換キー（KEK）セキュアブート変数が削除されました。
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原因
キー交換キーセキュアブート変数を削除する要求が、RBSU または secboot コマンドを使用して送信さ
れました。
アクション
対応する必要はありません。

2216-Secure Boot - The db Secure Boot variable has been deleted
症状
2216-セキュアブート - db セキュアブート変数が削除されました。
原因
db セキュアブート変数を削除する要求が、RBSU または secboot コマンドを使用して送信されました。
アクション
対応する必要はありません。

2217-Secure Boot - The dbx Secure Boot variable has been deleted
症状
2217-セキュアブート - dbx セキュアブート変数は削除されました。
原因
dbx セキュアブート変数の削除の要求が、RBSU または secboot コマンドを使用して送信されました。
アクション
対応する必要はありません。

2218-Secure Boot - The dbt Secure Boot variable has been deleted
症状
2218-セキュアブート - dbt セキュアブート変数は削除されました。
原因
dbt セキュアブート変数を削除する要求が、RBSU メニューから送信されました。
アクション
対応する必要はありません。

2219-Secure Boot - A Key Exchange Key (KEK) entry has been deleted from KEK
database
症状
2219-セキュアブート - キー交換キー（KEK）エントリーが KEK データベースから削除されました。
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原因
キー交換キーエントリーを削除する要求が、RBSU または secboot コマンドを使用して送信されました。
アクション
対応する必要はありません。

2220-Secure Boot - A db entry has been deleted from db database
症状
2220-セキュアブート - db エントリーは、db データベースから削除されています。
原因
db エントリーを削除する要求が、RBSU または secboot コマンドを使用して送信されました。
アクション
対応する必要はありません。

2221-Secure Boot - A dbx entry has been deleted from dbx database
症状
2221-セキュアブート - dbx エントリーは、dbx データベースから削除されています。
原因
dbx エントリーを削除する要求が、RBSU または secboot コマンドを使用して送信されました。
アクション
対応する必要はありません。

2222-Secure Boot - A dbt entry has been deleted from dbt database
症状
2222-セキュアブート - dbt エントリーは、dbt データベースから削除されています。
原因
RBSU メニューから、dbt エントリーを削除する要求が送信されました。
アクション
対応する必要はありません。

2223-Secure Boot - Unable to enable/disable secure boot
症状
2223-セキュアブート - セキュアブートを有効または無効にすることができません。物理的に存在する
ユーザーのみがセキュアブートを有効または無効にできます。
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原因
物理的に存在しないユーザーが、セキュアブートモードを変更しようとしました。
アクション
対応する必要はありません。

2224-Secure Boot - Unable to enroll a new entry
症状
2224-セキュアブート - 新しいエントリーを登録できません。
原因
ユーザーが、無効なタイプの証明書の登録を試みました。
アクション
対応する必要はありません。

2225-Secure Boot - Unable to reset one or more keys
症状
2225-セキュアブート - 1 つまたは複数のキーをリセットできません。
原因
UEFI BIOS 変数のリセットの操作は、1 つまたは複数のキーをリセットできませんでした。
アクション
対応する必要はありません。

2226-Secure Boot - Unable to delete one or more variables
症状
2226-セキュアブート - 1 つまたは複数の変数を削除できません。
原因
• 変数が存在しません。
• UEFI BIOS 操作のエラー。
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アクション
対応する必要はありません。

2227-Secure Boot - Unable to delete one or more entries
症状
2227-セキュアブート - 1 つまたは複数のエントリーを削除できません。
原因
UEFI BIOS 操作のエラー。
アクション
対応する必要はありません。

24xx のメッセージ
2400-[Device Type] [Slot number] SAN Error - SAN link is down
症状
2400-[デバイスタイプ] [スロット番号] SAN エラー - SAN リンクがダウンしています。SAN 接続を利用
できません。
原因
SAN リンクがダウンしています。リンクがダウンしているときに、SAN への接続はできません。
アクション
1. スイッチと SAN の構成をチェックします。
2. 再度、ポートを接続します。
3. サーバーを再起動します。
4. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

2401-[Device Type] [Slot number] SAN Error - Fabric Login (FLOGI) failed
症状
2401-[デバイスタイプ] [スロット番号] SAN エラー - ファブリックログイン（FLOGI）が失敗しました。
SAN 接続を利用できません。
原因
システムは、SAN ファブリックへのログインに失敗しました。ログインに成功しないと、SAN に接続す
ることはできません。
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アクション
1. スイッチと SAN の構成をチェックします。
2. 再度、ポートを接続します。
3. サーバーを再起動します。
4. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

2402-[Device Type] [Slot number] SAN Error - Name Server login failed
症状
2402-[デバイスタイプ] [スロット番号] SAN エラー - ネームサーバーのログインに失敗しました。Boot
from SAN を利用できません。
原因
システムは、SAN ネームサーバーへのログインに失敗しました。ログインに成功しないと、SAN からの
ブートはできません。
アクション
1. スイッチと SAN の構成をチェックします。
2. 再度、ポートを接続します。
3. サーバーを再起動します。
4. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

2403-[Device Type] [Slot number] SAN Error - No targets found
症状
2403-[デバイスタイプ] [スロット番号] SAN エラー - ターゲットが見つかりません。Boot from SAN を利
用できません。
原因
ブートターゲットが SAN 上に見つかりませんでした。ブートターゲットなしに、SAN からのブートはで
きません。
アクション
1. スイッチと SAN の構成をチェックします。
2. 再度、ポートを接続します。
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3. サーバーを再起動します。
4. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

2404-[Device Type] [Slot number] SAN Error - Adapter restart failed
症状
2404-[デバイスタイプ] [スロット番号] SAN エラー - アダプターの再起動に失敗しました。ファームウェ
アの準備ができていません。Boot from SAN を利用できません。
原因
アダプターのファームウェアが時間までに準備できていないため、SAN アダプターを正しく再起動でき
ませんでした。アダプターが正常に再起動するまで、SAN からブートすることはできません。
アクション
1. 再度、ポートを接続します。
2. サーバーを再起動します。
3. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

2405-[Device Type] [Slot number] Error - Vital Product Data (VPD) is not available
症状
2405-[デバイスタイプ] [スロット番号]エラー - 重要な製品データ（VPD）は使用できません。
原因
重要な製品データは指定のアダプターでは使用できません。
アクション
1. ファームウェアをアップデートします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）
2. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
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詳しくは
サポートケースをオープンにする

2406-[Device Type] [Slot number] NIC Error - NIC personality (Ethernet, iSCSI, or FCoE)
could not be changed
症状
2406-[デバイスタイプ] [スロット番号] NIC エラー - NIC パーソナリティー（Ethernet、iSCSI、または
FCoE）を変更できませんでした。FW のアップデートが必要な場合があります。
原因
ハードウェアの問題またはアダプターのファームウェアバージョンが正しくないため、アダプターのパー
ソナリティーの変更の試みは成功しませんでした。
アクション
1. スロットにカードを取り付けなおします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
2. カードのファームウェアを最新バージョンに更新します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）
3. サーバーを再起動します。
4. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

2407-[Device Type] [Slot number] Error - The firmware update did not complete
successfully
症状
2407-[デバイスタイプ] [スロット番号]エラー - ファームウェアアップデートが正常に完了しませんでし
た。
原因
ファームウェアアップデートに失敗しました。
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アクション
1. 適切なファームウェアイメージが選択されていることを確認し、ファームウェアのアップデートを再
度試みます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）
2. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

2408-[Device type] [Slot number] Error – Firmware image recovery not successful
症状
2408-[デバイスタイプ] [スロット番号]エラー - ファームウェアイメージのリカバリが成功していません。
原因
アダプターは、そのファームウェアイメージのリカバリを試みましたが失敗しました。
アクション
1. サーバーを再起動します。
2. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

2409-[Device type] [Slot number] Error – Failure to apply Virtual Connect (VC) settings
症状
2409-[デバイスタイプ] [スロット番号]エラー - バーチャルコネクト（VC）の設定を適用できませんでし
た。
原因
アダプターは、バーチャルコネクトのプロファイル設定を適用できませんでした。
アクション
1. バーチャルコネクトの設定を確認します。
2. サーバーを再起動し、バーチャルコネクトの設定を再度適用します。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/vc/manuals）にあ
るお客様のバージョンの HPE Virtual Connect のユーザーガイドを参照してください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

2410-[Device type] [Slot number] Error – Controller I/O timeout failure
症状
2410-[デバイスタイプ] [スロット番号]エラー – コントローラーの I/O タイムアウトエラー。
原因
コントローラーとの通信がタイムアウトしました。
アクション
1. サーバーを再起動します。
2. 問題が解決されない場合は、ファームウェアを更新してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）
3. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

2411-[Device Type] [Device number] iSCSI Error - Failed to acquire DHCP initiator
network address
症状
2411-[デバイスタイプ] [デバイス番号] iSCSI エラー - DHCP イニシエーターのネットワークアドレスの
取得に失敗しました。
原因
• ネットワークケーブルが見つからないか、正しく接続されていません
• 誤った構成の設定
アクション
1. ネットワークケーブルがこのポートに接続されていることを確認します。
2. DHCP サーバーが、システムから到達可能であることを確認します。
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3. DHCP サーバーが、IP アドレス、マスク、ゲートウェイの設定など、システムに必要な設定を指定で
きることを確認します。
4. DHCP サーバーがビジーでないことを確認します。
5. サーバーを再起動して、もう一度試します。
6. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

2412-[Device Type] [Device number] iSCSI Error - Failed to acquire DHCP target network
address
症状
2412-[デバイスタイプ] [デバイス番号] iSCSI エラー - DHCP ターゲットのネットワークアドレスの取得
に失敗しました。
原因
• ネットワークケーブルが見つからないか、正しく接続されていません
• 誤った構成の設定
アクション
1. ネットワークケーブルがこのポートに接続されていることを確認します。
2. DHCP サーバーが、システムから到達可能であることを確認します。
3. DHCP サーバーが、IP アドレス、ポート番号、ターゲット IQN など、システムに必要なターゲット設
定を提供できることを確認します。
4. DHCP サーバーがビジーでないことを確認します。
5. サーバーを再起動して、もう一度試します。
6. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

2413-[Device Type] [Device number] iSCSI Error - Failed to acquire DHCP iSNS Server IP
address
症状
2413-[デバイスタイプ] [デバイス番号] iSCSI エラー - DHCP iSNS サーバーの IP アドレスの取得に失敗
しました。
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原因
• ネットワークケーブルが見つからないか、正しく接続されていません
• 誤った構成の設定
アクション
1. ネットワークケーブルがこのポートに接続されていることを確認します。
2. DHCP サーバーが、システムから到達可能であることを確認します。
3. DHCP サーバーが、iSNS の設定を指定するように構成されていることを確認します。
4. DHCP サーバーがビジーでないことを確認します。
5. サーバーを再起動して、もう一度試します。
6. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

2414-[Device Type] [Device number] iSCSI Error - iSCSI login failed
症状
2414-[デバイスタイプ] [デバイス番号] iSCSI エラー - iSCSI ログインに失敗しました。
原因
• ネットワークケーブルが見つからないか、正しく接続されていません
• 誤った構成の設定
アクション
1. ネットワークケーブルがこのポートに接続されていることを確認します。
2. 設定が DHCP サーバーによって指定されるように構成されている場合は、システムから到達可能であ
り、ビジー状態でないことを確認します。
3. システムの設定が手動で指定されている場合は、コントローラーの設定、イニシエーターの構成、お
よび認証設定を含むターゲットの構成が正しいことを確認します。
4. ターゲットが正しく設定されていることを確認します。
5. サーバーを再起動して、もう一度試します。
6. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする
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2415-[Device Type] [Device number] iSCSI Error - Boot LUN not available
症状
2415- [デバイスタイプ] [デバイス番号] iSCSI エラー - ブート LUN を使用できません。
原因
誤った構成の設定
アクション
1. ターゲット上の iSCSI 構成が正しいことと、イニシエーターにディスク/LUN にアクセスする権限があ
ることを確認してください。
2. サーバーを再起動します。

2416-[Device Type] [Device number] Error - Controller firmware not ready
症状
2416-[デバイスタイプ] [デバイス番号]エラー - コントローラーファームウェアの準備ができていません。
原因
コントローラーファームウェアは、初期化されていないか、または壊れています。
アクション
1. サーバーを再起動して、もう一度試します。
2. コントローラーファームウェアを更新します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）
3. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

2419-[Device Type] [Slot number] Error - Rx/Tx is disabled on this device
症状
2419-[デバイスタイプ] [スロット番号]エラー - サポートされていない SFP+または QSFP モジュールタ
イプが検出されたため、このデバイスで Rx/Tx は無効です。
原因
サポートされていないトランシーバーモジュール（SFP+または QSFP）がアダプターに接続されていま
す。
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アクション
トランシーバーモジュールを、サポート対象モデルに交換します。
正しくサポートされているモジュールであるかを判断するには、Hewlett Packard Enterprise の Web サイ
ト（https://www.hpe.com/info/qs）にあるアダプターの QuickSpecs を参照してください。

2420-[Device Type] [Slot number] Error - The UEFI driver for the device detected an
older version of the NVM image than expected
症状
2420-[デバイスタイプ] [スロット番号]エラー - デバイスの UEFI ドライバーが、予想よりも古いバージョ
ンの NVM イメージを検出しました。
原因
オプション ROM は、現在の NVM で配布される公称バージョンより新しいバージョンに更新されました。
アクション
1. 同じファームウェアアップデートバンドルを使用し、アダプターの NVM イメージおよびオプション
ROM を更新します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）

2421-[Device Type] [Slot number] Error - The UEFI driver for the device detected a newer
version of the NVM image than expected
症状
2421-[デバイスタイプ] [スロット番号]エラー - デバイスの UEFI ドライバーが、予想よりも新しいバー
ジョンの NVM イメージを検出しました。
原因
オプション ROM は、現在の NVM で配布される公称バージョンより新しいバージョンに更新されました。
アクション
1. UEFI ドライバーの最新バージョンをインストールします。
2. アダプター上で NVM イメージとオプション ROM をアップデートします。
Hewlett Packard Enterprise では、同じファームウェアアップデートバンドルを使用し、アダプターの
NVM イメージおよびオプション ROM を更新することをお勧めします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
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• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）

2422-[Device Type] [Slot number] Error - The UEFI driver for the device stopped because
the NVM image is newer than expected
症状
2422-[デバイスタイプ] [スロット番号]エラー - NVM イメージが予想よりも新しいバージョンであるた
め、デバイスの UEFI ドライバーが停止しました。
原因
NVM の現在のバージョンは、UEFI ドライバーによってサポートされていません。
アクション
1. UEFI ドライバーの最新バージョンをインストールします。
2. アダプター上で NVM イメージとオプション ROM をアップデートします。
Hewlett Packard Enterprise では、同じファームウェアアップデートバンドルを使用し、アダプターの
NVM イメージおよびオプション ROM を更新することをお勧めします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）

2423-[Device Type] [Slot number] Error - Firmware recovery mode detected
症状
2423-[デバイスタイプ] [スロット番号]エラー - ファームウェアの復旧モードが検出されました。初期化
に失敗しました。
原因
アダプターファームウェアに問題が発生し、リカバリモードで開始しました。
アクション
1. サーバーを再起動します。
2. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする
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3xxx のメッセージ
3010-MemBIST RMT: Margin out of range at CPU X DIMM Y
症状
3010-MemBIST RMT：CPU X DIMM Y、カウント Z で余白が範囲外です。
原因
システムは、指定された DIMM でエラーを検出しました。
注意: DIMM を正しく処理できない場合、DIMM コンポーネントとシステムボードのコネクターに損
傷が発生する可能性があります。詳細については、以下に示す Hewlett Packard Enterprise の Web
サイトにある、該当製品トラブルシューティングガイドの DIMM の取り扱いのガイドラインを参照
してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting)

アクション
1. DIMM を取り外して、再度取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
2. 問題が解決されない場合は、DIMM を交換します。

3011-MemBIST MEMTEST: Uncorrectable memory error found
症状
3011-MemBIST MEMTEST：CPU X DIMM Y ランク Z で訂正不能なメモリエラーが見つかりました。
原因
システムが指定された DIMM でエラーを検出しました。
注意: DIMM を正しく処理できない場合、DIMM コンポーネントとシステムボードのコネクターに損
傷が発生する可能性があります。詳細については、以下に示す Hewlett Packard Enterprise の Web
サイトにある、該当製品トラブルシューティングガイドの DIMM の取り扱いのガイドラインを参照
してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting)

アクション
1. DIMM を取り外して、再度取り付けます。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
2. 問題が解決されない場合は、DIMM を交換してください。

3012-MemBIST MEMTEST: Correctable Memory Error found
症状
3012-MemBIST MEMTEST：CPU X DIMM Y ランク Z で訂正可能なメモリエラーが見つかりました。
原因
システムが指定された DIMM で訂正済みエラーを検出しました。DIMM は機能していますが、次回のサー
ビスイベント時に交換する必要があります。
注意: DIMM を正しく処理できない場合、DIMM コンポーネントとシステムボードのコネクターに損
傷が発生する可能性があります。詳細については、以下に示す Hewlett Packard Enterprise の Web
サイトにある、該当製品トラブルシューティングガイドの DIMM の取り扱いのガイドラインを参照
してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting)

アクション
1. DIMM を交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

3013-Processor Built-In Self-Test (BIST) Failure
症状
3013-プロセッサービルトインセルフテスト（BIST）に失敗しました。プロセッサー X、エラーコード=Y
です。
原因
• プロセッサーが正しく装着されていません。
• プロセッサーで障害が発生しつつあるか、すでに発生しました。
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注意: プロセッサーの取り外しまたは交換を行う前に、ご使用の製品のトラブルシューティングガイ
ドの「プロセッサーのトラブルシューティングに関するガイドライン」のガイドラインに必ず従っ
てください。推奨されているガイドラインに従わないと、システムボードが損傷してシステムボー
ドの交換が必要になる場合があります。
アクション
1. サーバーを再起動します。
2. 問題が解決されない場合は、プロセッサーを取り付けなおしてください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
3. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

3016-Memory Configuration Error - No memory is available
症状
3016-メモリ構成エラー - 使用できるメモリがありません。DIMM が取り付けられている場合は、DIMM
が正しく取り付けられていることを確認してください。-システムが停止しました。
原因
• サーバーに DIMM が取り付けられていません。
• DIMM が正しく取り付けられていません。
注意: DIMM を正しく処理できない場合、DIMM コンポーネントとシステムボードのコネクターに損
傷が発生する可能性があります。詳細については、以下に示す Hewlett Packard Enterprise の Web
サイトにある、該当製品トラブルシューティングガイドの DIMM の取り扱いのガイドラインを参照
してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting)

アクション
1. DIMM を、サポートされる構成で取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのユーザーガイ
ドを参照してください。
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• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
追加情報については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/docs/
memory-population-rules）にあるメモリの取り付けに関するルールを参照してください。

3017-Server Platform Services Authentication Failure
症状
3017-サーバープラットフォームサービス認証エラー - サーバープラットフォームサービス（SPS）ファー
ムウェアイメージが認証に失敗し、危殆化している可能性があります。-システムが停止しました。
原因
SPS ファームウェアイメージが電源再投入後の暗号署名チェックに失敗しました。このエラーは、イメー
ジが破損または危殆化している場合に発生します。
アクション
1. サーバープラットフォームサービスファームウェアを更新します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）
2. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

3018-Server Platform Services Authentication Failure
症状
3018-サーバープラットフォームサービス認証エラー - サーバープラットフォームサービス（SPS）ファー
ムウェアイメージが古いため認証できませんでした。
原因
SPS ファームウェアイメージを認証するには、そのイメージが暗号署名チェックに合格する必要がありま
す。このサポートを含んでいる SPS ファームウェアのバージョンを使用してください。
アクション
1. サーバープラットフォームサービスファームウェアを更新します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
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• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）

3019-Server Platform Services Firmware in Recovery Mode
症状
3019-サーバープラットフォームサービスファームウェアが復旧モードです。SPS ファームウェアイ
メージが壊れています。-システムが停止しました。
原因
SPS ファームウェアイメージが壊れています。
アクション
1. サーバープラットフォームサービスファームウェアを更新します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）

3020-PCIe Slot X failed to train at Gen Y speed and Z width
症状
3020-PCIe スロット X は、Gen Y 時間と Z 幅で連結に失敗しました。
原因
• デバイスが正しく固定されていない。
• デバイスは、最新のファームウェアで実行されていません。
アクション
1. カードを取り出し、再び挿入します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
2. カードファームウェアを更新します。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）
3. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

3021-PCIe Slot X failed to train
症状
3021-PCIe スロット X は、連結に失敗しました。
原因
PCI Express エンドポイントは、連結に失敗しました。
アクション
1. カードを取り出し、再び挿入します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
2. カードファームウェアを更新します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）
3. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

3022-PCIe Slot X failed to train or no device detected on a bifurcated slot
症状
3022-PCIe スロット X は連結に失敗したか、または分岐スロット上でデバイスが検出されませんでした。
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原因
PCI Express エンドポイントで連結に失敗したか、分岐スロット上にデバイスが検出されませんでした。
アクション
1. カードが分岐をサポートしていない場合は、UEFI システムユーティリティでサポートを無効にしま
す。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/uefi/docs）にある
ご使用の製品の UEFI システムユーティリティユーザーガイドを参照してください。
2. カードが分岐をサポートしている場合、カードを取り外して再取り付けします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
3. 問題が解決されない場合は、カードファームウェアを更新します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）
4. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

3023-FlexibleLOM X failed to train
症状
3023-FlexibleLOM X は、連結に失敗しました。
原因
FlexibleLOM は、連結に失敗しました。
アクション
1. FlexibleLOM を取り外して、再度取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
2. FlexibleLOM のファームウェアを更新します。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）
3. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

3024-FlexibleLOM X failed to train at Gen Y speed and Z width
症状
3024-FlexibleLOM X は、Gen Y 時間と Z 幅で連結に失敗しました。
原因
• デバイスが正しく固定されていない。
• デバイスは、最新のファームウェアで実行されていません。
アクション
1. FlexibleLOM を取り外して、再度取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
2. FlexibleLOM のファームウェアを更新します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）
3. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする
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3025-HPE Persistent Memory Configuration Error
症状
3025-HPE Persistent Memory 構成エラー - システムに、互換性のない不揮発性メモリモジュールタイプ
がインストールされています。
原因
HPE Persistent Memory モジュールの互換性のないハードウェアレベルまたはコントローラーファーム
ウェアバージョンがシステムにインストールされています。
注意: DIMM と HPE Persistent Memory モジュールを正しく処理できない場合、メモリコンポーネン
トとシステムボードのコネクターに損傷が発生する可能性があります。詳しくは、以下の Web サイ
トにある、該当製品トラブルシューティングガイドの取り扱いのガイドラインを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

アクション
1. サポートされていないモデルタイプの HPE Persistent Memory モジュールを取り外し、サポートされ
ているタイプと交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
2. サーバーのすべての HPE Persistent Memory モジュールのハードウェアレベルが同じである場合、同
じレベルに HPE Persistent Memory モジュールのファームウェアバージョンをアップグレードしてく
ださい。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/persistentmemorydocs）にある HPE Persistent Memory User Guide を参照してください。
この手順では、処理中にインストールされた各 HPE Persistent Memory モジュールでブートが必要に
なる場合があります。
3. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

3026-HPE Persistent Memory Initialization Error
症状
3026-HPE Persistent Memory 構成エラー - プロセッサー X DIMM Y。識別された不揮発性メモリモ
ジュールコントローラーで通信エラーが発生します。PMM では、一部の機能が制限され、使用できない
ことがあります。
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原因
HPE Persistent Memory モジュール（PMM）コントローラーとの通信中に、システム ROM でタイムアウ
トまたはインターフェイスエラーが発生しました。
注意: DIMM と HPE Persistent Memory モジュールを正しく処理できない場合、メモリコンポーネン
トとシステムボードのコネクターに損傷が発生する可能性があります。詳しくは、以下の Web サイ
トにある、該当製品トラブルシューティングガイドの取り扱いのガイドラインを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

アクション
1. サポートされている構成の詳細は、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/
docs/memory-population-rules）にあるメモリの取り付けに関するルールを参照してください。
2. 問題が解決されない場合は、HPE Persistent Memory モジュールコントローラーとシステム ROM の
ファームウェアの最新のバージョンがないかチェックしてください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）
3. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

3030-HPE Persistent Memory Initialization Error
症状
3030-HPE Persistent Memory 構成エラー - （メジャーコード：X、マイナーコード：Y）。
原因
メモリが無効な構成で取り付けられています。
注意: DIMM と HPE Persistent Memory モジュールを正しく処理できない場合、メモリコンポーネン
トとシステムボードのコネクターに損傷が発生する可能性があります。詳しくは、以下の Web サイ
トにある、該当製品トラブルシューティングガイドの取り扱いのガイドラインを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

アクション
DIMM と HPE Persistent Memory モジュールを、サポートされる構成で取り付けます。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/docs/memory-populationrules）にあるメモリの取り付けに関するルールを参照してください。

31xx のメッセージ
3100-Trusted Platform Module (TPM) was successfully bound to system
症状
3100-Trusted Platform Module（TPM）は、システムに正常にバインドされました。
アクション
対応する必要はありません。

3101-Unbound Trusted Platform Module (TPM) detected
症状
3101-バインドされていない Trusted Platform Module（TPM）が検出されました。
アクション
対応する必要はありません。

3102-Unused Scalable Persistent Memory backup device detected
症状
3102-未使用の Scalable Persistent Memory バックアップデバイスがボックス X ベイ Y で検出されまし
た。このデバイスはオペレーティングシステムで使用できるため、Scalable Persistent Memory バック
アップには使用されません。
原因
以前の構成を回復しようとしているときに、複数の Scalable Persistent Memory 構成セットからバック
アップストレージデバイスが検出されました。最初に検出された構成のバックアップデバイスセットを
使用して、操作が続行されます。
アクション
• Scalable Persistent Memory バックアップデバイスではなく、検出されたデバイスを通常のストレージ
として再フォーマットします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/persistentmemorydocs）にある HPE Scalable Persistent Memory User Guide を参照してください。
• ボックス X ベイ Y システムからデバイスを取り外します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
◦ HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
◦ HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
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3103-NVDIMM Error: Unsupported NVDIMM-N configuration detected
症状
3103-NVDIMM エラー：サポートされていない NVDIMM-N 構成が検出されました。すべての NVDIMM が
無効になっている。
原因
NVDIMM は、サポートされていない構成で取り付けられています。
アクション
NVDIMM を、サポートされる構成で取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/docs/memory-populationrules）にあるメモリの取り付けに関するルールを参照してください。

3105-Unsupported PCIe Card Configuration
症状
3105-サポートされていない PCIe カード構成。スロット X に取り付けられている PCIe デバイスは、現在
の位置でサポートされていません。
原因
PCIe カードが、サポートされていないスロットに取り付けられています。
アクション
1. PCIe カードを、サポートされているスロットに取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのユーザーガイ
ドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

3106-Server Configuration Lock has detected a discrepancy
症状
3106-サーバー構成ロックが DIMM のデジタルフィンガープリントの不一致を検出しました。
原因
サーバー構成ロックを有効にした後にデバイスを変更した可能性があります。
注意: DIMM を正しく処理できない場合、DIMM コンポーネントとシステムボードのコネクターに損
傷が発生する可能性があります。詳細については、以下に示す Hewlett Packard Enterprise の Web
サイトにある、該当製品トラブルシューティングガイドの DIMM の取り扱いのガイドラインを参照
してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting)
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アクション
1. すべての DIMM が正しく取り付けられていることを確認します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/docs/memorypopulation-rules）にあるメモリの取り付けに関するルールを参照してください。
2. システム ROM を最新バージョンにアップデートします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）
3. このエラーが構成の変更による予期されたエラーであるかどうかを判断します。そうでない場合は、
システムの改ざんを防ぐために適切な手順を実行します。

3107-Server Configuration Lock has detected a discrepancy
症状
3107-サーバー構成ロックがシステムボードのデジタルフィンガープリントの不一致を検出しました。
原因
サーバー構成ロックを有効にした後にデバイスを変更した可能性があります。
アクション
1. システム ROM を最新バージョンにアップデートします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）
2. このエラーが構成の変更による予期されたエラーであるかどうかを判断します。そうでない場合は、
システムの改ざんを防ぐために適切な手順を実行します。

3108-Server Configuration Lock has detected a discrepancy
症状
3108-サーバー構成ロックがプロセッサー X のデジタルフィンガープリントの不一致を検出しました。
原因
サーバー構成ロックを有効にした後にデバイスを変更した可能性があります。
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アクション
1. プロセッサーを取り付けなおしてください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
2. システム ROM を最新バージョンにアップデートします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）
3. このエラーが構成の変更による予期されたエラーであるかどうかを判断します。そうでない場合は、
システムの改ざんを防ぐために適切な手順を実行します。

3109-Server Configuration Lock has detected a discrepancy
症状
3109-サーバー構成ロックが PCI デバイススロット X のデジタルフィンガープリントの不一致を検出し
ました。
原因
サーバー構成ロックを有効にした後にデバイスを変更した可能性があります。
アクション
1. すべての拡張カードが正しく取り付けられていることを確認します。
2. システム ROM を最新バージョンにアップデートします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）
3. このエラーが構成の変更による予期されたエラーであるかどうかを判断します。そうでない場合は、
システムの改ざんを防ぐために適切な手順を実行します。

3110-Server Configuration Lock has detected a discrepancy
症状
3110-サーバー構成ロックがセキュリティ構成のデジタルフィンガープリントの不一致を検出しました。
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原因
システムセキュリティの構成要素が、サーバー構成ロックが有効化された後に変更されています。
アクション
このエラーが構成の変更による予期されたエラーであるかどうかを判断します。そうでない場合は、シス
テムの改ざんを防ぐために適切な手順を実行します。

3111-Server Configuration Lock has detected a discrepancy
症状
3111-サーバー構成ロックがファームウェアリビジョンのフィンガープリントの不一致を検出しました。
原因
システムのファームウェアリビジョンが、サーバー構成ロックを有効化した後に変更されています。
アクション
このエラーが構成の変更による予期されたエラーであるかどうかを判断します。そうでない場合は、シス
テムの改ざんを防ぐために適切な手順を実行します。

3113-HPE Persistent Memory Health Error
症状
3113-HPE Persistent Memory ヘルスエラー - プロセッサー X DIMM Y - 不揮発性メモリモジュールが、使
用可能なウェアレベリングの終了に近づいています。
原因
次のいずれかの理由により、HPE Persistent Memory モジュールは異常なヘルスステータスを報告してい
ます。
• 使用可能なスペアブロックの数が少ない
• パッケージのスペアリング
アクション
1. エラーに関連するイベントのインテグレーテッドマネジメントログを確認し、推奨される操作に従っ
てください。
2. HPE Persistent Memory モジュールの不揮発性領域に保存されたすべてのデータをバックアップして
ください。
3. 問題が解決されない場合は、HPE Persistent Memory モジュールを交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
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• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
4. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

3115-HPE Persistent Memory Health Error
症状
3115-HPE Persistent Memory - プロセッサー X DIMM Y - 不揮発性メモリモジュールに問題が発生してお
り、耐障害性が失われています。
原因
次のいずれかの理由により、HPE Persistent Memory モジュールは異常なヘルスステータスを報告してい
ます。
• 使用可能なスペアブロックがない
• 内部故障
アクション
1. エラーに関連するイベントのインテグレーテッドマネジメントログを確認し、推奨される操作に従っ
てください。
2. HPE Persistent Memory モジュールの不揮発性領域に保存されたすべてのデータをバックアップして
ください。
3. Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://www.hpe.com/support/hpesc）
を使用してサポートケースをオープンにしてください。
4. 問題が解決されない場合は、HPE Persistent Memory モジュールを交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
詳しくは
サポートケースをオープンにする

3116-HPE Persistent Memory Health Error
症状
3116-HPE Persistent Memory ヘルスエラー - プロセッサー X DIMM Y - 不揮発性メモリモジュールに重
大なエラーが発生しており、動作しなくなった可能性があります。

POST エラーメッセージ

235

原因
重大な内部障害により、HPE Persistent Memory モジュールは異常なヘルスステータスを報告していま
す。
アクション
1. エラーに関連するイベントのインテグレーテッドマネジメントログを確認し、推奨される操作に従っ
てください。
2. HPE Persistent Memory モジュールの不揮発性領域に保存されたすべてのデータをバックアップして
ください。
3. Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://www.hpe.com/support/hpesc）
を使用してサポートケースをオープンにしてください。
4. 問題が解決されない場合は、HPE Persistent Memory モジュールを交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
詳しくは
サポートケースをオープンにする

3117-HPE Persistent Memory Percentage Remaining Alert
症状
3117-HPE Persistent Memory の残存寿命の警告 - プロセッサー X DIMM Y - 不揮発性メモリモジュール
は指定された残存寿命の Z パーセント以下になっています。
原因
HPE Persistent Memory モジュールは指定された残存寿命が、まもなく交換を必要とするレベルまで少な
くなっていると報告しています。
アクション
1. エラーに関連するイベントのインテグレーテッドマネジメントログを確認し、推奨される操作に従っ
てください。
2. HPE Persistent Memory モジュールの交換部品を注文し、もうすぐ必要となる交換のための準備をし
てください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
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3118-HPE Persistent Memory Percentage Remaining Alert
症状
3118-HPE Persistent Memory の残存寿命パーセントの警告 - プロセッサー X DIMM Y - 不揮発性メモリ
モジュールは指定された残存寿命の Z パーセント以下になっています。
原因
HPE Persistent Memory モジュールは指定された残存寿命が、非常に低い値まで低下し、まもなく交換を
必要とすると報告しています。
アクション
1. エラーに関連するイベントのインテグレーテッドマネジメントログを確認し、推奨される操作に従っ
てください。
2. HPE Persistent Memory モジュールの不揮発性領域に保存されたすべてのデータをバックアップして
ください。
3. HPE Persistent Memory モジュールを交換します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

3119-HPE Persistent Memory Percentage Remaining Alert
症状
3119-HPE Persistent Memory の残存寿命パーセントの警告 - プロセッサー X DIMM Y - 不揮発性メモリ
モジュールは指定された残存寿命の Z パーセント以下になっています。この PMM の以後のエラーは
データの損失を招く恐れがあります。
原因
HPE Persistent Memory モジュール（PMM）は指定された残存寿命が、低いパーセントになっていること
を報告しています。ブロックスワッピングは近い将来エラーから回復することが不可能になり、データが
失われる可能性があります。
アクション
1. エラーに関連するイベントのインテグレーテッドマネジメントログを確認し、推奨される操作に従っ
てください。
2. HPE Persistent Memory モジュールの不揮発性領域に保存されたすべてのデータをバックアップして
ください。
3. HPE Persistent Memory モジュールを交換します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
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• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

3120-HPE Persistent Memory Health Error
症状
3120-HPE Persistent Memory のヘルスが警告状態 - プロセッサー X DIMM Y - 不揮発性メモリモジュー
ルにより安全でないシャットダウンが報告されました。
原因
HPE Persistent Memory モジュールにより安全でないシャットダウンが報告されました。このエラーは、
データがモジュール上の永続的メディアに保存できるようになる前の、予期せぬ電源損失が原因の可能性
があります。
アクション
1. エラーに関連するイベントのインテグレーテッドマネジメントログを確認し、推奨される操作に従っ
てください。
2. 問題が解決されない場合は、システム ROM とシステムプログラマブルロジックデバイスのバージョン
が最新であることを確認してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）
3. 電源が機能していることを確認し、必要に応じて交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

3121-Transaction Timeout Error Detected
症状
3121-トランザクションのタイムアウトエラーが検出されました。スロット X
原因
• デバイスのファームウェアまたはドライバーが旧タイプです。
• デバイスが故障しています。
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アクション
1. 指定したデバイスのファームウェアおよびドライバーを更新します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）
2. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

3127-Transaction Timeout Error Detected
症状
3127-トランザクションのタイムアウトエラーが検出されました。内蔵 X。
原因
• デバイスのファームウェアまたはドライバーが旧タイプです。
• デバイスが故障しています。
アクション
1. 指定したデバイスのファームウェアおよびドライバーを更新します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）
2. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

3130-IMPORTANT: The current power supply configuration setting is not recommended
症状
3130-重要：現在の電源装置の構成設定は、取り付けられている電源装置の数に対して推奨されません。
プラットフォーム構成（RBSU）の電源要件の設定が、取り付けられている電源装置の数と適切に一致し
ていることを確認します。
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原因
RBSU の電源冗長構成の現在の設定は、取り付けられている電源装置の現在の数をサポートしていませ
ん。
アクション
1. UEFI システムユーティリティーの電源冗長構成オプションを、取り付けられている電源装置の数と一
致するように設定します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/uefi/docs）にある
ご使用の製品の UEFI システムユーティリティユーザーガイドを参照してください。
2. または、必要ではない電源を取り外します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

3134-One-button secure erase error - Trusted Platform Module
症状
3134-One-button セキュア消去のエラー - Trusted Platform Module。
原因
システムは、次のいずれかが原因で、Trusted Platform Module で One-button セキュア消去操作を実行で
きません。
• ハードウェアの障害
• デバイスファームウェアの問題
アクション
1. Trusted Platform Module ファームウェアを更新します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）
2. セキュア消去操作を再度実行してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/
intelligentprovisioning-docs）にある『Intelligent Provisioning User Guide for HPE ProLiant Gen10
Servers and HPE Synergy』を参照してください。
3. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
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詳しくは
サポートケースをオープンにする

3136-HPE Persistent Memory completed successfully
症状
3136-HPE Persistent Memory は正常に完了しました - プロセッサー X、DIMM Y。
原因
システムファームウェアにより、HPE Persistent Memory モジュールでリクエストされたサニタイズ操作
が正常に完了しました。
アクション
対応する必要はありません。

3137-HPE Persistent Memory Secure Erase failure
症状
3137-HPE Persistent Memory の完全消去に失敗 - プロセッサー X、DIMM Y（SN：Z）。
原因
システムファームウェアにより、HPE Persistent Memory モジュールで完全消去操作を実行できませんで
した。
アクション
1. セキュア消去操作を再度実行してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/
intelligentprovisioning-docs）にある『Intelligent Provisioning User Guide for HPE ProLiant Gen10
Servers and HPE Synergy』を参照してください。
2. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

3140-One-button secure erase of system firmware configuration data has failed
症状
3140-システムファームウェア構成データの One-button セキュア消去に失敗しました。
原因
システムファームウェアは、システム構成の設定で One-button セキュア消去操作を実行できませんでし
た。
アクション
1. One-button セキュア消去を再実行してください。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/
intelligentprovisioning-docs）にある『Intelligent Provisioning User Guide for HPE ProLiant Gen10
Servers and HPE Synergy』を参照してください。
2. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

3143-Device Encryption Error
症状
3143-デバイスの暗号化エラー：プロセッサー X DIMM Y の暗号化を有効にすることができませんでした。
原因
移行されるまで、HPE Persistent Memory モジュールで暗号化を有効にすることはできません。
アクション
1. HPE Persistent Memory モジュールを移行します。
移行手順は、ローカルまたはリモートのキー管理によって HPE Persistent Memory モジュールが暗号
化されるかによって異なります。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/persistentmemorydocs）にある HPE Persistent Memory User Guide を参照してください。
2. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

3145-Device Encryption Error
症状
3145-デバイスの暗号化エラー：プロセッサー X DIMM Y（SN：Z）の暗号化を無効にすることができま
せんでした。
原因
移行されるまで、HPE Persistent Memory モジュールで暗号化を無効にすることはできません。
アクション
1. HPE Persistent Memory モジュールを移行します。
移行手順は、ローカルまたはリモートのキー管理によって HPE Persistent Memory モジュールが暗号
化されるかによって異なります。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/persistentmemorydocs）にある HPE Persistent Memory User Guide を参照してください。
2. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
3. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

3146-Device Encryption Error
症状
3146-デバイスの暗号化エラー：プロセッサー X DIMM Y のパスフレーズの変更に失敗しました。
原因
暗号化論理が原因で、識別された自己暗号化デバイスのパスフレーズの変更に失敗しました。
アクション
1. パスフレーズの変更を再試行します：
a. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成（RBSU） > サー
バーセキュリティ > デバイス暗号化オプション > デバイス暗号化設定 > 暗号化デバイスを選択
します。
b. 次のオプションを選択します。
• デバイスの選択—HPE Persistent Memory モジュールを選択します。
• 操作を選択—パスフレーズを変更します。
c. パスフレーズのタイプ：
この選択肢は、ローカルキー管理が有効な場合にのみ使用できます。リモートキー管理が有効な場
合、HPE Persistent Memory モジュールのパスフレーズはキー管理サーバーで自動で生成、保存、
および管理されます。
• 自動—システムにより 32 バイトのランダムなパスフレーズが自動で生成されます。Hewlett
Packard Enterprise では、ベストプラクティスとして、システム生成のパスフレーズを使用する
ことをお勧めします。
• 手動—32 バイトのパスフレーズを手動で入力します。
d. 操作を開始を選択します。
2. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする
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3148-Device Encryption Error - Three incorrect attempts were made
症状
3148-デバイス暗号化エラー - プロセッサー X DIMM Y のロックを解除する不正な試行が 3 回実行されま
した。次の電源再投入までデバイスはロックされます。
原因
誤ったパスフレーズが 3 回入力されました。
アクション
1. サーバーを再起動します。
2. システムユーティリティにアクセスするには、POST 中に F9 キーを押します。
3. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成（RBSU） > サーバー
セキュリティ > デバイス暗号化オプション > デバイス暗号化移行オプション > デバイス暗号化リカ
バリオプションを選択します。
4. USB キーにエクスポートしたファイルを使用して HPE Persistent Memory モジュールのロックを解
除するには、次の操作を実行します。
a. USB キーを接続します。
b. USB デバイスからのパスフレーズのリストアを選択します。
c. ファイルのエクスポート時に作成された一時パスフレーズを入力します。
d. ファイルの選択を選択して、USB キー上のパスフレーズファイルの場所に移動します。
e. 暗号化設定のリストアを選択して、ファイルをインポートします。
5. パスフレーズが手動で記録された HPE Persistent Memory モジュールのロックを解除するには、次の
操作を行います。
a. デバイスを手動でロック解除を選択します。
b. HPE Persistent Memory モジュールを選択し、パスフレーズを入力します。
6. HPE Persistent Memory モジュールのパスフレーズが不明であり、保存されているデータの保持また
はデータへのアクセスが必要ない場合は、
［暗号による消去］オプションで HPE Persistent Memory モ
ジュールをサニタイズしてモジュールを再利用します。
このオプションでは、HPE Persistent Memory モジュールに以前保存されたデータの保持またはデー
タへのアクセスを行うことはできません。ハードウェアの再利用を可能にするのみです。

314A-Encryption policy changed to Local Key Management System
症状
314A-暗号化ポリシーはローカルキー管理システム（LKMS）に変更されました。
原因
暗号化タイプは、プラットフォーム構成（RBSU）でリモートからローカルに変更されました。
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アクション
対応する必要はありません。

314B-Encryption for Processor X DIMM Y is disabled
症状
314B-プロセッサー X DIMM Y の暗号化が無効になっています。
原因
指定された Persistent Memory の暗号化が、BIOS/プラットフォーム構成（RBSU）から無効にされまし
た。
アクション
対応する必要はありません。

314C-Encryption passphrase for Processor X DIMM Y was modified
症状
314C-プロセッサー X DIMM Y の暗号化パスフレーズが変更されました。
原因
指定された Persistent Memory モジュールの暗号化パスフレーズが、BIOS/プラットフォーム構成
（RBSU）から変更されました。
アクション
対応する必要はありません。

314E-Attempt to unlock Processor X DIMM Y was successful
症状
314E-プロセッサー X DIMM Y のロックを解除する試みが成功しました。
原因
BIOS/プラットフォーム構成（RBSU）から、指定された Persistent Memory モジュールのロック解除に成
功しました。
アクション
対応する必要はありません。

3150-One-button secure erase failure for drive X
症状
3150-ドライブ X（SN：Y）の One-button セキュア消去の障害。
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解決方法 1
原因
One-button セキュア消去の操作中にドライブでエラーが発生しました。
アクション
1. One-button セキュア消去を再実行してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/
intelligentprovisioning-docs）にある『Intelligent Provisioning User Guide for HPE ProLiant Gen10
Servers and HPE Synergy』を参照してください。
2. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
解決方法 2
原因
ドライブは特定の消去方法をサポートしていないため、ドライブ上のデータが消去されませんでした。
アクション
1. エラーに関連するイベントのインテグレーテッドマネジメントログを確認し、推奨される操作に従っ
てください。
2. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

3151-One-button secure erase of drive has failed
症状
3151-ポート X ボックス Y ベイ Z（SN：A）のドライブの One-button セキュア消去が失敗しました。
原因
• 指定されたドライブでの One-button セキュア消去の試行に失敗しました。
• ドライブは、消去方法をサポートしていないため消去されませんでした。
• ドライブは、コントローラーの外部ポートに接続されていたため消去されませんでした。
アクション
1. エラーに関連するイベントのインテグレーテッドマネジメントログを確認し、推奨される操作に従っ
てください。
2. One-button セキュア消去を再実行してください。

POST エラーメッセージ

246

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/
intelligentprovisioning-docs）にある『Intelligent Provisioning User Guide for HPE ProLiant Gen10
Servers and HPE Synergy』を参照してください。
3. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

3152-One-button secure erase failure for drive X
症状
3152-ドライブ X（SN: Y）の One-button セキュア消去の障害。
解決方法 1
原因
ドライブでの One-button セキュア消去の試行に失敗しました。
アクション
1. One-button セキュア消去を再実行してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/
intelligentprovisioning-docs）にある『Intelligent Provisioning User Guide for HPE ProLiant Gen10
Servers and HPE Synergy』を参照してください。
2. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
解決方法 2
原因
ドライブはセキュア消去方法をサポートしていません。通常の消去操作は正常に実行されています。
アクション
対応する必要はありません。
解決方法 3
原因
ドライブは消去方法をサポートしていないため、ドライブ上のデータが消去されませんでした。
アクション
問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

POST エラーメッセージ

247

3154-Encryption policy changed to Remote Key Management System
症状
3154-暗号化ポリシーがリモートキー管理システム（RKMS）に変更されました。
原因
暗号化タイプが、プラットフォーム構成（RBSU）でローカルからリモートに変更されました。
アクション
対応する必要はありません。

3155-Encryption for Processor X DIMM Y is enabled
症状
3155-プロセッサー X DIMM Y の暗号化が有効になっています。
原因
指定されたデバイスの暗号化が、プラットフォーム構成（RBSU）から有効にされました。
アクション
対応する必要はありません。

3156-HPE Persistent Memory Configuration Error
症状
3156-HPE Persistent Memory 構成エラー - プロセッサー X、DIMM Y の HPE Persistent Memory がイン
ターリービングモードで構成されました。インターリーブセットの 1 つ以上の DIMM が異なるプロセッ
サーに取り付けられているため、この DIMM は無効になっています。この DIMM は、インターリービン
グ構成が正常に適用されたときにプロセッサー A、DIMM B に取り付けられました。
原因
インターリーブセットからの DIMM が別の場所に取り付けられています。
注意: DIMM と HPE Persistent Memory モジュールを正しく処理できない場合、メモリコンポーネン
トとシステムボードのコネクターに損傷が発生する可能性があります。詳しくは、以下の Web サイ
トにある、該当製品トラブルシューティングガイドの取り扱いのガイドラインを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

アクション
1. インターリーブセットを完了するには、最後に正常であった構成に従ってプロセッサー A の正しい位
置に DIMM を移動してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。

POST エラーメッセージ

248

• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
追加情報については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/docs/
memory-population-rules）にあるメモリの取り付けに関するルールを参照してください。

3157-HPE Persistent Memory Configuration Error
症状
3157-HPE Persistent Memory 構成エラー - プロセッサー X、DIMM Y の HPE Persistent Memory がイン
ターリービングモードで構成されました。インターリーブセットの 1 つ以上の DIMM が見つからないた
め、この DIMM は無効になっています。この DIMM は、インターリービング構成が正常に適用されたと
きにプロセッサー A、DIMM B に取り付けられました。
原因
インターリーブセットからの DIMM が見つかりません。
注意: DIMM と HPE Persistent Memory モジュールを正しく処理できない場合、メモリコンポーネン
トとシステムボードのコネクターに損傷が発生する可能性があります。詳しくは、以下の Web サイ
トにある、該当製品トラブルシューティングガイドの取り扱いのガイドラインを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

アクション
1. 最後に正常であった構成に従ってインターリーブセットからすべての DIMM と HPE Persistent
Memory モジュールを取り付けてください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

3159-HPE Persistent Memory Configuration Error
症状
3159-HPE Persistent Memory 構成エラー - プロセッサー X、DIMM Y の HPE Persistent Memory がイン
ターリービングモードで構成されました。インターリーブされた DIMM の取り付け順序が正しくないた
め、この DIMM は無効になっています。この DIMM は、インターリービング構成が正常に適用されたと
きにプロセッサー A、DIMM B に取り付けられました。
原因
インターリーブセットからの DIMM が正しく取り付けられていません。
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注意: DIMM と HPE Persistent Memory モジュールを正しく処理できない場合、メモリコンポーネン
トとシステムボードのコネクターに損傷が発生する可能性があります。詳しくは、以下の Web サイ
トにある、該当製品トラブルシューティングガイドの取り扱いのガイドラインを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

アクション
1. インターリーブセットを完了するには、最後に正常であった構成に従ってプロセッサー A の正しい位
置に DIMM を移動してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

315B-HPE Persistent Memory Configuration Error
症状
315B-HPE Persistent Memory 構成エラー - プロセッサー X、DIMM Y の HPE Persistent Memory がイン
ターリービングモードで構成されました。正しくないスロットに取り付けられておりインターリービン
グができないため、この DIMM は無効になっています。この DIMM は、インターリービング構成が正常
に適用されたときにプロセッサー A、DIMM B に取り付けられました。
原因
インターリーブセットからの DIMM が正しく取り付けられていません。
注意: DIMM と HPE Persistent Memory モジュールを正しく処理できない場合、メモリコンポーネン
トとシステムボードのコネクターに損傷が発生する可能性があります。詳しくは、以下の Web サイ
トにある、該当製品トラブルシューティングガイドの取り扱いのガイドラインを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

アクション
1. インターリーブセットを完了するには、最後に正常であった構成に従ってプロセッサー A の正しい位
置に DIMM を移動してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
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• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

315C-New HPE Persistent Memory Module detected
症状
315C-新しい HPE Persistent Memory モジュールがプロセッサー X、DIMM Y で検出されました。
原因
新しい HPE Persistent Memory モジュールがインストールされました。
注意: データの損失を防ぐために、新しい目標構成を適用する前に、他のメディアに HPE Persistent
Memory モジュールの内容を必ずバックアップしてください。
アクション
1. 他のメディアに DIMM と HPE Persistent Memory モジュールの内容をバックアップしてデータを保護
してください。
2. Persistent Memory として新しい HPE Persistent Memory モジュールを使用するには、新しい目標構成
を設定してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/persistentmemorydocs）にある HPE Persistent Memory User Guide を参照してください。

3160-Innovation Engine Error - The Innovation Engine is operating in Diagnostic mode
症状
3160-Innovation Engine エラー - Innovation Engine が診断モードで動作しています。
原因
Innovation Engine のファームウェアのステータスレジスタで診断モードが有効になっています。
アクション
Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://www.hpe.com/support/hpesc）を
使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

3162-Server Configuration Lock has encountered an unexpected error
症状
3162-サーバー構成ロックで予期しないエラーが発生しました。
原因
サーバー構成ロックロジックが予期しないエラーにより失敗しました。
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アクション
1. ハードウェアに対する最近の変更が正しく設定されたことを確認します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのユーザーガイ
ドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
2. システム ROM を最新バージョンにアップデートします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）
3. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

3163-Server Configuration Lock has detected tampering
症状
3163-サーバー構成ロックがシステムのデジタルフィンガープリントの不一致を検出しました。
原因
サーバー構成ロックロジックが無効なデジタルフィンガープリントを検出しました。このエラーは、シス
テムの改ざんを示す場合があります。
アクション
システムの改ざんを防ぐために適切な手順を実行します。

3164-The system failed to complete the One-button secure erase operation
症状
3164-システムは、一部のデバイス上で One-button セキュア消去操作を 2 回試みましたが、実行できませ
んでした。システムの電源はオフになり、その他の消去操作が続行されます。
アクション
1. エラーに関連するイベントのインテグレーテッドマネジメントログを確認し、推奨される操作に従っ
てください。
2. 障害が発生したデバイスのファームウェアを更新します。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）
3. One-button セキュア消去を再実行してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/
intelligentprovisioning-docs）にある『Intelligent Provisioning User Guide for HPE ProLiant Gen10
Servers and HPE Synergy』を参照してください。
4. 問題が解決されない場合は、One-button セキュア消去に失敗したデバイスを交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

3165-Innovation Engine Firmware Error
症状
3165-Innovation Engine ファームウェアエラー - Innovation Engine ファームウェアが破損しているか、正
しく動作していません。
原因
Innovation Engine ファームウェアが破損しています。
アクション
1. Innovation Engine ファームウェアをフラッシュします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）
2. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

3166-Remote Key Management System connection failed
症状
3166-リモートキー管理システム（RKMS）の接続に失敗しました。
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原因
リモートキー管理サーバーが、iLO への接続に失敗しました。
アクション
リモートキー管理サーバーと iLO との間の接続を確認します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/support/ilo-docs）にある
iLO ユーザーガイドを参照してください。

3177-Key Management mode is Disabled for all the devices in the system
症状
3177-システムのすべてのデバイスについてキー管理モードが無効になっています。
原因
BIOS/プラットフォーム構成（RBSU）で、キー管理モードが無効に設定されています。
アクション
1. 対応する必要はありません。
2. キー管理を有効にするには、以下の手順に従ってください。
a. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成（RBSU） > サー
バーセキュリティ > デバイス暗号化オプションを選択します。
b. キー管理オプションを次のいずれかに設定します。
• Local
• Remote
c. サーバーを再起動します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/persistentmemorydocs）にある HPE Persistent Memory User Guide を参照してください。

3199-PMM Error - Processor X, DIMM Y
症状
3199-PMM エラー - プロセッサー X、DIMM Y。PMM で訂正不能エラーのオーバーフローが発生する見
込みがあるか、既に発生しています。まもなく永続性が喪失するおそれがあります。
原因
HPE Persistent Memory モジュール（PMM）に障害が発生しています。
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注意: DIMM と HPE Persistent Memory モジュールを正しく処理できない場合、メモリコンポーネン
トとシステムボードのコネクターに損傷が発生する可能性があります。詳しくは、以下の Web サイ
トにある、該当製品トラブルシューティングガイドの取り扱いのガイドラインを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

アクション
1. データを保護するには、他のメディアに HPE Persistent Memory モジュールの内容をバックアップし
てください。
2. HPE Persistent Memory モジュールを交換します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
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HPE OneView のエラーとアラート
HPE OneView でのトラブルシューティング
HPE OneView には、トラブルシューティングを行うためのアラート通知およびオプションが含まれてい
ます。UI は、リソースのステータスとメッセージの潜在的な問題の解決を示す色の付いたアイコンを含
む、HPE Synergy コンポーネントの複数のビューを示します。
エンクロージャービューとマップビューを使用して、検出されたすべての HPE Synergy ハードウェアの
ステータスをすばやく確認できます。

フレームリンクモジュールのエラー
アラート ID のプレフィックスのバージョンは、HPE OneView で使用される、アクティブフレームリンク
モジュールのファームウェアバージョンに基づいています。このガイドでは、バージョンは<version>で
示されています。例：hpris.emRegistry.<version>.BladeCommFault
HPE Synergy Gen10 コンピュートモジュールが取り付けられており、HPE OneView 5.2 および FLM 3.2
が実行されているシステムの場合、アラートは次のように表示されます：hpris.emRegistry.
3.2.BladeCommFault

The device has a communication failure
症状
ベイ X のデバイスでフレームリンクモジュールとの通信障害が発生しています。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.BladeCommFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ServerBlade
リソース URI：/rest/enclosures/<id>または/rest/server-hardware/<id>（ブレードがインポートされている
場合）
アクション
1. ベイ X のデバイスを取り外し、コネクターに破損がないか点検します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
2. 破損がない場合は、デバイスを再度挿入します。
3. 障害が続くか、破損が見つかった場合は、認定サポート担当者に連絡し、サポートダンプを提供しま
す。

The communication failure on the server hardware has cleared
症状
ベイ X のサーバーハードウェアの通信障害がクリアされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.BladeCommFaultCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ServerBlade
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リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The server hardware in bay X will not be allowed to power on
症状
メザニンカード Y がインターコネクト Z のタイプと一致しないため、ベイ X のサーバーハードウェアの
電源をオンにできません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.BladeConfigurationFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ServerBlade
リソース URI：/rest/enclosures/<id>または/rest/server-hardware/<id>（ブレードがインポートされている
場合）
アクション
1. ベイ X のサーバーを取り外し、次のいずれかの操作を行います。
• メザニンカードを取り外します。
• メザニンカードをインターコネクトタイプに一致するスロットに移動します。
2. サーバーを再度取り付けます。
3. 複数のサーバーでエラーが発生した場合は、メザニンカードタイプに一致するベイにインターコネク
トを移動することを検討します。

The mezzanine/interconnect mismatch was resolved
症状
ベイ X のサーバーハードウェアのメザニン/インターコネクト不一致は解決しました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.BladeConfigurationFaultCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ServerBlade
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The device in bay X has failed
症状
ベイ X のデバイスに障害が発生しました。

HPE OneView のエラーとアラート

257

このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.BladeEfusePGoodFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ServerBlade
リソース URI：/rest/enclosures/<id>または/rest/server-hardware/<id>（ブレードがインポートされている
場合）
アクション
1. ベイ X のデバイスを交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
2. Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://www.hpe.com/support/hpesc）
を使用してサポートケースをオープンにしてください。

The failure on the device has cleared
症状
ベイ X のデバイスの障害がクリアされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.BladeEfusePGoodFaultCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ServerBlade
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The device cannot be discovered
症状
ベイ X のデバイスを検出できません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.BladeFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ServerBlade
リソース URI：/rest/enclosures/<id>または/rest/server-hardware/<id>（ブレードがインポートされている
場合）
アクション
1. デバイスを取り外して、再度取り付けます。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
2. 問題が解決されない場合は、デバイスを交換してください。

The issue preventing discovery of device was resolved
症状
ベイ X のデバイスの検出を妨げていた問題は解決しました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.BladeFaultCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ServerBlade
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The device is missing hardware information
症状
ベイ X のデバイスはハードウェア情報が欠けており、検出できません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.BladeFruContentFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ブレード
リソース URI：/rest/enclosures/<id>または/rest/server-hardware/<id>（ブレードがインポートされている
場合）
アクション
サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供してください。

The device cannot be discovered
症状
ベイ X のデバイスを検出できません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.BladeFruFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ServerBlade
リソース URI：/rest/enclosures/<id>または/rest/server-hardware/<id>（ブレードがインポートされている
場合）
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アクション
1. ベイ X のデバイスを取り外して、再度取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。

The device is not compatible with the frame link module firmware version
症状
ベイ X のデバイスはフレームリンクモジュールのファームウェアバージョンと互換性がありません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.BladeFruManufacturedForInvalidFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ブレード
リソース URI：/rest/enclosures/<id>または/rest/server-hardware/<id>（ブレードがインポートされている
場合）
アクション
フレームリンクモジュールのファームウェアを、Synergy ソフトウェアリリースからこのデバイスをサ
ポートしているバージョンにアップデートします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る HPE OneView（HPE Synergy 用）ファームウェアおよびドライバーアップデートガイドを参照してく
ださい。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The device is not compatible with its enclosure
症状
ベイ X のデバイスはエンクロージャーと互換性がありません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.BladeFruManufacturedForMismatchFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ブレード
リソース URI：/rest/enclosures/<id>または/rest/server-hardware/<id>（ブレードがインポートされている
場合）
アクション
ベイ X のデバイスの製造者がエンクロージャー製造者と互換性があることを確認してください。
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サポートされるオプションの一覧については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://
www.hpe.com/info/synergy-docs）にある HPE OneView（HPE Synergy 用）サポートマトリックスを
参照してください。

The issue causing an iLO boot failure has cleared
症状
ベイ X のサーバーハードウェアの iLO 起動障害を引き起こす問題がクリアされました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.BladeIloFailedCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ServerBlade
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The iLO for the server hardware has failed to boot
症状
ベイ X のサーバーハードウェアの iLO を起動できませんでした。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.BladeIloFailedCritical
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：サーバーブレード
リソース URI：/rest/enclosures/<id>または/rest/server-hardware/<id>（ブレードがインポートされている
場合）
アクション
1. デバイスを取り外して、再度取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。

The server hardware cannot be discovered
症状
ベイ X のサーバーハードウェアを検出できません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.BladeIloFruFault
重大度：クリティカル
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ヘルスカテゴリ：ServerBlade
リソース URI：/rest/enclosures/<id>または/rest/server-hardware/<id>（ブレードがインポートされている
場合）
アクション
1. デバイスを取り外して、再度取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
2. エラーに関連するイベントのインテグレーテッドマネジメントログを確認し、推奨される操作に従っ
てください。
3. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。

The server hardware was successfully discovered
症状
ベイ X のサーバーハードウェアは再試行後に正常に検出されました。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.BladeIloFruFaultCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ServerBlade
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The iLO communication timeout was resolved
症状
ベイ X のサーバーハードウェアの iLO 通信タイムアウトは解決しました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.BladeIloOperationalStatusCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ServerBlade
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The iLO for the server hardware cannot be discovered
症状
ベイ X のサーバーハードウェアの iLO を検出できません。
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このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.BladeIloOperationalStatusCritical
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ServerBlade
リソース URI：/rest/enclosures/<id>または/rest/server-hardware/<id>（ブレードがインポートされている
場合）
アクション
1. ベイ X のサーバーを取り外して、再度取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
2. フレームリンクモジュールをリセットします。
3. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。

The iLO for the server hardware had a communication timeout
症状
ベイ X のサーバーハードウェアの iLO が通信タイムアウトしました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.BladeIloOperationalStatusWarning
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ServerBlade
リソース URI：/rest/enclosures/<id>または/rest/server-hardware/<id>（ブレードがインポートされている
場合）
アクション
1. 次のいずれかの方法で、ベイ X のサーバーハードウェアの iLO をリセットします。
• HPE OneView
• サーバーの iLO 管理インターフェイス
• サーバーの取り外しと再取り付け
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

The device cannot be discovered
症状
ベイ X のデバイスを検出できません。デバイスが適切に挿入されていないようです。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.BladeInsertFault
重大度：クリティカル
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ヘルスカテゴリ：ServerBlade
リソース URI：/rest/enclosures/<id>または/rest/server-hardware/<id>（ブレードがインポートされている
場合）
アクション
1. ベイ X のデバイスを取り外し、コネクターに破損がないか点検します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
2. 破損がない場合は、サーバーハードウェアを再度挿入します。
3. 障害が続くか、破損が見つかった場合は、認定サポート担当者に連絡し、サポートダンプを提供しま
す。

The presence failure has cleared
症状
ベイ X のデバイスのプレゼンス障害がクリアされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.BladeInsertFaultCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ServerBlade
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

A device has been inserted
症状
デバイスがベイ X に挿入されました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.BladeInserted
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ブレード
リソース URI：/rest/enclosures/<id>または/rest/server-hardware/<id>（ブレードがインポートされている
場合）
アクション
対応する必要はありません。

The device in bay X was not allowed to power on due to insufficient cooling
症状
エンクロージャーの冷却が不十分なため、ベイ X のデバイスの電源をオンにできませんでした。すべての
ファンベイで使用可能なファンが取り付けられる必要があります。
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ID：hpris.emRegistry.<version>.BladeInsufficientCooling
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ServerBlade
リソース URI：/rest/enclosures/<id>または/rest/server-hardware/<id>（ブレードがインポートされている
場合）
原因
必要なファンが取り付けられていないか、回転していません。
アクション
1. すべてのファンベイに動作可能なファンが装着されていることを確認します。
2. 故障しているファンを交換します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

The cooling issue for the device was resolved
症状
ベイ X のデバイスの冷却問題は解決しました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.BladeInsufficientCoolingCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ServerBlade
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The device in bay X was not allowed to power on due to insufficient power
症状
フレームの電力不足のため、ベイ X のデバイスの電源をオンにできませんでした。
ID：hpris.emRegistry.<version>.BladeInsufficientPower
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/enclosures/<id>または/rest/server-hardware/<id>（ブレードがインポートされている
場合）
原因
エンクロージャーには現在の電源モードで動作するために必要な電源装置が取り付けられていません。
アクション
• 次のいずれかを実行します。
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◦ 追加の電源装置を取り付ける。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）
にあるエンクロージャーのセットアップおよびインストールガイドを参照してください。
◦ 論理エンクロージャーの入力電源モードを冗長電源装置に変更することを検討する。

The insufficient power issue for the device was resolved
症状
ベイ X のデバイスの電力不足問題は解決しました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.BladeInsufficientPowerCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The device experienced a communication timeout
症状
ベイ X のデバイスでフレームリンクモジュールとの通信タイムアウトが発生しました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.BladeManagerFault
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ServerBlade
リソース URI：/rest/enclosures/<id>または/rest/server-hardware/<id>（ブレードがインポートされている
場合）
アクション
1. デバイスを取り外して、再度取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。

The device resumed communication with the frame link module
症状
ベイ X のデバイスはフレームリンクモジュールとの通信を再開しました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.BladeManagerFaultCleared
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重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ServerBlade
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The management processor for the device is not ready
症状
ベイ X のデバイスの管理プロセッサーは準備ができていません。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.BladeManagerICMReadyFault
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ServerBlade
リソース URI：/rest/enclosures/<id>または/rest/server-hardware/<id>（ブレードがインポートされている
場合）
アクション
1. ベイ X のデバイスを取り外して、再度取り付けます。
2. 問題が解決されない場合は、デバイスを交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

The management processor for the device is ready
症状
ベイ X のデバイスの管理プロセッサーは準備ができました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.BladeManagerICMReadyFaultCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ServerBlade
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The iLO is reporting a critical internal health status
症状
ベイ X のサーバーハードウェアの iLO が、サーバーハードウェアのクリティカル内部ヘルススタータスを
レポートしています。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
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ID：hpris.emRegistry.<version>.BladeManagerIloInternalCritical
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ServerBlade
リソース URI：/rest/enclosures/<id>または/rest/server-hardware/<id>（ブレードがインポートされている
場合）
アクション
1. iLO システム情報 - ヘルスサマリーおよびインテグレーテッドマネジメントログでエラーに関連する
情報を確認し、推奨されるアクションを行います。
2. サーバーハードウェアを取り出して再び取り付けます。
3. 問題が解決されない場合は、サーバーハードウェアを交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

The issue causing a critical internal health status was resolved
症状
ベイ X のサーバーハードウェアでクリティカル内部ヘルスステータスを引き起こす問題が解決しました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.BladeManagerIloInternalCritical
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ServerBlade
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The iLO is reporting a warning internal health status
症状
ベイ X のサーバーハードウェアの iLO が、サーバーハードウェアの警告内部ヘルスステータスをレポート
しています。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.BladeManagerIloInternalWarning
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ServerBlade
リソース URI：/rest/enclosures/<id>または/rest/server-hardware/<id>（ブレードがインポートされている
場合）
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アクション
1. iLO システム情報 - ヘルスサマリーおよびインテグレーテッドマネジメントログでエラーに関連する
情報を確認し、推奨されるアクションを行います。
2. サーバーハードウェアを取り出して再び取り付けます。
3. 問題が解決されない場合は、サーバーハードウェアを交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

The issue causing a warning internal health status was resolved
症状
ベイ X のサーバーハードウェアで警告内部ヘルスステータスを引き起こす問題が解決しました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.BladeManagerIloInternalWarningCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ServerBlade
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The management processor is reporting a critical internal health status
症状
ベイ X のデバイスで管理プロセッサーがクリティカル内部ヘルスステータスをレポートしています。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.BladeManagerInternalCritical
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ServerBlade
リソース URI：/rest/enclosures/<id>または/rest/server-hardware/<id>（ブレードがインポートされている
場合）
アクション
1. ベイ X のデバイスのアクティビティログでエラーに関連する情報を確認し、推奨されるアクションを
行います。
2. アクティビティログに推奨事項がない場合は、サポートスペシャリストに連絡し、サポートダンプを
提供します。

The issue causing a critical internal health status was resolved
症状
ベイ X のデバイス上の管理プロセッサーでクリティカル内部ヘルスステータスを引き起こす問題が解決
しました。
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ID：hpris.emRegistry.<version>.BladeManagerInternalCriticalCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ServerBlade
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The management processor is reporting a warning internal health status
症状
ベイ X のデバイスで管理プロセッサーが警告内部ヘルスステータスをレポートしています。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.BladeManagerInternalWarning
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ServerBlade
リソース URI：/rest/enclosures/<id>または/rest/server-hardware/<id>（ブレードがインポートされている
場合）
アクション
1. ベイ X のデバイスのアクティビティログでエラーに関連する情報を確認し、推奨されるアクションを
行います。
2. アクティビティログに推奨事項がない場合は、サポートスペシャリストに連絡し、サポートダンプを
提供します。

The issue causing a warning internal health status was resolved
症状
ベイ X のデバイス上の管理プロセッサーで警告内部ヘルスステータスを引き起こす問題が解決しました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.BladeManagerInternalWarningCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ServerBlade
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The device is not seated properly in its bay
症状
ベイ X のデバイスは、ベイに正しく取り付けられていません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
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ID：hpris.emRegistry.<version>.BladeMateDetectFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ServerBlade
リソース URI：/rest/enclosures/<id>または/rest/server-hardware/<id>（ブレードがインポートされている
場合）
アクション
1. ベイ X のデバイスを取り外し、コネクターに破損がないか点検します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
2. 破損がない場合は、サーバーハードウェアを再度挿入します。
3. 障害が続くか、破損が見つかった場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプを提
供します。

The device is now seated properly
症状
ベイ X のデバイスは現在正しく取り付けられています。
ID：hpris.emRegistry.<version>.BladeMateDetectFaultCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ServerBlade
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The mezzanine cards are missing hardware information
症状
ベイ X のサーバーハードウェアに取り付けられているメザニンカードにはハードウェア情報がなく、検出
できません。
ID：hpris.emRegistry.<version>.BladeMezzFruContentFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ServerBlade
リソース URI：/rest/enclosures/<id>または/rest/server-hardware/<id>（ブレードがインポートされている
場合）
アクション
メザニンカードを交換します。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
るご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

The mezzanine cards cannot be discovered
症状
ベイ X のサーバーハードウェアに装着されているメザニンカードを検出できません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.BladeMezzFruFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ServerBlade
リソース URI：/rest/enclosures/<id>または/rest/server-hardware/<id>（ブレードがインポートされている
場合）
アクション
1. エラーに関連するイベントのインテグレーテッドマネジメントログを確認し、推奨される操作に従っ
てください。
2. すべてのサーバーハードウェアファームウェアが最新の Synergy ソフトウェアリリースバージョンで
あることを確認します。
3. ベイ X のデバイスからメザニンカードを取り出して、再度取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
4. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。

The mezzanine card was successfully discovered
症状
ベイ X のサーバーハードウェアに装着されたメザニンカードは再試行後に正常に検出されました。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.BladeMezzFruFaultCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ServerBlade
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

Mezzanine cards are not compatible
症状
ベイ X のサーバーハードウェアに装着されているメザニンカードはフレームリンクモジュールのファー
ムウェアバージョンと互換性がありません。
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このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.BladeMezzFruManufacturedForInvalidFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ブレード
リソース URI：/rest/enclosures/<id>または/rest/server-hardware/<id>（ブレードがインポートされている
場合）
アクション
フレームリンクモジュールのファームウェアを、Synergy ソフトウェアリリースからメザニンカードをサ
ポートしているバージョンにアップデートします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る HPE OneView（HPE Synergy 用）ファームウェアおよびドライバーアップデートガイドを参照してく
ださい。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Mezzanine cards are not compatible with its enclosure
症状
ベイ X のサーバーハードウェアに装着されたメザニンカードはエンクロージャーと互換性がありません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.BladeMezzFruManufacturedForMismatchFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ブレード
リソース URI：/rest/enclosures/<id>または/rest/server-hardware/<id>（ブレードがインポートされている
場合）
アクション
ベイ X のサーバーハードウェア内のメザニンカードの製造者がエンクロージャー製造者と互換性がある
ことを確認します。
サポートされるオプションの一覧については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://
www.hpe.com/info/synergy-docs）にある HPE OneView（HPE Synergy 用）サポートマトリックスを
参照してください。

The device was not allowed to power on
症状
確認中のハードウェア情報の獲得に失敗したため、ベイ X のデバイスの電源をオンにできませんでした。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.BladePowerDeniedDueToFru
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：電源
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リソース URI：/rest/enclosures/<id>または/rest/server-hardware/<id>（ブレードがインポートされている
場合）
アクション
1. ベイ X のデバイスのアクティビティログを確認し、すべての問題を解決するために推奨事項に従いま
す。
2. 問題が続く場合は、デバイスのログで詳細を確認します。

The device was not allowed to power on
症状
コネクターの組み合わせエラーにより、ベイ X のデバイスの電源をオンにできませんでした。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.BladePowerDeniedDueToMating
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/enclosures/<id>または/rest/server-hardware/<id>（ブレードがインポートされている
場合）
アクション
1. ベイ X のデバイスを取り外し、コネクターに破損がないか点検します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
2. 破損がない場合は、サーバーハードウェアを再度挿入します。
3. 障害が続くか、破損が見つかった場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプを提
供します。

The connector mating issue was resolved
症状
ベイ X のデバイスのコネクターの組み合わせの問題は解決しました。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.BladePowerDeniedDueToMatingCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/enclosures/{}
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アクション
対応する必要はありません。

The device was not allowed to power on
症状
エンクロージャーミッドプレーンの検出で問題が発生したため、ベイ X のデバイスの電源をオンにできま
せんでした。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.BladePowerDeniedDueToMidplane
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/enclosures/<id>または/rest/server-hardware/<id>（ブレードがインポートされている
場合）
アクション
1. エンクロージャーのアクティビティログを確認し、すべての問題を解決するために推奨事項に従いま
す。
2. アクティブなフレームリンクモジュールをリセットするか、アクティブなフレームリンクモジュール
を取り外して再度挿入します。

The device encountered a failure
症状
ベイ X のデバイスで 2 つある冗長内部管理リンクの 1 つに障害が発生しました。デバイスは管理可能な
状態のままですが、通信の冗長性が失われました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.BladeRedundantCommFault
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ServerBlade
リソース URI：/rest/enclosures/<id>または/rest/server-hardware/<id>（ブレードがインポートされている
場合）
アクション
1. ベイ X のデバイスを取り外し、コネクターに破損がないか点検します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
2. 破損がない場合は、デバイスを再度挿入します。
3. 障害が続くか、破損が見つかった場合は、認定サポート担当者に連絡し、サポートダンプを提供しま
す。

HPE OneView のエラーとアラート

275

The failure of the redundant internal management link has cleared
症状
ベイ X のデバイスの冗長内部管理リンクの障害はクリアされました。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.BladeRedundantCommFaultCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ServerBlade
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The device in bay X has been removed
症状
ベイ X のデバイスが取り外されました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.BladeRemoved
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ブレード
リソース URI：/rest/enclosures/<id>または/rest/server-hardware/<id>（ブレードがインポートされている
場合）
アクション
対応する必要はありません。

The device in bay X has failed
症状
ベイ X のデバイスに障害が発生しました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.BladeSystemPGoodFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ServerBlade
リソース URI：/rest/enclosures/<id>または/rest/server-hardware/<id>（ブレードがインポートされている
場合）
原因
デバイスの電源レールに障害がありました。
アクション
ベイ X のデバイスを交換してください。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
るご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

The issue with the device has been resolved
症状
ベイ X のデバイスの問題は解決しました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.BladeSystemPGoodFaultCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ServerBlade
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The device was powered off
症状
温度がクリティカルしきい値を超えたため、ベイ X のデバイスの電源がオフにされました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.BladeThermalCritical
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ブレード
リソース URI：/rest/enclosures/<id>または/rest/server-hardware/<id>（ブレードがインポートされている
場合）
アクション
1. 周囲温度が動作温度の制限を下回っていることを確認します。
2. ファンのステータスを確認し、不足しているファンをすべて取り付けます。
3. ベイ X からデバイスを取り外します。
4. 冷却口に詰まりがないことを確認して、デバイスを再度取り付けます。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The temperature for the server hardware is within operational limits
症状
ベイ X のサーバーハードウェアの温度は動作制限内です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.BladeThermalOk
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ブレード
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リソース URI：/rest/enclosures/<id>または/rest/server-hardware/<id>（ブレードがインポートされている
場合）
アクション
対応する必要はありません。

The device has reached the warning temperature threshold
症状
ベイ X のデバイスが警告温度しきい値に達しました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.BladeThermalWarning
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ブレード
リソース URI：/rest/enclosures/<id>または/rest/server-hardware/<id>（ブレードがインポートされている
場合）
アクション
1. 周囲温度が動作温度の制限を下回っていることを確認します。
2. ファンのステータスを確認し、不足しているファンをすべて取り付けます。
3. ベイ X からデバイスを取り外します。
4. 冷却口に詰まりがないことを確認して、デバイスを再度取り付けます。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The device is not compatible with the frame link module firmware version
症状
ベイ X のデバイスは、現在インストールされているフレームリンクモジュールのファームウェアバージョ
ンと互換性がありません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.BladeUnsupportedDeviceFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ブレード
リソース URI：/rest/enclosures/<id>または/rest/server-hardware/<id>（ブレードがインポートされている
場合）
アクション
フレームリンクモジュールのファームウェアを、Synergy ソフトウェアリリースからベイ X のデバイスを
サポートするバージョンにアップデートします。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る HPE OneView（HPE Synergy 用）ファームウェアおよびドライバーアップデートガイドを参照してく
ださい。

The appliance has a communication failure
症状
ベイ X のアプライアンスでフレームリンクモジュールとの通信障害が発生しています。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.CIManagerCommFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
1. ベイ X のデバイスを取り外し、コネクターに破損がないか点検します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
2. 破損がない場合は、デバイスを再度挿入します。
3. 障害が続くか、破損が見つかった場合は、認定サポート担当者に連絡し、サポートダンプを提供しま
す。

The communication failure on the appliance has cleared
症状
ベイ X のアプライアンスの通信障害がクリアされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.CIManagerCommFaultCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>または/rest/server-hardware/<id>（ブレードがインポートされている
場合）
アクション
対応する必要はありません。

The appliance in bay X has failed
症状
ベイ X のアプライアンスが故障しました。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.CIManagerEfusePGoodFault
重大度：クリティカル
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ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
原因
アプライアンスが故障しました。
アクション
ベイ X のアプライアンスを交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
るご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

The failure on the appliance has cleared
症状
ベイ X のアプライアンスの障害がクリアされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.CIManagerEfusePGoodFaultCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>または/rest/server-hardware/<id>（ブレードがインポートされている
場合）
アクション
対応する必要はありません。

The appliance cannot be discovered
症状
ベイ X のアプライアンスを検出できません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.CIManagerFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
1. ベイ X のアプライアンスを取り外してから、再度取り付けます。
2. 問題が解決されない場合は、アプライアンスを交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
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The issue preventing discovery of appliance was resolved
症状
ベイ X のアプライアンスの検出を妨げていた問題は解決しました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.CIManagerFaultCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>または/rest/server-hardware/<id>（ブレードがインポートされている
場合）
アクション
対応する必要はありません。

The appliance is missing hardware information
症状
ベイ X のアプライアンスはハードウェア情報が欠けており、検出できません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.CIManagerFruContentFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
アプライアンスを交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
るご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

The appliance cannot be discovered
症状
ベイ X のアプライアンスを検出できません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.CIManagerFruFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
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アクション
1. ベイ X のアプライアンスを取り外してから、再度取り付けます。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。

The appliance is not compatible with the frame link module firmware version
症状
ベイ X のアプライアンスはフレームリンクモジュールのファームウェアバージョンと互換性がありませ
ん。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.CIManagerFruManufacturedForInvalidFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
フレームリンクモジュールのファームウェアを、Synergy ソフトウェアリリースからアプライアンスをサ
ポートしているバージョンにアップデートします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る HPE OneView（HPE Synergy 用）ファームウェアおよびドライバーアップデートガイドを参照してく
ださい。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The appliance is not compatible with its enclosure
症状
ベイ X のアプライアンスはエンクロージャーと互換性がありません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.CIManagerFruManufacturedForMismatchFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
ベイ X のアプライアンスの製造者がエンクロージャー製造者と互換性があることを確認してください。

HPE OneView のエラーとアラート

282

サポートされるオプションの一覧については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://
www.hpe.com/info/synergy-docs）にある HPE OneView（HPE Synergy 用）サポートマトリックスを
参照してください。

The iLO for the appliance has a communication timeout
症状
ベイ X のアプライアンスの iLO で通信がタイムアウトしました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.CIManagerIloFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
1. ベイ X のアプライアンスを取り外してから、再度取り付けます。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。

The iLO communication timeout for the appliance has cleared
症状
ベイ X のアプライアンスの iLO の通信タイムアウトがクリアされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.CIManagerIloFaultCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>または/rest/server-hardware/<id>（ブレードがインポートされている
場合）
アクション
対応する必要はありません。

The appliance has a critical internal health status
症状
ベイ X のアプライアンスはクリティカル内部ヘルスステータスです。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.CIManagerIloInternalCritical
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
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アクション
1. 詳しくは、アプライアンス X の HPE OneView アクティビティログを確認してください。
2. ベイ X のアプライアンスを取り外してから、再度取り付けます。
3. 問題が解決されない場合は、アプライアンスを交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

The critical internal health status has cleared
症状
ベイ X のアプライアンスのクリティカル内部ヘルスステータスがクリアされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.CIManagerIloInternalCriticalCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>または/rest/server-hardware/<id>（ブレードがインポートされている
場合）
アクション
対応する必要はありません。

The appliance has a warning internal health status
症状
ベイ X のアプライアンスは警告内部ヘルスステータスです。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.CIManageriloInternalWarning
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
1. 詳しくは、アプライアンス X の HPE OneView アクティビティログを確認してください。
2. ベイ X のアプライアンスを取り外してから、再度取り付けます。
3. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。

The warning internal health status has cleared
症状
ベイ X のアプライアンスの警告内部ヘルスステータスがクリアされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.CIManagerIloInternalWarningCleared
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重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>または/rest/server-hardware/<id>（ブレードがインポートされている
場合）
アクション
対応する必要はありません。

The appliance is not inserted properly
症状
ベイ X のアプライアンスが正しく挿入されていないようです。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.CIManagerInsertFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
1. ベイ X のデバイスを取り外し、コネクターに破損がないか点検します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
2. 破損がない場合は、デバイスを再度挿入します。
3. 障害が続くか、破損が見つかった場合は、認定サポート担当者に連絡し、サポートダンプを提供しま
す。

The presence failure has cleared
症状
ベイ X のアプライアンスのプレゼンス障害がクリアされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.CIManagerInsertFaultCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>または/rest/server-hardware/<id>（ブレードがインポートされている
場合）
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アクション
対応する必要はありません。

The appliance has been inserted
症状
ベイ X のアプライアンスが挿入されました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.CIManagerInserted
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>または/rest/server-hardware/<id>（ブレードがインポートされている
場合）
アクション
対応する必要はありません。

The appliance has been removed
症状
ベイ X のアプライアンスが取り外されました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.CIManagerRemoved
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ブレード
リソース URI：/rest/enclosures/<id>または/rest/server-hardware/<id>（ブレードがインポートされている
場合）
アクション
対応する必要はありません。

The appliance encountered a failure
症状
ベイ X のアプライアンスで 2 つある冗長内部管理リンクの 1 つに障害が発生しました。デバイスは管理
可能な状態のままですが、通信の冗長性が失われました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.CIManagerRedundantCommFault
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>または/rest/server-hardware/<id>（ブレードがインポートされている
場合）
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アクション
1. ベイ X のデバイスを取り外し、コネクターに破損がないか点検します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
2. 破損がない場合は、デバイスを再度挿入します。
3. 障害が続くか、破損が見つかった場合は、認定サポート担当者に連絡し、サポートダンプを提供しま
す。

The failure of the redundant internal management link has cleared
症状
ベイ X のアプライアンスの冗長内部管理リンクの障害はクリアされました。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.CIManagerRedundantCommFaultCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>または/rest/server-hardware/<id>（ブレードがインポートされている
場合）
アクション
対応する必要はありません。

The appliance is not compatible with the frame link module firmware
症状
ベイ X のアプライアンスは、現在インストールされているフレームリンクモジュールのファームウェア
バージョンと互換性がありません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.CIManagerUnsupportedDeviceFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>または/rest/server-hardware/<id>（ブレードがインポートされている
場合）
アクション
フレームリンクモジュールのファームウェアを、Synergy ソフトウェアリリースからベイ X のアプライア
ンスをサポートしているバージョンにアップデートします。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る HPE OneView（HPE Synergy 用）ファームウェアおよびドライバーアップデートガイドを参照してく
ださい。

The enclosure ambient temperature has exceeded the operating temperature limit
症状
エンクロージャーの周囲温度（°C）が構成された周囲温度モードに関連した動作温度の制限（°C）を超え
ました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.ChassisAmbientThermal
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：シャーシ
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
1. 施設の空調システムにより適切な冷房が機能していることを確認してください。
2. エンクロージャーの前面を確認し、通気の詰まりを取り除いてください。
3. 周囲温度モードを変更することを検討してください。
4. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The enclosure ambient temperature is within the operating temperature limits
症状
エンクロージャーの周囲温度は、構成された周囲温度モードの動作温度の制限内です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.ChassisAmbientThermalCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：シャーシ
リソース URI：/rest/enclosures/<id>または/rest/server-hardware/<id>（ブレードがインポートされている
場合）
アクション
対応する必要はありません。

The frame link module cannot communicate with the OneView appliance
症状
フレームリンクモジュールは OneView アプライアンスと通信できません。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
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ID：hpris.emRegistry.<version>.ChassisEventServiceSubscriptionOverrunFault
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
エンクロージャーを更新してください。

The frame link module can communicate with the appliance
症状
フレームリンクモジュールは OneView アプライアンスと通信できるようになりました。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.ChassisEventServiceSubscriptionOverrunFaultCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>または/rest/server-hardware/<id>（ブレードがインポートされている
場合）
アクション
対応する必要はありません。

The enclosure encountered a failure
症状
エンクロージャーで 2 つある冗長内部管理リンクの 1 つに障害が発生しました。エンクロージャーのデ
バイスは管理可能な状態のままですが、通信の冗長性は失われました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.ChassisRedundantCommFault
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
問題が解決されない場合は、エンクロージャーを交換します。
この問題は、1 つ以上のエンクロージャーコンポーネント上のコネクターや、エンクロージャーミッドプ
レーン上の対応する組み合わせコネクターの損傷によって発生する可能性があります。エンクロー
ジャーコンポーネントを挿入または交換する前に、他のコンポーネントを損傷する可能性を避けるためコ
ネクターを十分に点検します。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
るご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

The failure on the enclosure has cleared
症状
エンクロージャーで冗長内部管理リンクの障害はクリアされました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.ChassisRedundantCommFaultCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>または/rest/server-hardware/<id>（ブレードがインポートされている
場合）
アクション
対応する必要はありません。

The frame link module cannot communicate
症状
フレームリンクモジュールがリモートログサーバーと通信できません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.ChassisRemoteLoggingFault
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
1. リモートログサーバー構成とフレームリンクモジュールネットワークを確認します。
2. TLS ベースのロギングが構成されている場合、リモートログサーバー証明書が正しいことを確認しま
す。

The frame link module can communicate
症状
フレームリンクモジュールはリモートログサーバーと通信できているか、またはリモートログが無効に
なっていました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.ChassisRemoteLoggingFaultCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
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アクション
対応する必要はありません。

Devices in the enclosure are being power throttled
症状
エンクロージャー内のデバイスは、使用される電力が利用可能な電力を超えないように電力をスロットル
調整されています。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.DevicePowerThrottlingActive
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
1. すべての電源装置アラートを解決してください。
2. すべての電源装置が入力電源が適用され正常に挿入されていることを確認してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるエンクロージャーのセットアップおよびインストールガイドを参照してください。
3. 可能であれば追加の電源装置の取り付けを検討してください。

Devices in the enclosure are no longer power throttled
症状
エンクロージャー内のデバイスは、電力がスロットル調整されなくなりました。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.DevicePowerThrottlingActiveCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
対応する必要はありません。

A frame link module has restarted
症状
フレームリンクモジュールが再起動しました。エンクロージャーに関するハードウェア関連のアラート
がすべてクリアされましたが、問題がまだ存在する場合は再度表示されます。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmBooting
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重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
対応する必要はありません。

The frame link module has established redundant management
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールは正常に冗長管理を確立しました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmClusterResourceCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
対応する必要はありません。

The frame link module X was unable to establish redundant management of the
enclosure
症状
フレームリンクモジュール X はエンクロージャーの冗長管理を確立できませんでした。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmClusterResourceFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
原因
クラスターソフトウェアリソースのいずれかが、予想されるようには動作していません。
アクション
1. 次のいずれかを実行します。
• フレームリンクモジュールをリセットします。
• フレームリンクモジュールを取り外して、再度取り付けます。
2. 問題が解決されない場合は、フレームリンクモジュールを交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
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The frame link module has a communication issue
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールはパートナーモジュールとの通信に問題があります。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmCommFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
1. 次のいずれかを実行します。
• ベイ X のフレームリンクモジュールをリセットします。
• ベイ X のフレームリンクモジュールを取り外して、再度取り付けます。
2. 問題が解決されない場合は、フレームリンクモジュールを交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

The communication failure on the frame link module has cleared
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールの通信障害がクリアされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmCommFaultCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
対応する必要はありません。

The standby frame link module contains inconsistent configuration data
症状
ベイ X のスタンバイフレームリンクモジュールにアクティブフレームリンクモジュールとの構成データ
の不一致があります。この問題が解決されない場合、データ損失の可能性があります。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmDataReplicationFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
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アクション
1. ベイ X のスタンバイフレームリンクモジュールをリセットするか、取り外して再度取り付けます。
警告: スタンバイフレームリンクモジュールが現在の状態である間は、アクティブフレームリン
クモジュールをリセットしないでください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。

Configuration data on the standby frame link module is consistent
症状
ベイ X のスタンバイフレームリンクモジュールの構成データは、アクティブフレームリンクモジュールと
一致するようになりました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmDataReplicationFaultCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
対応する必要はありません。

The frame link module could not create or access encrypted persistent storage
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールは、暗号化された恒久的なストレージの作成またはアクセスができま
せんでした。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmDiskEncryptionFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
1. ベイ X のフレームリンクモジュールを取り外して、再度挿入してください。
2. 問題が解決されない場合は、フレームリンクモジュールをベイ X から取り外します。
3. サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供してください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする
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The frame link module was able to create and access its encrypted storage
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールは、暗号化されたストレージの作成およびアクセスができました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmDiskEncryptionFaultCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
対応する必要はありません。

The frame link module has failed a power-on test
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールは起動時のテストに失敗しました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
1. 次のいずれかを実行します。
• フレームリンクモジュールをリセットします。
• フレームリンクモジュールを取り外して、再度取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
2. 問題が解決されない場合は、フレームリンクモジュールを交換してください。

The power-on test failure was resolved
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールの起動時テストの失敗は解決しました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmFaultCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
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アクション
対応する必要はありません。

The frame link module cannot be discovered
症状
ベイ X のフレームリンクモジュール X はハードウェア情報が欠けており、検出できません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmFruContentFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：EnclosureManager
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
ベイ X のフレームリンクモジュールを交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
るご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

The frame link module in bay X cannot be discovered
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールを検出できません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmFruFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
1. 次のいずれかを実行します。
• ベイ X のフレームリンクモジュールをリセットします。
• フレームリンクモジュールを取り外して、再度取り付けます。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。

The frame link module is not compatible with the frame link module firmware
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールはフレームリンクモジュールのファームウェアバージョンと互換性
がありません。
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このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmFruManufacturedForInvalidFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：EnclosureManager
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
ベイ X のフレームリンクモジュールのファームウェアを、Synergy ソフトウェアリリース内のサポートさ
れているバージョンにアップデートします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る HPE OneView（HPE Synergy 用）ファームウェアおよびドライバーアップデートガイドを参照してく
ださい。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The frame link module is not compatible with its enclosure
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールはそのエンクロージャーと互換性がありません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmFruManufacturedForMismatchFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：EnclosureManager
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
ベイ X のフレームリンクモジュールの製造者がそのエンクロージャー製造者と互換性があることを確認
します。
サポートされるオプションの一覧については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://
www.hpe.com/info/synergy-docs）にある HPE OneView（HPE Synergy 用）サポートマトリックスを
参照してください。

The frame link module has failed
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールに障害が発生しました。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmFuseFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：EnclosureManager
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
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アクション
1. ベイ X のフレームリンクモジュールを取り外します。
2. 詳しくは、認定サポート担当者にお問い合わせください。

The firmware mismatch was resolved
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールのファームウェアの不一致は解決しました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmFwMatch
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The standby frame link module has a firmware mismatch
症状
ベイ X のスタンバイフレームリンクモジュールにアクティブフレームリンクモジュールとのファーム
ウェアの不一致があります。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmFwMismatch
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
1. USB のアップグレード方法を使用してベイ X のフレームリンクモジュールのファームウェアをアッ
プグレードします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE OneView（HPE Synergy 用）ファームウェアおよびドライバーアップデートガイドを参照し
てください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。

The frame link module failed to securely boot
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールはセキュアにブートできませんでした。ブートしたファームウェア
イメージの完全性が適切に妥当性確認されませんでした。
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このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmHighAssuranceBootCritical
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
フレームリンクモジュールを交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
るご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

There are mismatched frame link modules in the enclosure
症状
一致しないフレームリンクモジュールがエンクロージャー内に存在します。エンクロージャー内のすべ
てのフレームリンクモジュールは、同じモデルタイプである必要があります。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmHwMismatch
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
1. エンクロージャーに格納されているフレームリンクモジュールが 1 つのタイプのみであることを確認
してください。
2. 一致しないフレームリンクモジュールを交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

The MGMT port for frame link module X is unlinked
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールの MGMT ポートがリンクされていません。エンクロージャーに
Image Streamer アプライアンスが存在しているため、Image Streamer 展開ネットワークにリンクされて
いなければなりません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmImageManagerLinkDisconnected
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
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アクション
1. フレームリンクモジュールから MGMT ポートを Image Streamer 展開ネットワークに接続してくださ
い。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE Synergy 構成および互換性ガイドを参照してください。
2. ケーブルが正常に動作しており、互換性があるケーブルタイプであることを確認します。
3. 接続されているネットワークデバイスのステータスをチェックします。

The issue with the MGMT port was resolved
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールの MGMT ポートの問題は解決しました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID: hpris.emRegistry.<version>.EmImageManagerLinkDisconnectedCleared_MgmtPortConnected
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

A link for an Image Streamer appliance is no longer required
症状
イメージストリーマーアプライアンスのリンクはベイ X のフレームリンクモジュールの MGMT ポートで
不要になりました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmImageManagerLinkDisconnectedCleared_MgmtPortModeChanged
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The frame link module appears to not be seated properly
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールが正しく取り付けられていないようです。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmInsertFault
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重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
1. ベイ X のデバイスを取り外し、コネクターに破損がないか点検します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
2. 破損がない場合は、デバイスを再度挿入します。
3. 障害が続くか、破損が見つかった場合は、認定サポート担当者に連絡し、サポートダンプを提供しま
す。

The presence failure has cleared
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールのプレゼンス障害がクリアされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmInsertFaultCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The frame link module has been inserted
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールが挿入されました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmInserted
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The internal link port on frame link module has lost communication
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールの内部リンクポートと、ピアフレームリンクモジュールとの接続が切
断されました。
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このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmInternalLinkDisconnected
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
1. それぞれのフレームリンクモジュールを個別に取り外して、エンクロージャーに再度取り付けてくだ
さい。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるエンクロージャーのセットアップおよびインストールガイドを参照してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The internal link port has re-established communication with its peer
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールの内部リンクポートはピアフレームリンクモジュールとの通信を再
度確立しました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmInternalLinkDisconnectedCleared_InternalLinkConnected
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The internal link port has lost communication
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールの内部リンクポートと、ピアフレームリンクモジュールとの接続が切
断されました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmInternalLinkDisconnectedCleared_PeerEmRemoved
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
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アクション
1. 次のいずれかを実行します。
• エンクロージャーに両方のフレームリンクモジュールが取り付けられていない場合は、不足してい
るフレームリンクモジュールを取り付けてください。
• エンクロージャーに両方のフレームリンクモジュールが取り付けられている場合は、スタンバイフ
レームリンクモジュールを取り外してから再度取り付けてください。
2. 問題が解決されない場合は、アクティブフレームリンクモジュールを取り外してから再度取り付けて
ください。

The frame link module is active
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールはアクティブです。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmIsActive
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The LINK port is connected to an unknown device
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールの LINK ポートは不明なデバイスに接続されています。フレームリ
ンクモジュールは別のフレームリンクモジュールのリンクポートにのみ接続できます。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmLinkConnectedIncorrectly
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
LINK ポートをベイ X のフレームリンクモジュールからこのアプライアンスにより管理されるエンクロー
ジャーの別のフレームリンクモジュールへ接続してください。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
るご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

The LINK port is no longer linked to an unknown device
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールの LINK ポートは不明なデバイスにリンクされなくなりました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmLinkConnectedIncorrectlyCleared_LinkLost
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The LINK port is connected properly
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールの LINK ポートは別のフレームリンクモジュールの LINK ポートに正
しく接続されています。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmLinkConnectedIncorrectlyCleared_OwnersOk
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The LINK port is not connected
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールの LINK ポートは接続されていません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmLinkDisconnected
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
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アクション
1. LINK ポートをベイ X のフレームリンクモジュールからこのアプライアンスにより管理されるエンク
ロージャーの別のフレームリンクモジュールへ接続してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE Synergy 構成および互換性ガイドを参照してください。
2. ケーブルが正常に動作しており、互換性があるケーブルタイプであることを確認します。
3. 接続済みのフレームリンクモジュールのステータスをチェックします。

The LINK port is connected to another frame link module
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールの LINK ポートは別のフレームリンクモジュールに接続されていま
す。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmLinkDisconnectedCleared_LinkDetected
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The LINK port no longer requires connection
症状
ピアフレームリンクモジュールは存在しないため、ベイ X のフレームリンクモジュールの LINK ポートは
接続が不要になりました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmLinkDisconnectedCleared_PeerEmRemoved
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The frame link module is no longer receiving information
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールは LINK ポートに接続されたフレームリンクモジュールから情報を
受け取らなくなりました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
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ID：hpris.emRegistry.<version>.EmLinkNeighborInfoExpired
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
1. 次のいずれかを実行します。
• フレームリンクモジュールをリセットします。
• フレームリンクモジュールを取り外して、再度取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The neighbor link information issue has been resolved
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールの LINK ポート上で隣接リンク情報の問題が解決されました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmLinkNeighborInfoExpiredCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The LINK port on the frame link module is not managed by this appliance
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールの LINK ポートはこのアプライアンスが管理していないエンクロー
ジャー Z のフレームリンクモジュール Y に接続されています。その結果、接続されたフレームリンクモ
ジュールと通信することができません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmLinkNeighborOwnerMismatch
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
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アクション
• ベイ X のフレームリンクモジュールにエンクロージャーが誤って接続されている場合は、フレームリ
ンクモジュールから LINK ポートを取り外して、このアプライアンスで管理されているエンクロー
ジャーのフレームリンクモジュールに接続します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
• エンクロージャーを管理することが目的である場合に、このアプライアンスで管理できるようにする
には、エンクロージャーで工場出荷時設定へのリセットを実行する必要があります。
工場出荷時設定へのリセットは以前のすべての構成をエンクロージャーから削除します。

The LINK port is no longer connected
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールの LINK ポートは、このアプライアンスが管理していないエンクロー
ジャーに接続されなくなりました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmLinkNeighborOwnerMismatchCleared_LinkLost
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

An unsupported transceiver is present in appliance port 1
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールのアプライアンスポート 1 に、サポート対象外のトランシーバーが存
在しています。アプライアンスポートには 10Gb のトランシーバーが必要です。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmMau1GbTransceiverAppliancePort1
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
アプライアンスポート 1 のトランシーバーを 10Gb のトランシーバーと交換してください。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
るご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

The unsupported transceiver was removed from appliance port 1
症状
未サポートのトランシーバーが、ベイ X のフレームリンクモジュールのアプライアンスポート 1 から取り
外されました。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmMau1GbTransceiverAppliancePort1Cleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

An unsupported transceiver is present in appliance port 2
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールのアプライアンスポート 2 に、サポート対象外のトランシーバーが存
在しています。アプライアンスポートには 10Gb のトランシーバーが必要です。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmMau1GbTransceiverAppliancePort2
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
アプライアンスポート 2 のトランシーバーを 10Gb のトランシーバーと交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
るご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

The unsupported transceiver was removed from appliance port 2
症状
未サポートのトランシーバーが、ベイ X のフレームリンクモジュールのアプライアンスポート 2 から取り
外されました。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmMau1GbTransceiverAppliancePort2Cleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
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リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

An unsupported transceiver is present in the LINK port
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールの LINK ポートに、サポート対象外のトランシーバーが存在していま
す。LINK ポートには 10Gb のトランシーバーが必要です。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmMau1GbTransceiverElinkPort
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
LINK ポートのトランシーバーを 10Gb のトランシーバーと交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
るご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

The unsupported transceiver was removed from the LINK port
症状
未サポートのトランシーバーが、ベイ X のフレームリンクモジュールの LINK ポートから取り外されまし
た。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmMau1GbTransceiverElinkPortCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The appliance does not support transmitting and receiving data
症状
ベイ 1 のアプライアンスまたはフレームミッドプレーンは、ベイ X のフレームリンクモジュールのアプラ
イアンスポート 1 でのデータの送受信をサポートしていません。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmMauIncompatibleHardwareAppliancePort1
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重大度：警告
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
• フレームのハードウェア構成を互換性のあるコンポーネントでアップデートしてください。
• アプライアンスポート 1 から接続されているケーブルまたはトランシーバーを取り外してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

The frame hardware configuration supports transmitting and receiving data on
appliance port 1
症状
フレームのハードウェア構成が、ベイ X のフレームリンクモジュールのアプライアンスポート 1 でのデー
タの送受信をサポートしているか、何も挿入されていません。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmMauIncompatibleHardwareCleared_AppliancePort1
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The appliance in bay 2 does not support transmitting and receiving data
症状
ベイ 2 のアプライアンスまたはフレームミッドプレーンは、ベイ X のフレームリンクモジュールのアプラ
イアンスポート 2 でのデータの送受信をサポートしていません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmMauIncompatibleHardwareAppliancePort2
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
• フレームのハードウェア構成を互換性のあるコンポーネントでアップデートしてください。
• アプライアンスポート 2 から接続されているケーブルまたはトランシーバーを取り外してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
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The frame hardware configuration supports transmitting and receiving data on
appliance port 2
症状
フレームのハードウェア構成が、ベイ X のフレームリンクモジュールのアプライアンスポート 2 でのデー
タの送受信をサポートしているか、何も挿入されていません。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmMauIncompatibleHardwareCleared_AppliancePort2
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

Appliance port 1 of the frame link module has a fault
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールのアプライアンスポート 1 で送信または受信障害が発生しています。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmMauTransceiverFailureAppliancePort1
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
1. ポートにサポートされているケーブルまたはトランシーバーが接続されていることを確認してくださ
い。
2. 問題が解決しない場合は、アプライアンスポート 1 のケーブルまたはトランシーバーを交換してくだ
さい。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

The fault on appliance port 1 has cleared
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールのアプライアンスポート 1 の障害がクリアされました。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmMauTransceiverFailureAppliancePort1Cleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
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アクション
対応する必要はありません。

The fault on appliance port 1 has cleared
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールのアプライアンスポート 1 の障害がクリアされました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmMauTransceiverFailureAppliancePort1Cleared_Disconnected
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

Appliance port 2 of the frame link module has a fault
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールのアプライアンスポート 2 で送信または受信障害が発生しています。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmMauTransceiverFailureAppliancePort2
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
1. ポートにサポートされているケーブルまたはトランシーバーが接続されていることを確認してくださ
い。
2. 問題が解決しない場合は、アプライアンスポート 2 のケーブルまたはトランシーバーを交換してくだ
さい。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

The fault on appliance port 2 has cleared
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールのアプライアンスポート 2 の障害がクリアされました。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmMauTransceiverFailureAppliancePort2Cleared
重大度：OK
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ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The fault on appliance port 2 has cleared
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールのアプライアンスポート 2 の障害がクリアされました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmMauTransceiverFailureAppliancePort2Cleared_Disconnected
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The LINK port of the frame link module has a fault
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールの LINK ポートで送信または受信障害が発生しています。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmMauTransceiverFailureElinkPort
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
1. ポートにサポートされているケーブルまたはトランシーバーが接続されていることを確認してくださ
い。
2. 問題が解決しない場合は、LINK ポートのケーブルまたはトランシーバーを交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

The fault on the LINK port has cleared
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールの LINK ポートの障害がクリアされました。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmMauTransceiverFailureElinkPortCleared
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重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The fault on the LINK port has cleared
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールの LINK ポートの障害がクリアされました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmMauTransceiverFailureElinkPortCleared_Disconnected
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The MGMT port of the frame link module has a fault
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールの MGMT ポートで送信または受信障害が発生しています。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmMauTransceiverFailureMgmtPort
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
1. ポートにサポートされているケーブルまたはトランシーバーが接続されていることを確認してくださ
い。
2. 問題が解決しない場合は、MGMT ポートのケーブルまたはトランシーバーを交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

The fault on the MGMT port has cleared
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールの MGMT ポートの障害がクリアされました。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
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ID：hpris.emRegistry.<version>.EmMauTransceiverFailureMgmtPortCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The fault on the MGMT port has cleared
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールの MGMT ポートの障害がクリアされました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmMauTransceiverFailureMgmtPortCleared_Disconnected
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The MGMT port is connected to another frame link module
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールの MGMT ポートは別のフレームリンクモジュールに接続されてお
り、それは有効な接続ではありません。MGMT ポートは管理ネットワークにのみ接続できます。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmMgmtPortConnectedIncorrectly
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
フレームリンクモジュールの MGMT ポートを管理ネットワークに接続します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る HPE Synergy 構成および互換性ガイドを参照してください。

The MGMT port for the frame link module is now properly connected
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールの MGMT ポートは管理ネットワークに正しく接続されています。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
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ID：
hpris.emRegistry.<version>.EmMgmtPortConnectedIncorrectlyCleared_MgmtPortConnectedToUnmanag
edSwitch
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The MGMT port for the frame link module is no longer connected
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールの MGMT ポートは別のフレームリンクモジュールに接続されなくな
りました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmMgmtPortConnectedIncorrectlyCleared_MgmtPortDisconnected
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The MGMT port is connected to another frame link module
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールの MGMT ポートは別のフレームリンクモジュールに接続されてお
り、それは有効な接続ではありません。MGMT ポートは Image Streamer 展開ネットワークにのみ接続で
きます。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmMgmtPortConnectedIncorrectlyImageManager
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
フレームリンクモジュールの MGMT ポートを Image Streamer 展開ネットワークに接続してください。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る HPE Synergy 構成および互換性ガイドを参照してください。

The frame link module is missing
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールがありません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmMissing
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
1. 2 番目のフレームリンクモジュールを取り付けてください。
2. そのフレームリンクモジュールの LINK ポートをこのアプライアンスが管理するエンクロージャーの
別のフレームリンクモジュールに接続してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

The missing frame link module is now present
症状
欠落していたフレームリンクモジュールが存在しています。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmMissingCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The frame link module cannot synchronize time
症状
フレームリンクモジュールは OneView アプライアンスと時刻を同期できません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmNTPTimeSync
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
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アクション
1. エンクロージャーを更新してください。
2. タイムサービスを再同期するには、時刻とロケールの設定をアップデートしてください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘル
プを参照してください。

The frame link module has successfully synchronized time
症状
フレームリンクモジュールは OneView アプライアンスと時刻を正常に同期できました。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmNTPTimeSyncCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The MGMT port for the frame link module is unlinked
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールの MGMT ポートがリンクされていません。OneView アプライアン
スはアプライアンスベイ Y に存在するので、管理ネットワークにリンクされている必要があります。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmOneViewLinkDisconnected
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
1. MGMT ポートをフレームリンクモジュールから管理ネットワークに接続して、最も耐障害性のある管
理ネットワークへの接続を確保します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE Synergy 構成および互換性ガイドを参照してください。
2. ケーブルが正常に動作しており、互換性があるケーブルタイプであることを確認します。
3. 接続されているネットワークデバイスのステータスをチェックします。
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The issue with the MGMT port on the frame link module in bay X was resolved
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールの MGMT ポートの問題は解決しました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmOneViewLinkDisconnectedCleared_MgmtPortConnected
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

A link for a OneView appliance is no longer required
症状
OneView アプライアンスのリンクはベイ X のフレームリンクモジュールの MGMT ポートで不要になり
ました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmOneViewLinkDisconnectedCleared_MgmtPortModeChanged
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The MGMT port no longer requires a link
症状
OneView アプライアンスが存在しなくなったため、ベイ X のフレームリンクモジュールの MGMT ポート
はリンクを必要としなくなりました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmOneViewLinkDisconnectedCleared_OneViewRemoved
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
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アクション
対応する必要はありません。

The frame link module does not have a compatible address type
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールは互換性のあるアドレスタイプを持たず、ping Y が失敗しました。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmOneViewLinkValidationPingAddressMismatch
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
• ping 検証アドレスを指定します。
• または、管理ポートが正しいネットワーク上にあるかどうか検証するために、正しいタイプの IP アド
レスでベイ X のフレームリンクモジュールを構成します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

The failure on the frame link module has cleared
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールの障害がクリアされました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmOneViewLinkValidationPingAddressMismatch_Cleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The management port cannot ping the requested network address
症状
ベイ X のフレームフレームリンクモジュールの管理ポートは、リクエストされたネットワークアドレスに
ping できません。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmOneViewLinkValidationPingFailed
重大度：警告
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ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
• 管理ポートが正しいネットワークに接続されていることを確認します。
• 管理ポートの検証アドレスを変更します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

The MGMT port ping failure has cleared
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールの MGMT ポートの ping 障害がクリアされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmOneViewLinkValidationPingFailed_Cleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The MGMT port ping failure has cleared
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールの MGMT ポートの ping 障害がクリアされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmOneViewLinkValidationPingFailedCleared_PingAddressChanged
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The validation of the MGMT port connectivity has been disabled
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールで、MGMT ポートの接続性の検証が無効になっています。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmOneViewLinkValidationPingFailedCleared_PingDisabled
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
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アクション
対応する必要はありません。

A redundant frame link module is missing
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールの LINK ポートはリンクされていますが、冗長フレームリンクモ
ジュールが見つかりません。リンクポートがリンクされる場合は、冗長フレームリンクモジュールが予想
されます。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmPeerEmNeeded
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
• 次のいずれかを実行します。
◦ 冗長フレームリンクモジュールを取り付けます。
◦ フレームリンクモジュール X のリンクポートの接続を解除します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるエンクロージャーのセットアップおよびインストールガイドを参照してください。

A redundant frame link module is no longer required
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールの LINK ポートはリンク解除されたため、冗長フレームリンクモ
ジュールは必要なくなりました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmPeerEmNeededCleared_ElinkRemoved
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The missing redundant frame link module has been inserted
症状
不足していた冗長フレームリンクモジュールが挿入されました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
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ID：hpris.emRegistry.<version>.EmPeerEmNeededCleared_PeerEmInserted
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The frame link module encountered a failure
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールで 2 つある冗長内部管理リンクの 1 つに障害が発生しました。フ
レームリンクモジュールは管理可能な状態ですが、通信の冗長性は失われました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmRedundantCommFault
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
1. ベイ X のデバイスを取り外し、コネクターに破損がないか点検します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
2. 破損がない場合は、デバイスを再度挿入します。
3. 障害が続くか、破損が見つかった場合は、認定サポート担当者に連絡し、サポートダンプを提供しま
す。

The failure of the redundant internal management link has cleared
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールで冗長内部管理リンクの障害はクリアされました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmRedundantCommFaultCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
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アクション
対応する必要はありません。

The frame link module been removed
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールが取り外されました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmRemoved
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

Frame link module has an internal error
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールで内部エラーが発生しました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmSwitchCommunicationCritical
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
1. フレームリンクモジュールを取り外して、再度取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。

The internal failure with the frame link module has cleared
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールの内部障害がクリアされました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmSwitchCommunicationOk
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
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リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The frame link module has a hardware failure
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールにハードウェア障害があります。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmSwitchHardwareCritical
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
1. ベイ X のフレームリンクモジュールを取り外して、再度取り付けてください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。

The previously detected hardware failure has cleared
症状
以前に検出されたハードウェア障害がクリアされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmSwitchHardwareOk
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

Frame link module has exceeded the critical temperature threshold
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールがクリティカル温度しきい値を超えました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmThermalCritical
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
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リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
1. 周囲温度が動作温度の制限を下回っていることを確認します。
2. ファンのステータスを確認し、不足しているファンをすべて取り付けます。
3. フレームリンクモジュールを取り外します。
4. 冷却口に詰まりがないことを確認して、デバイスを再度取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The temperature for the frame link module within operational limits
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールの温度は動作制限内です。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmThermalOk
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

Temperature was read for the frame link module
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールの温度が読み取られました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmThermalSensorReadOk
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
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アクション
対応する必要はありません。

Unable to read temperature sensor
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールの温度センサーを読み取れません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.Version>.EmThermalSensorReadWarning
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
1. 次のいずれかを実行します。
• フレームリンクモジュールをリセットします。
• フレームリンクモジュールを取り外して、再度取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Frame link module has exceeded the warning temperature threshold
症状
フレームリンクモジュール X が警告温度しきい値を超えました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmThermalWarning
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
1. エンクロージャーのファンまたは冷却アラートを解決します。
2. 周囲温度が動作温度の制限を下回っていることを確認します。
3. デバイスを取り外します。
4. 冷却口に詰まりがないことを確認して、デバイスを再度取り付けます。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The frame link module failed to update its TPM firmware
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールが TPM ファームウェアのアップデートに失敗しました。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmTpmFwUpdateFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
1. ベイ X のフレームリンクモジュールを取り外して、再度挿入してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストにお問い合わせください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The frame link module successfully updated its TPM firmware
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールは TPM ファームウェアを正常にアップデートしました。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmTpmFwUpdateFaultCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The TPM on one frame link module is enabled
症状
一方のフレームリンクモジュールの TPM は有効になっていますが、もう一方のフレームリンクモジュー
ルの TPM は無効になっています。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmTpmStateMismatchFault
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重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
両方のフレームリンクモジュールの TPM が有効または無効のいずれかになっていることを確認してくだ
さい。

The TPMs on the frame link modules are no longer in an incompatible state
症状
スタンバイフレームリンクモジュールが取り外されたため、フレームリンクモジュールの TPM は非互換
の状態ではなくなりました。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmTpmStateMismatchFaultCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The fan has a communication issue
症状
ベイ X のファンに通信に関する問題があります。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.FanCommFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファン
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
1. ベイ X のデバイスを取り外し、コネクターに破損がないか点検します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
2. 破損がない場合は、デバイスを再度挿入します。
3. 障害が続くか、破損が見つかった場合は、認定サポート担当者に連絡し、サポートダンプを提供しま
す。

HPE OneView のエラーとアラート

329

The communication failure on the fan has cleared
症状
ベイ X のファンの通信障害がクリアされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.FanCommFaultCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ファン
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The fan has failed
症状
ベイ X のファンに障害があります。
ID：hpris.emRegistry.<version>.FanEfusePGoodFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファン
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
ベイ X のファンを交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
るご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

The failure on the fan has cleared
症状
ベイ X のファンの障害がクリアされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.FanEfusePGoodFaultCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ファン
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The fan has failed
症状
ベイ X のファンに障害があります。
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このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.FanElectronicFuseBlown
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファン
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
ファンを交換します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
るご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

The failure on the fan has cleared
症状
ベイ X のファンの障害がクリアされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.FanElectronicFuseBlownCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ファン
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The fan has failed
症状
ベイ X のファンに障害があります。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.FanFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファン
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
1. ファンを取り外します。
2. 詰まりを取り除いて、ファンを再度取り付けてください。
3. 詰まりが見つからない場合は、ファンを交換します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
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The fan in bay X is OK
症状
ベイ X のファンは正常です。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.FanFaultCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ファン
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The fan is missing hardware information
症状
ベイ X のファンはハードウェア情報が不足しています。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.FanFruContentFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファン
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
ベイ X のファンを交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
るご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

The fan in bay X cannot be discovered
症状
ベイ X のファンを検出できません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.FanFruFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファン
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
1. ベイ X のファンを取り外して、再度取り付けます。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。

The fan is not compatible with the frame link module firmware
症状
ベイ X のファンはフレームリンクモジュールのファームウェアバージョンと互換性がありません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.FanFruManufacturedForInvalidFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファン
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
1. フレームリンクモジュールのファームウェアをファンをサポートするバージョンにアップデートして
ください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE OneView（HPE Synergy 用）ファームウェアおよびドライバーアップデートガイドを参照し
てください。
2. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The fan is not compatible with its enclosure
症状
ベイ X のファンはこのエンクロージャーと互換性がありません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.FanFruManufacturedForMismatchFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファン
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
ベイ X のファンの製造者がエンクロージャー製造者と互換性があるか確認してください。
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サポートされるオプションの一覧については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://
www.hpe.com/info/synergy-docs）にある HPE OneView（HPE Synergy 用）サポートマトリックスを
参照してください。

The fan in bay X cannot be discovered due to a presence issue
症状
プレゼンスの問題のため、ベイ X のファンを検出できません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.FanInsertFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファン
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
1. ベイ X のファンを取り外します。
2. 詰まりを取り除いて、コネクターに破損がないか点検します。
3. 破損がない場合は、ファンを再度取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
4. 障害が続くか、破損が見つかった場合は、認定サポート担当者に連絡し、サポートダンプを提供しま
す。

The presence failure on the fan has cleared
症状
ベイ X のファンのプレゼンス障害がクリアされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.FanInsertFaultCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ファン
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The fan has been inserted
症状
ベイ X のファンが取り付けられました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.FanInserted
重大度：OK
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ヘルスカテゴリ：ファン
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The fan in bay X encountered a failure
症状
ベイ X のファンで 2 つある冗長内部管理リンクの 1 つに障害が発生しました。ファンは管理可能な状態
のままですが、通信の冗長性は失われました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.FanRedundantCommFault
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ファン
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
1. ベイ X のデバイスを取り外し、コネクターに破損がないか点検します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
2. 破損がない場合は、デバイスを再度挿入します。
3. 障害が続くか、破損が見つかった場合は、認定サポート担当者に連絡し、サポートダンプを提供しま
す。

The failure of the redundant internal management link on the fan has cleared
症状
ベイ X のファンで冗長内部管理リンクの障害はクリアされました。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.FanRedundantCommFaultCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ファン
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The fan has been removed
症状
ベイ X のファンが取り外されました。
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このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.FanRemoved
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ファン
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The fan has failed
症状
ベイ X のファンに障害があります。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.FanRotor1Fault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファン
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
ベイ X のファンを交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
るご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

The failure on the fan has cleared
症状
ベイ X のファンの障害がクリアされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.FanRotor1FaultCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ファン
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The fan has failed
症状
ベイ X のファンに障害があります。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
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ID：hpris.emRegistry.<version>.FanRotor2Fault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファン
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
ベイ X のファンを交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
るご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

The failure on the fan has cleared
症状
ベイ X のファンの障害がクリアされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.FanRotor2FaultCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ファン
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The fan is not compatible
症状
ベイ X のファンは、現在インストールされているフレームリンクモジュールのファームウェアバージョン
と互換性がありません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.BladeUnsupportedDeviceFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファン
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
フレームリンクモジュールのファームウェアを、ベイ X のファンをサポートするバージョンにアップデー
トしてください。

HPE OneView のエラーとアラート

337

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る HPE OneView（HPE Synergy 用）ファームウェアおよびドライバーアップデートガイドを参照してく
ださい。

The front panel has been attached
症状
フロントパネルが取り付けられました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.FrontPanelAttached
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The front panel has a communication failure
症状
フロントパネルでフレームリンクモジュールとの通信障害が発生しています。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.FrontPanelCommFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
1. ベイ X のデバイスを取り外し、コネクターに破損がないか点検します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
2. 破損がない場合は、デバイスを再度挿入します。
3. 障害が続くか、破損が見つかった場合は、認定サポート担当者に連絡し、サポートダンプを提供しま
す。

The communication failure on the front panel has cleared
症状
フロントパネルの通信障害がクリアされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.FrontPanelCommFaultCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
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アクション
対応する必要はありません。

The front panel failed to provide hardware information
症状
フロントパネルはハードウェア情報の特定に失敗しました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.FrontPanelFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
1. フロントパネルを取り外して、再度取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
2. 問題が解決されない場合は、フロントパネルを交換してください。

The failure discovering hardware was resolved
症状
フロントパネルのハードウェア検出障害は解決しました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.FrontPanelFaultCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The front panel is missing hardware information
症状
フロントパネルはハードウェア情報が欠けています。
ID：hpris.emRegistry.<version>.FrontPanelFruContentFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
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アクション
全面パネルを元に戻します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
るご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

The front panel cannot be discovered
症状
フロントパネルを検出できません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.FrontPanelFruFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
1. フロントパネルを取り外して、再度取り付けてください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。

The front panel is not compatible
症状
フロントパネルはフレームリンクモジュールのファームウェアバージョンと互換性がありません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.FrontPanelFruManufacturedForInvalidFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
フレームリンクモジュールのファームウェアをフロントパネルをサポートするバージョンにアップデー
トしてください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る HPE OneView（HPE Synergy 用）ファームウェアおよびドライバーアップデートガイドを参照してく
ださい。
詳しくは
サポートケースをオープンにする
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The front panel is not compatible with its enclosure
症状
フロントパネルはエンクロージャーと互換性がありません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.FrontPanelFruManufacturedForMismatchFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
全面パネルを元に戻します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
るご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
サポートされるオプションの一覧については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://
www.hpe.com/info/synergy-docs）にある HPE OneView（HPE Synergy 用）サポートマトリックスを
参照してください。

The front panel has failed
症状
フロントパネルに障害が発生しました。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.FrontPanelFuseFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
全面パネルを元に戻します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
るご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

The front panel has been attached
症状
フロントパネルが取り付けられました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.FrontPanelInserted
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
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アクション
対応する必要はありません。

The front panel appears to not be inserted properly
症状
フロントパネルが正しく挿入されていないようです。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.FrontPanelInsertFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
1. ベイ X のデバイスを取り外し、コネクターに破損がないか点検します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
2. 破損がない場合は、デバイスを再度挿入します。
3. 障害が続くか、破損が見つかった場合は、認定サポート担当者に連絡し、サポートダンプを提供しま
す。

The presence failure on the front panel has cleared
症状
フロントパネルのプレゼンス障害がクリアされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.FrontPanelInsertFaultCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The front panel encountered a failure
症状
フロントパネルで 2 つある冗長内部管理リンクの 1 つに障害が発生しました。フロントパネルは管理可
能な状態のままですが、通信の冗長性は失われました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.FrontPanelRedundantCommFault
重大度：警告

HPE OneView のエラーとアラート

342

ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
1. ベイ X のデバイスを取り外し、コネクターに破損がないか点検します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
2. 破損がない場合は、デバイスを再度挿入します。
3. 障害が続くか、破損が見つかった場合は、認定サポート担当者に連絡し、サポートダンプを提供しま
す。

The failure on the front panel has cleared
症状
フロントパネルの冗長内部管理リンクの障害はクリアされました。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.FrontPanelRedundantCommFaultCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The front panel has been removed
症状
フロントパネルが取り外されました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.FrontPanelRemoved
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The frame front panel is unable to read the ambient temperature sensor
症状
フレームのフロントパネルが周囲温度センサーを読み取れません。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
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ID：hpris.emRegistry.<version>.FrontPanelThermalReadSensors
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
1. フレームのフロントパネルを取り外して、再度挿入してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストにお問い合わせください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The frame front panel has successfully read its ambient temperature sensor
症状
フレームのフロントパネルは、周囲温度センサーを正常に読み取りました。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.FrontPanelThermalReadSensorsCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The front panel is not compatible
症状
フロントパネルは、現在インストールされているフレームリンクモジュールのファームウェアバージョン
と互換性がありません。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.FrontPanelUnsupportedDeviceFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
原因
フレームリンクモジュールのファームウェアバージョンは、フロントパネルをサポートしていません。
アクション
フレームリンクモジュールのファームウェアをフロントパネルをサポートするバージョンに更新してく
ださい。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る HPE OneView（HPE Synergy 用）ファームウェアおよびドライバーアップデートガイドを参照してく
ださい。

The enclosure does not have the required fans
症状
エンクロージャーは十分に冷却するのに必要なファンがありません。すべてのファンベイで使用可能な
ファンが取り付けられる必要があります。
ID：hpris.emRegistry.<version>.InsufficientFansCritical
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：温度
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
1. すべてのファンベイに動作可能なファンが装着されていることを確認します。
2. 故障しているファンを交換します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

The issue of insufficient cooling has been resolved
症状
冷却が不十分な問題は解決されました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.InsufficientFansOk
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：温度
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The enclosure does not have the required fans for redundancy
症状
エンクロージャーは冗長化のために必要な数の動作中のファンがありません。すべてのファンベイで使
用可能なファンが取り付けられる必要があります。
ID：hpris.emRegistry.<version>.InsufficientFansWarning
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：温度
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
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アクション
1. すべてのファンベイに動作可能なファンが装着されていることを確認します。
2. 故障しているファンを交換します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるエンクロージャーのセットアップおよびインストールガイドを参照してください。

The interconnect has a communication failure
症状
ベイ X のインターコネクトでフレームリンクモジュールとの通信障害が発生しています。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.InterconnectCommFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects/<id>
アクション
1. ベイ X のデバイスを取り外し、コネクターに破損がないか点検します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
2. 破損がない場合は、デバイスを再度挿入します。
3. 障害が続くか、破損が見つかった場合は、認定サポート担当者に連絡し、サポートダンプを提供しま
す。

The communication failure on the interconnect has cleared
症状
ベイ X のインターコネクトの通信障害がクリアされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.InterconnectCommFaultCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The downlink ports are disabled
症状
サーバーハードウェア内のメザニンカードの不一致のため、ベイ Y のインターコネクトからベイ X の
サーバーハードウェアへのダウンリンクポートが無効です。
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このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.InterconnectConfigurationFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects/<id>
アクション
1. ベイ X のサーバーハードウェアを削除します。
2. ベイ X のインターコネクトに一致するスロットにメザニンカードを移動します。
3. 複数のコンピュートモジュールでエラーが発生した場合は、メザニンカードに一致するベイにイン
ターコネクトを移動することを検討します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

The mezzanine/interconnect mismatch was resolved
症状
ベイ X のインターコネクトのメザニン/インターコネクト不一致は解決されました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.InterconnectConfigurationFaultCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The interconnect has failed
症状
ベイ X のインターコネクトに障害が発生しました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.InterconnectEfusePGoodFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects/<id>
アクション
ベイ X のインターコネクトを交換してください。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
るご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

The failure on the interconnect has been resolved
症状
ベイ X のインターコネクトの障害は解決しました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.InterconnectEfusePGoodFaultCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The interconnect cannot be discovered
症状
ベイ X のインターコネクトを検出できません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.InterconnectFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects/<id>
アクション
1. ベイ X のインターコネクトを取り外してから再度取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
2. 問題が解決されない場合は、インターコネクトを交換してください。

The issue preventing discovery of the interconnect was resolved
症状
ベイ X のインターコネクトの検出を妨げていた問題は解決しました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.InterconnectFaultCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/enclosures/{}
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アクション
対応する必要はありません。

The interconnect is missing hardware information
症状
ベイ X のインターコネクトはハードウェア情報が欠けています。
ID：hpris.emRegistry.<version>.InterconnectFruContentFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects/<id>
アクション
ベイ X のインターコネクトを交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
るご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

The interconnect in bay X cannot be discovered
症状
ベイ X のインターコネクトを検出できません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.InterconnectFruFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects/<id>
アクション
1. ベイ X のインターコネクトを取り外してから再度取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。

The interconnect is not compatible
症状
ベイ X のインターコネクトはフレームリンクモジュールファームウェアバージョンと互換性がありませ
ん。
ID：hpris.emRegistry.<version>.InterconnectFruManufacturedForInvalidFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
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リソース URI：/rest/interconnects/<id>
アクション
フレームリンクモジュールのファームウェアをインターコネクトモジュールをサポートするバージョン
にアップデートしてください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る HPE OneView（HPE Synergy 用）ファームウェアおよびドライバーアップデートガイドを参照してく
ださい。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The interconnect in bay X is not compatible with its enclosure
症状
ベイ X のインターコネクトはエンクロージャーと互換性がありません。（YYYY はデバイス FRU の
ManufacturedFor フィールドからのエントリーです。）
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.InterconnectFruManufacturedForMismatchFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects/<id>
アクション
ベイ X のインターコネクトを交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
るご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
サポートされるオプションの一覧については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://
www.hpe.com/info/synergy-docs）にある HPE OneView（HPE Synergy 用）サポートマトリックスを
参照してください。

An interconnect has been inserted
症状
ベイ X のインターコネクトが挿入されました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.InterconnectInserted
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/enclosures/{}

HPE OneView のエラーとアラート

350

アクション
対応する必要はありません。

The interconnect in bay X is not inserted properly
症状
ベイ X のインターコネクトが正しく挿入されていないようです。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.InterconnectInsertFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects/<id>
アクション
1. ベイ X のデバイスを取り外し、コネクターに破損がないか点検します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
2. 破損がない場合は、デバイスを再度挿入します。
3. 障害が続くか、破損が見つかった場合は、認定サポート担当者に連絡し、サポートダンプを提供しま
す。

The presence failure on the interconnect has cleared
症状
ベイ X のインターコネクトのプレゼンス障害がクリアされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.InterconnectInsertFaultCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The interconnect was not allowed to power on
症状
エンクロージャーの冷却不足のため、ベイ X のインターコネクトの電源をオンにできませんでした。すべ
てのファンベイで使用可能なファンが取り付けられる必要があります。
ID：hpris.emRegistry.<version>.InterconnectInsufficientCooling
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
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リソース URI：/rest/interconnects/<id>
アクション
指定されたファンを追加または交換します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
るご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

The cooling issue for the interconnect was resolved
症状
ベイ X のインターコネクトの冷却問題は解決しました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.InterconnectInsufficientCoolingCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The interconnect was not allowed to power on
症状
エンクロージャーの電力不足のため、ベイ X のインターコネクトの電源をオンにできませんでした。
ID：hpris.emRegistry.<version>.InterconnectInsufficientPower
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/interconnects/<id>
アクション
1. 追加の電源装置を取り付ける。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるエンクロージャーのセットアップおよびインストールガイドを参照してください。
2. 論理エンクロージャーの入力電源モードを冗長電源装置に変更することを検討してください。

The insufficient power issue for the interconnect was resolved
症状
ベイ X のインターコネクトの電力不足問題は解決しました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.InterconnectInsufficientPowerCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/enclosures/{}
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アクション
対応する必要はありません。

The interconnect experienced a communication timeout
症状
ベイ X のインターコネクトでフレームリンクモジュールとの通信タイムアウトが発生しました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.InterconnectManagerFault
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects/<id>
アクション
インターコネクトモジュールを取り外して、再度取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
るご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

The interconnect resumed communication with the frame link module
症状
ベイ X のインターコネクトはフレームリンクモジュールとの通信を再開しました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.InterconnectManagerFaultCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The management processor did not start within the allotted time
症状
ベイ X のインターコネクトの管理プロセッサーは、割り当てられた時間内に開始しませんでした。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.InterconnectManagerICMReadyFault
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects/<id>

HPE OneView のエラーとアラート

353

アクション
1. ベイ X のインターコネクトを取り外してから再度取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。

The management processor on the interconnect is ready
症状
ベイ X のインターコネクトの管理プロセッサーが準備できました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.InterconnectManagerICMReadyFaultCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The management processor is reporting a critical internal health status
症状
ベイ X のインターコネクト上の管理プロセッサーがクリティカル内部ヘルスステータスをレポートして
います。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.InterconnectManagerInternalCritical
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects/<id>
アクション
1. アクティビティログを確認し、すべての問題を修正するために推奨事項に従ってください。
2. デバイスのアクティビティログに推奨事項がない場合は、サポートスペシャリストに連絡し、サポー
トダンプファイルを提供してください。

The issue causing a critical internal health status was resolved
症状
ベイ X のインターコネクト上の管理プロセッサーでクリティカル内部ヘルスステータスを引き起こす問
題が解決しました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.InterconnectManagerInternalCriticalCleared
重大度：OK
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ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The management processor is reporting a warning internal health status
症状
ベイ X のインターコネクト上の管理プロセッサーが警告内部ヘルスステータスをレポートしています。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.InterconnectManagerInternalWarning
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects/<id>
アクション
1. アクティビティログを確認し、すべての問題を修正するために推奨事項に従ってください。
2. デバイスのアクティビティログに推奨事項がない場合は、サポートスペシャリストに連絡し、サポー
トダンプを提供してください。

The issue causing a warning internal health status was resolved
症状
ベイ X のインターコネクト上の管理プロセッサーで警告内部ヘルスステータスを引き起こす問題が解決
しました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.InterconnectManagerInternalWarningCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The interconnect is not inserted properly
症状
ベイ X のインターコネクトが正しく挿入されていないようです。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.InterconnectMateDetectFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
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リソース URI：/rest/interconnects/<id>
アクション
1. ベイ X のデバイスを取り外し、コネクターに破損がないか点検します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
2. 破損がない場合は、デバイスを再度挿入します。
3. 障害が続くか、破損が見つかった場合は、認定サポート担当者に連絡し、サポートダンプを提供しま
す。

The interconnect is now seated properly
症状
ベイ X のインターコネクトは現在正しく取り付けられています。
ID：hpris.emRegistry.<version>.InterconnectMateDetectFaultCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The interconnect was not allowed to power on
症状
確認中のハードウェア情報の獲得に失敗したため、ベイ X のインターコネクトの電源をオンにできません
でした。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.InterconnectPowerDeniedDueToFru
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/interconnects/<id>
アクション
1. ベイ X のインターコネクトのアクティビティログを確認し、すべての問題を解決するために推奨事項
に従ってください。
2. 問題が解決されない場合は、ベイ X のインターコネクトを取り付けなおします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるエンクロージャーのセットアップおよびインストールガイドを参照してください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする
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The interconnect was not allowed to power on
症状
コネクターの組み合わせの問題により、ベイ X のインターコネクトの電源をオンにできませんでした。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.InterconnectPowerDeniedDueToMating
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/interconnects/<id>
アクション
1. ベイ X のデバイスを取り外し、コネクターに破損がないか点検します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
2. 破損がない場合は、デバイスを再度挿入します。
3. 障害が続くか、破損が見つかった場合は、認定サポート担当者に連絡し、サポートダンプを提供しま
す。

The connector mating issue for the interconnect was resolved
症状
ベイ X のインターコネクトのコネクターの組み合わせの問題は解決しました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.InterconnectPowerDeniedDueToMatingCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The device in bay X was not allowed to power on due to an issue discovering the frame
midplane
症状
フレームミッドプレーンの検出で問題が発生したため、ベイ X のインターコネクトを電源オンできません
でした。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.InterconnectPowerDeniedDueToMidplane
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/interconnects/<id>
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アクション
1. エンクロージャーのアクティビティログを確認し、すべての問題を解決するために推奨事項に従いま
す。
2. 次のいずれかを実行します。
• アクティブなフレームリンクモジュールをリセットします。
• アクティブなフレームリンクモジュールを取り外してから再度取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The interconnect encountered a failure
症状
ベイ X のインターコネクトで 2 つある冗長内部管理リンクの 1 つに障害が発生しました。インターコネ
クトは管理可能な状態のままですが、通信の冗長性は失われました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.InterconnectRedundantCommFault
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
1. ベイ X のデバイスを取り外し、コネクターに破損がないか点検します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
2. 破損がない場合は、デバイスを再度挿入します。
3. 障害が続くか、破損が見つかった場合は、認定サポート担当者に連絡し、サポートダンプを提供しま
す。

The redundant internal management link failure has cleared
症状
ベイ X のインターコネクトで冗長内部管理リンクの障害はクリアされました。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.InterconnectMateDetectFaultCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/enclosures/{}
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アクション
対応する必要はありません。

The interconnect has been removed
症状
ベイ X のインターコネクトが取り外されました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.InterconnectRemoved
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The interconnect has failed
症状
ベイ X のインターコネクトに障害が発生しました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.InterconnectSystemPGoodFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects/<id>
アクション
インターコネクトを交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
るご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

The failure with the interconnect has been resolved
症状
ベイ X のインターコネクトの障害は解決しました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.InterconnectSystemPGoodFaultCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/enclosures/{}
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アクション
対応する必要はありません。

The interconnect was powered off
症状
温度がクリティカルしきい値を超えたため、ベイ X のインターコネクトの電源がオフにされました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.InterconnectThermalCritical
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects/<id>
アクション
1. ファンのステータスを確認し、不足しているファンをすべて取り付けます。
2. 周囲温度が動作温度の制限を下回っていることを確認します。
3. インターコネクトを取り外します。
4. 冷却口に詰まりがないことを確認して、インターコネクトを再度取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The temperature for the interconnect is within operational limits
症状
ベイ X のインターコネクトの温度は動作制限内です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.InterconnectThermalOk
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The interconnect has reached the warning temperature threshold
症状
ベイ X のインターコネクトが警告温度しきい値に達しました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
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ID：hpris.emRegistry.<version>.InterconnectThermalWarning
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects/<id>
アクション
1. ファンのステータスを確認し、不足しているファンをすべて取り付けます。
2. 周囲温度が動作温度の制限を下回っていることを確認します。
3. インターコネクトを取り外します。
4. 冷却口に詰まりがないことを確認して、インターコネクトを再度取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The interconnect is not compatible
症状
ベイ X のインターコネクトは、現在インストールされているフレームリンクモジュールのファームウェア
バージョンと互換性がありません。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.InterconnectUnsupportedDeviceFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects/<id>
アクション
フレームリンクモジュールのファームウェアを、ベイ X のインターコネクトをサポートするバージョンに
アップデートしてください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る HPE OneView（HPE Synergy 用）ファームウェアおよびドライバーアップデートガイドを参照してく
ださい。

The enclosure midplane cannot be discovered
症状
エンクロージャーミッドプレーンを検出できません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.MidplaneFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー

HPE OneView のエラーとアラート

361

リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
• ベイ X のフレームリンクモジュールをリセットします。
• フレームリンクモジュールを取り外して、再度取り付けます。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The enclosure midplane is missing hardware information
症状
エンクロージャーミッドプレーンはハードウェア情報が欠けており、検出できません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.MidplaneFruContentFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：シャーシ
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
エンクロージャーミッドプレーンを交換します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
るご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

The enclosure midplane cannot be discovered
症状
エンクロージャーミッドプレーンを検出できません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.MidplaneFruFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
1. 次のいずれかを実行します。
• ベイ X のフレームリンクモジュールをリセットします。
• フレームリンクモジュールを取り外して、再度取り付けます。

HPE OneView のエラーとアラート

362

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。

The enclosure midplane is not compatible
症状
エンクロージャーミッドプレーンはフレームリンクモジュールのファームウェアバージョンと互換性が
ありません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.MidplaneFruManufacturedForInvalidFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：シャーシ
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
フレームリンクモジュールのファームウェアをエンクロージャーミッドプレーンをサポートするバー
ジョンにアップデートします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る HPE OneView（HPE Synergy 用）ファームウェアおよびドライバーアップデートガイドを参照してく
ださい。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The frame link module cannot communicate remote support events
症状
フレームリンクモジュールは Remote Support イベントを OneView アプライアンスに通信できません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.OneViewServiceEventsCommFault
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
1. アクティブな HPE OneView アプライアンスが動作していて、このエンクロージャーにネットワーク接
続されていることを確認します。
2. エンクロージャーを更新してください。
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The frame link module can now send remote support events
症状
フレームリンクモジュールは Remote Support イベントを OneView アプライアンスに送信できるように
なりました。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.OneViewServiceEventsCommFaultCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The power supply in bay X may be unplugged
症状
ベイ X の電源装置はコードが抜けているか、入力電源が利用できない可能性があります。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.PowerInputFault
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
1. 電源コードが電源装置に正しく接続されていることを確認します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるエンクロージャーのセットアップおよびインストールガイドを参照してください。
2. 入力電源が供給されていることを確認します。

The power supply is now receiving power
症状
ベイ X の電源装置は現在受電しています。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.PowerInputFaultCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/enclosures/{}

HPE OneView のエラーとアラート

364

アクション
対応する必要はありません。

There is a power supply mismatch in the enclosure
症状
エンクロージャー内に電源装置の不一致があります。各ベイの電源装置のタイプは同じである必要があ
ります（その後に電源装置ベイと部品番号情報が続きます）。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.PowerSubsystemMismatch
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
1. エンクロージャー内の電源装置を、すべて同じタイプの電源装置と交換します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
2. 同じタイプの電源装置のみをインストールします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるエンクロージャーのセットアップおよびインストールガイドを参照してください。

The power supply mismatch issue was resolved
症状
電源装置の不一致の問題は解決しました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.PowerSubsystemMismatchCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The enclosure is consuming more power than the specified limit allows
症状
エンクロージャーは、指定された制限値以上の電力を消費しています。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.PowerSubsystemOverLimit
重大度：警告
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ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
• 次のいずれかを実行します。
◦ 電力の制限を増やします。
◦ エンクロージャーによって消費される電力量を減らします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるエンクロージャーのセットアップおよびインストールガイドを参照してください。

The enclosure power consumption is within the specified limit
症状
エンクロージャーの消費電力は指定された制限内です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.PowerSubsystemOverLimitCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The enclosure power subsystem is not capable of supplying the allocated power
症状
エンクロージャー電力サブシステムは割り当てられた電力を供給することができません。
ID：hpris.emRegistry.<version>.PowerSubsystemOverload
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
1. 電源装置アラートをすべて解決してください。
2. 可能であれば追加の電源装置を取り付けてください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるエンクロージャーのセットアップおよびインストールガイドを参照してください。

The enclosure power subsystem is now capable of supplying the allocated power
症状
エンクロージャー電力サブシステムは割り当てられた電力を供給できるようになりました。
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ID：hpris.emRegistry.<version>.PowerSubsystemOverloadCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

There is not enough power available from the power subsystem
症状
現在の電源冗長モード設定を満たすために必要な、電源サブシステムから利用可能な十分な電力がありま
せん。その後で電源障害が発生した場合、エンクロージャーおよび/またはコンポーネントが電力を失う可
能性があります。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.PowerSubsystemRedundancyLost
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
1. すべての電源装置が入力電源が適用され正常に挿入されていることを確認してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるエンクロージャーのセットアップおよびインストールガイドを参照してください。
2. 問題が解決されない場合は、論理エンクロージャーの入力電源モードを"冗長電源装置"に変更すること
を検討してください。

The power subsystem redundancy failure has been resolved
症状
電力サブシステム冗長問題は解決しました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.PowerSubsystemRedundancyLostCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/enclosures/{}
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アクション
対応する必要はありません。

The power subsystem redundancy failure has been cleared
症状
非冗長の電源モードが選択されたため、電力サブシステムの冗長性障害はクリアされました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.PowerSubsystemRedundancyLostCleared_BasePower
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The power supply has a communication failure
症状
ベイ X の電源装置でフレームリンクモジュールとの通信障害が発生しています。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.PowerSupplyCommFault
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
1. ベイ X のデバイスを取り外し、コネクターに破損がないか点検します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
2. 破損がない場合は、デバイスを再度挿入します。
3. 障害が続くか、破損が見つかった場合は、認定サポート担当者に連絡し、サポートダンプを提供しま
す。

The communication failure on the power supply has cleared
症状
ベイ X の電源装置の通信障害がクリアされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.PowerSupplyCommFaultCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：電源
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リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The power supply has failed
症状
ベイ X の電源装置に障害が発生しました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.PowerSupplyFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
ベイ X の電源装置を交換します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
るご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

The condition with the power supply has cleared
症状
ベイ X の電源装置の状態がクリアされました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.PowerSupplyFaultCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The power supply is missing hardware information
症状
ベイ X の電源装置はハードウェア情報が欠けており、検出できません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.PowerSupplyFruContentFault
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：電源
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リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
ベイ X の電源装置を交換します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
るご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

The power supply cannot be discovered
症状
ベイ X の電源装置を検出できません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.PowerSupplyFruFault
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
1. ベイ X の電源装置を取り外してから、再び取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。

The power supply is not compatible
症状
ベイ X の電源装置はフレームリンクモジュールのファームウェアバージョンと互換性がありません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.PowerSupplyFruManufacturedForInvalidFault
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
フレームリンクモジュールのファームウェアを電源装置をサポートするバージョンにアップデートして
ください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る HPE OneView（HPE Synergy 用）ファームウェアおよびドライバーアップデートガイドを参照してく
ださい。
詳しくは
サポートケースをオープンにする
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The power supply is not compatible with its enclosure
症状
ベイ X の電源装置は、そのエンクロージャーと互換性がありません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.PowerSupplyFruManufacturedForMismatchFault
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
ベイ X の電源装置を取り外して交換します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
るご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
サポートされるオプションの一覧については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://
www.hpe.com/info/synergy-docs）にある HPE OneView（HPE Synergy 用）サポートマトリックスを
参照してください。

The power supply has shut down
症状
ライン電源入力が範囲外のため、ベイ X の電源装置がシャットダウンしました。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.PowerSupplyInputFault
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
ベイ X の電源装置が、仕様を満たす入力電源に接続されていることを確認してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
るエンクロージャーのセットアップおよびインストールガイドを参照してください。

The power supply may be unplugged
症状
ベイ X の電源装置はコードが抜けているか、入力電源が利用できない可能性があります。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.PowerSupplyInputLossFault
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：電源
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リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
1. 電源コードが正しく接続されており、入力電源が動作していることを確認してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるエンクロージャーのセットアップおよびインストールガイドを参照してください。
2. 入力電源が接続され動作しているのに問題が続く場合は、ベイ X の電源装置を取り外して、再度取り
付けてください。
3. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。

The power supply is not inserted properly
症状
ベイ X の電源装置が正しく挿入されていないようです。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.PowerSupplyInsertFault
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
1. ベイ X のデバイスを取り外し、コネクターに破損がないか点検します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
2. 破損がない場合は、デバイスを再度挿入します。
3. 障害が続くか、破損が見つかった場合は、認定サポート担当者に連絡し、サポートダンプを提供しま
す。

The presence failure on the power supply has cleared
症状
ベイ X の電源装置のプレゼンス障害がクリアされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.PowerSupplyInsertFaultCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/enclosures/{}
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アクション
対応する必要はありません。

The power supply has been inserted
症状
ベイ X の電源装置が挿入されました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.PowerSupplyInserted
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：電源装置
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The power supply has an internal communication failure
症状
ベイ X の電源装置に内部通信障害があります。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.PowerSupplyInternalCommFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
1. ベイ X の電源装置を取り外してから、再び取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。

The internal communication failure on the power supply has cleared
症状
ベイ X の電源装置の内部通信障害がクリアされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.PowerSupplyInternalCommFaultCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/enclosures/{}
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アクション
対応する必要はありません。

The power supply interposer has a communication failure
症状
ベイ X の電源装置インターポーザーでフレームリンクモジュールとの通信障害が発生しています。
ID：hpris.emRegistry.<version>.PowerSupplyInterposerCommFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：PowerSupplyInterposer
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
1. ベイ X の電源装置インターポーザーを取り外して、再度取り付けます。
2. 障害が続く場合は、電源装置インターポーザーを交換します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

The communication failure on the power supply interposer was cleared
症状
ベイ X の電源装置インターポーザーの通信障害がクリアされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.PowerSupplyInterposerCommFaultCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：PowerSupplyInterposer
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The power supply interposer is missing hardware information
症状
ベイ X の電源装置インターポーザーは、動作するために必要なハードウェア情報が欠けています。
ID：hpris.emRegistry.<version>.PowerSupplyInterposerFruContentFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：PowerSupplyInterposer
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
ベイ X の電源装置インターポーザーを交換します。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
るご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

The power supply interposer cannot be discovered
症状
ベイ X の電源装置インターポーザーを検出できません。
ID：hpris.emRegistry.<version>.PowerSupplyInterposerFruFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：PowerSupplyInterposer
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
1. ベイ X の電源装置インターポーザーを取り外して、再度取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
2. 問題が解決されない場合は、電源装置インターポーザーを交換します。

The power supply interposer is not compatible
症状
ベイ X の電源装置インターポーザーは現在インストールされているフレームリンクモジュールのファー
ムウェアバージョンと互換性がありません。
ID：hpris.emRegistry.<version>.PowerSupplyInterposerFruManufacturedForInvalidFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：PowerSupplyInterposer
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
フレームリンクモジュールのファームウェアをこのデバイスをサポートするバージョンにアップデート
します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る HPE OneView（HPE Synergy 用）ファームウェアおよびドライバーアップデートガイドを参照してく
ださい。

The power supply interposer is not compatible with this enclosure
症状
ベイ X の電源装置インターポーザーは、このエンクロージャーと互換性がありません。
ID：hpris.emRegistry.<version>.PowerSupplyInterposerFruManufacturedForMismatchFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：PowerSupplyInterposer
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
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アクション
ベイ X の電源装置インターポーザーを交換します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
るご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
サポートされるオプションの一覧については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://
www.hpe.com/info/synergy-docs）にある HPE OneView（HPE Synergy 用）サポートマトリックスを
参照してください。

The power supply interposer in bay X has been inserted
症状
ベイ X の電源装置インターポーザーが挿入されました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.PowerSupplyInterposerInserted
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：PowerSupplyInterposer
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The presence failure on the power supply interposer has cleared
症状
ベイ X の電源装置インターポーザーのプレゼンス障害がクリアされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.PowerSupplyInterposerInsertFaultCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：PowerSupplyInterposer
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The power supply interposer cannot be discovered
症状
プレゼンス障害のため、ベイ X の電源装置インターポーザーを検出できません。
ID：hpris.emRegistry.<version>.PowerSupplyInterposerInsertFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：PowerSupplyInterposer
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
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アクション
1. ベイ X の電源装置インターポーザーを取り外して、再度取り付けます。
2. 問題が解決されない場合は、ベイ X の電源装置インターポーザーを交換します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

The power supply interposer has a communication failure
症状
ベイ X の電源装置インターポーザーに、電源装置との通信障害があります。
ID：hpris.emRegistry.<version>.PowerSupplyInterposerPSInternalCommFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：PowerSupplyInterposer
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
1. ベイ X の電源装置インターポーザーを取り外して、再度取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
2. 問題が解決されない場合は、電源装置インターポーザーを交換します。

The communication failure between power supply interposer and power supply has
cleared
症状
ベイ X の電源装置インターポーザーと電源装置の間の通信障害がクリアされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.PowerSupplyInterposerPSCommFaultCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：PowerSupplyInterposer
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The power supply interposer has been removed
症状
ベイ X の電源装置インターポーザーが取り外されました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.PowerSupplyInterposerRemoved
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：PowerSupplyInterposer
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リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The power supply has shut down
症状
過熱状態のため、ベイ X の電源装置がシャットダウンしました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.PowerSupplyOvertempFault
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
1. 安全な動作温度に達しても、ベイ X の電源装置の電源が入らない場合、電源を取り外してから、再び
取り付けます。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。

The power supply in bay X has been power cycled
症状
ベイ X の電源装置は電源再投入されました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.PowerSupplyPowerCycledFault
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
1. 電源装置の電源が 5 分以内に入らない場合、電源を取り外してから、再び取り付けます。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。

The output of the power supply is outside of tolerance
症状
ベイ X の電源装置の出力は許容範囲外です。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.PowerSupplyPsOkFault
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重大度：警告
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
1. ベイ X の電源装置を取り外してから、再び取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。

The power supply encountered a failure
症状
ベイ X の電源装置で 2 つある冗長内部管理リンクの 1 つに障害が発生しました。電源装置は管理可能な
状態のままですが、通信の冗長性は失われました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.PowerSupplyRedundantCommFault
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：電源装置
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
1. ベイ X のデバイスを取り外し、コネクターに破損がないか点検します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
2. 破損がない場合は、デバイスを再度挿入します。
3. 障害が続くか、破損が見つかった場合は、認定サポート担当者に連絡し、サポートダンプを提供しま
す。

The failure of the redundant internal management link has cleared
症状
ベイ X の電源装置の冗長内部管理リンクの障害はクリアされました。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.SupplyRedundantCommFaultCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：電源装置
リソース URI：/rest/enclosures/{}
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アクション
対応する必要はありません。

The power supply has shut down
症状
ベイ X の電源装置はシャットダウンしました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.PowerSupplyReinsertFault
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
1. ベイ X の電源装置を取り外してから、再び取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。

The power supply has been removed
症状
ベイ X の電源装置が取り外されました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.PowerSupplyRemoved
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：電源装置
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The power supply has shut down
症状
クリティカルな障害のため、ベイ X の電源装置はシャットダウンしました。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.PowerSupplyReplaceFault
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：電源
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リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
ベイ X の電源装置を交換します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
るご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

The power supply in bay X is not compatible
症状
ベイ X の電源装置は現在インストールされているフレームリンクモジュールのファームウェアバージョ
ンと互換性がありません。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.PowerSupplyUnsupportedDeviceFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：電源装置
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
フレームリンクモジュールのファームウェアを、ベイ X で電源装置をサポートするバージョンにアップ
デートしてください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る HPE OneView（HPE Synergy 用）ファームウェアおよびドライバーアップデートガイドを参照してく
ださい。

The frame link topology does not have an active MGMT uplink port
症状
フレームリンクトポロジーは、アクティブな MGMT アップリンクポートがありません。その結果、トポ
ロジー外のデバイスへの管理ネットワークの接続はありません。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.RingNoActiveMgmtPort
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
トポロジー内のフレームリンクモジュールの 1 つから管理ネットワークへ MGMT ポートを接続してくだ
さい。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
るエンクロージャーのセットアップおよびインストールガイドを参照してください。

The frame link topology is not complete and does not have an active MGMT uplink port
症状
フレームリンクトポロジーは完全ではなく、アクティブな MGMT アップリンクポートもありません。そ
の結果、トポロジー外のデバイスへの管理ネットワークの接続はありません。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.RingNoActiveMgmtPort_RingDegraded
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
1. すべてのリンクポートが適切に接続されていることを確認します。
2. トポロジー内のフレームリンクモジュールの 1 つから管理ネットワークへ MGMT ポートを接続して
ください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるエンクロージャーのセットアップおよびインストールガイドを参照してください。

Connectivity to devices outside the topology has been restored
症状
トポロジ外のデバイスへの接続がリストアされました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.RingNoActiveMgmtPortCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The frame link module is no longer responsible for reporting topology failures
症状
このエンクロージャーのフレームリンクモジュールは、トポロジの所有権が変更されたために、フレーム
リンクトポロジの障害をレポートする必要がなくなりました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.RingNoActiveMgmtPortCleared_OwnerChanged
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
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アクション
対応する必要はありません。

The frame link topology does not have redundant MGMT uplink port connections
症状
フレームリンクトポロジに、外部管理ネットワークへの冗長 MGMT アップリンクポート接続がありませ
ん。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.RingNoStandbyMgmtPort
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/<id>
アクション
冗長性を実現するため、フレームリンクトポロジ内のフレームリンクモジュール用の少なくとも 2 つの
MGMT ポートが、外部管理ネットワークに正しく接続されていることを確認してください。

The frame link topology has redundant MGMT uplink port connections
症状
フレームリンクトポロジに、冗長 MGMT アップリンクポート接続があります。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.RingNoStandbyMgmtPortCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The frame link module is no longer managing the frame link topology
症状
このフレームのフレームリンクモジュールは、フレームリンクトポロジを管理しなくなりました。外部管
理ネットワークへの冗長 MGMT アップリンクポート接続がまだない場合は、フレームリンクトポロジの
管理を引き受けていたフレームリンクモジュールによって、障害が再度アサートされる可能性がありま
す。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.RingNoStandbyMgmtPortCleared_OwnerChanged
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
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リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

This event verifies proper operation of the frame link module event infrastructure
症状
このイベントはフレームリンクモジュールのイベントインフラストラクチャの適切な動作を確認します。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.RisTestEvent
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：なし
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

RIS event subscription is successfully created
症状
RIS イベントサブスクリプションは正常に作成されました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.SubscriptionCreated
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：なし
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

Successfully completed request
症状
リクエストは正常に完了しました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.Success
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：なし
リソース URI：/rest/enclosures/{}
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アクション
対応する必要はありません。

The device has an encryption error
症状
ベイ X のデバイスで、内部管理リンク上のフレームリンクモジュールとの通信中に暗号化エラーが発生し
ています。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.BladeCryptoFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ServerBlade
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
1. ベイ X のデバイスを取り外して、再度取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。

The device no longer has an encryption error
症状
ベイ X のデバイスで、内部管理リンク上のフレームリンクモジュールとの通信中の暗号化エラーがなくな
りました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.BladeCryptoFaultCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ServerBlade
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The device has detected another component in the enclosure
症状
ベイ X のデバイスで、内部管理リンク上の通信に同じアドレスを使用する、エンクロージャー内の別のコ
ンポーネントが検出されました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.BladeDuplicateIdFault
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重大度：警告
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
1. エンクロージャー内の他のデバイスに関する他のすべての通信アラートを解決します。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。

The device no longer detects another component in the enclosure
症状
ベイ X のデバイスで、内部管理リンク上の通信にそのアドレスを使用する、エンクロージャー内の別のコ
ンポーネントが検出されなくなりました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.BladeDuplicateIdFaultCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The appliance has an encryption error communicating
症状
ベイ X のアプライアンスで、内部管理リンク上のフレームリンクモジュールとの通信中に暗号化エラーが
発生しています。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.CIManagerCryptoFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
1. ベイ X のアプライアンスをシャットダウンします。
2. アプライアンスを取り外してから、再び取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
3. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
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The appliance no longer has an encryption error
症状
ベイ X のアプライアンスで、内部管理リンク上のフレームリンクモジュールとの通信中の暗号化エラーが
なくなりました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.CIManagerCryptoFaultCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The appliance has detected another component in the enclosure
症状
ベイ X のアプライアンスで、内部管理リンク上の通信に同じアドレスを使用する、エンクロージャー内の
別のコンポーネントが検出されました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.CIManagerDuplicateIdFault
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
1. エンクロージャー内のコンポーネントに関する他のすべての通信アラートを解決します。
2. ベイ X のアプライアンスをシャットダウンします。
3. アプライアンスを取り外し、コネクターに損傷がないか点検します。
4. コネクターに損傷がない場合は、アプライアンスを再び取り付けます。
5. 障害が続くか、破損が見つかった場合は、認定サポート担当者に連絡し、サポートダンプを提供しま
す。

The appliance no longer detects another component in the enclosure
症状
ベイ X のアプライアンスで、内部管理リンク上の通信にそのアドレスを使用する、エンクロージャー内の
別のコンポーネントが検出されなくなりました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.CIManagerDuplicateIdFaultCleared
重大度：OK
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ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

One or more components in the enclosure are using an invalid address
症状
エンクロージャー内の 1 つ以上のコンポーネントで、内部管理リンク上の通信に無効なアドレスが使用さ
れています。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.ChassisCanInvalidBayIdFault
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
1. エンクロージャー内のコンポーネントに関するすべての通信アラートを解決します。
2. フレームにハードウェアの変更が最近行われた場合は、各コンポーネントにコネクターの破損がない
か点検します。
3. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。

All enclosure components are using valid addresses for communication
症状
すべてのエンクロージャーコンポーネントで、内部管理リンク上の通信に有効なアドレスが使用されてい
ます。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.ChassisCanInvalidBayIdFaultCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
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アクション
対応する必要はありません。

A cable/transceiver is attached to appliance port 1
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールのアプライアンスポート 1 にケーブル/トランシーバーが接続されて
います。アプライアンスベイ 1 では、そのベイのフレームリンクモジュールへのネットワーク接続をサ
ポートしているアプライアンスが検出されません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmApplianceMissingBay1
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
1. アプライアンスベイ 1 にアプライアンスが取り付けられている場合は、アプライアンスのすべてのア
ラートを解決します。
2. 問題が続く場合は、ベイ 1 からアプライアンスを取り外して、再度取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
3. アプライアンスが取り付けられていない場合は、互換性のあるアプライアンスをアプライアンスベイ
1 に取り付けます。
4. または、ベイ X のフレームリンクモジュールのアプライアンスポート 1 から、接続されているケーブ
ルまたはトランシーバーをすべて取り外します。

An appliance was discovered in bay 1
症状
ベイ 1 でアプライアンスが検出されたか、ベイ X のフレームリンクモジュールのアプライアンスポート 1
にケーブル/トランシーバーが接続されなくなりました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmApplianceMissingBay1Cleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
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アクション
対応する必要はありません。

A cable/transceiver is attached to appliance port 2
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールのアプライアンスポート 2 にケーブル/トランシーバーが接続されて
います。アプライアンスベイ 2 では、そのベイのフレームリンクモジュールへのネットワーク接続をサ
ポートしているアプライアンスが検出されません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmApplianceMissingBay2
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
1. アプライアンスベイ 2 にアプライアンスが取り付けられている場合は、アプライアンスのすべてのア
ラートを解決します。
2. 問題が続く場合は、ベイ 2 からアプライアンスを取り外して、再度取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
3. アプライアンスが取り付けられていない場合は、互換性のあるアプライアンスをアプライアンスベイ
2 に取り付けます。
4. または、ベイ X のフレームリンクモジュールのアプライアンスポート 2 から、接続されているケーブ
ルまたはトランシーバーをすべて取り外します。

An appliance was discovered in bay 2
症状
ベイ 2 でアプライアンスが検出されたか、ベイ X のフレームリンクモジュールのアプライアンスポート 2
にケーブル/トランシーバーが接続されなくなりました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmApplianceMissingBay2Cleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
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アクション
対応する必要はありません。

The frame link module could not create or access encrypted persistent storage
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールは、暗号化された恒久的なストレージの作成またはアクセスができま
せんでした。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmDiskEncryptionFailed
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
1. ベイ X のフレームリンクモジュールを取り外して、再度取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
2. 問題が解決されない場合は、フレームリンクモジュールをベイ X から取り外します。
3. 詳しくは、認定サポート担当者にお問い合わせください。

The frame link module has detected another component in the enclosure
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールで、内部管理リンク上の通信に同じアドレスを使用する、エンクロー
ジャー内の別のコンポーネントが検出されました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmDuplicateIdFault
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
1. エンクロージャー内のコンポーネントに関する他のすべての通信アラートを解決します。
2. ベイ X のフレームリンクモジュールを取り外し、コネクターに破損がないか点検します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
3. コネクターに破損がない場合は、フレームリンクモジュールを再度取り付けます。
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4. ベイ Y のフレームリンクモジュールについて、この手順を繰り返します。
5. 障害が続くか、破損が見つかった場合は、認定サポート担当者に連絡し、サポートダンプを提供しま
す。

The frame link module in bay X no longer detects another component in the enclosure
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールで、内部管理リンク上の通信にそのアドレスを使用する、エンクロー
ジャー内の別のコンポーネントが検出されなくなりました。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmDuplicateIdFaultCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

A cable/transceiver is attached to appliance port 1
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールのアプライアンスポート 1 にケーブル/トランシーバーが接続されて
います。ベイ 1 のアプライアンスは、そのベイのフレームリンクモジュールのアプライアンスポート 1 へ
のネットワーク接続をサポートしていません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmIncompatibleApplianceBay1
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
• ベイ 1 のアプライアンスを、フレームリンクモジュールのアプライアンスポートへのネットワーク接
続をサポートする新しいバージョンのアプライアンスに交換します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）の
HPE OneView（HPE Synergy 用）サポートマトリックスを参照してください。
• アプライアンスポート 1 から接続されているケーブルまたはトランシーバーを取り外してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
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The appliance in bay 1 supports network connectivity
症状
ベイ 1 のアプライアンスがベイ X のフレームリンクモジュールのアプライアンスポート 1 へのネット
ワーク接続をサポートしているか、フレームリンクモジュールのアプライアンスポート 1 にケーブル/ト
ランシーバーが接続されなくなりました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmIncompatibleApplianceBay1Cleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

A cable/transceiver is attached to appliance port 2
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールのアプライアンスポート 2 にケーブル/トランシーバーが接続されて
います。ベイ 2 のアプライアンスは、そのベイのフレームリンクモジュールのアプライアンスポート 2 へ
のネットワーク接続をサポートしていません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmIncompatibleApplianceBay2
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
• ベイ 2 のアプライアンスを、フレームリンクモジュールのアプライアンスポートへのネットワーク接
続をサポートする新しいバージョンのアプライアンスに交換します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）の
HPE OneView（HPE Synergy 用）サポートマトリックスを参照してください。
• アプライアンスポート 2 から接続されているケーブルまたはトランシーバーを取り外してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

The appliance in bay 2 supports network connectivity to appliance port 2
症状
ベイ 2 のアプライアンスがベイ X のフレームリンクモジュールのアプライアンスポート 2 へのネット
ワーク接続をサポートしているか、フレームリンクモジュールのアプライアンスポート 2 にケーブル/ト
ランシーバーが接続されなくなりました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
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ID：hpris.emRegistry.<version>.EmIncompatibleApplianceBay2Cleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

A cable/transceiver is attached to an appliance port
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールのアプライアンスポートにケーブル/トランシーバーが接続されてい
ます。フレームミッドレーンは、そのベイのフレームリンクモジュールのアプライアンスポートへのネッ
トワーク接続をサポートしていません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmIncompatibleMidplane
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
• フレームミッドプレーンをアップグレードするには、サポートスペシャリストにお問い合わせくださ
い。
• ベイ X のフレームリンクモジュールのアプライアンスポートから、接続されているケーブル/トラン
シーバーをすべて取り外します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）の
HPE OneView（HPE Synergy 用）サポートマトリックスを参照してください。

There is no longer a cable/transceiver connected to the appliance ports
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールのアプライアンスポートに接続されているケーブル/トランシーバー
はなくなりました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmIncompatibleMidplaneCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
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アクション
対応する必要はありません。

The frame link module has detected invalid traffic
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールで、内部管理リンク上に無効なトラフィックが検出されました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmInvalidCanMessageFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
1. ベイ X のフレームリンクモジュールを取り外して、再度取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。

The frame link module no longer detects invalid message traffic
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールで、内部管理リンク上に無効なメッセージトラフィックが検出されな
くなりました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmInvalidCanMessageFaultCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

Appliance 1 port has a receive fault
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールのアプライアンスポート 1 で受信障害が発生しています。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmMauTransceiverReceiveFailureAppliancePort1
重大度：警告
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ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
1. ベイ X のフレームリンクモジュールのアプライアンスポート 1 に、サポートされているケーブルまた
はトランシーバーが接続されていることを確認します。
2. 問題が続く場合は、アプライアンスポート 1 に接続されているケーブルまたはトランシーバーを交換
します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

The receive fault for Appliance port 1 has cleared
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールのアプライアンスポート 1 の受信障害がクリアされました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmMauTransceiverReceiveFailureAppliancePort1Cleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The receive fault for Appliance port 1 has cleared
症状
アプライアンスポート 1 のケーブル/トランシーバーが取り外されたため、ベイ X のフレームリンクモ
ジュールのアプライアンスポート 1 の受信障害がクリアされました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmMauTransceiverReceiveFailureAppliancePort1Cleared_Disconnected
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

Appliance 2 port has a receive fault
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールのアプライアンスポート 2 で受信障害が発生しています。
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このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmMauTransceiverReceiveFailureAppliancePort2
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
1. ベイ X のフレームリンクモジュールのアプライアンスポート 2 に、サポートされているケーブルまた
はトランシーバーが接続されていることを確認します。
2. 問題が続く場合は、アプライアンスポート 2 に接続されているケーブルまたはトランシーバーを交換
します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

The receive fault for Appliance port 2 has cleared
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールのアプライアンスポート 2 の受信障害がクリアされました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmMauTransceiverReceiveFailureAppliancePort2Cleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The receive fault for Appliance port 2 has cleared
症状
アプライアンスポート 2 のケーブル/トランシーバーが取り外されたため、ベイ X のフレームリンクモ
ジュールのアプライアンスポート 2 の受信障害がクリアされました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmMauTransceiverReceiveFailureAppliancePort2Cleared_Disconnected
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
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アクション
対応する必要はありません。

The LINK port detected a receive fault
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールの LINK ポートで受信障害が検出されました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmMauTransceiverReceiveFailureElinkPort
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
1. ポートにサポートされているケーブルまたはトランシーバーが接続されていることを確認してくださ
い。
2. 問題が続く場合は、フレームリンクモジュール X の LINK ポートに接続されているケーブルまたはトラ
ンシーバーを交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

The receive fault on the LINK port has cleared
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールの LINK ポートの受信障害がクリアされました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmMauTransceiverReceiveFailureElinkPortCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The receive fault on the LINK port has cleared
症状
接続されているケーブル/トランシーバーが取り外されたため、ベイ X のフレームリンクモジュールの
LINK ポートの受信障害がクリアされました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmMauTransceiverReceiveFailureElinkPortCleared_Disconnected
重大度：OK
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ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The MGMT port detected a receive fault
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールの MGMT ポートで受信障害が検出されました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmMauTransceiverReceiveFailureMgmtPort
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
1. ポートにサポートされているケーブルまたはトランシーバーが接続されていることを確認してくださ
い。
2. 問題が続く場合は、MGMT ポートに接続されているケーブルまたはトランシーバーを交換してくださ
い。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

The receive fault on the MGMT port has cleared
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールの MGMT ポートの受信障害がクリアされました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmMauTransceiverReceiveFailureMgmtPortCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The receive fault on the MGMT port has cleared
症状
接続されているケーブル/トランシーバーが取り外されたため、ベイ X のフレームリンクモジュールの
MGMT ポートの受信障害がクリアされました。
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このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmMauTransceiverReceiveFailureMgmtPortCleared_Disconnected
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

Appliance 1 port has a transmit fault
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールのアプライアンスポート 1 で送信障害が発生しています。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmMauTransceiverTransmitFailureAppliancePort1
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
1. ベイ X のフレームリンクモジュールのアプライアンスポート 1 に、サポートされているケーブルまた
はトランシーバーが接続されていることを確認します。
2. 問題が続く場合は、アプライアンスポート 1 に接続されているケーブルまたはトランシーバーを交換
します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

The transmit fault for Appliance port 1 on the frame link module has cleared
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールのアプライアンスポート 1 の送信障害がクリアされました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmMauTransceiverTransmitFailureAppliancePort1Cleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
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アクション
対応する必要はありません。

The transmit fault for Appliance port 1 has cleared
症状
アプライアンスポート 1 のケーブル/トランシーバーを取り外したため、ベイ X のフレームリンクモ
ジュールのアプライアンスポート 1 の送信障害がクリアされました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmMauTransceiverTransmitFailureAppliancePort1Cleared_Disconnected
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

Appliance 2 port has a transmit fault
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールのアプライアンスポート 2 で送信障害が発生しています。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmMauTransceiverTransmitFailureAppliancePort2
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
1. ベイ X のフレームリンクモジュールのアプライアンスポート 2 に、サポートされているケーブルまた
はトランシーバーが接続されていることを確認します。
2. 問題が続く場合は、アプライアンスポート 2 に接続されているケーブルまたはトランシーバーを交換
します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

The transmit fault for Appliance port 2 on the frame link module has cleared
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールのアプライアンスポート 2 の送信障害がクリアされました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmMauTransceiverTransmitFailureAppliancePort2Cleared
重大度：OK
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ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The transmit fault for Appliance port 2 has cleared
症状
アプライアンスポート 2 のケーブル/トランシーバーを取り外したため、ベイ X のフレームリンクモ
ジュールのアプライアンスポート 2 の送信障害がクリアされました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmMauTransceiverTransmitFailureAppliancePort2Cleared_Disconnected
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The LINK port detected a transmit fault
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールの LINK ポートで送信障害が検出されました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmMauTransceiverTransmitFailureElinkPort
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
1. ポートにサポートされているケーブルまたはトランシーバーが接続されていることを確認してくださ
い。
2. 問題が続く場合は、ベイ X のフレームリンクモジュールの LINK ポートに接続されているケーブルまた
はトランシーバーを交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

The transmit fault on the LINK port of frame link module has cleared
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールの LINK ポートの送信障害がクリアされました。
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このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmMauTransceiverTransmitFailureElinkPortCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The transmit fault on the LINK port has cleared
症状
接続されているケーブル/トランシーバーが取り外されたため、ベイ X のフレームリンクモジュールの
LINK ポートの送信障害がクリアされました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmMauTransceiverTransmitFailureElinkPortCleared_Disconnected
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The MGMT port detected a transmit fault
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールの MGMT ポートで送信障害が検出されました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmMauTransceiverTransmitFailureMGMTPort
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
1. ポートにサポートされているケーブルまたはトランシーバーが接続されていることを確認してくださ
い。
2. 問題が続く場合は、MGMT ポートに接続されているケーブルまたはトランシーバーを交換してくださ
い。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
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The transmit fault on the MGMT port of frame link module has cleared
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールの MGMT ポートの送信障害がクリアされました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmMauTransceiverTransmitFailureMgmtPortCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The transmit fault on the MGMT port has cleared
症状
接続されているケーブル/トランシーバーが取り外されたため、ベイ X のフレームリンクモジュールの
MGMT ポートの送信障害がクリアされました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmMauTransceiverTransmitFailureMgmtPortCleared_Disconnected
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The TPM on the frame link module is disabled
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールの TPM が無効です。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmTpmDisabledFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
• TPM が意図的に無効になっていた場合は、このエラーを無視しても問題ありません。
• TPM が意図的に無効になっていたのではない場合：
1. ベイ X のフレームリンクモジュールを取り外します。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）
にあるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
2. サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供してください。

The TPM on the frame link module is enabled
症状
ベイ X のフレームリンクモジュールの TPM が有効です。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.EmTpmDisabledFaultCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The fan has an encryption error
症状
ベイ X のファンで、内部管理リンク上のフレームリンクモジュールとの通信中に暗号化エラーが発生しま
す。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.FanCryptoFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファン
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
1. ベイ X のファンを取り外してから、再び取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。

The fan no longer has an encryption error
症状
ベイ X のファンで、内部管理リンク上のフレームリンクモジュールとの通信中に暗号化エラーが発生しな
くなりました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.FanCryptoFaultCleared
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重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ファン
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The fan has detected another component in the enclosure
症状
ベイ X のファンで、内部管理リンク上の通信に同じアドレスを使用する、エンクロージャー内の別のコン
ポーネントが検出されました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.FanDuplicateIdFault
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ファン
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
1. エンクロージャー内の他のコンポーネントに関する他のすべての通信アラートを解決します。
2. ベイ X のデバイスを取り外し、コネクターに破損がないか点検します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
3. 破損がない場合は、デバイスを再度挿入します。
4. 障害が続くか、破損が見つかった場合は、認定サポート担当者に連絡し、サポートダンプを提供しま
す。

The fan no longer detects another component in the enclosure
症状
ベイ X のファンで、内部管理リンク上の通信にそのアドレスを使用する、エンクロージャー内の別のコン
ポーネントが検出されなくなりました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.FanDuplicateIdFaultCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ファン
リソース URI：/rest/enclosures/{}
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アクション
対応する必要はありません。

The front panel has an encryption error
症状
フロントパネルで、内部管理リンク上のフレームリンクモジュールとの通信中に暗号化エラーが発生しま
す。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.FrontPanelCryptoFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
1. フロントパネルを取り外して、再度取り付けてください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。

The front panel no longer has an encryption error
症状
フロントパネルで、内部管理リンク上のフレームリンクモジュールとの通信中の暗号化エラーがなくなり
ました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.FrontPanelCryptoFaultCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The front panel has detected another component in the enclosure
症状
フロントパネルで、内部管理リンク上の通信に同じアドレスを使用する、エンクロージャー内の別のコン
ポーネントが検出されました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.FrontPanelDuplicateIdFault
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重大度：警告
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
1. エンクロージャー内の他のコンポーネントに関する他のすべての通信アラートを解決します。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。

The front panel no longer detects another component in the enclosure
症状
フロントパネルで、内部管理リンク上の通信にそのアドレスを使用する、エンクロージャー内の別のコン
ポーネントが検出されなくなりました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.FrontPanelDuplicateIdFaultCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The interconnect has an encryption error
症状
ベイ X のインターコネクトで、内部管理リンク上のフレームリンクモジュールとの通信中に暗号化エラー
が発生しています。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.InterconnectCryptoFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
1. ベイ X のインターコネクトを取り外してから再度取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
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The interconnect no longer has an encryption error
症状
ベイ X のインターコネクトで、内部管理リンク上のフレームリンクモジュールとの通信中の暗号化エラー
がなくなりました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.InterconnectCryptoFaultCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The interconnect has detected another component
症状
ベイ X のインターコネクトで、内部管理リンク上の通信に同じアドレスを使用する、エンクロージャー内
の別のコンポーネントが検出されました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.InterconnectDuplicateIdFault
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
1. エンクロージャー内の他のコンポーネントに関する他のすべての通信アラートを解決します。
2. ベイ X のデバイスを取り外し、コネクターに破損がないか点検します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
3. 破損がない場合は、デバイスを再度挿入します。
4. 障害が続くか、破損が見つかった場合は、認定サポート担当者に連絡し、サポートダンプを提供しま
す。

The interconnect no longer detects another component in the enclosure
症状
ベイ X のインターコネクトで、内部管理リンク上の通信にそのアドレスを使用する、エンクロージャー内
の別のコンポーネントが検出されなくなりました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.InterconnectDuplicateIdFaultCleared
重大度：OK
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ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The power supply has an encryption error
症状
ベイ X の電源装置で、内部管理リンク上のフレームリンクモジュールとの通信中に暗号化エラーが発生し
ています。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.PowerSupplyCryptoFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
1. ベイ X の電源装置を取り外してから、再び取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。

The power supply longer has an encryption error
症状
ベイ X の電源装置で、内部管理リンク上のフレームリンクモジュールとの通信中に暗号化エラーが発生し
なくなりました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.PowerSupplyCryptoFaultCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The power supply has detected another component in the enclosure
症状
ベイ X の電源装置で、内部管理リンク上の通信に同じアドレスを使用する、エンクロージャー内の別のコ
ンポーネントが検出されました。
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このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.PowerSupplyDuplicateIdFault
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
1. エンクロージャー内の他のコンポーネントに関する他のすべての通信アラートを解決します。
2. ベイ X のデバイスを取り外し、コネクターに破損がないか点検します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
3. 破損がない場合は、デバイスを再度挿入します。
4. 障害が続くか、破損が見つかった場合は、認定サポート担当者に連絡し、サポートダンプを提供しま
す。

The power supply no longer detects another component in the enclosure
症状
ベイ X の電源装置で、内部管理リンク上の通信にそのアドレスを使用する、エンクロージャー内の別のコ
ンポーネントが検出されなくなりました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.PowerSupplyDuplicateIdFaultCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/enclosures/{}
アクション
対応する必要はありません。

The failure of the redundant internal management link has cleared
症状
ベイ X の電源装置の冗長内部管理リンクの障害はクリアされました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：hpris.emRegistry.<version>.PowerSupplyRedundantCommFaultCleared
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/enclosures/{}
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アクション
対応する必要はありません。

エンクロージャー管理のエラー
An unexpected problem was encountered
症状
インターコネクトベイ X の変更処理中に、予期しない問題が発生しました。
ID：perm.InterconnectBayChangeError_{bayNumber}
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/enclosures/{uuid}
アクション
1. 表示されている場合は、関連付けられているタスクの下の解決手順に従ってください。
2. エンクロージャーを更新してください。
3. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

An unexpected problem was encountered creating an Image Streamer storage cluster
症状
Image Streamer ストレージクラスターの作成中に、予期しない問題が発生しました。
ID：perm.CreateLogicalEnclosureFailedDeploymentCluster
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/logical-enclosures/{uuid}
アクション
1. OS 展開サーバーにアクセスして、次にアクティビティを表示し、失敗したタスクの結果およびアラー
トを参照します。
2. 推奨されるアクションに従ってください。
3. 問題を解決できたら、論理エンクロージャーの構成を再適用します。
4. 問題が解決されない場合は、論理エンクロージャーを削除してから、再作成してください。

HPE OneView のエラーとアラート

412

An unexpected problem was encountered creating a logical interconnect
症状
論理インターコネクトの作成中に予期しない問題が発生しました。
ID：perm.CreateLogicalEnclosureFailedLI
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/logical-enclosures/{uuid}
アクション
1. この問題の詳細については、論理インターコネクトの作成サブタスクを参照して、リストされた解決
手順に従ってください。
2. 問題を解決してから、論理エンクロージャーを削除して再作成します。

Failed to delete logical enclosure
症状
論理エンクロージャー X の削除に失敗しました。
ID：perm.DeleteFailedLogicalEnclosure
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/logical-enclosures/{uuid}
原因
指定されたエンクロージャーを削除できませんでした。
アクション
1. 障害に関する情報を確認して、問題を解決してください。
2. 必要に応じて論理エンクロージャーを強制的に削除してください。

An unexpected problem was encountered while processing a change in device bay X
症状
デバイスベイ X の変更処理中に、予期しない問題が発生しました。
ID：perm.DeviceBayChangeError_{bayNumber}
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/enclosures/{uuid}
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アクション
1. 表示されている場合は、関連付けられているタスクの下の解決手順に従ってください。
2. エンクロージャーを更新してください。
3. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The blade from enclosure X bay Y has moved
症状
エンクロージャー X ベイ Y のブレードがエンクロージャー A ベイ B に移動しましたが、OneView はエン
クロージャー X でのアクティビティのため操作を完了できません。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：perm.DeviceBayMoveError_{bayNumber}
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/enclosures/{uuid}
アクション
1. エンクロージャー X を更新してください。
2. 更新が完了した後、エンクロージャー A を更新して移動操作を完了してください。

The firmware is below the minimum supported version
症状
ファームウェアがサポートされている最小バージョン X 未満です。このエンクロージャーはファーム
ウェアがアップデートされない限り監視することができません。
ID：perm.EncFwBelowMin
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/enclosures/{uuid}
原因
ファームウェアバージョンは、サポートされている最小バージョンを満たしていません。
アクション
指定されている最小ファームウェアバージョンを含むファームウェアバンドルに、エンクロージャー
ファームウェアを更新してください。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る HPE OneView（HPE Synergy 用）ファームウェアおよびドライバーアップデートガイドを参照してく
ださい。

There was an unexpected problem processing an update to the enclosure group
症状
エンクロージャーグループのアップデート処理中に、予期しない問題が発生しました。
ID：perm.EnclosureGroupUpgradeFailed
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/enclosures/{uuid}
アクション
サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供してください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The enclosure is currently migrating from Virtual Connect
症状
エンクロージャーは、現在 Virtual Connect から移行中です。移行が完了するまで待ってから、次の操作
を実行してください。
ID：perm.EnclosureIsMigrating
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/enclosures/{uuid}
アクション
対応する必要はありません。

The enclosure completed migration from Virtual Connect
症状
エンクロージャーの Virtual Connect からの移行が完了しました。
ID：perm.EnclosureMigrationDone
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/enclosures/{uuid}
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アクション
対応する必要はありません。

Removing the enclosure failed
症状
エンクロージャーの削除に失敗しました。
ID：perm.EnclosureRemoveFailed
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/enclosures/{uuid}
アクション
強制オプションを指定して、エンクロージャーを削除してください。

The enclosure is being managed by another management system
症状
このエンクロージャーはすでに別の管理システムにより管理されています{エンクロージャー名}。
ID：perm.EnclosureStolen
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/enclosures/{uuid}
アクション
エンクロージャーを削除します。

The enclosure is being monitored by another management system
症状
エンクロージャーは別の管理システムにより監視されています。
ID：perm.EnclosureStolenForceMonitored
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/enclosures/{uuid}
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アクション
エンクロージャーを削除します。

List of unexpected subcomponent add error messages
症状
表示されるアラートは、デバイスタイプや発生したエラーによって異なります。
これらのエラーは、次のように表示される場合があります。
• アプライアンスベイの問題が発生しました：CN7545048N、アプライアンスベイ 1。
• 次の問題が発生しました：CN7545048N、ベイ 2。
• インターコネクトの問題が発生しました：CN7545048N、インターコネクト 3。
ID：perm.EnclosureSubcomponentAddError_ErrorCode_BayNumber
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/enclosures/{uuid}
アクション
1. フレームを更新します。
2. 問題が解決されない場合は、指定されたデバイスを取り付けなおしてください。
3. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

OneView is unable to communicate with the enclosure's link modules
症状
OneView がエンクロージャーのリンクモジュールと通信できませんでした。
ID：perm.EnclosureUnreachable
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/enclosures/{uuid}
原因
• エンクロージャーが管理システムから削除されています。
• アプライアンスとエンクロージャー間にネットワーク接続の問題が存在します。
• ケーブル接続にエラーが存在します。
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アクション
• エンクロージャーが意図的に管理システムから削除されている場合は、指定された論理エンクロー
ジャーを削除してから、エンクロージャーを削除してください。
• エンクロージャーが管理システムから削除されていない場合は、次の操作を実行します。
◦ アプライアンスからエンクロージャーへのパスを確認してください。
◦ LINK ポート/MGMT ポートと、ネットワークインフラストラクチャ間の接続が正しいことを確認し
てください。

An unexpected problem was encountered
症状
アプライアンスベイ X の変更処理中に、予期しない問題が発生しました。
ID：perm.ExtraBladeBayChangeError_{bayNumber}
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/enclosures/{uuid}
アクション
1. エンクロージャーを更新してください。
2. 問題が解決されない場合は、アプライアンスを取り付けなおしてください。
3. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

An unexpected problem was encountered
症状
ファンベイ X の変更処理中に、予期しない問題が発生しました。
ID：perm.FanBayChangeError_{bayNumber}
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/enclosures/{uuid}
アクション
1. エンクロージャーを更新してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
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詳しくは
サポートケースをオープンにする

The health status of fan X has been set to {status}
症状
ファン X のヘルスステータスが{ステータス}に設定されました。
ID：perm.FanStatusChange
重大度：クリティカル/警告
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/enclosures/{uuid}
原因
ファンに障害が発生しました。
アクション
ファンを交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
るご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

The logical enclosure is inconsistent with its enclosure group
症状
論理エンクロージャーはエンクロージャーグループ X と整合性がありません。
ID：perm.InconsistentLogicalEnclosure
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/logical-enclosures/{uuid}
アクション
• 論理エンクロージャーの整合性を持たせるには、エンクロージャーグループから更新してください。
• 整合性が必要ない場合、このアラートはクリアできます。アラートをクリアすると、次のアラートが
表示されます。
The logical enclosure is consistent with its enclosure group X.

OneView no longer has management access to the enclosure
症状
Onboard Administrator 管理設定が変更されたため、OneView にはエンクロージャーへの管理アクセス権
がありません。
ID：perm.InvalidCredentials
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
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リソース URI：/rest/enclosures/{uuid}
アクション
管理設定をリストアするためにエンクロージャーを更新します。

Insufficient IP addresses in the IPv4 address pool to allocate an IP for each device and
interconnect
症状
各デバイスおよびインターコネクト X の IP を割り当てるための IPv4 アドレスプール内の IP アドレスが
不足しています。
ID：perm.IpShortageLogicalEnclosure
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/logical-enclosures/{uuid}
原因
IPv4 アドレスプール内の IP アドレスが不足しています。
アクション
次のいずれかを実行します。
• 論理エンクロージャーが使用する IP アドレス範囲の 1 つ以上を編集して、より多くのアドレスを追加
し、構成を再適用してください。
• エンクロージャーグループを編集して IPv4 アドレス範囲を追加し、グループから更新してください。

The actual IPv4 address X for {device} does not match the expected configuration
症状
{デバイス}の実際の IPv4 アドレス X が予想される構成と一致しません。
ID：perm.ipv4SettingInconsist.{enclosureId}.InterconnectBay.{bayNumber}.InconsistentIpAddress
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/logical-enclosures/{uuid}
アクション
次のいずれかを実行します。
• IPv4 アドレスを修正します。
• 必要に応じて IPv4 アドレスを設定する構成を再適用します。
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The actual IPv4 address type X for {device} does not match the expected configuration
症状
{デバイス}の実際の IPv4 アドレスタイプ X が予想される構成と一致しません。
ID：perm.ipv4SettingInconsist.{enclosureId}.InterconnectBay.{bayNumber}.InconsistentIpAddressingMode
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/logical-enclosures/{uuid}
アクション
次のいずれかを実行します。
• IPv4 アドレスタイプを修正します。
• IP アドレスを設定する構成を再適用します。

The actual IPv4 address X for {device} does not match the expected configuration
症状
{デバイス}の実際の IPv4 アドレス X が予想される構成と一致しません。
ID：perm.ipv4SettingInconsist.{enclosureId}.ServerBay.{bayNumber}.InconsistentIpAddress
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/logical-enclosures/{uuid}
アクション
次のいずれかを実行します。
• IPv4 アドレスを修正します。
• IP アドレスを設定する構成を再適用します。

The actual IPv4 address type does not match the expected configuration
症状
{デバイス}の実際の IPv4 アドレスタイプ X が予想される構成 Z と一致しません。
ID：perm.ipv4SettingInconsist.{enclosureId}.ServerBay.{bayNumber}.InconsistentIpAddressingMode
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/logical-enclosures/{uuid}
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アクション
次のいずれかを実行します。
• IPv4 アドレスタイプを修正します。
• 構成を再適用してください。

The actual IPv6 address does not match the expected configuration
症状
Y の実際の IPv6 アドレス X が予想される構成 Z と一致しません。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：perm.ipv6SettingInconsist.{enclosureId}.InterconnectBay.{bayNumber}.InconsistentIpAddress
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/logical-enclosures/{uuid}
アクション
次のいずれかを実行します。
• IPv6 アドレスを修正します。
• 必要に応じて IPv6 アドレスを設定する構成を再適用します。

The actual IPv6 address type does not match the expected configuration
症状
Y の実際の IPv6 アドレスタイプ X が予想される構成 Z と一致しません。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：perm.ipv6SettingInconsist.{enclosureId}.InterconnectBay.{bayNumber}.InconsistentIpAddressingMode
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/logical-enclosures/{uuid}
アクション
次のいずれかを実行します。
• IPv6 アドレスタイプを修正します。
• 必要に応じて IPv6 アドレスを設定する構成を再適用します。

The actual IPv6 address does not match the expected configuration
症状
Y の実際の IPv6 アドレス X が予想される構成 Z と一致しません。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
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ID：perm.ipv6SettingInconsist.{enclosureId}.ServerBay.{bayNumber}.InconsistentIpAddress
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/logical-enclosures/{uuid}
アクション
次のいずれかを実行します。
• IPv6 アドレスを修正します。
• 必要に応じて IPv6 アドレスを設定する構成を再適用します。

The actual IPv6 address type does not match the expected configuration
症状
Y の実際の IPv6 アドレスタイプ X が予想される構成 Z と一致しません。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：perm.ipv6SettingInconsist.{enclosureId}.ServerBay.{bayNumber}.InconsistentIpAddressingMode
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/logical-enclosures/{uuid}
アクション
次のいずれかを実行します。
• IPv6 アドレスタイプを修正します。
• 必要に応じて IPv6 アドレスを設定する構成を再適用します。

X is not configured to use DHCPv4 as specified
症状
X は、指定された DHCPv4 を使用するように構成されていません。
ID：perm.ipv4SettingProgramFailed.{enclosureId}.InterconnectBay.
{bayNumber}.FailedToConfigureToDHCP
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/logical-enclosures/{uuid}
アクション
次のいずれかを実行します。
• DHCPv4 を使用するようにインターコネクトを構成してください。
• 構成を再適用してください。
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X is not configured for external management of its IPv4 address as specified
症状
X は、その IPv4 アドレスの外部管理を指定されたように構成されていません。
ID：perm.ipv4SettingProgramFailed.{enclosureId}.InterconnectBay.
{bayNumber}.FailedToConfigureToExternal
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/logical-enclosures/{uuid}
アクション
次のいずれかを実行します。
• IPv4 アドレスの外部管理のためにインターコネクトを手動で構成してください。
• 構成を再適用してください。

X is not configured with the IPv4 address allocated to it by the logical enclosure
症状
X は、論理エンクロージャーによって割り当てられた IPv4 アドレスで構成されていません。
ID：perm.ipv4SettingProgramFailed.{enclosureId}.InterconnectBay.
{bayNumber}.FailedToConfigureWithIpv4Address
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/logical-enclosures/{uuid}
アクション
構成を再適用してください。

The iLO is not configured to use DHCPv4
症状
X の iLO は、指定された DHCPv4 を使用するように構成されていません。
ID：perm.ipv4SettingProgramFailed.{enclosureId}.ServerBay.{bayNumber}.FailedToConfigureToDHCP
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/logical-enclosures/{uuid}
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アクション
次のいずれかを実行します。
• DHCPv4 を使用するように iLO を構成してください。
• 構成を再適用してください。

The iLO is not configured for external management of its IPv4 address
症状
X の iLO は、その IPv4 アドレスの外部管理を指定されたように構成されていません。
ID：perm.ipv4SettingProgramFailed.{enclosureId}.ServerBay.{bayNumber}.FailedToConfigureToExternal
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/logical-enclosures/{uuid}
アクション
次のいずれかを実行します。
• IPv4 アドレスの外部管理のために iLO を構成します。
• 構成を再適用してください。

The iLO is not configured with the IPv4 address allocated to it
症状
X の iLO は、論理エンクロージャーによって割り当てられた IPv4 アドレスで構成されていません。
ID：perm.ipv4SettingProgramFailed.{enclosureId}.ServerBay.
{bayNumber}.FailedToConfigureWithIpv4Address
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/logical-enclosures/{uuid}
アクション
構成を再適用してください。

The power mode for enclosure does not match
症状
エンクロージャー X の電源モードが論理エンクロージャー電源モードと一致しません。
ID：perm.LeEnclosurePowerModeMismatchError
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/logical-enclosures/{uuid}
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原因
電源モードが一致しません。
アクション
次のいずれかを実行します。
• 指定のエンクロージャーへ論理エンクロージャー構成を再適用してください。
• すべてのエンクロージャーへ論理エンクロージャー構成を再適用してください。

There was an unexpected problem processing an update to the logical enclosure
症状
論理エンクロージャーのアップデート処理中に、予期しない問題が発生しました。
ID：perm.LogicalEnclosureUpgradeFailed
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/logical-enclosures/{uuid}
アクション
サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供してください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

An unexpected problem was encountered
症状
リンクモジュール X の変更処理中に、予期しない問題が発生しました。
ID：perm.ManagerBayChangeError_{bayNumber}
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/enclosures/{uuid}
アクション
1. エンクロージャーを更新します。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする
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The firmware versions of the primary and standby Onboard Administrators do not
match
症状
プライマリとスタンバイの Onboard Administrator のファームウェアバージョンが一致しません。
ID：perm.MismatchFw
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{uuid}
アクション
OA GUI または CLI ("update image sync"コマンド)を使ってプライマリとセカンダリ OA バージョンを同
期してください。
このエラーはすぐに修正されなければなりません。ファームウェアバージョンが一致しない場合、
Onboard Administrator のフェイルオーバーが発生するとエンクロージャー構成を失う可能性がありま
す。

OneView is unable to communicate with the enclosure's link modules
症状
OneView がエンクロージャーのリンクモジュールと通信できませんでした。
ID：perm.MonitoredEnclosureUnreachable
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/enclosures/{uuid}
原因
• エンクロージャーが OneView によって管理されなくなっています。
• アプライアンスとエンクロージャー間にネットワーク接続の問題が存在します。
• ケーブル接続にエラーが存在します。
アクション
• エンクロージャーが意図的に管理システムから削除されている場合は、指定された論理エンクロー
ジャーを削除してから、エンクロージャーを削除してください。
• エンクロージャーが管理システムから削除されていない場合は、次の操作を実行します。
◦ アプライアンスからエンクロージャーへのパスを確認してください。
◦ LINK ポート/MGMT ポートと、ネットワークインフラストラクチャ間の接続が正しいことを確認し
てください。
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A connection to the monitored enclosure could not be made
症状
監視対象エンクロージャーへの接続を確立できませんでした。プライマリ OA は到達できませんでした。
ID：perm.MonitoredOaUnreachable
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{uuid}
アクション
• エンクロージャーへのネットワーク接続を確認してください。
• エンクロージャーを更新してください。

Fan configuration is not sufficient for proper device cooling
症状
ファン構成は、適当なデバイス冷却に十分ではありません。
ID：perm.NoncompliantWithFanRule
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/enclosures/{uuid}
原因
• 取り付けられているファン数が少なすぎます。
• ファンが無効な構成で取り付けられています。
アクション
追加のファンを指定したベイに取り付けてください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
るエンクロージャーのセットアップおよびインストールガイドを参照してください。

A connection to the enclosure could not be made
症状
エンクロージャーへの接続を確立できませんでした。プライマリ OA は到達できませんでした。
ID：perm.OaUnreachable
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{uuid}
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アクション
• エンクロージャーへのネットワーク接続を確認してください。
• エンクロージャーを更新してください。

Unable to refresh the enclosure
症状
エンクロージャーを更新できません。
このアラートは、HPE OneView 4.0 では削除されました。
ID：perm.PostRestoreBladeRefreshWarning
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/enclosures/{uuid}
原因
• エンクロージャーは復元後の更新に失敗しました。
• エンクロージャー内のサーバーは、復元後の更新に失敗しました。
アクション
次のいずれかを実行します。
• エンクロージャーを更新します。
• 関連付けられたサーバープロファイルステータスをアップデートできるように、サーバーハードウェ
アを個別に更新してください。

An unexpected problem was encountered
症状
電源ベイ X の変更処理中に、予期しない問題が発生しました。
ID：perm.PowerSupplyBayChangeError_{bayNumber}
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/enclosures/{uuid}
アクション
1. エンクロージャーを更新してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする
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The health status of power supply has been set
症状
電源 X のヘルスステータスが{ステータス}に設定されました。
ID：perm.PowerSupplyStatusChange
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/enclosures/{uuid}
アクション
電源装置を交換します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
るご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

The ambient temperature mode of server hardware is not consistent
症状
サーバーハードウェア X の周囲温度モードが論理エンクロージャー構成と一致しません。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：perm.CONFIGURE_DEVICE_AMBIENT_TEMPERATURE_MODE_ERROR.{SH-URI}
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/logical-enclosures/{uuid}
アクション
構成を再適用してください。

The ambient temperature mode for enclosure does not match
症状
エンクロージャー X の周囲温度モードが論理エンクロージャーの周囲温度モードと一致しません。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：perm.LeEnclosureAmbientTemperatureModeMismatchError
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/logical-enclosures/{uuid}
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アクション
論理エンクロージャー構成を X に再適用するか、論理エンクロージャー構成をすべてのエンクロージャー
に再適用してください。

The health status of Crossbar Fabric Module (XFM) has been set
症状
Crossbar Fabric Module（XFM）X のヘルスステータスが Y に設定されました。
このアラートは、HPE OneView 3.1 の新機能です。
ID：perm.XbarStatusChange_{bayNumber}
重大度：警告/クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/enclosures/{uuid}
アクション
1. SSH または Telnet を使用して、HPE BladeSystem Onboard Administrator コマンドラインインター
フェイス（CLI）にアクセスします。
2. 詳細については、SHOW CAE コマンドを使用してイベントを確認します。

Partition has been modified
症状
パーティション X が変更されました。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：notifications.enclosure.sdx.npars.changed
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{uuid}
アクション
対応する必要はありません。

Partition has been created
症状
パーティション X が作成されました。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：notifications.enclosure.sdx.npars.created
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{uuid}
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アクション
対応する必要はありません。

Partition has been deleted
症状
パーティション X が削除されました。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：notifications.enclosure.sdx.npars.deleted
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{uuid}
アクション
対応する必要はありません。

Partition is booting to EFI
症状
パーティション X が EFI ブート中です。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：notifications.enclosure.sdx.npars.poweronefi
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{uuid}
アクション
対応する必要はありません。

Partition firmware is booting up
症状
パーティション X ファームウェアがブート中です。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：notifications.enclosure.sdx.npars.poweronfwboot
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{uuid}
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アクション
対応する必要はありません。

The operating system is up
症状
パーティション X のオペレーティングシステムが動作中です。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：notifications.enclosure.sdx.npars.poweronos
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{uuid}
アクション
対応する必要はありません。

Partition is powering off
症状
パーティション X は電源がオフになっています。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：notifications.enclosure.sdx.npars.poweredoff
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{uuid}
アクション
対応する必要はありません。

X is not configured to use DHCPv6 as specified
症状
X は、指定された DHCPv6 を使用するように構成されていません。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：perm.ipv6SettingProgramFailed.{enclosureId}.InterconnectBay.
{bayNumber}.FailedToConfigureIpv6DHCP
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/logical-enclosures/{uuid}
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アクション
次のいずれかを実行します。
• DHCPv6 を使用するようにインターコネクトを手動で構成してください。
• 構成を再適用してください。

X is not configured for external management of its IPv6 address
症状
X は、その IPv6 アドレスの外部管理を指定されたように構成されていません。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：perm.ipv4SettingProgramFailed.{enclosureId}.InterconnectBay.ipv6SettingProgramFailed.
{enclosureId}.InterconnectBay.{bayNumber}.FailedToConfigureIpv6External
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/logical-enclosures/{uuid}
アクション
次のいずれかを実行します。
• IPv6 アドレスの外部管理のためにインターコネクトを手動で構成してください。
• 構成を再適用してください。

X is not configured with the IPv6 address allocated to it by the logical enclosure
症状
X は、論理エンクロージャーによって割り当てられた IPv6 アドレスで構成されていません。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：perm.ipv6SettingProgramFailed.{enclosureId}.InterconnectBay.
{bayNumber}.FailedToConfigureWithIpv6Address
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/logical-enclosures/{uuid}
アクション
構成を再適用してください。

The iLO is not configured to use DHCPv6
症状
X の iLO は、指定された DHCPv6 を使用するように構成されていません。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
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ID：perm.ipv6SettingProgramFailed.{enclosureId}.ServerBay.{bayNumber}.FailedToConfigureIpv6DHCP
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/logical-enclosures/{uuid}
アクション
次のいずれかを実行します。
• DHCPv6 を使用するように iLO を手動で構成してください。
• 構成を再適用してください。

The iLO is not configured for external management of the IPv6 address
症状
X の iLO は、その IPv6 アドレスの外部管理を指定されたように構成されていません。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：perm.ipv6SettingProgramFailed.{enclosureId}.ServerBay.{bayNumber}.FailedToConfigureIpv6External
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/logical-enclosures/{uuid}
アクション
次のいずれかを実行します。
• IPv6 アドレスの外部管理のために iLO を手動で構成します。
• 構成を再適用してください。

The iLO is not configured with the IPv6 address allocated to it
症状
X の iLO は、論理エンクロージャーによって割り当てられた IPv6 アドレスで構成されていません。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：perm.ipv6SettingProgramFailed.{enclosureId}.ServerBay.
{bayNumber}.FailedToConfigureWithIpv6Address
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/logical-enclosures/{uuid}
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アクション
構成を再適用してください。

Enclosures will not be able to participate in the compliance report generation
症状
エンクロージャーは内部エラーのためコンプライアンスレポート作成に参加できません。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：SecurityStandardsRegistrationError
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：アプライアンス
リソース URI：/rest/security-standards/compatibility-report
アクション
1. アプライアンスを再起動します。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Enclosure add operation failed
症状
エンクロージャーの追加操作が失敗しました。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：UnexpectedEnclosureAddC7000Error
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{uuid}
アクション
1. エンクロージャーを取り外して、エンクロージャーを再度追加します。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。

Enclosure add operation failed
症状
エンクロージャーの追加操作が失敗しました。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：UnexpectedEnclosureAddTbirdError
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重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{uuid}
アクション
1. エンクロージャーを更新してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Unable to establish trusted communication with the Onboard Administrator
症状
X で Onboard Administrator との信頼された通信を確立できません。証明書は自己署名であり、トラスト
ストアにないため、信頼されません。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：perm.CaCertificateMissing
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{uuid}
アクション
自己署名証明書をアプライアンスのトラストストアに追加してから、エンクロージャーを更新して通信を
リストアします。

Unable to establish trusted communication with the Onboard Administrator
症状
X の Onboard Administrator との信頼できる通信を確立できません。証明書は、OneView に追加されてい
ない CA ルート証明書 Y によって承認されています。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：perm.CertificateMisMatch
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{uuid}
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アクション
CA ルート証明書をアプライアンスのトラストストアに追加してから、エンクロージャーを更新して通信
をリストアします。

Unable to configure trusted communication with the standby Onboard Administrator
症状
スタンバイ Onboard Administrator に現在到達できないため、信頼された通信を構成できません。OA フェ
イルオーバー時に、OneView はエンクロージャーと通信できません。
このアラートは、HPE OneView 5.0 でアップデートされました。
ID：perm.StandbyOaCommError
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{uuid}
アクション
1. スタンバイ OA アドレスまたはホスト名を確認します。
2. スタンバイ OA が到達可能であることを確認します。
3. OA 証明書が有効で信頼できることを確認します。
4. 必要に応じて証明書をインポートした後、エンクロージャーを更新します。
5. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。

Asynchronous notifications from the frame link module are not being received
症状
フレームリンクモジュールからの非同期通知が受信されていません。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：Enclosures.flm.EventSubscriptionUnconfirmed
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{uuid}
アクション
1. フレームリンクモジュールにアラートや障害がないか調べて、修正アクションを実行してください。
2. エンクロージャーを更新してください。

Number of managed enclosures exceeds supported limit
症状
管理対象エンクロージャーの数がサポートされている制限を超えています。
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このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：Appliance.supportedFramesExceeded
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：アプライアンス
リソース URI：/rest/appliance
アクション
詳しくは、認定サポート担当者にお問い合わせください。

サーバーリソースマネージャーのエラー
The server profile defines an FC boot connection that could not be configured in the
server boot order
症状
サーバープロファイルはサーバーブート順序で構成できない FC ブート接続を定義しています。
ID：server-hardware.profile.boot.device.missing
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：プロファイル
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. サーバーの電源をオンにして、手動で ROM ベースセットアップユーティリティ（RBSU）に入りま
す。
2. RBSU を終了し、サーバーの電源を切ります。
次回サーバーが起動した際に、HPE OneView がブートオーダーでこのデバイスを構成できるようにな
ります。

IP address of the server management processor is not valid
症状
サーバー管理プロセッサーの IP アドレスが無効です。
ID：server-hardware.mp.data.rack.ip.invalid
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. 提供された管理プロセッサーの IP アドレスまたはホスト名を確認します。
2. サーバーハードウェアを更新します。
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IP address of the server management processor is not valid
症状
サーバー管理プロセッサーの IP アドレスが無効です。
ID：server-hardware.mp.data.blade.ip.invalid
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. エンクロージャー X の Onboard Administrator 内の管理プロセッサーの IP アドレスを確認します。
2. サーバーハードウェアを更新します。

Unable to get the server information
症状
サーバー情報を取得できません。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：server-hardware.mp.data.blade.info.invalid
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
サーバーハードウェアを更新します。

Server hardware not supported
症状
サーバーハードウェアがサポートされていません。
ID：server-hardware.data.model.unsupported
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
対応する必要はありません。
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このサーバーハードウェアはサポートされているモデルではないため、管理または監視できません。

The discovered server hardware has not yet been added
症状
検出されたサーバーハードウェアは、アプライアンスによる管理または監視にまだ追加されていません。
ID：server-hardware.data.state.unmanaged.inventory
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
管理または監視機能を有効にするため、サーバーハードウェアを追加してください。

OneView no longer has management access to this server hardware
症状
OneView にはこのサーバーハードウェアへの管理アクセス権がありません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：server-hardware.data.state.unmanaged.notowner
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. このサーバーへの管理アクセスはエンクロージャーによって制御されます。
• この OneView インスタンスでエンクロージャー X を管理することを意図していない場合は、エン
クロージャーを取り外します。
• それ以外の場合は、エンクロージャーを更新して、OneView 管理アクセスを再確立します。

The server hardware is now being managed by another management system
症状
サーバーハードウェアは現在別の管理システムにより管理されています。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：server-hardware.data.mc.state.unmanaged.notowner
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
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アクション
1. ラックマネージャーを削除します。
2. サーバーハードウェアを更新します。

The server hardware is now being managed by another management system
症状
サーバーハードウェアは現在別の管理システムにより管理されています。
ID：server-hardware.data.rack.state.unmanaged.notowner
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
サーバーハードウェアを削除してください。

Unable to discover port information
症状
このサーバーでメザニンカードのポート情報を検出できません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：server-hardware.devices.mezz.read
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
以下の手順を 1 つずつ、問題が解決されるまで実行します。
1. サーバーのすべてのカードが適切に取り付けられて構成されていることを確認します。
2. HPE OneView のサポートマトリックスを調べて、すべてのカードがこのサーバーでサポートされてい
ることを確認してから、サーバーを更新します。
3. iLO にログインし、[システム情報]ページの[デバイスインベントリ]タブにメザニンカードが表示され
ることを確認します。
4. サーバーハードウェアの iLO 管理インターフェイスを使用して iLO をリセットし、iLO のリセットが
完了するまで 2 分待機します。
5. メザニンカードのファームウェアが最新でない場合はアップデートします。
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• サーバーハードウェアが非管理状態でない場合は、HPE OneView を使用してメザニンカードの
ファームウェアをアップデートします。
• それ以外の場合は、Service Pack for ProLiant(ファームウェアバンドル)を起動し、Smart Update
Manager（SUM）を使用してファームウェアをアップデートします。
6. メザニンカードを取り外して再度挿入します。

The server hardware does not meet the minimum firmware requirement
症状
サーバーハードウェアはファームウェア最小要件を満たしておらず、この状態では管理することができま
せん。サーバーハードウェアの iLO ファームウェアはバージョン X であり、最小サポートバージョンは
Y です。
ID：server-hardware.mp.fw.unsupported
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
サーバーの iLO ファームウェアをアップデートしてください。

The server hardware does not meet the minimum firmware requirement
症状
サーバーハードウェアはファームウェア最小要件を満たしておらず、この状態では管理することができま
せん。サーバーハードウェアの iLO ファームウェアはバージョン X であり、最小サポートバージョンは
Y です。
ID：server-hardware.mp.fw.unsupported.noupdate
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. [サーバーハードウェア]画面の[ハードウェア]パネルのリンクを使用して iLO Web UI にログインしま
す。
2. iLO ファームウェアを最小バージョンの X 以降にアップデートしてください。iLO ファームウェアを
アップデートするのに Smart Update Manager（SUM）も使用できます。
3. iLO ファームウェアをアップデートした後で、サーバーの追加を再度実行してください。

Unable to get the IP address of the appliance
症状
アプライアンスの IP アドレスを取得できません。
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ID：server-hardware.mp.config.ip.appl.read
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. アプライアンスが適切なネットワークに接続されていて、有効なネットワーク設定が構成されている
ことを確認してください。
2. サーバーハードウェアを更新してください。

Server iLO credentials could not be saved to the appliance repository
症状
サーバー iLO 認証情報をアプライアンスレポジトリに保存できませんでした。
ID：server-hardware.mp.config.cred.save
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
サーバーハードウェアを更新してください。

Unable to configure the appliance's server management user account
症状
iLO のアプライアンスのサーバー管理ユーザーアカウントを構成できません。このアカウントは進行中
のサーバー管理で必要です。
ID：server-hardware.mp.config.blade.cred.config
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. iLO へのネットワーク接続性が利用可能であることを確認してください。
2. iLO でローカルアカウントの最大数に達していないこと、指定された iLO ユーザー名が存在しないこと
を確認してください。
3. サーバーハードウェアまたは指定されたエンクロージャーを更新してください。
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Unable to configure the appliance's server management user account
症状
iLO のアプライアンスのサーバー管理ユーザーアカウントを構成できません。このアカウントは進行中
のサーバー管理で必要です。
ID：server-hardware.mp.config.rack.cred.config
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. iLO へのネットワーク接続性が利用可能であることを確認してください。
2. iLO でローカルアカウントの最大数に達していないこと、指定された iLO ユーザー名が存在しないこと
を確認してください。
3. サーバーハードウェアを更新します。

Unable to configure SNMP settings on the server iLO
症状
サーバー管理用のアプライアンスによって要求されているサーバー iLO 上で、SNMP 設定を構成すること
ができません。
ID：server-hardware.mp.config.snmp.config
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
iLO へのネットワーク接続性が利用可能であることを確認して、サーバーハードウェアを更新してくださ
い。

Unable to configure single sign-on (SSO) settings on the iLO
症状
{iLO IP アドレス}の iLO で iLO Web インターフェイスおよび Java コンソールを認証情報なしで起動する
のに必要なシングルサインオン（SSO）設定を構成できません。
ID：server-hardware.mp.config.sso.config
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
原因
iLO はストアできる認証情報の最大数に到達した可能性があります。
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アクション
1. 不要な SSO 証明書を削除するために、指定された iLO にログインしてください。
2. iLO をリセットして、サーバーハードウェアを更新してください。
3. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Unable to register this appliance as manager of the server hardware
症状
サーバーハードウェアのマネージャーとしてこのアプライアンスを登録できません：（このメッセージの
後に iLO から受信したエラーメッセージが続く）。
ID：server-hardware.mp.config.ipmanagerblob.add
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
管理プロセッサーへのアクセスをリストアしてから、サーバーハードウェアを更新してください。

The server hardware does not have a valid UUID
症状
サーバーハードウェアは有効な UUID を持っていません。
ID：server-hardware.data.uuid.invalid
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. リモートコンソールを使用して、サーバーを再起動します。
2. システムユーティリティにアクセスするには、POST 中に F9 キーを押します。
3. システムユーティリティのホーム画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成（RBSU） > ア
ドバンストオプション > アドバンストサービスオプションの順に選択します。
4. シリアル番号と製品 ID が正しく設定されていることを確認します。この情報については、サーバーの
シリアル番号/iLO 情報のプルタブを参照してください。
5. 値が正しくないか、欠落している場合は、適切な値を BIOS/プラットフォーム構成（RBSU）に設定し
ます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/uefi/docs）にある
ご使用の製品の UEFI システムユーティリティユーザーガイドを参照してください。
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6. サーバーを再起動します。
7. リモートコンソールのメッセージでサーバーが POST 中ではなくなったと表示されたら、サーバー
ハードウェアを更新します。

The iLO address or host name provided is not the management processor
症状
提供された iLO アドレスまたはホスト名は予想されたサーバーの管理プロセッサーではありません。
ID：server-hardware.data.uuid.invalid
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
サーバーの iLO 管理プロセッサーの現在の IP アドレスまたはホスト名でサーバーハードウェアを更新し
てください。

The Product ID and/or Serial Number of the server has changed
症状
サーバー X の製品 ID またはシリアル番号が変更されたので、プロファイル Y で予想されるサーバーと一
致しなくなりました。サーバーは電源オンで中断されるワークロードが実行されている可能性があるの
で、HPE OneView は自動的に問題を修正できません。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：server-hardware.data.remove.failed.mismatch.uuid
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
原因
これは、サーバー上で RBSU（ROM ベースセットアップユーティリティ）を使用して製品 ID またはシリ
アル番号を手動で変更した場合、最も一般的に発生します。これらの設定は、サーバー上のシステムボー
ドが交換され、元のボードと同じ識別子を持つように設定する必要がある場合を除き、通常は変更されま
せん。これらの識別子が変更されると、サーバーはまずパワーオンセルフテストを全て完了して電源を
切ってからエンクロージャーを更新する必要があります。これらのステップに従わないと、このタイプの
不一致が発生する可能性があります。
アクション
1. サーバーがワークロードを実行している場合は、メンテナンスおよびワークロードの正常な停止をス
ケジュールします。
2. サーバーの電源を切り、エンクロージャーを更新してください。
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Refresh failed for the server hardware
症状
サーバーハードウェアの更新が失敗しました。
ID：server-hardware.data.refresh.failed
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
サーバーの iLO 管理プロセッサーの現在の IP アドレスまたはホスト名および認証情報を指定してサー
バーハードウェアを更新します。

Unable to read the asset tag for the server hardware
症状
サーバーハードウェアの資産タグを読み取ることができません。
ID：server-hardware.data.asset.tag.invalid
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
サーバーハードウェアを更新してください。

The following adapters have an I/O port mismatch with their interconnect
症状
次のアダプターには、インターコネクト X と一致していない I/O ポートがあります。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：server-hardware.devices.mezz.read.ports
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
I/O プロトコルを一致させるためにアダプターかインターコネクトを再度構成してください。

Unable to configure remote syslog settings on the iLO
症状
X の iLO でリモート Syslog 設定を構成できません。
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ID：server-hardware.mp.config.syslog.config
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
iLO へのネットワーク接続性が利用可能であることを確認して、サーバーハードウェアを更新してくださ
い。

Unable to unconfigure remote syslog settings on the iLO
症状
iLO でリモート Syslog 設定を構成解除できません。
ID：server-hardware.mp.config.syslog.unconfig
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
必要に応じて、iLO から手動でリモート Syslog 設定を削除できます。

Unable to associate a server hardware type with this server, since no port information
was discovered for the server
症状
サーバーのポート情報が検出されなかったため、サーバーハードウェアタイプをこのサーバーに関連付け
ることができません。
ID：server-hardware.data.sht.no.fabric
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
サーバーに取り付けられているすべてのメザニンアダプターがサポートされていることを確認します。
サポートされるオプションの一覧については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://
www.hpe.com/info/synergy-docs）にある HPE OneView（HPE Synergy 用）サポートマトリックスを
参照してください。

The server hardware is now being monitored by another management system
症状
サーバーハードウェアは現在別の管理システムにより監視されています。
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ID：server-hardware.data.rack.state.unmonitored.notowner
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
サーバーハードウェアを削除してください。

Server hardware not managed
症状
サーバーハードウェアは管理されません。
ID：server-hardware.opStatus.state.hardware.notmanaged
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
対応する必要はありません。
サーバーハードウェアはアプライアンスにより監視されます。

The server iLO firmware version must be updated
症状
管理対象となるには、サーバー iLO ファームウェアバージョン X をバージョン Y にアップデートする必
要があります。使用可能な SPP がないか、必要な iLO ファームウェアバージョン Y が SPP に含まれてい
ません。
ID：server-hardware.mp.fw.spp.notexist
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. iLO ファームウェアバージョン Y 以降を含むファームウェアバンドルを追加します。
2. または、ファームウェアを iLO の Web UI からアップデートします。
3. サーバーの追加を再度実行してください。
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Unable to configure iLO Event subscription, which is required by the appliance for
server management
症状
サーバー管理のためにアプライアンスで必要とされる iLO イベントサブスクリプションを構成できませ
ん。
ID：server-hardware.mp.config.event.ris.config
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
iLO へのネットワーク接続性が利用可能であることを確認して、サーバーハードウェアを更新してくださ
い。

The port map, virtual identifier, or server location information may not be up-to-date in
the iLO
症状
ポートマップ、仮想識別子、またはサーバーロケーション情報が iLO で最新ではない可能性があります。
ID：server-hardware.mp.config.ris.writefailed
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
• このステータスはアプライアンスには影響しませんが、HPE Insight Control サーバープロビジョニン
グまたは iLO UI での NIC 構成が正しく動作することを妨げる可能性があります。
• 次のいずれかを実行します。
◦ これらのアプリケーションを使用していない場合は、アラートをクリアします。
◦ これらのアプリケーションを使用している場合は、iLO をリセットして、サーバーハードウェアを
更新します。

Unable to inventory the network adapters
症状
ネットワークアダプターをインベントリできません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：server-hardware.devices.adapter.discover.
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
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リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
以下の手順を一度に 1 つずつ、問題が解決されるまで実行します。
1. このサーバーおよびエンクロージャーに iLO 接続または信頼された通信に関連するアクティブアラー
トがあるかどうかを確認します。アラートに示されている解決の手順に従います。
2. サーバーを更新します。
3. サーバー iLO をリセットし、iLO のリセットが完了するまで 2 分待機したら、サーバーを更新します。
4. サーバーハードウェアが、サポートされるネットワークアダプターで構成されているか確認してくだ
さい。
5. 装着されているメザニンスロットをサポートするために必要なソケットにプロセッサーが取り付けら
れていることを確認します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/qs）にある
QuickSpecs を参照してください。
6. サーバーのネットワークアダプターを取り付けなおして、サーバーを更新します。

Profile settings must be cleared after a restore operation
症状
プロファイル設定は、リストア操作の後はクリアして、ネットワークが競合しないようにしてください。
ただし、プロファイル設定をクリアできるのは、サーバーの電源がオフのときのみです。
ID：server-hardware.profile.personality.power.off.restore
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：プロファイル
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
サーバーの電源を切断します。

The server hardware does not have a valid UUID
症状
サーバーハードウェアは有効な UUID を持っていません。
ID：server-hardware.data.server.uuid.invalid
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. リモートコンソールを使用して、UEFI システムユーティリティでサーバーを再起動します。
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システムユーティリティにアクセスするには、POST 中に F9 キーを押します。
2. システムユーティリティのホーム画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成（RBSU） > ア
ドバンストオプション > アドバンストサービスオプションの順に選択します。
3. シリアル番号と製品 ID が正しく設定されていることを確認します。この情報については、サーバーの
シリアル番号/iLO 情報のプルタブを参照してください。
4. 値が正しくないか、欠落している場合は、適切な値を BIOS/プラットフォーム構成（RBSU）に設定し
ます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/uefi/docs）にある
ご使用の製品の UEFI システムユーティリティユーザーガイドを参照してください。
5. サーバーを再起動します。
6. リモートコンソールのメッセージでサーバーが POST 中ではなくなったと表示されたら、サーバー
ハードウェアを更新します。

Unable to read server adapter configuration data
症状
Onboard Administrator (OA)からサーバーアダプターの構成情報を読み取ることができません。
ID：server-hardware.data.server.signature.invalid
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. アプライアンスから OA へのネットワーク接続を確認します。
2. サーバーハードウェアを更新します。
3. 問題が解消されない場合は、サーバーハードウェアに電源を再投入して電源投入時セルフテストが完
了するまで待機してから、サーバーハードウェアをもう一度更新します。

Unable to read the hardware signature for server
症状
サーバーのハードウェア署名を読み取ることができません。
ID：server-hardware.data.ilo.hw.signature
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
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アクション
1. iLO へのネットワーク接続性が利用可能であることを確認してください。
2. iLO をリセットします。
3. サーバーハードウェアを更新してください。

Unable to set the power hold for the server
症状
サーバー用の電力保持を設定できません。
ID：server-hardware.mp.config.server.powerHold.failed
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. 実行中の操作が正常に完了したら、このアラートはクリアしてもかまいません。
2. アラートがプロファイル適用中に発生した場合は、プロファイルを再度適用してください。
3. アラートがサーバー追加中に発生した場合は、このサーバーを取り外して、再度取り付けます。

Unable to release the power hold for the server
症状
サーバー用の電力保持をリリースできません。
ID：server-hardware.mp.config.server.releasePowerHold.failed
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. サーバーの電源をオンにしてから、電力保持をリリースします。
電力保持がリリースされるまで、サーバーの電源をフロントパネルや iLO ユーザーインターフェイス
からオンにすることはできません。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘル
プを参照してください。
2. 問題が解決されない場合は、サーバーを取り外して、再度取り付けます。

IP address of the server management processor is not valid
症状
サーバー管理プロセッサーの IP アドレスが無効です。
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ID：server-hardware.mp.data.tbirdblade.ip.invalid
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
提供された管理プロセッサーの IP アドレスまたはホスト名を確認して、サーバーハードウェアを更新し
てください。

The server hardware is unmanaged because all previously discovered adapters are no
longer visible
症状
以前に検出されたすべてのアダプターが見えなくなっているため、サーバーハードウェアは非管理です。
サーバーのアダプターが手動で取り外されたか無効になっている可能性があります。または、アダプター
ハードウェアに関する問題が発生している可能性があります。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：server-hardware.devices.server.portmap.empty
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. サーバーのすべてのアダプターが適切に取り付けられて構成されていることを確認してください。
このサーバーですべてのアダプターがサポートされていることを確認するには、Hewlett Packard
Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）の HPE OneView サポートマ
トリックス（HPE Synergy 用）を参照してください。
2. サーバーを更新します。

Unable to discover the port map information
症状
サーバーハードウェアのポートマップ情報を検出できません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：server-hardware.devices.server.portmap.error
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
以下の手順を一度に 1 つずつ、問題が解決されるまで実行します。
1. サーバーのすべてのアダプターが適切に取り付けられて構成されていることを確認してください。
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このサーバーですべてのアダプターがサポートされていることを確認するには、Hewlett Packard
Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）の HPE OneView サポートマ
トリックス（HPE Synergy 用）を参照してください。
2. サーバーを更新します。
3. サーバーハードウェアの iLO 管理インターフェイスを使用して iLO をリセットし、iLO のリセットが
完了するまで 2 分待機してください。
4. iLO にログインし、[システム情報]ページの[デバイスインベントリ]タブにアダプターが表示されるこ
とを確認してください。
5. アダプターファームウェアが最新でない場合はアップデートします。
• サーバーハードウェアが非管理状態でない場合は、HPE OneView を使用してアダプターファーム
ウェアをアップデートします。
• それ以外の場合は、HPE Synergy ソフトウェアリリースの一部である Service Pack for ProLiant
（ファームウェアバンドル）を起動し、Smart Update Manager（SUM）を使用してファームウェア
をアップデートします。
6. アダプターを取り外して、再度取り付けます。

Unable to collect firmware inventory from the server
症状
サーバーからファームウェアインベントリを収集できません。OneView のファームウェアインベントリ
が最新ではない可能性があります。
ID：server-hardware.mp.fw.server.firmwareinventory
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. iLO へのネットワーク接続性が正常な状態であることを確認します。
ヘルスはサーバーハードウェアページから確認できます。
2. サーバーハードウェアアクティビティページにアクティブなアラートがある場合は、推奨される処置
に従ってアラートを解決してください。
3. インベントリを再度フェッチするためにサーバーを更新してください。
4. HPE OneView の外部に iLO ファームウェアアップデートが存在していた場合は、サーバーハードウェ
アを更新してください。
5. それでも問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して次の情報を提供してください。
• サポートダンプファイル
• iLO から収集された AHS ログ
詳しくは
サポートケースをオープンにする
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Unable to collect firmware inventory from the server
症状
サーバーからファームウェアインベントリを収集できません。OneView は iLO から 1 つ以上のファーム
ウェアバージョンを処理できませんでした。
ID：server-hardware.mp.fw.server.firmwareinventory.invalid
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. 最新のメンテナンスバンドルを含む最新の Service Pack for ProLiant にアップデートしてください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）にあるご使用の製品の HPE Synergy トラブルシューティングガイドの「ファーム
ウェアのアップデート」を参照してください。
2. アップデートの完了後にサーバーを更新してください。
3. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Unable to read server adapter configuration data
症状
サーバーアダプターの構成情報を読み取ることができません。
ID：server-hardware.data.server.signature.invalid
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. サーバーハードウェアを更新してください。
2. 問題が解消されない場合は、サーバーハードウェアに電源を再投入して電源投入時セルフテストが完
了するまで待機してから、サーバーハードウェアをもう一度更新します。

Unable to communicate with the management processor
症状
管理プロセッサーと通信できません。
ID：server-hardware.mp.data.blade.ip.comm_error
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
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リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. エンクロージャーを更新してください。
2. 問題が解決されない場合は、ベイ X のサーバーハードウェアを取り外して、再度取り付けます。
3. 問題が解決されない場合は、次のいずれかの操作を行います。
• アクティブなリンクモジュールをリセットします。
• アクティブなリンクモジュールを取り外して、再度取り付けます。
4. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The server is currently migrating from Virtual Connect
症状
サーバーは現在 Virtual Connect から移行中です。移行が完了するまで待ってから、次の操作を実行して
ください。
ID：server-hardware.data.blade.server.is.migrating
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
対応する必要はありません。

The server completed migration from Virtual Connect
症状
サーバーは Virtual Connect からの移行を完了しました。
ID：server-hardware.data.blade.server.migration.done
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
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アクション
対応する必要はありません。

The single sign-on (SSO) certificate for X was replaced with a certificate named Y
症状
OneView アプライアンスの SSO 証明書を割り当てるためにサーバーが追加されたときに、X 用のシング
ルサインオン（SSO）証明書が Y という名前の証明書に置き換えられました。iLO は 3 個の SSO 認証情
報のみサポートすることができ、リストはいっぱいです。 SSO を使用している別のアプリケーションが
影響を受ける可能性があります。
ID：server-hardware.mp.config.sso.config
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
この SSO 証明書が必要な場合、iLO インターフェイスを通じて手動で証明書リストを編集してくださ
い。 指定された OneView アプライアンス用証明書は置き換えないでください。

The server serial number in NVRAM is lost
症状
NVRAM 内のサーバーシリアル番号が失われました。
ID：server-hardware.data.serial.number.lost
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. サーバーの電源をオンにしてから、UEFI システムユーティリティを起動します。
システムユーティリティにアクセスするには、POST 中に F9 キーを押します。
2. システムユーティリティのホーム画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成（RBSU） > ア
ドバンストオプション > アドバンストサービスオプションの順に選択します。
3. シリアル番号が正しいことを確認してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/uefi/docs）にある
ご使用の製品の UEFI システムユーティリティユーザーガイドを参照してください。

Renamed due to enclosure name change
症状
エンクロージャー名が変更されたため X に名前が変更されました。
ID：server-hardware.data.blade.server.name
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重大度：OK
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
対応する必要はありません。

Unable to retrieve UEFI/BIOS settings from the server hardware
症状
サーバーハードウェアから UEFI/BIOS 設定を取得できません。サーバーハードウェアの実際の設定はプ
ロファイル内の目的の設定に対して検証できません。
ID：server-hardware.mp.bios.bios.config
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：BIOS
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. サーバーへのネットワーク接続性が利用可能であることを確認してください。
2. サーバーがセルフテストを正常に完了したことを確認します。
3. UEFI/BIOS 設定が、RBSU からアクセスできることを確認します。
サーバーの起動時、POST（Power On Self Test）中に適切なタイミングで F9 を押すことで、UEFI に
アクセスできます。
4. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Unable to retrieve the current BIOS settings
症状
サーバーハードウェアから現在の BIOS 設定を取得できません。サーバープロファイルの BIOS 設定を検
証できませんでした。
ID：server-hardware.mp.bios.bios.config
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：BIOS
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
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アクション
1. ラックマネージャーを更新します。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Unable to fetch the firmware installation status
症状
サーバーハードウェアからファームウェアインストールステータスをフェッチできません。
ID：server-hardware.mp.fw.firmware.config
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. サーバーハードウェアページにサーバーのヘルスを表示して、iLO へのネットワーク接続が正常な状態
であることを確認します。
2. サーバーハードウェアページのアクティビティセクションで、ネットワーク接続に関するアクティブ
なアラートがあるかどうかを確認してください。
推奨される処置に従って問題を解決してください。
3. 操作を再試行してください。
4. それでも問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して次の情報を提供してください。
• サポートダンプファイル
• iLO から収集された AHS ログ
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Unable to login to the management processor
症状
管理プロセッサーにログインできません。
ID：server-hardware.data.cred.failed
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
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アクション
サーバーがこのアプライアンスによって管理されていることを確認してから、サーバーを更新します。

A problem occurred while retrieving the server configuration data
症状
Onboard Administrator からサーバー構成データを取得中に問題が発生しました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：server-hardware.data.server.signature.invalid
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. サーバーの電源をオフにして、オンに戻してください。
2. あるいは、論理エンクロージャーのファームウェアビューでリストされたすべてのコンポーネントが
同じサポートされるベースラインにあることを確認してください。

Unable to inventory the network adapters' capabilities
症状
ネットワークアダプターの機能をインベントリできません。
ID：server-hardware.devices.adapter.discover.vport
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. このサーバーおよびエンクロージャーに iLO 接続性または信頼された通信に関連するアクティブア
ラートがあるかどうかを確認してください。
アラートで推奨される処置に従ってください。
2. サーバーを更新します。
3. サーバーの iLO をリセットしてから、サーバーを更新します。
4. サーバーハードウェアが、サポートされるネットワークアダプターで構成されているか確認してくだ
さい。
5. サーバーのネットワークアダプターを取り付けなおして、サーバーを更新します。

Unable to log in to management processor
症状
管理プロセッサーにログインできません。
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このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：server-hardware.cac.server.login.invalidcert
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. HPE OneView の証明書が有効であり、CA によって署名されていて失効していないことを確認します。
2. HPE OneView の証明書ストア内のルート CA 証明書および中間証明書が有効であることを確認しま
す。
3. サーバーのインポートをもう一度試します。
4. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Unable to log in to management processor
症状
管理プロセッサーにログインできません。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：server-hardware.cac.server.login.unauthorized
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. サーバーがこの HPE OneView アプライアンスで管理されていることを確認します。
2. サーバーの iLO が CAC 厳密モードでセットアップされている場合、iLO 管理者特権が構成されたディ
レクトリサーバー/iLO ローカルユーザー DB 内のユーザーに HPE OneView の証明書がマップされて
いることを確認します。
3. サーバーを更新します。
4. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Unable to log in to management processor
症状
管理プロセッサーにログインできません。
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このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：server-hardware.cac.server.login.generic
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. サーバーがこの HPE OneView アプライアンスで管理されていることを確認します。
2. サーバーの iLO が CAC 厳密モードでセットアップされている場合、iLO 管理者特権が構成されたディ
レクトリサーバー/iLO ローカルユーザー DB 内のユーザーに HPE OneView の証明書がマップされて
いることを確認します。
3. サーバーを更新します。
4. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Unable to configure Single Sign-On (SSO) settings on the iLO
症状
CAC 厳密モードの iLO でサーバーを管理するために必要なシングルサインオン（SSO）設定を構成でき
ません。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：server-hardware.cac.server.cac.sso.failed
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. iLO にログインし、セキュリティ > HPE OneView で HPE OneView の証明書ステータスを確認しま
す。
2. iLO で証明書ステータスが劣化になっている場合は、HPE OneView の証明書が有効であること、およ
び iLO のシステム時刻で失効していないことを確認します。
3. HPE OneView が有効な証明書で設定されていることを確認した後、サーバーハードウェアを更新しま
す。
4. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする
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Unable to register this OneView instance with the iLO
症状
NAND フラッシュデバイスが初期化されていないか、正常にマウントされていないため、iLO でこの
OneView インスタンスを登録できません。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：server-hardware.opStatus.mp.nand.initError
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
原因
フラッシュデバイスが正しく初期化されていないか、マウントされていません。
アクション
確認後、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/
display?docId=emr_na-c04996097）のカスタマーアドバイザリで推奨される処置に従ってください。

OneView could not retrieve the certificate from the server iLO
症状
サーバーとの信頼された通信を確立できません。iLO がアクセス可能でなかったため、OneView はサー
バー iLO から証明書を取得できませんでした。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：server-hardware.Certificate.server.trust.communication.fail
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. サーバー iLO がアクセス可能で応答していることを確認します。
2. サーバーを更新します。

The iLO certificate has expired
症状
iLO の証明書が失効しています。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：server-hardware.certificate.psrm.trust.expired
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
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アクション
1. iLO を有効な証明書でアップデートします。
2. 提供されたリンクを使用して、証明書を HPE OneView トラストストアに追加します。

OneView could not ascertain the form factor for this server
症状
OneView はこのサーバーのフォームファクターを確認できませんでした。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：server-hardware.mp.data.blade.formfactor.mismatch
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供してください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The iLO NAND flash device was not initialized or mounted properly
症状
iLO NAND フラッシュデバイスがこのサーバーで正しく初期化されていないかマウントされていません。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：server-hardware.opStatus.mp.blobstore.notWritable
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. iLO をリセットします。
2. iLO が再起動されるまで待機してから操作を再度実行してください。

The iLO NAND flash device was not initialized or mounted properly
症状
iLO NAND フラッシュデバイスがこのサーバーで正しく初期化されていないかマウントされていません。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：server-hardware.opStatus.mp.blobstore.notWritableLegacy
重大度：クリティカル
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ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. iLO をリセットします。
2. iLO が再起動されるまで待機してから操作を再度実行してください。
3. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://
h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c04996097）のカスタマーアドバ
イザリで推奨される処置を確認してください。

One or more critical problems have been detected
症状
1 つまたは複数のクリティカルな問題がブレード X で検出されました。
このアラートは、HPE OneView 3.1 の新機能です。
ID：server-hardware.opStatus.partition.blade.critical
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. SSH または Telnet を使用して、HPE BladeSystem Onboard Administrator コマンドラインインター
フェイス（CLI）にアクセスします。
2. 詳細については、SHOW CAE コマンドを使用してイベントを確認してください。

One or more warnings have been detected
症状
1 つまたは複数の警告がブレード X で検出されました。
このアラートは、HPE OneView 3.1 の新機能です。
ID：server-hardware.opStatus.partition.blade.warning
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. SSH または Telnet を使用して、HPE BladeSystem Onboard Administrator コマンドラインインター
フェイス（CLI）にアクセスします。
2. 詳細については、SHOW CAE コマンドを使用してイベントを確認してください。
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Blade is OK
症状
ブレード X は正常です。
このアラートは、HPE OneView 3.1 の新機能です。
ID：server-hardware.opStatus.partition.blade.ok
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
対応する必要はありません。

One or more critical problems have been detected
症状
1 つまたは複数のクリティカルな問題がブレード Y の CPU ソケット X で検出されました。
このアラートは、HPE OneView 3.1 の新機能です。
ID：server-hardware.opStatus.partition.cpu.critical
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. SSH または Telnet を使用して、HPE BladeSystem Onboard Administrator コマンドラインインター
フェイス（CLI）にアクセスします。
2. 詳細については、SHOW CAE コマンドを使用してイベントを確認してください。

One or more warnings have been detected
症状
1 つまたは複数の警告がブレード Y の CPU ソケット X で検出されました。
このアラートは、HPE OneView 3.1 の新機能です。
ID：server-hardware.opStatus.partition.cpu.warning
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
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アクション
1. SSH または Telnet を使用して、HPE BladeSystem Onboard Administrator コマンドラインインター
フェイス（CLI）にアクセスします。
2. 詳細については、SHOW CAE コマンドを使用してイベントを確認してください。

CPU socket is OK
症状
ブレード Y の CPU ソケット X は正常です。
このアラートは、HPE OneView 3.1 の新機能です。
ID：server-hardware.opStatus.partition.cpu.ok
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
対応する必要はありません。

One or more critical problems have been detected
症状
1 つまたは複数のクリティカルな問題がブレード Z のソケット Y の DIMM X で検出されました。
このアラートは、HPE OneView 3.1 の新機能です。
ID：server-hardware.opStatus.partition.dimm.critical
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. SSH または Telnet を使用して、HPE BladeSystem Onboard Administrator コマンドラインインター
フェイス（CLI）にアクセスします。
2. 詳細については、SHOW CAE コマンドを使用してイベントを確認してください。

One or more warnings have been detected
症状
1 つまたは複数の警告がブレード Z のソケット Y の DIMM X で検出されました。
このアラートは、HPE OneView 3.1 の新機能です。
ID：server-hardware.opStatus.partition.dimm.warning
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：動作時
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リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. SSH または Telnet を使用して、HPE BladeSystem Onboard Administrator コマンドラインインター
フェイス（CLI）にアクセスします。
2. 詳細については、SHOW CAE コマンドを使用してイベントを確認してください。

DIMM is OK
症状
ブレード Z のソケット Y の DIMM X は正常です。
このアラートは、HPE OneView 3.1 の新機能です。
ID：server-hardware.opStatus.partition.dimm.ok
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
対応する必要はありません。

One or more certificates in the iLO certificate chain has expired
症状
サーバーとの信頼された通信を確立できません。iLO 証明書チェーン内の 1 つまたは複数の証明書の有
効期限が切れています。
このアラートは、HPE OneView 4.1 で更新されました。
ID：server-hardware.Certificate.psrm.trustFailure.sslexpired
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
原因
iLO 証明書チェーン内の 1 つまたは複数の証明書の有効期限が切れています。
アクション
1. HPE OneView アプライアンスと iLO の両方に正しいシステム日付と時刻が構成されていることを確
認します。
2. iLO 証明書チェーン内のすべての証明書が最新かつ有効であることを確認します。
3. iLO にアップロードされた新規または更新済みの証明書で HPE OneView トラストストアを更新して、
問題を修正します。
4. HPE OneView のトラストストア内にルート証明書および適切な中間証明書が存在することを確認し
ます。
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5. サーバーを更新して、操作を再試行します。
6. 提供されたリンクを使用して、証明書を HPE OneView トラストストアに追加します。

The iLO certificate is not yet valid
症状
サーバーとの信頼された通信を確立できません。iLO 証明書がまだ有効ではありません。
このアラートは、HPE OneView 4.1 で更新されました。
ID：server-hardware.Certificate.psrm.trustFailure.sslnotyetvalid
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
原因
iLO 証明書が有効ではありません。
アクション
1. HPE OneView アプライアンスと iLO の両方に正しいシステム日付と時刻が構成されていることを確
認します。
2. iLO に有効な証明書があることを確認します。
3. 次のいずれかを実行します。
• iLO に CA 署名済み証明書がある場合は、HPE OneView のトラストストア内にルート証明書および
適切な中間証明書が存在することを確認してください。
• 問題を修正するために新しい iLO 自己署名証明書が生成された場合は、この証明書を HPE
OneView のトラストストアに追加してください。
4. サーバーを更新して、操作を再試行します。
5. 提供されたリンクを使用して、証明書を HPE OneView トラストストアに追加します。

iLO certificate validation failed
症状
サーバーとの信頼された通信を確立できません。iLO 証明書の検証が失敗しました。
このアラートは、HPE OneView 4.1 で更新されました。
ID：server-hardware.Certificate.psrm.trustFailure.sslnoca
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
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アクション
1. iLO 証明書が CA によって署名されていることを確認します。
2. ルート証明書が有効であることと、HPE OneView トラストストアから取得できることを確認します。
3. サーバーハードウェアを更新します。

The certificate path constraint in one or more certificates in the certificate chain is
either not valid
症状
サーバーとの信頼された通信を確立できません。証明書チェーン内の 1 つ以上の証明書で証明書パス制
約が有効でないか、証明書チェーンの実際の深さが証明書パスに指定された値を超えています。
このアラートは、HPE OneView 4.1 で更新されました。
ID：server-hardware.Certificate.psrm.trustFailure.sslchaindepth
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. iLO の証明書チェーン内の各証明書で証明書パス制約の値が有効であること、および値が 0 から 9 の
間であることを確認します。
2. 各レベルの証明書チェーンの深さが、証明書に指定された深さを超えていないことを確認します。
3. iLO にアップロードされた新規または更新済みの証明書で HPE OneView トラストストアを更新して、
問題を修正します。
4. 次のいずれかを実行します。
• iLO に CA 署名済み証明書がある場合は、HPE OneView のトラストストア内にルート証明書および
適切な中間証明書が存在することを確認してください。
• 問題を修正するために新しい iLO 自己署名証明書が生成された場合は、この証明書を HPE
OneView のトラストストアに追加してください。
5. サーバーを更新して、操作を再試行します。
6. 提供されたリンクを使用して、証明書を HPE OneView トラストストアに追加します。

Could not find a valid iLO certificate for the server in the OneView trust store
症状
サーバーとの信頼された通信を確立できません。サーバーの有効な iLO 証明書が OneView トラストスト
ア内に見つかりませんでした。
このアラートは、HPE OneView 4.1 で更新されました。
ID：server-hardware.Certificate.psrm.trustFailure.sslcertmissing
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
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リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. 提供されたリンクを使用して iLO にアップロードされた新規または更新済みの証明書で HPE
OneView トラストストアを更新します。
2. サーバーを更新して、操作を再試行します。

Unable to establish trusted communication with the server
症状
サーバーとの信頼された通信を確立できません。
このアラートは、HPE OneView 4.1 で更新されました。
ID：server-hardware.Certificate.psrm.trustFailure.sslgeneric
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. サーバーハードウェアを更新してください。
2. 次のいずれかを実行します。
• iLO に CA 署名済み証明書がある場合は、HPE OneView のトラストストア内にルート証明書および
適切な中間証明書が存在することを確認してください。
• 問題を修正するために新しい iLO 自己署名証明書が生成された場合は、この証明書を HPE
OneView のトラストストアに追加してください。
3. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
4. 提供されたリンクを使用して、証明書を HPE OneView トラストストアに追加します。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The iLO certificate is not a valid X509 certificate
症状
サーバーとの信頼された通信を確立できません。iLO 証明書が有効な X509 証明書ではありません。
このアラートは、HPE OneView 4.1 で更新されました。
ID：server-hardware.Certificate.psrm.trustFailure.sslencode
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
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アクション
1. 有効な CA および中間証明書とともに有効な X509 自己署名または CA 署名済み証明書でサーバー
iLO がセットアップされていることを確認します。
2. 次のいずれかを実行します。
• iLO に CA 署名済み証明書がある場合は、HPE OneView のトラストストア内にルート証明書および
適切な中間証明書が存在することを確認してください。
• 問題を修正するために新しい iLO 自己署名証明書が生成された場合は、この証明書を HPE
OneView のトラストストアに追加してください。
3. サーバーを更新して、操作を再試行します。
4. 提供されたリンクを使用して、証明書を HPE OneView トラストストアに追加します。

The Extended Key Usage (EKU) field in the iLO certificate does not contain 'Server
Authentication' and/or 'Client Authentication'
症状
サーバーとの信頼された通信を確立できません。iLO 証明書の Extended Key Usage（EKU）フィールド
に'サーバー認証'または'クライアント認証'、あるいはその両方が含まれていません。
このアラートは、HPE OneView 4.1 で更新されました。
ID：server-hardware.Certificate.psrm.trustFailure.ssleku
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. EKU フィールドが'サーバー認証'または'クライアント認証'、あるいはその両方に設定されている有効
な証明書で iLO をセットアップします。
2. 次のいずれかを実行します。
• iLO に CA 署名済み証明書がある場合は、HPE OneView のトラストストア内にルート証明書および
適切な中間証明書が存在することを確認してください。
• 問題を修正するために新しい iLO 自己署名証明書が生成された場合は、この証明書を HPE
OneView のトラストストアに追加してください。
3. サーバーを更新して、操作を再試行します。
4. 提供されたリンクを使用して、証明書を HPE OneView トラストストアに追加します。

The iLO certificate public key algorithm is not supported by OneView
症状
サーバーとの信頼された通信を確立できません。iLO 証明書の公開キーアルゴリズムは OneView ではサ
ポートされていません。
このアラートは、HPE OneView 4.1 でアップデートされました。
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ID：server-hardware.Certificate.psrm.trustFailure.sslpublickeyalg
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. HPE OneView でサポートされている公開キーアルゴリズムを使用する証明書で iLO をセットアップ
します。
各システムでサポートされている公開キーアルゴリズムについて詳しくは、Hewlett Packard
Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/enterprise-docs）にある HPE OneView と iLO
のユーザードキュメントを参照してください。
2. 次のいずれかを実行します。
• iLO に CA 署名済み証明書がある場合は、HPE OneView のトラストストア内にルート証明書および
適切な中間証明書が存在することを確認してください。
• 問題を修正するために新しい iLO 自己署名証明書が生成された場合は、この証明書を HPE
OneView のトラストストアに追加してください。
3. サーバーを更新して、操作を再試行します。
4. 提供されたリンクを使用して、証明書を HPE OneView トラストストアに追加します。

The iLO certificate signature algorithm is not supported by OneView in the current
security mode
症状
サーバーとの信頼された通信を確立できません。iLO 証明書の署名アルゴリズムは、OneView の現在のセ
キュリティモードではサポートされていません。
このアラートは、HPE OneView 4.1 でアップデートされました。
ID：server-hardware.Certificate.psrm.trustFailure.sslsignalg
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. HPE OneView の現在のセキュリティモードでサポートされている証明書署名アルゴリズムを持つ証
明書で iLO をセットアップします。
各システムのさまざまなセキュリティモードでサポートされている証明書署名アルゴリズムについて
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/enterprise-docs）
にある HPE OneView と iLO のユーザードキュメントを参照してください。
2. 次のいずれかを実行します。
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• iLO に CA 署名済み証明書がある場合は、HPE OneView のトラストストア内にルート証明書および
適切な中間証明書が存在することを確認してください。
• 問題を修正するために新しい iLO 自己署名証明書が生成された場合は、この証明書を HPE
OneView のトラストストアに追加してください。
3. サーバーを更新して、操作を再試行します。
4. 提供されたリンクを使用して、証明書を HPE OneView トラストストアに追加します。

OneView could not check the revocation status of the iLO certificate
症状
サーバーとの信頼された通信を確立できません。OneView は iLO 証明書の失効ステータスを確認できま
せんでした。OneView で構成されている証明書失効リスト（CRL）が間違っている可能性があります。
このアラートは、HPE OneView 4.1 で更新されました。
ID：server-hardware.Certificate.psrm.trustFailure.sslcrl
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. HPE OneView を有効な証明書失効リストでセットアップします。
2. サーバーを更新して、操作を再試行します。

OneView could not check the revocation status of the iLO certificate
症状
サーバーとの信頼された通信を確立できません。OneView は iLO 証明書の失効ステータスを確認できま
せんでした。OneView で構成された証明書失効リスト（CRL）の有効期限が切れています。
このアラートは、HPE OneView 4.1 で更新されました。
ID：server-hardware.Certificate.psrm.trustFailure.sslcrlexpired
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. HPE OneView に最新かつ有効な証明書失効リストがあることを確認します。
2. 操作を再試行してください。
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OneView could not check the revocation status of the iLO certificate
症状
サーバーとの信頼された通信を確立できません。OneView は iLO 証明書の失効ステータスを確認できま
せんでした。証明書失効リスト（CRL）の発行元証明書は OneView トラストストアに存在しません。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：server-hardware.Certificate.psrm.trustFailure.sslcrlnoissuer
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. 証明書失効リスト（CRL）の発行元証明書を確認してください。
2. サーバーを更新します。

The iLO certificate is not a valid X509 version 3 certificate
症状
サーバーとの信頼された通信を確立できません。iLO 証明書が有効な X509 バージョン 3 証明書ではあり
ません。OneView では、現在のセキュリティモードで証明書が X509 バージョン 3 に準拠していることが
必要です。
このアラートは、HPE OneView 4.1 で更新されました。
ID：server-hardware.Certificate.psrm.trustFailure.sslversion
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. 有効な CA および中間証明書とともに有効な X509 バージョン 3 自己署名/CA 署名済み証明書でサー
バー iLO がセットアップされていることを確認します。
2. 次のいずれかを実行します。
• iLO に CA 署名済み証明書がある場合は、HPE OneView のトラストストア内にルート証明書および
適切な中間証明書が存在することを確認してください。
• 問題を修正するために新しい iLO 自己署名証明書が生成された場合は、この証明書を HPE
OneView のトラストストアに追加してください。
3. サーバーを更新して、操作を再試行します。
4. 提供されたリンクを使用して、証明書を HPE OneView トラストストアに追加します。
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The length of the public key on the iLO certificate is not compliant
症状
サーバーとの信頼された通信を確立できません。iLO 証明書の公開キー長は、現在の OneView セキュリ
ティモードに準拠していません。
このアラートは、HPE OneView 4.1 でアップデートされました。
ID：server-hardware.Certificate.psrm.trustFailure.sslkeylen
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. HPE OneView の現在のセキュリティモードでサポートされている公開キー長を持つ証明書で iLO を
セットアップします。
HPE OneView のさまざまなセキュリティモードでサポートされている公開キー長について詳しくは、
Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にある HPE
OneView のドキュメントを参照してください。
2. 次のいずれかを実行します。
• iLO に CA 署名済み証明書がある場合は、HPE OneView のトラストストア内にルート証明書および
適切な中間証明書が存在することを確認してください。
• 問題を修正するために新しい iLO 自己署名証明書が生成された場合は、この証明書を HPE
OneView のトラストストアに追加してください。
3. サーバーを更新して、操作を再試行します。

The Key Usage specified in the iLO certificate is not valid
症状
サーバーとの信頼された通信を確立できません。iLO 証明書で指定されたキーの用途が無効です。
このアラートは、HPE OneView 4.1 で更新されました。
ID：server-hardware.Certificate.psrm.trustFailure.sslkeyusg
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. キーの用途としてデジタル署名または証明書署名が指定された証明書で iLO がセットアップされてい
ることを確認します。
2. 次のいずれかを実行します。
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• iLO に CA 署名済み証明書がある場合は、HPE OneView のトラストストア内にルート証明書および
適切な中間証明書が存在することを確認してください。
• 問題を修正するために新しい iLO 自己署名証明書が生成された場合は、この証明書を HPE
OneView のトラストストアに追加してください。
3. サーバーを更新して、操作を再試行します。
4. 提供されたリンクを使用して、証明書を HPE OneView トラストストアに追加します。

The Basic Constraint specified in one or more certificates in the iLO certificate chain is
not valid
症状
サーバーとの信頼された通信を確立できません。iLO 証明書チェーン内の 1 つまたは複数の証明書で指
定された基本的な制約が無効です。
このアラートは、HPE OneView 4.1 で更新されました。
ID：server-hardware.Certificate.psrm.trustFailure.sslbasicconstraint
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. 基本的な制約が SubjectType=CA である証明書で iLO がセットアップされていることを確認します。
2. iLO にアップロードされた新規または更新済みの証明書で HPE OneView トラストストアを更新して、
問題を修正します。
3. HPE OneView のトラストストア内にルート証明書および適切な中間証明書が存在することを確認し
ます。
4. 問題を修正するために新しい iLO 自己署名証明書が生成された場合は、この証明書を HPE OneView
のトラストストアに追加してください。
5. サーバーを更新して、操作を再試行します。
6. 提供されたリンクを使用して、証明書を HPE OneView トラストストアに追加します。

The certificate of the root CA that has authorized the iLO certificate is not present
症状
サーバーとの信頼された通信を確立できません。iLO 証明書を承認したルート CA の証明書が OneView
トラストストアに存在しません。
このアラートは、HPE OneView 4.1 で更新されました。
ID：server-hardware.Certificate.psrm.trustFailure.sslmissingca
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
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アクション
1. iLO 証明書を承認したルート CA の証明書を HPE OneView トラストストアに追加します。
2. 操作を再試行してください。
3. 提供されたリンクを使用して、証明書を HPE OneView トラストストアに追加します。

There is no host name specified in the iLO certificate
症状
サーバーとの信頼された通信を確立できません。iLO 証明書で指定されたホスト名がありません。
このアラートは、HPE OneView 4.1 で更新されました。
ID：server-hardware.Certificate.psrm.trustFailure.sslhostempty
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. 有効なホスト名を持つ証明書で iLO がセットアップされていることを確認します。
2. 証明書が自己署名証明書の場合は、提供されたリンクを使用して iLO 証明書を HPE OneView トラス
トストアに追加します。
3. サーバーを更新して、操作を再試行します。

The iLO's CA signed certificate does not have a valid identity (hostname or IP Address)
症状
iLO の CA 署名済み証明書には、信頼されたセキュアな通信を可能にするための有効な識別情報（ホスト
名または IP アドレス）がありません。
このアラートは、HPE OneView 4.1 で更新されました。
ID：server-hardware.Certificate.psrm.trustFailure.sslhostunknown
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. iLO 証明書で指定されたホスト名と IP アドレスが有効であることを確認します。
2. DNS が正しく構成されていることを確認します。
3. iLO 証明書で指定されたホスト名が、接続の確立に使用されている IP アドレスに解決できることを確
認します。
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4. 別のホスト名または IP アドレスを使用して iLO 証明書を再生成する場合は、ルート証明書とすべての
適切な中間証明書を HPE OneView トラストストアに追加する必要があります。
5. サーバーを更新して、操作を再試行します。

The host name specified in the iLO certificate is not in a valid host name format
症状
サーバーとの信頼された通信を確立できません。iLO 証明書で指定されたホスト名は有効なホスト名形
式ではありません。
このアラートは、HPE OneView 4.1 で更新されました。
ID：server-hardware.Certificate.psrm.trustFailure.sslhostinvalid
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. 有効なホスト名を持つ証明書で iLO がセットアップされていることを確認します。
2. iLO に CA 署名付き証明書がある場合は、提供されたリンクを使用して iLO 証明書を HPE OneView ト
ラストストアに追加します。
3. サーバーを更新して、操作を再試行します。

The iLO certificate does not have any IP address or host name specified
症状
サーバーとの信頼された通信を確立できません。iLO 証明書で IP アドレスまたはホスト名が指定されて
いません。
このアラートは、HPE OneView 4.1 で更新されました。
ID：server-hardware.Certificate.psrm.trustFailure.sslhostnotfound
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. 有効な IP アドレスまたはホスト名、あるいはその両方が指定された証明書で iLO がセットアップされ
ていることを確認します。
2. 次のいずれかを実行します。
• iLO に CA 署名済み証明書がある場合は、HPE OneView のトラストストア内にルート証明書および
適切な中間証明書が存在することを確認してください。
• 問題を修正するために新しい iLO 自己署名証明書が生成された場合は、この証明書を HPE
OneView のトラストストアに追加してください。
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3. サーバーを更新して、操作を再試行します。
4. 提供されたリンクを使用して、証明書を HPE OneView トラストストアに追加します。

The iLO's hostname does not match
症状
サーバーとの信頼された通信を確立できません。iLO のホスト名は、iLO の証明書で指定されているホス
ト名と一致しません。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：server-hardware.Certificate.psrm.trustFailure.sslhostcheckfail
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. iLO 証明書で指定されたホスト名が有効であることを確認します。
2. iLO のホスト名が、証明書のサブジェクト属性またはサブジェクト代替名（SAN）属性のいずれかの共
通名（CN）に指定されているものと一致することを確認してください。
3. 別のホスト名または IP アドレスを使用して iLO 証明書を再生成する場合は、ルート証明書とすべての
適切な中間証明書を HPE OneView トラストストアに追加する必要があります。
提供されたリンクを使用して、証明書を HPE OneView トラストストアに追加します。
4. サーバーを更新して、操作を再試行します。

The iLO certificate issuer is not known
症状
サーバーとの信頼された通信を確立できません。iLO 証明書の発行元が不明です。
このアラートは、HPE OneView 4.1 で更新されました。
ID：server-hardware.Certificate.psrm.trustFailure.sslunknownca
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. iLO が信頼済み CA によって署名された証明書でセットアップされていることを確認します。
2. 次のいずれかを実行します。
• iLO に CA 署名済み証明書がある場合は、HPE OneView のトラストストア内にルート証明書および
適切な中間証明書が存在することを確認してください。
• 問題を修正するために新しい iLO 自己署名証明書が生成された場合は、この証明書を HPE
OneView のトラストストアに追加してください。
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3. サーバーを更新して、操作を再試行します。
4. 提供されたリンクを使用して、証明書を HPE OneView トラストストアに追加します。

The server address specified in the iLO certificate is not in a valid server address format
症状
サーバーとの信頼された通信を確立できません。iLO 証明書で指定されたサーバーアドレスが有効な
サーバーアドレス形式ではありません。
このアラートは、HPE OneView 4.1 で更新されました。
ID：server-hardware.Certificate.psrm.trustFailure.ssladdrinvalid
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. 有効な IP アドレスまたはホスト名を持つ証明書で iLO がセットアップされていることを確認します。
2. 次のいずれかを実行します。
• iLO に CA 署名済み証明書がある場合は、HPE OneView のトラストストア内にルート証明書および
適切な中間証明書が存在することを確認してください。
• 問題を修正するために新しい iLO 自己署名証明書が生成された場合は、この証明書を HPE
OneView のトラストストアに追加してください。
3. サーバーを更新して、操作を再試行します。
4. 提供されたリンクを使用して、証明書を HPE OneView トラストストアに追加します。

OneView could not retrieve the certificate from the server iLO
症状
サーバーとの信頼された通信を確立できません。iLO がアクセス可能でなかったため、OneView はサー
バー iLO から証明書を取得できませんでした。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：server-hardware.certificate.psrm.trustFailure.sslnotreachable
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. サーバー iLO がアクセス可能で応答していることを確認します。
2. 操作を再試行してください。
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Unable to establish trusted communication with the server
症状
サーバーとの信頼された通信を確立できません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：server-hardware.certificate.psrm.trustFailure.sslioerr
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. サーバーがアクセス可能で応答していることを確認します。
2. サーバー iLO が HPE OneView でサポートされている TLS プロトコルバージョン、暗号スイート、お
よび証明書の強度をサポートしていることを確認します。
3. サーバーを更新します。

OneView could not negotiate a connection with the iLO at the desired level of security
症状
サーバーとのセキュアな通信を確立できません。OneView は望ましいセキュリティレベルで iLO との接
続をネゴシエートできませんでした。
このアラートは、HPE OneView 4.1 でアップデートされました。
ID：server-hardware.Certificate.psrm.trustFailure.sslhandshake
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. iLO のファームウェアバージョンが HPE OneView に必要な暗号スイートをサポートしていることを
確認します。
サポートされている暗号スイートについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト
（https://www.hpe.com/info/enterprise-docs）にある HPE OneView と iLO のユーザードキュメント
を参照してください。
2. 必要に応じて、iLO のバージョンをアップデートし、操作を再試行します。
3. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする
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Unable to decode the certificate data returned from the server hardware
症状
サーバーとのセキュアな通信を確立できません。サーバーハードウェアから返された証明書データをデ
コードできません。
このアラートは、HPE OneView 4.1 で更新されました。
ID：server-hardware.Certificate.psrm.trustFailure.sslconnerr
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
• 以下の手順を一度に 1 つずつ、問題が解決されるまで実行します。
◦ 操作を再試行してください。
◦ iLO をリセットし、操作を再試行します。
◦ ネットワーク接続で輻輳またはエラーが発生していないか確認します。

The server iLO could not identify itself
症状
サーバーとのセキュアな通信を確立できません。サーバー iLO が自身を識別できませんでした。
このアラートは、HPE OneView 4.1 で更新されました。
ID：server-hardware.Certificate.psrm.trustFailure.sslinvalidcert
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. 証明書で指定された有効かつ解決可能なホスト名または IP アドレスを持つ証明書が iLO に含まれる
ことを確認します。
2. 次のいずれかを実行します。
• iLO に CA 署名済み証明書がある場合は、HPE OneView のトラストストア内にルート証明書および
適切な中間証明書が存在することを確認してください。
• 問題を修正するために新しい iLO 自己署名証明書が生成された場合は、この証明書を HPE
OneView のトラストストアに追加してください。
3. サーバーを更新して、操作を再試行します。
4. 提供されたリンクを使用して、証明書を HPE OneView トラストストアに追加します。
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The iLO certificate is not valid
症状
サーバーとの信頼された通信を確立できません。iLO 証明書が有効ではありません。
このアラートは、HPE OneView 4.1 で更新されました。
ID：server-hardware.Certificate.psrm.trustFailure.sslcaverifyerr
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. iLO が有効な証明書でセットアップされていることを確認します。
2. 次のいずれかを実行します。
• iLO に CA 署名済み証明書がある場合は、HPE OneView のトラストストア内にルート証明書および
適切な中間証明書が存在することを確認してください。
• 問題を修正するために新しい iLO 自己署名証明書が生成された場合は、この証明書を HPE
OneView のトラストストアに追加してください。
3. サーバーを更新して、操作を再試行します。
4. 提供されたリンクを使用して、証明書を HPE OneView トラストストアに追加します。
5. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Revocation check for the iLO certificate failed
症状
サーバーとの信頼された通信を確立できません。iLO 証明書の失効確認に失敗しました。
このアラートは、HPE OneView 4.1 で更新されました。
ID：server-hardware.Certificate.psrm.trustFailure.sslrevoke
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. HPE OneView が有効な証明書失効リスト（CRL）で設定されていることを確認します。
2. サーバーを更新して、操作を再試行します。
3. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
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詳しくは
サポートケースをオープンにする

There is no certificate present on the iLO
症状
サーバーとの信頼された通信を確立できません。iLO に証明書が存在しません。
このアラートは、HPE OneView 4.1 で更新されました。
ID：server-hardware.Certificate.psrm.trustFailure.sslnocert
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. iLO が有効な証明書でセットアップされていることを確認します。
2. 次のいずれかを実行します。
• iLO に CA 署名済み証明書がある場合は、HPE OneView のトラストストア内にルート証明書および
適切な中間証明書が存在することを確認してください。
• 問題を修正するために新しい iLO 自己署名証明書が生成された場合は、この証明書を HPE
OneView のトラストストアに追加してください。
3. サーバーを更新して、操作を再試行します。
4. 提供されたリンクを使用して、証明書を HPE OneView トラストストアに追加します。
5. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The server hardware is not responding to any known TLS protocols
症状
サーバーとの信頼された通信を確立できません。サーバーハードウェアが既知の TLS プロトコルに応答
していません。
このアラートは、HPE OneView 4.1 で更新されました。
ID：server-hardware.Certificate.psrm.trustFailure.sslprotocol
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
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アクション
1. iLO をリセットし、操作を再試行します。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Unable to establish secure communication with the server
症状
サーバーとの信頼された通信を確立できません。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：server-hardware.Certificate.psrm.trustFailure.sslnohosttbird
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. サーバーを更新して、この問題を引き起こしている可能性のある一時的な状態を修正してください。
2. 問題が解決されない場合は、サーバーハードウェアを取り外し、再度挿入してください。

Unable to establish trusted communication with the server
症状
サーバーとの信頼された通信を確立できません。iLO 証明書チェーン内の 1 つまたは複数の証明書の有
効期限が切れています。
このアラートは、HPE OneView 4.1 でアップデートされました。
ID：server-hardware.certificate.blade.add.certFail.addnexpired
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. HPE OneView アプライアンスと iLO にシステムの正しい日付と時刻が構成されていることを確認し
ます。
2. iLO 証明書チェーン内のすべての証明書が最新かつ有効であることを確認します。

Unable to establish trusted communication with the server
症状
サーバーとの信頼された通信を確立できません。iLO 証明書の検証が失敗しました。
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このアラートは、HPE OneView 4.1 でアップデートされました。
ID：server-hardware.certificate.blade.add.certFail.addnotyetvalid
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. HPE OneView アプライアンスにシステムの正しい日付と時刻が構成されていることを確認します。
2. iLO に有効な証明書があることを確認します。

Unable to establish trusted communication with the server
症状
サーバーとの信頼された通信を確立できません。iLO 証明書の検証が失敗しました。
このアラートは、HPE OneView 4.1 でアップデートされました。
ID：server-hardware.certificate.blade.add.certFail.addnoca
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. iLO 証明書が CA によって署名されていることを確認します。
2. CA ルート証明書が有効であることと、HPE OneView トラストストアから取得できることを確認しま
す。

Unable to establish trusted communication with the server
症状
サーバーとの信頼された通信を確立できません。証明書チェーン内の 1 つ以上の証明書で"証明書パス"制
約が有効でないか、証明書チェーンの実際の深さが"証明書パス"に指定された値を超えています。
このアラートは、HPE OneView 4.1 でアップデートされました。
ID：server-hardware.certificate.blade.add.certFail.addchaindepth
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. iLO の証明書チェーン内の各証明書で"証明書パス"制約の値が有効であること、および値が 0 から 9 の
間であることを確認します。
2. 各レベルの証明書チェーンの深さが、証明書に指定された深さを超えていないことを確認します。
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Unable to establish trusted communication with the server
症状
サーバーとの信頼された通信を確立できません。サーバーの有効な iLO 証明書が OneView トラストスト
ア内に見つかりませんでした。
このアラートは、HPE OneView 4.1 でアップデートされました。
ID：server-hardware.certificate.blade.add.certFail.addcertmissing
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
提供されるエラーに関する追加情報を確認し、推奨される処置に従ってください。

Unable to establish trusted communication with the server
症状
サーバーとの信頼された通信を確立できません。
このアラートは、HPE OneView 4.1 でアップデートされました。
ID：server-hardware.certificate.blade.add.certFail.addgeneric
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
提供されるエラーに関する追加情報を確認し、推奨される処置に従ってください。

Unable to establish trusted communication with the server
症状
サーバーとの信頼された通信を確立できません。iLO 証明書が有効な X509 証明書ではありません。
このアラートは、HPE OneView 4.1 でアップデートされました。
ID：server-hardware.certificate.blade.add.certFail.addencode
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
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アクション
有効な CA および中間証明書とともに有効な X509 自己署名/CA 署名済み証明書でサーバー iLO がセット
アップされていることを確認します。

Unable to establish trusted communication with the server
症状
サーバーとの信頼された通信を確立できません。iLO 証明書の Extended Key Usage(EKU)フィールド
に"サーバー認証"または"クライアント認証"、あるいはその両方が含まれていません。
このアラートは、HPE OneView 4.1 でアップデートされました。
ID：server-hardware.certificate.blade.add.certFail.addeku
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
EKU フィールドが"サーバー認証"または"クライアント認証"、あるいはその両方に設定されている有効な
証明書で iLO をセットアップします。

Unable to establish trusted communication with the server
症状
サーバーとの信頼された通信を確立できません。iLO 証明書の公開キーアルゴリズムは OneView ではサ
ポートされていません。
このアラートは、HPE OneView 4.1 でアップデートされました。
ID：server-hardware.certificate.blade.add.certFail.addpublickeyalg
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
HPE OneView でサポートされている公開キーアルゴリズムを使用する証明書で iLO をセットアップしま
す。
各システムでサポートされている公開キーアルゴリズムについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise
の Web サイト（https://www.hpe.com/info/enterprise-docs）にある HPE OneView と iLO のユーザー
ドキュメントを参照してください。

Unable to establish trusted communication with the server
症状
サーバーとの信頼された通信を確立できません。iLO 証明書の署名アルゴリズムは、OneView の現在のセ
キュリティモードではサポートされていません。
このアラートは、HPE OneView 4.1 でアップデートされました。
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ID：server-hardware.certificate.blade.add.certFail.addsignalg
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
HPE OneView の現在のセキュリティモードでサポートされている署名アルゴリズムを持つ証明書で iLO
をセットアップします。
各システムのさまざまなセキュリティモードでサポートされている証明書署名アルゴリズムについて詳
しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/enterprise-docs）にあ
る HPE OneView と iLO のユーザードキュメントを参照してください。

Unable to establish trusted communication with the server
症状
サーバーとの信頼された通信を確立できません。OneView は iLO 証明書の失効ステータスを確認できま
せんでした。OneView で構成されている証明書失効リスト（CRL）が間違っている可能性があります。
このアラートは、HPE OneView 4.1 でアップデートされました。
ID：server-hardware.certificate.blade.add.certFail.addcrl
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
OneView を有効な証明書失効リストでセットアップします。

Unable to establish trusted communication with the server
症状
サーバーとの信頼された通信を確立できません。OneView は iLO 証明書の失効ステータスを確認できま
せんでした。OneView で構成された証明書失効リスト（CRL）の有効期限が切れています。
このアラートは、HPE OneView 4.1 でアップデートされました。
ID：server-hardware.certificate.blade.add.certFail.addcrlexpired
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
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アクション
HPE OneView に最新かつ有効な証明書失効リストがあることを確認します。

Unable to establish trusted communication with the server
症状
サーバーとの信頼された通信を確立できません。OneView は iLO 証明書の失効ステータスを確認できま
せんでした。証明書失効リスト（CRL）の発行元証明書は OneView トラストストアに存在しません。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：server-hardware.certificate.blade.add.certFail.addcrlnoissuer
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
証明書失効リスト（CRL）の発行元証明書を確認してください。

Unable to establish trusted communication with the server
症状
サーバーとの信頼された通信を確立できません。iLO 証明書が有効な X509 バージョン 3 証明書ではあり
ません。OneView では、現在のセキュリティモードで証明書が X509 バージョン 3 に準拠していることが
必要です。
このアラートは、HPE OneView 4.1 でアップデートされました。
ID：server-hardware.certificate.blade.add.certFail.addversion
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
有効な CA および中間証明書とともに有効な X509 バージョン 3 自己署名/CA 署名済み証明書でサーバー
iLO がセットアップされていることを確認します。

Unable to establish trusted communication with the server
症状
サーバーとの信頼された通信を確立できません。iLO 証明書の公開キー長は、現在の OneView セキュリ
ティモードに準拠していません。
このアラートは、HPE OneView 4.1 でアップデートされました。
ID：server-hardware.certificate.blade.add.certFail.addkeylen
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
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リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
HPE OneView の現在のセキュリティモードでサポートされている公開キー長を持つ証明書で iLO をセッ
トアップします。
HPE OneView のさまざまなセキュリティモードでサポートされている証明書の公開キー長について詳し
くは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にある
HPE OneView のドキュメントを参照してください。

Unable to establish trusted communication with the server
症状
サーバーとの信頼された通信を確立できません。iLO 証明書で指定されたキーの用途が無効です。
このアラートは、HPE OneView 4.1 でアップデートされました。
ID：server-hardware.certificate.blade.add.certFail.addkeyusg
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
キーの用途としてデジタル署名または証明書署名が指定された証明書で iLO がセットアップされている
ことを確認します。

Unable to establish trusted communication with the server
症状
サーバーとの信頼された通信を確立できません。iLO 証明書チェーン内の 1 つまたは複数の証明書で指
定された基本的な制約が無効です。
このアラートは、HPE OneView 4.1 でアップデートされました。
ID：server-hardware.certificate.blade.add.certFail.addbasicconstraint
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
基本的な制約が SubjectType=CA である証明書で iLO がセットアップされていることを確認します。

Unable to establish trusted communication with the server
症状
サーバーとの信頼された通信を確立できません。iLO 証明書を承認したルート CA の証明書が OneView
トラストストアに存在しません。
このアラートは、HPE OneView 4.1 でアップデートされました。
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ID：server-hardware.certificate.blade.add.certFail.addmissingca
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
iLO 証明書を承認したルート CA の証明書を OneView トラストストアに追加します。

Unable to establish trusted communication with the server
症状
サーバーとの信頼された通信を確立できません。iLO 証明書で指定されたホスト名がありません。
このアラートは、HPE OneView 4.1 でアップデートされました。
ID：server-hardware.certificate.blade.add.certFail.addhostempty
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
有効なホスト名を持つ証明書で iLO がセットアップされていることを確認します。

Unable to establish trusted communication with the server
症状
サーバーとの信頼された通信を確立できません。iLO の CA 署名済み証明書には、信頼された安全な通信
を可能にするための有効な識別情報(ホスト名または IP アドレス)がありません。
このアラートは、HPE OneView 4.1 でアップデートされました。
ID：server-hardware.certificate.blade.add.certFail.addhostunknown
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. iLO 証明書で指定されたホスト名または IP アドレスが有効であることを確認します。
2. DNS が正しく構成されていることを確認します。
3. iLO 証明書で指定されたホスト名が、接続の確立に使用されている IP アドレスに解決できることを確
認します。
4. 別のホスト名または IP アドレスを使用して iLO 証明書を再生成します。
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Unable to establish trusted communication with the server
症状
サーバーとの信頼された通信を確立できません。iLO 証明書で指定されたホスト名は有効なホスト名形
式ではありません。
このアラートは、HPE OneView 4.1 でアップデートされました。
ID：server-hardware.certificate.blade.add.certFail.addhostinvalid
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
有効な IP アドレスまたはホスト名が指定された証明書で iLO がセットアップされていることを確認しま
す。

Unable to establish trusted communication with the server
症状
サーバーとの信頼された通信を確立できません。iLO 証明書で IP アドレスまたはホスト名が指定されて
いません。
このアラートは、HPE OneView 4.1 でアップデートされました。
ID：server-hardware.certificate.blade.add.certFail.addhostnotfound
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
有効な IP アドレスまたはホスト名が指定された証明書で iLO がセットアップされていることを確認しま
す。

Unable to establish trusted communication with the server
症状
サーバーとの信頼された通信を確立できません。iLO のホスト名は、iLO の証明書で指定されているホス
ト名と一致しません。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：server-hardware.certificate.blade.add.certFail.addhostcheckfail
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}

HPE OneView のエラーとアラート

496

アクション
1. iLO 証明書で指定されたホスト名が有効であることを確認します。
2. iLO のホスト名が、証明書のサブジェクト属性またはサブジェクト代替名(SAN)属性のいずれかの共通
名(CN)に指定されている名前と一致していることを確認します。
3. 別のホスト名または IP アドレスを使用して iLO 証明書を再生成します。

Unable to establish trusted communication with the server
症状
サーバーとの信頼された通信を確立できません。iLO 証明書の発行元が不明です。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：server-hardware.certificate.blade.add.certFail.addunknownca
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
iLO が信頼済み CA によって署名された証明書でセットアップされていることを確認します。

Unable to establish trusted communication with the server
症状
サーバーとの信頼された通信を確立できません。iLO 証明書で指定されたサーバーアドレスが有効な
サーバーアドレス形式ではありません。
このアラートは、HPE OneView 4.1 でアップデートされました。
ID：server-hardware.certificate.blade.add.certFail.addaddrinvalid
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
有効な IP アドレスまたはホスト名を持つ証明書で iLO がセットアップされていることを確認します。

Unable to establish trusted communication with the server
症状
サーバーとの信頼された通信を確立できません。iLO がアクセス可能でなかったため、OneView はサー
バー iLO から証明書を取得できませんでした。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：server-hardware.certificate.blade.add.certFail.addnotreachable
重大度：クリティカル
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ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
サーバー iLO がアクセス可能で応答していることを確認します。

Unable to establish trusted communication with the server
症状
サーバーとの信頼された通信を確立できません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：server-hardware.certificate.blade.add.certFail.addioerr
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. サーバー iLO がアクセス可能で応答していることを確認します。
2. サーバー iLO が HPE OneView でサポートされている TLS プロトコルバージョン、暗号スイート、お
よび証明書の強度をサポートしていることを確認します。

SSL handshake between OneView and iLO could not be completed
症状
サーバーとの信頼された通信を確立できません。OneView と iLO の間で SSL ハンドシェークを完了でき
ませんでした。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：server-hardware.certificate.blade.add.certFail.addhandshake
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
サーバーを更新して、この問題を引き起こした可能性のある一時的なネットワーク状態を修正してくださ
い。

Unable to establish trusted communication with the server
症状
サーバーとの信頼された通信を確立できません。セキュアな接続のネゴシエート中に予期しない例外が
発生しました。
このアラートは、HPE OneView 4.1 でアップデートされました。
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ID：server-hardware.certificate.blade.add.certFail.addconnerr
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
問題が解決されるまで、次の操作を 1 つずつ実行します。
1. 操作を再試行してください。
2. iLO をリセットし、操作を再試行します。
3. 有効な証明書が iLO にインストールされていることを確認し、提供されたリンクを使用して iLO 証明
書を HPE OneView トラストストアに追加します。
4. ping ツール（#/settings/ping）を使用してサーバーへのネットワーク接続を確認します。
5. ネットワーク接続で輻輳またはエラーが発生していないか確認します。

Unable to establish trusted communication with the server
症状
サーバーとの信頼された通信を確立できません。サーバー iLO が自身を識別できませんでした。
このアラートは、HPE OneView 4.1 でアップデートされました。
ID：server-hardware.certificate.blade.add.certFail.addinvalidcert
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
証明書で指定された有効かつ解決可能なホスト名または IP アドレスを持つ証明書が iLO に含まれること
を確認します。

Unable to establish trusted communication with the server
症状
サーバーとの信頼された通信を確立できません。iLO 証明書が有効ではありません。
このアラートは、HPE OneView 4.1 でアップデートされました。
ID：server-hardware.certificate.blade.add.certFail.addcaverifyerr
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
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アクション
iLO が有効な証明書でセットアップされていることを確認します。

Unable to establish trusted communication with the server
症状
サーバーとの信頼された通信を確立できません。iLO 証明書の失効確認に失敗しました。
このアラートは、HPE OneView 4.1 でアップデートされました。
ID：server-hardware.certificate.blade.add.certFail.addrevoke
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
OneView が有効な証明書失効リスト（CRL）で設定されていることを確認します。

Unable to establish trusted communication with the server
症状
サーバーとの信頼された通信を確立できません。iLO に証明書が存在しません。
このアラートは、HPE OneView 4.1 でアップデートされました。
ID：server-hardware.certificate.blade.add.certFail.addnocert
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
iLO が有効な証明書でセットアップされていることを確認します。

Unable to establish trusted communication with the server
症状
サーバーとの信頼された通信を確立できません。サーバーハードウェアでは、OneView の現在の暗号化
モードで必要な TLS バージョンがどれもサポートされていません。
このアラートは、HPE OneView 4.1 でアップデートされました。
ID：server-hardware.certificate.blade.add.certFail.addprotocol
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
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アクション
1. iLO をリセットし、操作を再試行します。
2. 問題が続く場合は、OneView の各暗号化モードでサポートされる TLS バージョンについて、HPE
OneView および iLO のユーザードキュメントを参照してください。
3. iLO ファームウェアを必要な TLS バージョンをサポートするバージョンにアップグレードします。
互換性のあるバージョンが使用可能でない場合、このサーバーモデルはこの暗号化モードでサポート
されていない可能性があります。
4. このエラーがレガシー暗号化モードで表示され、iLO をリセットしても問題が修復されない場合は、認
定サポート担当者にお問い合わせください。

Unable to establish secure communication with the server
症状
サーバーとのセキュアな通信を確立できません。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：server-hardware.certificate.blade.add.certFail.addnohosttbird
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. サーバーを更新して、この問題を引き起こした可能性のある一時的なネットワーク状態を修正してく
ださい。
2. 問題が解決されない場合は、サーバーを取り外し、再度挿入してください。

Unable to download the BIOS settings attribute registry file
症状
BIOS 設定属性レジストリファイルをサーバーからダウンロードできません。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：server-hardware.mp.bios.bios.registry.server.error
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：BIOS
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. iLO へのネットワーク接続性が利用可能であることを確認して、サーバーを更新してください。
2. iLO Web インターフェイスを使用して iLO をリセットし、その後サーバーを更新してください。
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3. サーバーの電源を再投入し、サーバーが電源投入時セルフテストを完了するまで待機してから、サー
バーを更新してください。
4. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Unable to download the BIOS settings attribute registry file
症状
BIOS 設定属性レジストリファイルをサーバーからダウンロードできません。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：server-hardware.mp.bios.bios.registry.server.error.mc
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. ラック管理コントローラー（RMC）へのネットワーク接続性が利用可能であることを確認して、サー
バーを更新してください。
2. RMC をリセットして、サーバーを更新してください。
3. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Unable to read/write the BIOS settings attribute registry file
症状
BIOS 設定属性レジストリファイルを読み取り/書き込みできません。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：server-hardware.mp.bios.bios.registry.download.failed
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：BIOS
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. サーバーを更新します。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
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詳しくは
サポートケースをオープンにする

Unable to download the BIOS settings attribute registry file
症状
BIOS 設定属性レジストリファイルをサーバーからダウンロードできません。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：server-hardware.mp.bios.bios.registry.initiate.failed
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：BIOS
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. サーバーを更新します。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The server failed to access the storage volumes for the boot connection
症状
サーバーはポート X を使用してブート接続のためのストレージボリュームにアクセスできませんでした。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：server-hardware.profile.boot.device.somemissing
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：プロファイル
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
原因
接続は、スタンバイストレージコントローラーのブートターゲット情報で構成されます。
アクション
1. サーバーはほかのブート接続に関連付けられたボリュームにアクセスできるため、フルブート冗長性
が不要な場合は、このアラートをクリアできます。
2. 手動で指定されたブートターゲット情報がプロファイルの接続構成で正しいことを確認します。
3. 論理インターコネクトおよびインターコネクトリソースで関連するエラーまたは警告を解決します。
4. ストレージシステムがオンラインでアクセス可能であることを確認します。
5. サーバーにストレージシステム上のボリュームにアクセスする権限があり、ゾーニングが正しく構成
されていることを確認します。
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すべての問題に対処すると、HPE OneView は以下を行った後にこのアラートをクリアします。
• Gen9 サーバー - プロファイルの「アダプター構成とブート設定」を再適用します。
• Gen10 以降のサーバー - サーバーの電源をオンにし、電源投入時セルフテスト（POST）を完了し
ます。

The server failed to access any storage volumes associated with both boot connections
症状
サーバーは両方のブート接続に関連付けられたストレージボリュームへのアクセスに失敗しました。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：server-hardware.profile.boot.device.allmissing
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：プロファイル
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. 手動で指定されたブートターゲット情報がプロファイルの接続構成で正しいことを確認します。
2. 論理インターコネクトおよびインターコネクトリソースで関連するエラーまたは警告を解決します。
3. 指定されたデバイスに関連付けられている関連するエラーまたは警告を解決します。
4. ストレージシステムがオンラインでアクセス可能であることを確認します。
5. サーバーにストレージシステム上のボリュームにアクセスする権限があり、ゾーニングが正しく構成
されていることを確認します。
すべての問題に対処すると、HPE OneView は以下を行った後にこのアラートをクリアします。
• Gen9 サーバー - プロファイルの「アダプター構成とブート設定」を再適用します。
• Gen10 以降のサーバー - サーバーの電源をオンにし、電源投入時セルフテスト（POST）を完了し
ます。
6. サーバーがボリュームをブート可能デバイスとして検出したことを手動で確認した上で、サーバーの
中断を避けたい場合は、アラートを手動でクリアできます。

The embedded flash device has failed the iLO diagnostic self-test
症状
サーバーの内蔵フラッシュデバイスが iLO 診断セルフテストに失敗しました。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：server-hardware.opStatus.nandIssueDetected
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
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アクション
エラーおよび解決手順の詳細については、提供されているカスタマーアドバイザリを参照してください。

The server iLO SNMP interface is disabled
症状
サーバー iLO の SNMP インターフェイスが無効になっています。OneView では、サーバーを管理するた
めに SNMP インターフェイスが有効になっている必要があります。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：server-hardware.opStatus.snmp.disabled.config
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
iLO の SNMP インターフェイスを有効にし、HPE OneView でサーバーが更新されるまでお待ちくださ
い。

The iLO encountered a problem with the adapter
症状
iLO に X のアダプターに関する問題が発生しました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：server-hardware.devices.adapter.discover.ILO_PT_UNKNOWN_ERR
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
以下の手順を一度に 1 つずつ、問題が解決されるまで実行します。
1. サーバーハードウェアの iLO 管理インターフェイスを使用して iLO をリセットし、iLO のリセットが
完了するまで 2 分待機してください。
2. アダプターファームウェアが最新でない場合はアップデートします。
• サーバーハードウェアが非管理状態でない場合は、HPE OneView を使用してアダプターファーム
ウェアをアップデートします。
• それ以外の場合は、HPE Synergy ソフトウェアリリースの一部である Service Pack for ProLiant
（ファームウェアバンドル）を起動し、Smart Update Manager（SUM）を使用してファームウェア
をアップデートします。
3. サーバーハードウェアを交換します。
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The iLO encountered a problem with the adapter
症状
iLO に X のアダプターに関する問題が発生しました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：server-hardware.devices.adapter.discover.ILO_PT_INTERNAL_ERR
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
以下の手順を一度に 1 つずつ、問題が解決されるまで実行します。
1. サーバーハードウェアの iLO 管理インターフェイスを使用して iLO をリセットし、iLO のリセットが
完了するまで 2 分待機してください。
2. アダプターファームウェアが最新でない場合はアップデートします。
• サーバーハードウェアが非管理状態でない場合は、HPE OneView を使用してアダプターファーム
ウェアをアップデートします。
• それ以外の場合は、HPE Synergy ソフトウェアリリースの一部である Service Pack for ProLiant
（ファームウェアバンドル）を起動し、Smart Update Manager（SUM）を使用してファームウェア
をアップデートします。
3. サーバーハードウェアを交換します。

The iLO is unable to communicate with the adapter
症状
iLO は X のアダプターと通信できません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：server-hardware.devices.adapter.discover.ILO_PT_COMM_LOST
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. サーバーハードウェアの iLO 管理インターフェイスを使用して iLO をリセットし、iLO のリセットが
完了するまで 2 分待機してください。
2. 問題が解決されない場合は、サーバーハードウェアを交換してください。

The iLO is unable to communicate with the adapter
症状
iLO は X のアダプターと通信できません。MCTP はサーバーハードウェアで無効になっています。
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このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：server-hardware.devices.adapter.discover.ILO_PT_GLOBAL_MCTP_DISABLED
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. iLO 管理インターフェイスで、MCTP 工場出荷時設定へのリセットを開始してください。
a. ナビゲーションツリーでシステム情報をクリックし、デバイスインベントリタブをクリックします。
b. 検出をクリックします。
c. MCTP 工場出荷時リセットをクリックします。
d. はいをクリックします。

The iLO is unable to communicate with the adapter
症状
iLO は X のアダプターと通信できません。MCTP は Y に対しては無効です。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：server-hardware.devices.adapter.discover.ILO_PT_DEVICE_MCTP_DISABLED
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. iLO 管理インターフェイスで、MCTP 工場出荷時設定へのリセットを開始してください。
a. ナビゲーションツリーでシステム情報をクリックし、
デバイスインベントリタブをクリックします。
b. 検出をクリックします。
c. MCTP 工場出荷時リセットをクリックします。
d. はいをクリックします。

A server firmware update is in progress
症状
サーバーファームウェアのアップデートが進行中です。サーバーハードウェアのネットワークアダプ
ターが一時的に利用できなくなっている可能性があります。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：server-hardware.devices.adapter.discover.ILO_PT_FLASH_IN_PROGRESS
重大度：クリティカル
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ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. ファームウェアアップデートが完了するのを待ってから、操作を再度実行してください。
2. 問題が続く場合は、ベイ X のサーバーハードウェアを交換してください。

The adapter has a communication timeout
症状
X のアダプターの通信がタイムアウトになりました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：server-hardware.devices.adapter.discover.ILO_PT_TIMEOUT_VAUX
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. サーバーを更新して、操作を再試行します。
2. 問題が解決されない場合は、アダプターを取り外し、再度挿入してください。
3. または、アダプターファームウェアをアップデートします。

The adapter has a communication timeout
症状
X のアダプターの通信がタイムアウトになりました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：server-hardware.devices.adapter.discover.ILO_PT_TIMEOUT_VMAIN
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. サーバーを更新して、操作を再試行します。
2. 問題が解決されない場合は、アダプターを取り外し、再度挿入してください。
3. または、アダプターファームウェアをアップデートします。

The adapter is unable to communicate with the iLO
症状
X のアダプターは iLO と通信できません。
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このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：server-hardware.devices.adapter.discover.ILO_PT_ERROR_VAUX
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. サーバーハードウェアの iLO 管理インターフェイスを使用して iLO をリセットし、iLO のリセットが
完了するまで 2 分待機してください。
2. 問題が解決しない場合は、サーバーハードウェアからアダプターを取り外して再度挿入してください。

The adapter is unable to communicate with the iLO
症状
X のアダプターは iLO と通信できません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：server-hardware.devices.adapter.discover.ILO_PT_ERROR_VMAIN
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. サーバーハードウェアの iLO 管理インターフェイスを使用して iLO をリセットし、iLO のリセットが
完了するまで 2 分待機してください。
2. 問題が解決しない場合は、サーバーハードウェアからアダプターを取り外して再度挿入してください。

The iLO is unable to communicate with the adapter
症状
iLO は X のアダプターと通信できません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：server-hardware.devices.adapter.discover.ILO_PT_BUSY_VAUX
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. 数分待ってから、処理を再実行してください。
2. 問題が解決しない場合は、サーバーハードウェアからアダプターを取り外して再度挿入してください。
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The iLO is unable to communicate with the adapter
症状
iLO は X のアダプターと通信できません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：server-hardware.devices.adapter.discover.ILO_PT_BUSY_VMAIN
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. 数分待ってから、処理を再実行してください。
2. 問題が解決しない場合は、サーバーハードウェアからアダプターを取り外して再度挿入してください。

The adapter is unable to communicate with the iLO
症状
X のアダプターは iLO と通信できません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：server-hardware.devices.adapter.discover.ADAPT_BUSY
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. 数分待ってから、処理を再実行してください。
2. 問題が解決しない場合は、サーバーハードウェアからアダプターを取り外して再度挿入してください。
3. または、アダプターを交換してください。

The adapter reported incomplete or invalid configuration data
症状
X のアダプターは存在しますが、構成データが不完全または無効であることがレポートされました。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：server-hardware.devices.adapter.discover.ADAPT_ERROR
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
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アクション
以下の手順を一度に 1 つずつ、問題が解決されるまで実行します。
1. アダプターをサポートするために必要なソケットにプロセッサーが取り付けられていることを確認し
ます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある製品のユーザーガイドまたは QuickSpecs
ドキュメントを参照してください。
• https://www.hpe.com/info/synergy-docs
• https://www.hpe.com/info/qs
2. 該当する場合は、プロセッサーを追加するか、X のアダプターを取り外します。
3. アダプターファームウェアが最新でない場合はアップデートします。
• サーバーハードウェアが非管理状態でない場合は、HPE OneView を使用してアダプターファーム
ウェアをアップデートします。
• それ以外の場合は、HPE Synergy ソフトウェアリリースの一部である Service Pack for ProLiant
（ファームウェアバンドル）を起動し、Smart Update Manager（SUM）を使用してファームウェア
をアップデートします。
4. アダプターを取り外して、再度取り付けます。
5. iLO5 ベースのサーバーの場合は、サーバーまたは特定のアダプターのメザニンポートで iLO の MCTP
検出が無効になっているかどうかを確認します。
a. ナビゲーションツリーでシステム情報をクリックし、デバイスインベントリタブをクリックします。
b. 検出をクリックします。
c. 無効になっている場合は、MCTP 工場出荷時リセットをクリックします。
d. はいをクリックします。
6. アダプターを交換します。

The adapter returned invalid configuration data
症状
X のアダプターが無効な構成データを返しました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：server-hardware.devices.adapter.discover.MIL_DATA
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
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アクション
1. アダプターを取り外して、再度取り付けます。
2. または、アダプターファームウェアをアップデートします。
3. 問題が解決されない場合は、アダプターを交換します。

The adapter cannot communicate with the appliance
症状
データ交換の問題が発生したために X のアダプターがアプライアンスと通信できません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：server-hardware.devices.adapter.discover.MIL_ERROR
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
以下の手順を一度に 1 つずつ、問題が解決されるまで実行します。
1. 操作を再試行してください。
2. アダプターファームウェアが最新でない場合はアップデートします。
• サーバーハードウェアが非管理状態でない場合は、HPE OneView を使用してアダプターファーム
ウェアをアップデートします。
• それ以外の場合は、HPE Synergy ソフトウェアリリースの一部である Service Pack for ProLiant
（ファームウェアバンドル）を起動し、Smart Update Manager（SUM）を使用してファームウェア
をアップデートします。
3. アダプターを取り外して、再度取り付けます。
4. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The adapter cannot communicate with the appliance
症状
データ交換の問題が発生したために X のアダプターがアプライアンスと通信できません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：server-hardware.devices.adapter.discover.AMIL_EXCHANGE_ERROR
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
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アクション
以下の手順を一度に 1 つずつ、問題が解決されるまで実行します。
1. 操作を再試行してください。
2. アダプターファームウェアが最新でない場合はアップデートします。
• サーバーハードウェアが非管理状態でない場合は、HPE OneView を使用してアダプターファーム
ウェアをアップデートします。
• それ以外の場合は、HPE Synergy ソフトウェアリリースの一部である Service Pack for ProLiant
（ファームウェアバンドル）を起動し、Smart Update Manager（SUM）を使用してファームウェア
をアップデートします。
3. アダプターを取り外して、再度取り付けます。
4. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The OneView appliance is unable to communicate with the iLO
症状
OneView アプライアンスは iLO と通信できません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：server-hardware.devices.adapter.discover.ILO_MCTP_ERR
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. サーバーハードウェアの iLO 管理インターフェイスを使用して iLO をリセットし、iLO のリセットが
完了するまで 2 分待機してください。
2. 問題が解決されない場合は、サーバーハードウェアを取り外し、再度挿入してください。

The OneView appliance is unable to communicate with the iLO and adapter
症状
OneView アプライアンスは iLO および X のアダプターと通信できません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：server-hardware.devices.adapter.discover.ILO_MCTP_POST_ERR
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}

HPE OneView のエラーとアラート

513

アクション
1. サーバーハードウェアの iLO 管理インターフェイスを使用して iLO をリセットし、iLO のリセットが
完了するまで 2 分待機してください。
2. 問題が解決されない場合は、サーバーハードウェアを取り外し、再度挿入してください。

The adapter is missing information
症状
X のアダプターに情報がないため検出できません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：server-hardware.devices.adapter.discover.ILO_MCTP_XML_RESPONSE_ERR
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. サーバーハードウェアの iLO 管理インターフェイスを使用して iLO をリセットし、iLO のリセットが
完了するまで 2 分待機してください。
2. または、アダプターファームウェアをアップデートします。
3. 問題が解決されない場合は、アダプターを交換します。

Parameter value does not match expected pattern
症状
パラメーター X で、値 Y が予想されたパターン Z と一致しません。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：server-hardware.devices.adapter.discover.INVALID_ARGUMENT
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
パラメーター X の DCI データが、予想されたパターンと適合することを確認してください。

Unable to discover the server hardware
症状
サーバーハードウェアを検出できません。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：server-hardware.devices.adapter.discover.UNABLE_TO_DISCOVER
重大度：クリティカル
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ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
提供されるエラーに関する追加情報を確認し、推奨される処置に従ってください。

The iLO does not meet the minimum firmware requirement
症状
サーバーハードウェアの iLO は、ネットワーク接続を定義する最小ファームウェア要件を満たしていませ
ん。サーバーハードウェアの iLO ファームウェアはバージョン X であり、最小サポートバージョンは Y
です。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：server-hardware.devices.adapter.discover.CR4DL_ILO5_FW_NOT_MINIMUM
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
iLO ファームウェアをアップデートします。

Network adapter does not meet the minimum firmware requirement
症状
ネットワークアダプター X は、ネットワーク接続を定義する最小ファームウェア要件を満たしていませ
ん。ネットワークアダプターのファームウェアはバージョン A ですが、最小サポートバージョンは B で
す。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：server-hardware.devices.adapter.discover.CR4DL_ADAPTER_FW_NOT_MINIMUM
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
ネットワークアダプターのファームウェアをアップデートしてください。

The iLO and adapter firmware versions do not meet the minimum firmware
requirements
症状
iLO およびアダプターのファームウェアバージョンは、指定されたネットワーク接続の最小ファームウェ
ア要件を満たしていません。最小サポートバージョンは X で、現在のバージョンは Y です。iLO の最小サ
ポートバージョンは A で、現在のバージョンは B です。
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このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：server-hardware.devices.adapter.discover.CR4DL_ILO5_AND_ADAPTER_FW_NOT_MINIMUM
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
ネットワークアダプターのファームウェアおよび iLO ファームウェアをアップデートします。

A problem occurred while retrieving the network adapter information
症状
サーバーハードウェア X のネットワークアダプター情報を取得中に問題が発生しました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：serverhardware.devices.adapter.discover.CR4DL_UNABLE_TO_READ_NETWORK_ADAPTER_INFO
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
以下の手順を一度に 1 つずつ、問題が解決されるまで実行します。
1. サーバーのすべてのアダプターが適切に取り付けられて構成されていることを確認してください。
このサーバーですべてのアダプターがサポートされていることを確認するには、Hewlett Packard
Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）の HPE OneView サポートマ
トリックス（HPE Synergy 用）を参照してください。
2. サーバーを更新します。
3. iLO にログインし、[システム情報]ページの[デバイスインベントリ]タブにアダプターが表示されるこ
とを確認してください。
4. サーバーハードウェアの iLO 管理インターフェイスを使用して iLO をリセットし、iLO のリセットが
完了するまで 2 分待機してください。
5. アダプターファームウェアが最新でない場合はアップデートします。
• サーバーハードウェアが非管理状態でない場合は、HPE OneView を使用してアダプターファーム
ウェアをアップデートします。
• それ以外の場合は、HPE Synergy ソフトウェアリリースの一部である Service Pack for ProLiant
（ファームウェアバンドル）を起動し、Smart Update Manager（SUM）を使用してファームウェア
をアップデートします。
6. アダプターを取り外して、再度取り付けます。
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Unable to discover adapter information
症状
アダプター情報を検出できません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：server-hardware.devices.adapter.discover.NO_ILO_DISCOVERY_COMPLETE
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. サーバーの電源を再投入し、POST（Power On Self Test）を完了させます。
2. サーバーハードウェアを更新します。

Unable to determine the firmware version
症状
サーバーハードウェア X のコンポーザブルラック対応のネットワークアダプターのファームウェアバー
ジョンを確認できません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：server-hardware.devices.adapter.discover.CR4DL_NO_SUPPORTED_NETWORK_ADAPTER
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
以下の手順を一度に 1 つずつ、問題が解決されるまで実行します。
1. サーバーのすべてのアダプターが適切に取り付けられて構成されていることを確認してください。
このサーバーですべてのアダプターがサポートされていることを確認するには、Hewlett Packard
Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）の HPE OneView サポートマ
トリックス（HPE Synergy 用）を参照してください。
2. サーバーを更新します。
3. iLO にログインし、[システム情報]ページの[デバイスインベントリ]タブにアダプターが表示されるこ
とを確認してください。
4. サーバーハードウェアの iLO 管理インターフェイスを使用して iLO をリセットし、iLO のリセットが
完了するまで 2 分待機してください。
5. アダプターファームウェアが最新でない場合はアップデートします。
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• サーバーハードウェアが非管理状態でない場合は、HPE OneView を使用してアダプターファーム
ウェアをアップデートします。
• それ以外の場合は、HPE Synergy ソフトウェアリリースの一部である Service Pack for ProLiant
（ファームウェアバンドル）を起動し、Smart Update Manager（SUM）を使用してファームウェア
をアップデートします。
6. アダプターを取り外して、再度取り付けます。

Unable to discover network adapter information
症状
管理プロセッサーから返されたデータが期待どおりではなかったため、ネットワークアダプター情報を検
出できません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：server-hardware.devices.adapter.discover.error
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. サーバーハードウェアを更新します。
2. 問題が解決しない場合は、サーバーハードウェアの iLO 管理インターフェイスを使用して iLO をリ
セットします。
iLO のリセットが完了し、サーバーハードウェア情報が HPE OneView でアップデートされるまで 2 分
間待ちます。

Unable to discover network adapter information
症状
管理プロセッサーとの通信の問題のため、ネットワークアダプター情報を検出できません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：server-hardware.devices.adapter.discover.communication.error
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. サーバーハードウェアを更新します。
2. 問題が解決しない場合は、サーバーハードウェアの iLO 管理インターフェイスを使用して iLO をリ
セットします。
iLO のリセットが完了し、サーバーハードウェア情報が HPE OneView でアップデートされるまで 2 分
間待ちます。
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Unable to discover network adapter information
症状
サーバーが不整合状態のため、ネットワークアダプター情報を検出できません。これは、サーバーの検出
中にサーバーの電源を入れなおした結果である可能性があります。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：server-hardware.devices.adapter.discover.inconsistent.state
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
サーバーハードウェアを更新します。

Unable to discover network adapter information
症状
HPE OneView が管理プロセッサーにログインできなかったため、ネットワークアダプター情報を検出で
きません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：server-hardware.devices.adapter.discover.login.failure
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. サーバーがこの HPE OneView インスタンスで管理されていることを確認します。
2. サーバーハードウェアを更新します。

The adapter reported incomplete or invalid configuration data
症状
X のアダプターは存在しますが、構成データが不完全または無効であることがレポートされました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：server-hardware.devices.adapter.fru.mismatch
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
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アクション
以下の手順を一度に 1 つずつ、問題が解決されるまで実行します。
1. アダプターをサポートするために必要なソケットにプロセッサーが取り付けられていることを確認し
ます。
詳しくは、以下のいずれかを参照してください。
• 製品固有のユーザーガイド（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）
• Quickspecs（https://www.hpe.com/info/qs）
2. プロセッサーを追加するか、X のアダプターを取り外します。
3. 次のいずれかを実行します。
• サーバーハードウェアが非管理状態でない場合は、HPE OneView を使用してアダプターファーム
ウェアをアップデートします。
• それ以外の場合は、HPE Synergy ソフトウェアリリースの一部である Service Pack for ProLiant
（SPP）を起動し、Smart Update Manager（SUM）を使用してファームウェアをアップデートしま
す。
4. X のアダプターを取り外してから再度挿入します。
5. iLO5 ベースのサーバーの場合は、サーバーまたは特定のアダプターのメザニンポートで iLO の MCTP
検出が無効になっているかどうかを確認します。
a. iLO 管理インターフェイスのナビゲーションツリーでシステム情報をクリックし、デバイスインベ
ントリタブをクリックします。
b. 検出をクリックします。
c. 無効になっている場合は、MCTP 工場出荷時リセットを選択し、確認画面ではいをクリックして有
効にします。
6. 5. X のアダプターを交換します。

Unable to get switch information for the device
症状
スロット X、ポート Y にあるデバイスのスイッチ情報を取得できません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：server-hardware.devices.server.portmap.switch.info
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. スロット X、ポート Y のデバイスに接続されているスイッチにエラーがないことを確認します。
2. サーバーハードウェアを更新します。
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Unable to discover network adapters
症状
サーバーの電源をオンにできなかったため、ネットワークアダプターを検出できません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：server-hardware.devices.powerondiscovery.poweron
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. iLO のインテグレーテッドマネジメントログ（IML）を調べてサーバーの電源オン要求が拒否されたか
どうかを確認します。
2. 必要なアクションを実行し、サーバーの電源をオンにできることを確認してからサーバーハードウェ
アを更新します。

Unable to configure server to power on
症状
アダプター検出のために電源をオンにするようにサーバーを構成できません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：server-hardware.devices.powerondiscovery.serverev
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. サーバーハードウェアを更新します。
2. 問題が続く場合は、iLO をリセットしてから、サーバーハードウェアを更新します。

Unable to power off the server
症状
ネットワークアダプターの検出後にサーバーの電源をオフにすることができません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：server-hardware.devices.powerondiscovery.poweroff
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
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アクション
サーバーの電源をオフにしてから、アラートを手動でクリアします。

The server has transitioned out of maintenance mode
症状
サーバーはメンテナンスモードから移行しましたが、1 つ以上の警告がアクティブなままです。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：server-hardware.opStatus.outofmaintenancemode.withwarningstatus
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
このサーバーのアクティブなアラートを確認し、解決するための適切なアクションを行います。

The server has transitioned out of maintenance mode
症状
サーバーはメンテナンスモードから移行しましたが、1 つ以上のクリティカルアラートがアクティブなま
まです。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：server-hardware.opStatus.outofmaintenancemode.withcriticalstatus
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
このサーバーのアクティブなアラートを確認し、解決するための適切なアクションを行います。

The firmware update operation was unable to update
症状
ファームウェアアップデート操作で、ファームウェアやドライバーの 1 つ以上のコンポーネントをアップ
デートできませんでした。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：profilemgr.FirmwareSettingsInconsistent
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-profiles/{id}
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アクション
1. サーバーの更新を実行した後で、操作を再度実行してください。
2. それでも問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して次の情報を提供してください。
• サポートダンプファイル
• iLO から収集された AHS ログ
3. Smart Update Tools を使用してファームウェアアップデートを実行した場合は、Smart Update Tools
で提供されている gatherlogs スクリプトを実行して収集したログファイルも含めてください。

The firmware components were not installed
症状
ファームウェアコンポーネント X は、選択されたファームウェアバンドルで利用できる新しいバージョン
のドライバーに依存していますが、[ファームウェアのみ（Smart Update Tools を使用）]オプションが選択
されているため、インストールされていません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：profilemgr.FirmwareSettingsInconsistent
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-profiles/{id}
アクション
1. オペレーティングシステムのドライバーを次の方法でアップグレードします。
• Smart Update Manager を使用する。
• プロファイルを編集して[ファームウェアとドライバー（Smart Update Tools を使用）]オプションを
選択する。

One or more firmware components are inconsistent with the specified firmware baseline
症状
次のファームウェアコンポーネントは、指定されたファームウェアベースラインとの整合性がありませ
ん: X
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：profilemgr.FirmwareNotAtBaseline
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-profiles/{id}
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アクション
1. サーバーの電源を再投入し、POST（Power On Self Test）が完了するまで待機してください。
2. 問題が解決されない場合は、サーバープロファイルを再適用して、ファームウェアを再度アップデー
トしてください。

The firmware baseline applied on the server hardware is inconsistent
症状
サーバーハードウェアに適用されているファームウェアベースラインが、サーバープロファイル内で選択
されているファームウェアベースラインと一致していません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：profilemgr.FirmwareBaselineMismatch
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-profiles/{id}
アクション
選択したファームウェアベースラインがサーバーハードウェアに適用されていることを確認するには、プ
ロファイルを再適用します。

Firmware and drivers update using Smart Update Tools cannot be done
症状
Smart Update Tools を使用したファームウェアおよびドライバーのアップデートは、選択された SPP お
よびサーバーで検出された Smart Update Tools バージョンでは実行できません。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：profilemgr.FirmwareNotSupportedGen10Esxi
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-profiles/{id}
アクション
1. サーバーに、Smart Update Tools バージョン 2.4.0.0 以降をインストールしてください。
2. Smart Update Manager（SUM）バージョン 8.4.0 以降を含む SPP を選択することによってファーム
ウェアアップデートを再度実行してください。

Firmware update using Smart Update Tools cannot be done
症状
Smart Update Tools を使用したファームウェアアップデートは、選択された SPP およびサーバーで検出
された Smart Update Tools バージョンでは実行できません。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
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ID：profilemgr.FirmwareNotSupportedGen10Esxi
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-profiles/{id}
アクション
1. サーバーに、Smart Update Tools バージョン 2.4.0.0 以降をインストールしてください。
2. Smart Update Manager（SUM）バージョン 8.4.0 以降を含む SPP を選択することによってファーム
ウェアアップデートを再度実行してください。

Smart Update Tools is not responding or is not running
症状
Smart Update Tools が応答していないか起動しておらず、ファームウェアのインストール状態が{ステー
タス}です。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：profilemgr.FirmwareUpdateHang
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-profiles/{id}
アクション
1. 以下のディレクトリを無効にします。
• %localappdata%\sut\sum および%systemdrive%\Windows\Temp\sut\sum（Windows）
• /var/tmp/sut/sum（Linux）
2. ベースライン設定を適用することにより、操作を再度実行してください。
3. 問題が解決されない場合は、以下の操作を実行します。
a. サーバーにログインし、コマンドプロンプトまたはシェルを開きます。
b. ディレクトリをステージングロケーションに変更します。
c. gatherlogs コマンドを実行して、SUM および SUT のログを収集します。
4. サポートスペシャリストに連絡して、ログとサポートダンプファイルを提供してください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする
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A new firmware baseline has been applied on this server
症状
新しいファームウェアベースラインがこのサーバーで適用されています。OneView は、オペレーティング
システムおよびドライバーのインベントリ情報の検出を待機し、検出してからファームウェアおよびドラ
イバーのアップデートに進みます。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：profilemgr.FirmwareUpdateHang
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-profiles/{id}
アクション
AMS がオペレーティングシステムにインストールされていること、および実行中の状態であることを確
認します。
AMS が開始すると、HPE OneView はインベントリを収集し、ファームウェアのアップデートを開始しま
す。

The firmware has been installed, but a reboot is required for activation
症状
ファームウェアはインストール済みですが、アクティブ化には再起動が必要です。システムがメンテナン
スモードになっていないため、再起動は実行されませんでした。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：profilemgr.ServerNotInMaintenanceMode
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-profiles/{id}
アクション
システムのメンテナンスモードを有効にします。HPE Smart Update Tools が再起動を実行します。

The "Firmware Only" option is not supported when X security mode has been enabled
症状
このサーバーに対して X セキュリティモードが有効にされているとき、"Firmware Only"オプションはサ
ポートされていません。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：profilemgr.FirmwareNotSupportedHighSecurity
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-profiles/{id}
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アクション
1. 次のいずれかを実行します。
• Smart Update Tools のみを使用したファームウェアオプションを使用してファームウェアアップ
デートを試みます。
• iLO を本番稼働モードに切り替えてファームウェアをアップデートします。

The firmware installation for the server X has been rescheduled
症状
サーバー X のファームウェアインストールは Y に再度スケジュール設定されました。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：profilemgr.FirmwareScheduleDelayed
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-profiles/{id}
アクション
提案されたスケジュールを許容できる場合は、アラートをクリアします。
それ以外の場合は、プロファイルを編集して新しいスケジュールを指定することによって、再度スケ
ジュール設定してください。

The firmware and drivers do not match the firmware baseline
症状
X のファームウェアとドライバーがファームウェアベースラインと一致しません。Smart Update Tools
がサーバーのオペレーティングシステムで実行されていないため、スケジュールされたインストールを完
了できません。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：firmwareschedule.server.poweredOff
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
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アクション
スケジュールされたファームウェアのインストールの前に、サーバーの電源が入っていること、およびオ
ペレーティングシステムが起動していることを確認してください。

The firmware and drivers on X do not match the firmware baseline
症状
X のファームウェアとドライバーがファームウェアベースラインと一致しません。Smart Update Tools
がスケジュールされた時間に必須モード"AutoDeployReboot"で実行されなかった可能性があるため、スケ
ジュールされたインストールを完了できませんでした。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：firmwareschedule.server.poweredOffAndTimeElapsed
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. サーバー上のファームウェアのインストールのスケジュールを適切な時間に変更します。
2. インストールを実行するためには、その時間にサーバーの電源がオンになり、Smart Update Tools が
"AutoDeployReboot"モードで実行されるように構成されていることを確認してください。

The firmware and drivers do not match the firmware baseline
症状
X のファームウェアとドライバーがファームウェアベースラインと一致しません。Smart Update Tools
がサーバーのオペレーティングシステムで実行されていないため、スケジュールされたインストールを完
了できません。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：firmwareschedule.server.sutNotRunning
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
スケジュールされたファームウェアのインストールの前に、HPE Smart Update Tools 2.0.0.0 以降がイン
ストールされていること、および実行中の状態であることを確認してください。

The firmware and drivers do not match the firmware baseline
症状
X のファームウェアとドライバーがファームウェアベースラインと一致しません。Smart Update Tools
が必要なモードで実行されていないため、スケジュールされたインストールを完了できません。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
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ID：firmwareschedule.server.sutModeNotSupported
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. スケジュールされたファームウェアのインストールの前に、HPE Smart Update Tools 2.0.0.0 以降がイ
ンストールされていること、および実行中の状態であることを確認してください。
2. モードが AutoDeployReboot に設定されていることを確認してください。

Unable to clear the secure boot mode settings
症状
サーバー X で、ファームウェアアップデート後に、セキュアブートモードの設定をクリアできません。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：server.secureboot.notdisabled
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
サーバーの電源を入れ、システムの電源投入時セルフテスト（POST）中にオプション F9 を選択して、
ROM ベースセットアップユーティリティ（RBSU）に入ります。
セキュアブートモードは RBSU から無効にできます。

Server hardware will not be able to participate in the compliance report generation
症状
サーバーハードウェアは内部エラーのためコンプライアンスレポート作成に参加できません。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：Cryptography.compatibilityReport.server-hardware
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：アプライアンス
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. アプライアンスを再起動します。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする
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Unable to establish trusted communication with the appliance iLO
症状
ベイ X 内のアプライアンスの iLO との信頼された通信を確立できません。
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IDS：
• composer2.trustFailure.sslexpired

• composer2.add.certFail.addexpired

• composer2.trustFailure.sslnotyetvalid

• composer2.add.certFail.addnotyetvalid

• composer2.trustFailure.sslnoca

• composer2.add.certFail.addnoca

• composer2.trustFailure.sslchaindepth

• composer2.add.certFail.addchaindepth

• composer2.trustFailure.sslgeneric

• composer2.add.certFail.addcertmissing

• composer2.trustFailure.sslencode

• composer2.add.certFail.addgeneric

• composer2.trustFailure.ssleku

• composer2.add.certFail.addencode

• composer2.trustFailure.sslpublickeyalg

• composer2.add.certFail.addeku

• composer2.trustFailure.sslsignalg

• composer2.add.certFail.addpublickeyalg

• composer2.trustFailure.sslcrl

• composer2.add.certFail.addsignalg

• composer2.trustFailure.sslcrlexpired

• composer2.add.certFail.addcrl

• composer2.trustFailure.sslcrlnoissuer

• composer2.add.certFail.addcrlexpired

• composer2.trustFailure.sslversion

• composer2.add.certFail.addcrlnoissuer

• composer2.trustFailure.sslkeylen

• composer2.add.certFail.addversion

• composer2.trustFailure.sslkeyusg

• composer2.add.certFail.addkeylen

• composer2.trustFailure.sslbasicconstraint

• composer2.add.certFail.addkeyusg

• composer2.trustFailure.sslmissingca

• composer2.add.certFail.addbasicconstraint

• composer2.trustFailure.sslhostempty

• composer2.add.certFail.addmissingca

• composer2.trustFailure.sslhostunknown

• composer2.add.certFail.addhostempty

• composer2.trustFailure.sslhostinvalid

• composer2.add.certFail.addhostunknown

• composer2.trustFailure.sslhostnotfound

• composer2.add.certFail.addhostinvalid

• composer2.trustFailure.sslhostcheckfail

• composer2.add.certFail.addhostnotfound

• composer2.trustFailure.sslunknownca

• composer2.add.certFail.addhostcheckfail

• composer2.trustFailure.ssladdrinvalid

• composer2.add.certFail.addunknownca

• composer2.trustFailure.sslnotreachable

• composer2.add.certFail.addaddrinvalid

• composer2.trustFailure.sslioerr

• composer2.add.certFail.addioerr

• composer2.trustFailure.sslhandshake

• composer2.add.certFail.addhandshake

• composer2.trustFailure.sslconnerr

• composer2.add.certFail.addconnerr

• composer2.trustFailure.sslinvalidcert

• composer2.add.certFail.addinvalidcert

• composer2.trustFailure.sslcaverifyerr

• composer2.add.certFail.addcaverifyerr

• composer2.trustFailure.sslrevoke

• composer2.add.certFail.addrevoke

• composer2.trustFailure.sslnocert

• composer2.add.certFail.addnocert
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IDS：
• composer2.trustFailure.sslprotocol

• composer2.add.certFail.addprotocol

• composer2.trustFailure.sslnohosttbird

• composer2.add.certFail.addnohosttbird
• composer2.add.certFail.addnotreachable

重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. エンクロージャーを更新して、この問題を引き起こした可能性のある一時的なネットワーク状態を修
正してください。
2. 問題が解決されない場合は、以下の操作を実行します。
a. アプライアンスの電源をオフにします。
b. アプライアンスを取り外し、エンクロージャーに再挿入してください。
c. エンクロージャーを更新してください。
3. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Unable to establish trusted communication with the appliance iLO
症状
ベイ X 内のアプライアンスの iLO との信頼された通信を確立できません。iLO の有効な証明書が
OneView トラストストア内に見つかりませんでした。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：composer2.trustFailure.sslcertmissing
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. アプライアンス iLO への外部アクセスが構成されている場合は、表示されるリンクを使用して HPE
OneView トラストストアをアプライアンス iLO の証明書でアップデートしてください。
2. サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供してください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする
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インターコネクトモジュールエラー
The logical interconnect is in degraded state
症状
スタッキングヘルスが冗長接続されていないため、論理インターコネクトは劣化状態です。
ID：crm.logicalInterconnectStateChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/logical-interconnects
アクション
論理インターコネクト内のインターコネクトが構成されていて、冗長接続であることを確認してくださ
い。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプを
参照してください。

The stacking health has changed to disconnected
症状
スタッキングヘルスは、切断に変わりました。
ID：crm.logicalInterconnectStateChange
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/logical-interconnects
アクション
論理インターコネクト内のインターコネクトが構成されていて、フルスタック（冗長接続）であることを
確認してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプを
参照してください。

The following interconnects are in critical state
症状
次のインターコネクトがクリティカル状態です：X
ID：crm.logicalInterconnectStateCritical
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/logical-interconnects
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原因
インターコネクトモジュールはクリティカル状態です。
アクション
リストされたインターコネクトのアラートを表示して、提示される推奨事項に従いアラートをクリアしま
す。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプを
参照してください。

The following interconnects are absent
症状
次のインターコネクトが存在しません：X
ID：crm.logicalInterconnectStateAbsent
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/logical-interconnects
原因
インターコネクトがありません。
アクション
不足しているインターコネクトをインストールします。

The following interconnects do not match expected interconnect type
症状
次のインターコネクトは予想されたインターコネクトタイプと一致しません：X
ID：crm.logicalInterconnectStateMismatch
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/logical-interconnects
原因
インストールされているインターコネクトタイプが、論理インターコネクトグループによって指定された
タイプと一致しません。
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アクション
インターコネクトを取り外し、一致するインターコネクトタイプと交換してください。

The logical interconnect is inconsistent with the logical interconnect group
症状
論理インターコネクトは論理インターコネクトグループと整合性がありません。
ID：crm.complianceChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/logical-interconnects
アクション
1. 次のいずれかを実行します。
• 論理インターコネクトが論理インターコネクトグループと一貫していなければならない場合は、論
理インターコネクト構成をアップデートしてください。
• 論理インターコネクトが一貫している必要が場合は、アラートをクリアします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘル
プを参照してください。

The logical interconnect is consistent with the logical interconnect group
症状
論理インターコネクトは論理インターコネクトグループと整合性があります。
ID：crm.complianceChange
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/logical-interconnects
アクション
対応する必要はありません。

The interconnect is unmanaged
症状
インターコネクトは非管理です。
ID：crm.logicalInterconnectStateChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/logical-interconnects
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アクション
1. 論理インターコネクトグループは、このベイロケーションのインターコネクトを指定します。ベイに
正しいインターコネクトが挿入されていることを確認してください。
2. 論理インターコネクトビューおよびファームウェアのアップデートアクションを使用して、インター
コネクトファームウェアを最新の SPP ファームウェアバンドルに更新します。
アプライアンス上のファームウェアバンドルをリストおよび管理するには、ファームウェアバンドル
ビューを使用します。

The interconnect is unsupported
症状
インターコネクトはサポートされていません。
ID：crm.logicalInterconnectStateChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/logical-interconnects
アクション
インターコネクトを現在のベイ位置から取り外し、指定されたインターコネクトと交換してください。

The interconnect module is either absent or the wrong type
症状
インターコネクトモジュールのタイプが存在しないか不正です。X インターコネクトモジュールが必要
です。
ID：crm.logicalInterconnectStateChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/logical-interconnects
原因
• インターコネクトがありません。
• インターコネクトが正しいタイプではありません。
アクション
ベイに正しいインターコネクトタイプを取り付けてください。

Renamed due to an enclosure name change
症状
エンクロージャー名が変更されたため X に名前が変更されました。
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ID：crm.nameChange
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/logical-interconnects
アクション
対応する必要はありません。

Renamed due to a logical enclosure name change
症状
論理エンクロージャー名が変更されたため X に名前が変更されました。
ID：crm.nameChange
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/logical-interconnects
アクション
対応する必要はありません。

Logical interconnect cannot contain Virtual Connect and Cisco
症状
論理インターコネクトの中に Virtual Connect モジュールと Cisco Fabric Extender モジュールの両方を含
めることはできません。
ID：crm.complianceChange
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/logical-interconnects
アクション
論理インターコネクトに追加の変更を行う前に、グループからアップデートを実行して Cisco Fabric
Extender モジュールを削除します。

The interconnect is not supported by the enclosure
症状
インターコネクトは X エンクロージャーモデルでサポートされていません。
ID：crm.logicalInterconnectStateChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/logical-interconnects
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アクション
1. エンクロージャーを削除します。
インターコネクトは HPE BladeSystem c7000 Enclosure G2 以降のモデルでのみサポートされていま
す。
2. インターコネクトをエンクロージャーから取り外します。
3. インターコネクトを HPE BladeSystem c7000 Enclosure G2 以降のエンクロージャーへ移動してか
ら、そのエンクロージャーを追加します。

Logical interconnect connectivity limited by unsupported enclosure
症状
次のインターコネクトが X エンクロージャーモデルでサポートされていないため、論理インターコネクト
接続は制限されています: Y
ID：crm.logicalInterconnectStateChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/logical-interconnects
アクション
1. エンクロージャーを削除します。
インターコネクトモジュールは HPE BladeSystem c7000 Enclosure G2 以降のモデルでのみサポート
されています。
2. インターコネクトをエンクロージャーから取り外します。
3. インターコネクトを HPE BladeSystem c7000 Enclosure G2 以降のエンクロージャーへ移動してか
ら、そのエンクロージャーを追加します。

The firmware does not support LLDP tagging
症状
X 上のファームウェアが LLDP タギングをサポートしていません。
ID：crm.enableTaggedLLDP
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/logical-interconnects
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アクション
論理インターコネクトのファームウェアを、バージョン 4.30 以上の Virtual Connect ファームウェアを含
むベースラインにアップデートして、LLDP 拡張 TLV を有効にしてください。

The firmware does not support LLDP enhanced TLV
症状
X 上のファームウェアが LLDP 拡張 TLV をサポートしていません。
ID：crm.enableTaggedLLDP
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/logical-interconnects
アクション
論理インターコネクトのファームウェアを、バージョン 4.30 以上の Virtual Connect ファームウェアを含
むベースラインにアップデートして、LLDP 拡張 TLV を有効にしてください。

The logical interconnect is connected to more than one logical switch
症状
論理インターコネクトは、複数の論理スイッチに接続されます。
ID：crm.logicalInterconnectStateChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/logical-interconnects
アクション
1 つの論理インターコネクトが 1 つの論理スイッチのみに接続されていることを確認してください。

{Task} started for logical interconnect Y
症状
論理インターコネクト Y の{Task}を開始しました。
ID：crm.logicalInterconnectStateChange
重大度：情報
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/logical-interconnects
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アクション
対応する必要はありません。

Update success for logical interconnect
症状
論理インターコネクト X のアップデートが成功しました。
ID：crm.logicalInterconnectStateChange
重大度：情報
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/logical-interconnects
アクション
対応する必要はありません。

Activate success for logical interconnect
症状
論理インターコネクト X のアクティブ化が成功しました。
ID：crm.logicalInterconnectStateChange
重大度：情報
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/logical-interconnects
アクション
対応する必要はありません。

Stage success for logical interconnect
症状
論理インターコネクト X のステージングが成功しました。
ID：crm.logicalInterconnectStateChange
重大度：情報
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/logical-interconnects
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アクション
対応する必要はありません。

Firmware update failed for logical interconnect
症状
論理インターコネクト X のファームウェアのアップデートに失敗しました。
ID：crm.logicalInterconnectStateChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/logical-interconnects
アクション
1. インターコネクトが次のいずれかの状態の場合、ファームウェアアップデートを再試行してください。
• 構成済み
• アンマネージド
• メンテナンス
• 構成
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE OneView（HPE Synergy 用）ファームウェアおよびドライバーアップデートガイドを参照し
てください。
インターコネクトがその他の状態の場合は、エンクロージャーをアップデートしてからファームウェ
アアップデートを再度実行してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Firmware activate failed for logical interconnect
症状
論理インターコネクト X のファームウェアのアクティブ化に失敗しました。
ID：crm.logicalInterconnectStateChange
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/logical-interconnects
アクション
1. インターコネクトが次のいずれかの状態の場合、ファームウェアアップデートを再試行してください。
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• 構成済み
• アンマネージド
• メンテナンス
• 構成
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE OneView（HPE Synergy 用）ファームウェアおよびドライバーアップデートガイドを参照し
てください。
インターコネクトがその他の状態の場合は、エンクロージャーを更新してからファームウェアアップ
デートを再度実行してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Firmware staging failed for logical interconnect
症状
論理インターコネクト X のファームウェアのステージングに失敗しました。
ID：crm.logicalInterconnectStateChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/logical-interconnects
アクション
1. インターコネクトが次のいずれかの状態の場合、ファームウェアアップデートを再試行してください。
• 構成済み
• アンマネージド
• メンテナンス
• 構成
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE OneView（HPE Synergy 用）ファームウェアおよびドライバーアップデートガイドを参照し
てください。
インターコネクトがその他の状態の場合は、エンクロージャーをアップデートしてからファームウェ
アアップデートを再度実行してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする
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Firmware update request rejected for X
症状
通常時の最大ファームウェアアップデート操作 Y を超えているため、X のファームウェアのアップデート
リクエストは拒絶されました。
（ここで、
X - 論理インターコネクト名
Y - キューサイズ）
ID：crm.logicalInterconnectStateChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/logical-interconnects
原因
一定時間に実行できるファームウェアアップデート数が、キューサイズを超えました。
アクション
論理インターコネクトファームウェアアップデートを後で再実行してください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The logical interconnect cannot complete the firmware operation
症状
論理インターコネクト X はファームウェア操作を完了できません。
ID：crm.logicalInterconnectStateChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/logical-interconnects
アクション
1. インターコネクトのアクティビティビューにアクセスして、提示される推奨事項に従ってインターコ
ネクトを構成済み状態に戻すか、ファームウェアがサポートされていない場合、管理されていない状
態になります。
2. インターコネクトが有効な状態に戻った後で、論理インターコネクトのファームウェアアップデート
を再度実行してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE OneView（HPE Synergy 用）ファームウェアおよびドライバーアップデートガイドを参照し
てください。
3. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
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詳しくは
サポートケースをオープンにする

The following interconnects require a firmware update
症状
インストールされたファームウェアバージョンは HPE OneView のサポートされる最小ファームウェア
バージョンと一致しないため、次のインターコネクトはファームウェアのアップデートが必要です。
ID：crm.logicalInterconnectStateChange
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/logical-interconnects
アクション
論理インターコネクト X でファームウェアをアップデートしてください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る HPE OneView（HPE Synergy 用）ファームウェアおよびドライバーアップデートガイドを参照してく
ださい。

The following interconnects require a firmware update
症状
インストールされたファームウェアバージョンは要求されるファームウェアバージョンと一致しないた
め、次のインターコネクトはファームウェアのアップデートが必要です。
ID：crm.logicalInterconnectStateChange
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/logical-interconnects
アクション
論理インターコネクト X でファームウェアをアップデートしてください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプを
参照してください。

{SPP name} is staged but not activated
症状
{SPP 名}はステージングされましたが、アクティブ化されていません。インターコネクトをリセットする
と、自動的にファームウェアがアクティブ化されます。
ID：crm.logicalInterconnectStateChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
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リソース URI：/rest/logical-interconnects
アクション
最も早い機会にファームウェアのアクティブ化を完了してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプを
参照してください。

The logical interconnect is inconsistent
症状
インターコネクトのファームウェアバージョンがそれぞれ異なるため、論理インターコネクトは整合性が
ありません。
ID：crm.logicalInterconnectStateChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/logical-interconnects
アクション
論理インターコネクトファームウェアを、最新のインターコネクトファームウェアバージョンに対応した
SPP バージョンを使用してアップグレードしてください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプを
参照してください。

The type of one or more interconnects which are part of logical interconnect cannot be
managed
症状
論理インターコネクトの一部である 1 つ以上のインターコネクトのタイプは、X 暗号化モードを含むリ
モートエンクロージャーからは管理できません。
ID：crm.logicalInterconnectStateChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/logical-interconnects
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アクション
サポートされていないインターコネクトを構成から削除してください。

The type of one or more interconnects which are part of logical interconnect is not
compatible
症状
論理インターコネクトの一部である 1 つ以上のインターコネクトのタイプに X 暗号化モードとの互換性
がありません。
ID：crm.logicalInterconnectStateChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/logical-interconnects
アクション
互換性のないインターコネクトを構成から削除してください。

The interconnect link topology is not compatible
症状
インターコネクトリンクトポロジは論理インターコネクトダウンリンク速度 X に対応していません。
ID：crm.logicalInterconnect.downlinkSpeedMode
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/logical-interconnects
アクション
1. ダウンリンクポート速度が 10 Gb/s か 25 Gb/s に設定されている場合は、すべてのエンクロージャー
にインターコネクトリンクケーブルが 1 つあることを確認してください。
2. また、ダウンリンク速度設定が 50 Gb/s に設定されている場合は、インターコネクトリンクケーブル
が 2 つ必要になります。

The interconnect link topology is not compatible
症状
インターコネクトリンクトポロジは論理インターコネクトダウンリンク速度 X に対応していません。
ID：crm.logicalInterconnect.downlinkSpeedMode
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/logical-interconnects
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アクション
1. ダウンリンクポート速度が 50 Gb/s に設定されている場合は、すべてのエンクロージャーにインター
コネクトリンクケーブルが 2 つあることを確認してください。
2. また、ダウンリンク速度設定が 10 Gb/s か 25 Gb/s に設定されている場合、必要なケーブルは 1 つだ
けです。

The specified downlink speed will cause mismatched downlink speeds
症状
ダウンリンク速度 X Gb/s を指定すると、同じインターコネクトベイセットの非冗長構成の A 側と B 側の
論理インターコネクト間でダウンリンク速度の不一致が発生します。
ID：crm.logicalInterconnect.downlinkSpeedMode
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/logical-interconnects
アクション
この操作が完了したら、ダウンリンク速度構成が一致するようにもう一方の論理インターコネクトでダウ
ンリンク速度をアップデートしてください。

All uplink ports are operational
症状
アップリンクセット X で、すべてのアップリンクポートは使用可能です。
ID：crm.uplinkSetStateChange
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/uplink-sets
アクション
対応する必要はありません。

For uplink set X, uplink ports {Y} are nonoperational
症状
アップリンクセット X で、アップリンクポート{Y}は使用できません。
ID：crm.uplinkSetStateChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/uplink-sets
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原因
• アップリンクポートが無効になっているか、リンクされていない可能性があります。
• LAG の構成またはアップストリームスイッチポートのステータスが存在しないか、正しくありません。
• アップリンクポート DCBX ステータスおよび FCoE の構成情報が存在しないか、正しくありません。
アクション
1. アップリンクセットで使用されるアップリンクポートが有効で、リンクされていることを確認してく
ださい。
2. LAG 構成とアップストリームスイッチポートのステータスが両方とも正しいことを確認してくださ
い。
3. アップリンクセットが FCoE ネットワークを含む場合、アップストリームスイッチポート上のアップ
リンクポート DCBX ステータスおよび FCoE 構成を確認してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘル
プを参照してください。

Uplink ports are non-operational
症状
アップリンクセット X で、アップリンクポート Y は使用できません。
ID：crm.uplinkSetStateChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/uplink-sets
アクション
アップリンクセットで使用されるアップリンクポートが有効で、リンクされていることを確認してくださ
い。

Uplink set X has no networks
症状
アップリンクセット X にネットワークがありません。
ID：crm.uplinkSetStateChange
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/uplink-sets
原因
ネットワークがアップリンクセットに割り当てられていません。
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アクション
アップリンクセットを編集して、ネットワークを割り当てます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプを
参照してください。

For uplink set X, uplink ports {Y} are nonoperational
症状
アップリンクセット X で、アップリンクポート{Y}は使用できません。
ID：crm.uplinkSetStateChange
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/uplink-sets
原因
• アップリンクポートが無効になっているか、リンクされていない可能性があります。
• LAG の構成またはアップストリームスイッチポートのステータスが存在しないか、正しくありません。
• アップリンクポート DCBX ステータスおよび FCoE の構成情報が存在しないか、正しくありません。
アクション
1. アップリンクセットで使用されるアップリンクポートが有効で、リンクされていることを確認してく
ださい。
2. LAG 構成とアップストリームスイッチポートのステータスが両方とも正しいことを確認してくださ
い。
3. アップリンクセットが FCoE ネットワークを含む場合、アップストリームスイッチポート上のアップ
リンクポート DCBX ステータスおよび FCoE 構成を確認してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘル
プを参照してください。

Uplink ports are non-operational
症状
アップリンクセット X で、アップリンクポート Y は使用できません。
ID：crm.uplinkSetStateChange
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/uplink-sets
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アクション
アップリンクセットで使用されるアップリンクポートが有効で、リンクされていることを確認してくださ
い。

Uplink ports are non-operational
症状
アップリンクセット X で、アップリンクポート Y は使用できません。インターコネクトモジュールは監
視されています。
ID：crm.uplinkSetStateChange
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/uplink-sets
アクション
1. 次のいずれかを実行します。
a. 論理スイッチを管理対象モードになるように修正してください。
b. アップストリームスイッチポートの構成とステータスが正しいことを確認してください。

The uplink ports of uplink set X are not connected to the same SAN fabric
症状
アップリンクセット X のアップリンクポートは同じ SAN ファブリックに接続されていません。
ID：crm.uplinkSetStateChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/uplink-sets
原因
一部のアップリンクポートが、別のファブリックに接続されています。
アクション
このアップリンクセットで使用されるすべてのアップリンクポートが同じ SAN ファブリックに接続され
ていることを確認してください。

For uplink set X, uplink ports Y are non operational
症状
アップリンクセット X で、アップリンクポート Y は使用できません。
ID：crm.uplinkSetStateChange
重大度：クリティカル
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ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/uplink-sets
原因
アップリンクポートが無効になっているか、リンクされていない可能性があります。
アクション
アップリンクセットで使用されるアップリンクポートが有効で、リンクされていることを確認してくださ
い。

For uplink set X, uplink ports Y are non operational
症状
アップリンクセット X で、アップリンクポート Y は使用できません。
ID：crm.uplinkSetStateChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/uplink-sets
原因
アップリンクポートが無効になっているか、リンクされていない可能性があります。
アクション
アップリンクセットで使用されるアップリンクポートが有効で、リンクされていることを確認してくださ
い。

One or more ports in uplink set X do not have trusted neighbor
症状
アップリンクセット X の 1 つ以上のポートに、信頼された近隣者がありません。
ID：crm.uplinkSetStateChange
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/uplink-sets
アクション
サポートされる Image Streamer 構成に一致するよう、インターコネクトリンクトポロジを修正してくだ
さい。

Networks are not bound to a VSAN
症状
アップリンクセット X では、ネットワーク Y は VSAN にバインドされていません。
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ID：crm.uplinkSetStateChange
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/uplink-sets
アクション
HPE OneView の外部で、すべてのネットワークがアップストリームスイッチ上に VSAN バインドを持つ
ようにします。

Networks are not bound to a VSAN
症状
アップリンクセット X で、FCoE Admin が有効になっている同一スイッチ上の VSAN にネットワーク Y
がバインドされていません。
ID：crm.uplinkSetStateChange
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/uplink-sets
アクション
HPE OneView の外部で、ネットワークの VSAN バインドを追加します。

Networks are bound to a VSAN on multiple switches
症状
アップリンクセット X では、ネットワーク Y は複数のスイッチ上の VSAN にバインドされています。
ID：crm.uplinkSetStateChange
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/uplink-sets
アクション
HPE OneView の外部で、FCoE Admin が有効になっていない VSAN バインドを削除します。

FCoE Admin is not configured
症状
アップリンクセット X で FCoE Admin が構成されていません。
ID：crm.uplinkSetStateChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/uplink-sets
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アクション
1. HPE OneView の外部で、ライセンスパッケージ FC_FEATURES_PKG がまだインストールされてい
ない場合は、次の操作を行います。
a. FC_FEATURES_PKG をインストールします。
b. 論理インターコネクトで構成の再適用を実行します。
2. FC_FEATURES_PKG がすでにインストールされている場合は、次のいずれかを実行します。
a. すべての VSAN バインドが定義されているファブリックエクステンダーモジュールで FCoE
Admin を設定します。
b. 論理インターコネクトに構成を再適用します。

The uplink set specifies multiple FCoE networks
症状
アップリンクセット X は複数の FCoE ネットワークを指定しています。複数の FCoE ネットワークを定
義できるようにするには、ファームウェアバージョン Y 以上が必要です。インターコネクトにインストー
ルされたファームウェアはこの要件を満たしていません。
ID：crm.uplinkSetStateChange
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/uplink-sets
アクション
1. 次のいずれかを実行します。
a. インターコネクトのファームウェアをアップグレードします。
b. 複数の FCoE ネットワークを指定しないようにアップリンクセットを構成します。

Networks do not have corresponding VLAN IDs
症状
アップリンクセット X で、ネットワーク Y の論理スイッチに対応する VLAN ID が定義されていません。
ID：crm.uplinkSetStateChange
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/uplink-sets
アクション
1. このアラートが論理スイッチの作成中に表示された場合は、一時的である可能性があり、クリアされ
ます。論理スイッチの作成中にアラートが表示されない場合は、次のいずれかを実行します。
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a. HPE OneView の外部で、VLAN を作成してください。
b. 論理インターコネクト構成を再適用してください。

The uplink set X only has ports on interconnect Y
症状
アップリンクセット X だけがインターコネクト Y 上にポートを持っています。
ID：crm.uplinkSetStateChange
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/uplink-sets
原因
拡張操作中の停止を防止するには、すべてのイーサーネットアップリンクセットが別のインターコネクト
上に 1 つ以上のポートを持つ必要があります。
アクション
別のインターコネクトからアップリンクセットに 1 つ以上のポートを追加して、拡張操作中の停止を防止
してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプを
参照してください。

The uplink set X has both Ethernet and FCoE networks
症状
アップリンクセット X はイーサーネットネットワークと FCoE ネットワークを持っています。
ID：crm.uplinkSetStateChange
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/uplink-sets
原因
イーサーネットネットワークの発生は、各論理インターコネクトでアップリンクセットあたり 1 回に限定
されています。このため、イーサーネットと FCoE の混在が含まれる場合、イーサーネットネットワーク
によるインターコネクトベイセットのスパンが許可されません。
アクション
イーサーネットネットワークを、インターコネクト Y およびインターコネクト Z からのポートを含むアッ
プリンクセットに移動してください。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプを
参照してください。

On interconnect X, the ports {Y} are not active for uplink set Z
症状
インターコネクト X で、アップリンクセット Z のポート{Y}がアクティブではありません。
ID：crm.uplinkSetStateChange
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/uplink-sets
原因
エンクロージャー拡張操作中は、すべての A 側アップリンクセットポートをアクティブにしてネットワー
ク接続を維持する必要があります。
アクション
リストされたインターコネクトのアラートを表示して、提示される推奨事項に従いアラートをクリアしま
す。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプを
参照してください。

Speed configuration for port conflicts with plugged-in transceiver
症状
ポート X の速度構成 40 Gb/s は、スプリッターモードのプラグイントランシーバーと競合します。
ID：crm.uplinkSetStateChange
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/uplink-sets
アクション
1. 次のいずれかを実行します。

a. 既存のトランシーバーに合うように速度構成を変更します。
b. これが目的の構成の場合は、目的の構成に合うようにトランシーバーを交換します。

The uplink set does not have the corresponding FEX ID
症状
アップリンクセット X に、予想される FEX ID Y に一致する FEX ID がありません。
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ID：crm.uplinkSetStateChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/uplink-sets
アクション
1. 次のいずれかを実行します。

a. HPE OneView で、論理インターコネクトに構成を再適用します。
b. 予想される構成をリストアします。

The uplink set X does not have the corresponding vPC ID
症状
アップリンクセット X に、予想される vPC ID Y に一致する vPC ID がありません。
ID：crm.uplinkSetStateChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/uplink-sets
アクション
1. 次のいずれかを実行します。

a. HPE OneView で、論理インターコネクトに構成を再適用します。
b. 予想される構成をリストアします。

The uplink set does not have the corresponding port-channel ID
症状
アップリンクセット X に、予想されるポートチャネル ID Y に一致するポートチャネル ID がありません。
ID：crm.uplinkSetStateChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/uplink-sets
アクション
1. 次のいずれかを実行します。

HPE OneView のエラーとアラート

556

a. OneView で、論理インターコネクトに構成を再適用します。
b. 予想される構成をリストアします。

The uplink set connects to more than one Nexus switch
症状
アップリンクセット X は複数の Nexus スイッチに接続され、FCoE ネットワーク Y を含んでいます。
アップリンクセットの内部リンクセットは生成できません。
ID：crm.uplinkSetStateChange
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/uplink-sets
アクション
1. 次のいずれかを実行します。

a. アップリンクセットからすべての FCoE ネットワークを削除します。
b. アップリンクセットが 1 つの Nexus スイッチにのみ接続していることを確認します。

Uplink set logical switch connections not linked to logical interface
症状
アップリンクセット X が論理スイッチ Y に接続されていますが、アップリンクセット(A)の論理インター
コネクトはすでに論理スイッチ B に接続されています。アップリンクセット X と論理スイッチ Y の間の
内部リンクセットを作成できません。
ID：crm.uplinkSetStateChange
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/uplink-sets
アクション
アップリンクセットと無効な論理スイッチの間の接続を削除してください。

Uplink set X has trunking enabled and only one uplink port configured
症状
アップリンクセット X はトランキングが有効になっていますが、1 つのアップリンクポートしか構成され
ていません。Hewlett Packard Enterprise は、トランキングが有効になっているときは常に、少なくとも
2 つのアップリンクポートを使用することをお勧めします。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：crm.uplinkSetStateChange.trunking.singleUplinkTrunking

HPE OneView のエラーとアラート

557

重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/uplink-sets
アクション
• このアップリンクセットに合計 2 つ以上のアップリンクポートを追加します。
• トランキングを無効にします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘル
プを参照してください。

Trunking is enabled for uplink set X but no trunks have formed
症状
アップリンクセット X のトランキングが有効にされていますが、トランクが形成されていません。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：crm.uplinkSetStateChange.trunking.noTrunksFormed
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/uplink-sets
アクション
• トランクを無効にするには、アップリンクセットを編集します。
• アップリンクセット内のポートに接続されたすべてのポートを含むトランクグループが必ず存在する
ようにアップストリームスイッチを構成します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘル
プを参照してください。

For uplink set X, ports {Y} are master trunk ports
症状
アップリンクセット X の場合、ポート{Y}はマスタートランクポートです。アップストリームスイッチで
トランクグループが構成されているマスタートランクポートのそれぞれに対して、独立したトランクが形
成されました。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：crm.uplinkSetStateChange.trunking.multipleTrunks
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/uplink-sets
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アクション
1. 次のいずれかを実行します。
• アップリンクセットを編集します。
• アップストリームスイッチを構成して、アップストリームスイッチ上に構成されたアップリンク
セットとトランクグループとの間に、1 対 1 のマッピングが存在するようにします。
最適なトランクパフォーマンスを得るには、アップリンクセットごとにすべてのポートを含む 1 つの
トランクを使用します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘル
プを参照してください。

For uplink set X, ports {Y} are not included in the trunk that formed with the upstream
switch
症状
アップリンクセット X に対して、アップストリームスイッチと共に形成されたトランクにポート Y が含
まれていません。これが原因で、このアップリンクセットに接続されたサーバー接続のパフォーマンスが
安定しない場合があります。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：crm.uplinkSetStateChange.trunking.trunkCapableNotTrunked
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/uplink-sets
アクション
• 次のいずれかを実行します。
◦ アップリンクセットを編集します。
◦ アップストリームスイッチを構成して、アップストリームスイッチ上に構成されたアップリンク
セットとトランクグループとの間に、1 対 1 のマッピングが存在するようにします。
最適なトランクパフォーマンスを得るには、アップリンクセットごとにすべてのポートを含む 1 つの
トランクを使用します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘル
プを参照してください。

For uplink set X, ports {Y} are nonoperational
症状
アップリンクセット X では、ポート{Y}は使用できません。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
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ID：crm.uplinkSetStateChange.trunking.verifyTrunkConfig
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/uplink-sets
原因
ファブリックログインの失敗によりポートが無効にされています。
アクション
アップリンクポートとファブリックポートの QoS、トランク、FEC、およびポート速度構成を確認してく
ださい。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプを
参照してください。

For uplink set X, ports {Y} are nonoperational
症状
アップリンクセット X では、ポート{Y}は使用できません。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：crm.uplinkSetStateChange.trunking.mapOneUplinkToOneTrunkGroup
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/uplink-sets
アクション
1. 次のいずれかを実行します。
• アップリンクセットを編集します。
• アップストリームスイッチを構成して、アップストリームスイッチ上に構成されたアップリンク
セットとトランクグループとの間に、1 対 1 のマッピングが存在するようにします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘル
プを参照してください。

For uplink set X, ports {Y} are nonoperational
症状
アップリンクセット X では、ポート{Y}は使用できません。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：crm.uplinkSetStateChange.trunking.fabricLoginFailed
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
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リソース URI：/rest/uplink-sets
アクション
アップストリームスイッチを構成し、トランキングを無効にして、このアップリンクセットに接続された
すべてのポートに対してトランクグループが存在しないようにします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプを
参照してください。

Interconnect response timeout: The interconnect could not be brought under
management
症状
インターコネクト応答タイムアウト：インターコネクトを管理下に置くことができませんでした。
ID：crm.interconnectStateChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects
アクション
1. エンクロージャーを更新してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The interconnect module is absent. An {interconnect URI} is expected
症状
インターコネクトモジュールが存在しません。{インターコネクト URI}が予想されます。
ID：crm.interconnectStateChange
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects
原因
インターコネクトモジュールが見つかりません。
アクション
不足しているインターコネクトモジュールを取り付けてください。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
るエンクロージャーのセットアップおよびインストールガイドを参照してください。

The interconnect module does not match the expected interconnect type X
症状
インターコネクトモジュールは予想されたインターコネクトタイプ X と一致しません。
ID：crm.interconnectStateChange
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects
原因
インストールされているインターコネクトタイプが、指定されたタイプと一致しません。
アクション
インターコネクトを、一致するインターコネクトタイプと交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
るご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

The interconnect firmware is incompatible on interconnect X
症状
インターコネクト X のインターコネクトファームウェアは互換性がありません。
ID：crm.interconnectStateChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects
原因
インターコネクトのファームウェアがサポートされていません。
アクション
インターコネクト X のファームウェアを更新します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る HPE OneView（HPE Synergy 用）ファームウェアおよびドライバーアップデートガイドを参照してく
ださい。

The interconnect module is not a member of the logical interconnect
症状
インターコネクトモジュールは論理インターコネクトのメンバーではありません。インベントリ目的の
ためにここに表示されます。
ID：crm.uplinkSetStateChange
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重大度：不明
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects
アクション
1. インターコネクトモジュールを使用するために、それを関連付けられた論理インターコネクトグルー
プに追加します。
2. 論理インターコネクトをアップデートします。

The interconnect module could not be configured
症状
インターコネクトモジュールを構成できませんでした。
ID：crm.interconnectStateChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects
アクション
1. 論理インターコネクトに構成を再適用してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The interconnect module could not be imported
症状
インターコネクトモジュールをインポートできませんでした。
ID：crm.interconnectStateChange
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects
原因
• インターコネクトの電源がオフになっている可能性があります。
• アプライアンスとインターコネクト間にネットワーク接続の問題が存在します。
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アクション
1. インターコネクトの電源がオンになっており、アプライアンスからインターコネクトへのネットワー
ク接続が正常であることを確認してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The interconnect is unsupported
症状
インターコネクトはサポートされません。
ID：crm.interconnectStateChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects
原因
取り付けられているインターコネクトはサポートされていません。
アクション
サポートされているオプションを使用して、インターコネクトモジュールを取り外して、交換してくださ
い。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
るご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
サポートされるオプションの一覧については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://
www.hpe.com/info/synergy-docs）にある HPE OneView（HPE Synergy 用）サポートマトリックスを
参照してください。

Root access enabled
症状
ルートアクセスが有効です。
ID：crm.interconnectStateChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects
原因
ルートアクセスが有効になっています。
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アクション
• 対応する必要はありません。
• ルートアクセスが不要になった場合は、認定サポート担当者に連絡してルートアクセスを無効にして
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Renamed due to enclosure name change
症状
エンクロージャー名が変更されたため X に名前が変更されました。
ID：crm.nameChange
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects
アクション
対応する必要はありません。

Link status changed
症状
X のポート Y のリンクステータスが（Z）に変更されました。
ID：swmon.linkStateChange
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：InterconnectBay
リソース URI：/rest/interconnects
アクション
対応する必要はありません。

Administrative state changed
症状
X のポート Y の管理状態が（Z）に変更されました。
ID：swmon.opModeChange
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：InterconnectBay
リソース URI：/rest/interconnects
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アクション
対応する必要はありません。

Port type changed
症状
X のポート Y のポートタイプが（Z）に変更されました。
ID：swmon.portTypeChange
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：InterconnectBay
リソース URI：/rest/interconnects
アクション
対応する必要はありません。

Duplex mode changed
症状
X のポート Y の二重モードが（Z）に変更されました。
ID：swmon.opDuplexChange
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：InterconnectBay
リソース URI：/rest/interconnects
アクション
対応する必要はありません。

FC port state changed
症状
X のポート Y の FC ポート状態が（Z）に変更されました。
ID：swmon.fcPortStatusChange
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：InterconnectBay
リソース URI：/rest/interconnects
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アクション
対応する必要はありません。

Flex NIC subport state changed
症状
Y のポート Z の Flex NIC サブポート X 状態が変更されました。
ID：swmon.subPortStatusChange
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：InterconnectBay
リソース URI：/rest/interconnects
アクション
対応する必要はありません。

Mapping status changed
症状
X のポート Y のマッピングステータスが（Z）に変更されました。
ID：swmon.mappingStatusChange
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：InterconnectBay
リソース URI：/rest/interconnects
アクション
対応する必要はありません。

Neighbor status changed
症状
X のポート Y の隣接デバイスステータスが（Z）に変更されました。
ID：swmon.neighborChange
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：InterconnectBay
リソース URI：/rest/interconnects
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アクション
対応する必要はありません。

VSAN status changed
症状
X のポート Y の VSAN ステータスが（Z）に変更されました。
ID：swmon.vsanBindingChange
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：InterconnectBay
リソース URI：/rest/interconnects
アクション
対応する必要はありません。

VLAN status changed
症状
X のポート Y の VLAN ステータスが（Z）に変更されました。
ID：swmon.portVlan
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：InterconnectBay
リソース URI：/rest/interconnects
アクション
対応する必要はありません。

FEX configuration status changed
症状
X のポート Y の FEX 構成ステータスが（Z）に変更されました。
ID：swmon.fexConfig
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：InterconnectBay
リソース URI：/rest/interconnects
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アクション
対応する必要はありません。

FCoE status changed
症状
X のポート Y の FCoE ステータスが（Z）に変更されました。
ID: swmon.fexFcoeChange
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：InterconnectBay
リソース URI：/rest/interconnects
アクション
対応する必要はありません。

The interconnect is not operating as a Virtual Connect device
症状
インターコネクト FRU がレポートしている X は、Virtual Connect デバイスです。インターコネクトは、
Virtual Connect デバイスとして動作していません。
ID：crm.interconnectStateChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects
アクション
認定サポート担当者に連絡して、インターコネクトモジュールの交換を依頼してください。

The interconnect is operating as a Virtual Connect device
症状
インターコネクト FRU がレポートしている X は、Virtual Connect デバイスではありません。インターコ
ネクトは、Virtual Connect デバイスとして動作しています。
ID：crm.interconnectStateChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects

HPE OneView のエラーとアラート

569

アクション
認定サポート担当者に連絡して、インターコネクトモジュールの交換を依頼してください。

FIPS is currently enabled on interconnect X
症状
FIPS は現在インターコネクト X で有効です。サポートダンプのコレクションまたは SNMP 機能の利用
状況はこのインターコネクトで機能しません。
ID：crm.interconnectFipsMode
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects
原因
FIPS は指定されたインターコネクトで有効です。
アクション
サポートダンプのコレクションまたは SNMP 機能を有効にするには、このインターコネクトを FIPS が有
効ではないものと交換してください。

Interconnect port L{X} connected to L{Y} of {interconnect name, URI} does not have
supported cable
症状
{インターコネクト名、URI}の L{Y}に接続されたインターコネクトポート L{X}に、サポートされるケーブ
ルがありません。
ID：swmon.ilt.nonHpeCableInserted
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects
原因
サポートされていないケーブルが取り付けられています。
アクション
このケーブルを、サポートされているケーブルと交換してください。
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サポートされるオプションの一覧については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://
www.hpe.com/info/synergy-docs）にある HPE OneView（HPE Synergy 用）サポートマトリックスを
参照してください。

Invalid interconnect link topology cabling
症状
無効なインターコネクトリンクトポロジケーブル接続です。{インターコネクト名、URI}のポート L{X}に
存在するケーブルに障害が発生しました。
ID：swmon.ilt.failedCableRead
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects
原因
ケーブルに障害が発生しています。
アクション
ケーブルを交換します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
るご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
サポートされるオプションの一覧については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://
www.hpe.com/info/synergy-docs）にある HPE OneView（HPE Synergy 用）サポートマトリックスを
参照してください。

Invalid combination of interconnect modules
症状
インターコネクトモジュールの組み合わせが無効です。X（{インターコネクト名、URI}）と Y（{インター
コネクト名、URI}）は、同じインターコネクトベイセット内にあります。これはサポートされる構成では
ありません。
ID：swmon.ilt.mixedIcLnSameBaySet
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects
原因
インターコネクトモジュールは、サポートされていない構成で取り付けられています。
アクション
一方または両方のインターコネクトモジュールを削除してください。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
るご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

The interconnect port L{X} is incorrectly connected to identified interconnect
症状
インターコネクトポート L{X}は、識別されたインターコネクトに正しく接続されていません。
ID：swmon.ilt.unsupportedlc
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects
アクション
{インターコネクト名、URI}、ポート L{Y}にポート L{X}を接続します。

Invalid interconnect link topology cabling
症状
無効なインターコネクトリンクトポロジケーブル接続です。{インターコネクト名、URI}のポート L{X}を
{インターコネクト名、URI}のポート L{Y}に接続するケーブルが見つかりません。
ID：swmon.ilt.cxpPortConnected
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects
原因
ケーブルが見つかりません。
アクション
インターコネクトリンクポートを接続するようにケーブルを設置します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
るインターコネクトモジュールの取付手順を参照してください。

Interconnect port L{X} is not cabled
症状
インターコネクトポート L{X}は、接続されていません。
ID：swmon.ilt.cxpPortNotConnected
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects
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原因
ケーブルが見つからないか、外れています。
アクション
{インターコネクト名、URI}のポート L{Y}にポート L{X}を接続します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
るインターコネクトモジュールの取付手順を参照してください。

Invalid interconnect link topology cabling
症状
無効なインターコネクトリンクトポロジケーブル接続です。{インターコネクト名、URI}のポート L{X}を
{インターコネクト名、URI}のポート L{Y}に接続するケーブルが見つかりません。
ID：swmon.ilt.cxpPortNotConnected
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects
原因
ケーブル接続にエラーが存在します。
アクション
{インターコネクト名、URI}のポート L{X}を{インターコネクト名、URI}のポート L{Z}に接続するケーブル
を設置します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
るインターコネクトモジュールの取付手順を参照してください。

Invalid interconnect link topology
症状
無効なインターコネクトリンクトポロジです。エンクロージャー{エンクロージャー、URI}、インターコ
ネクトベイ X からのインターコネクトが見つかりません。
ID：swmon.ilt.cxpPortNotConnected.icRemoval
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects
原因
インターコネクトモジュールが見つかりません。
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アクション
1. 指定されたエンクロージャーとインターコネクトベイにインターコネクトモジュールを取り付けま
す。
2. 指定されたとおりに、インターコネクトモジュールのケーブルを接続します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるインターコネクトモジュールの取付手順を参照してください。

Interconnect port L{X} is incorrectly connected to {interconnect name}, port L{Y}
症状
インターコネクトポート L{X}は、誤って{インターコネクト名}、ポート L{Y}に接続されています。
ID：swmon.ilt.cxpPortConnected
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects
原因
ケーブル接続にエラーが存在します。
アクション
ポート L{X}のケーブルを取り外してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
るインターコネクトモジュールの取付手順を参照してください。

Invalid interconnect link cabling
症状
無効なインターコネクトリンクケーブル接続です。{インターコネクト名、URI}、ポート L{X}を{インター
コネクト名、URI}のポート L{Y}に接続するケーブルが適切に接続されていません。
ID：swmon.ilt.cxpPortConnected
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects
原因
ケーブル接続にエラーが存在します。
アクション
ポート L{X}のケーブルを取り外してください。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
るインターコネクトモジュールの取付手順を参照してください。

Interconnect port L{X} is incorrectly connected
症状
インターコネクトポート L{X}は、誤って{インターコネクト名、URI}、ポート L{Y}に接続されています。
ID：swmon.ilt.cxpPortConnected
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects
原因
ケーブル接続にエラーが存在します。
アクション
ポート L{X}のケーブルを取り外してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
るインターコネクトモジュールの取付手順を参照してください。

Invalid interconnect link topology cabling
症状
無効なインターコネクトリンクトポロジケーブル接続です。{インターコネクト名、URI}、ポート L{X}を
{インターコネクト名、URI}のポート L{Y}に接続するケーブルが適切に接続されていません。
ID：swmon.ilt.cxpPortMisCabled
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects
原因
ケーブル接続にエラーが存在します。
アクション
{インターコネクト名、URI}のポート L{X}を{インターコネクト名、URI}のポート L{Z}に接続します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
るインターコネクトモジュールの取付手順を参照してください。

Interconnect port L{X} is incorrectly connected to {interconnect name, URI}, port L{Y}
症状
インターコネクトポート L{X}は、誤って{インターコネクト名、URI}、ポート L{Y}に接続されています。
ID：swmon.ilt.cxpPortMisCabled
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重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects
原因
ケーブル接続にエラーが存在します。
アクション
{インターコネクト名、URI}のポート L{Z}にポート L{X}を接続します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
るインターコネクトモジュールの取付手順を参照してください。

Invalid interconnect link topology cabling
症状
無効なインターコネクトリンクトポロジケーブル接続です。{インターコネクト名、URI}、ポート L{X}の
ケーブルが接続されていないか、管理リングの外部で接続されています。
ID：swmon.ilt.cxpPortMisCabled.neighbourNull
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects
原因
ケーブル接続にエラーが存在します。
アクション
ポート L{X}のケーブルを取り外してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
るインターコネクトモジュールの取付手順を参照してください。

Interconnect port L{X} is either disconnected or connected to an outside management
ring
症状
インターコネクトポート L{X}が接続されていないか、または管理リングの外部で接続されています。
ID：swmon.ilt.cxpPortMisCabled.neighbourNull
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects
原因
ケーブル接続にエラーが存在します。
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アクション
ポート L{X}のケーブルを取り外してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
るインターコネクトモジュールの取付手順を参照してください。

Interconnect X has been Y
症状
インターコネクト X は Y されました。
ID：swmon.switchresponse.status.change
重大度：OK/警告
ヘルスカテゴリ：InterconnectBay
リソース URI：/rest/interconnects
アクション
対応する必要はありません。

Downlink ports are up due
症状
インターコネクトポート L{X}のケーブル接続が有効なため、ダウンリンクポートはアップになっていま
す。
ID：swmon.ilt.PortStatusLinked
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects
アクション
対応する必要はありません。

Downlink ports are down due to invalid cabling of interconnect port L{X}
症状
インターコネクトポート L{X}のケーブル接続が無効なため、ダウンリンクポートがダウンしています。
ID：swmon.ilt.PortStatusLinkedInvalidPort
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects
原因
ケーブル接続にエラーが存在します。
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アクション
インターコネクトリンクポートを正しくケーブル接続してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
るインターコネクトモジュールの取付手順を参照してください。

Downlink ports are down due to absence of cable in interconnect port L{X}
症状
ケーブルがインターコネクトポート L{X}にないため、ダウンリンクポートがダウンしています。
ID：swmon.ilt.PortStatusUnlinked
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects
原因
ケーブルが見つからないか、外れています。
アクション
インターコネクトポート L{X}にケーブルを接続してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
るインターコネクトモジュールの取付手順を参照してください。

Invalid interconnect link topology
症状
無効なインターコネクトリンクトポロジです。A 側にある Virtual Connect SE 40Gb F8 Module for
Synergy または Synergy 40Gb F8 Switch Module は最初のエンクロージャーにありません。
ID：swmon.ilt.flexFabric40GbEModuleAtSideANotInFirstEnclosure
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects
原因
インターコネクトモジュールが最初のエンクロージャーの A 側に取り付けられていません。
アクション
最初のエンクロージャーの A 側に Virtual Connect SE 40Gb F8 Module for Synergy または Synergy
40Gb F8 Switch Module を取り付けてください。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
るインターコネクトモジュールの取付手順を参照してください。

Invalid interconnect link topology
症状
無効なインターコネクトリンクトポロジです。B 側にある Virtual Connect SE 40Gb F8 Module for
Synergy または Synergy 40Gb F8 Switch Module は最初または 2 つ目のエンクロージャーにありません。
ID：swmon.ilt.flexFabric40GbEModuleAtSideBNotInFirstOrSecondEnclosure
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects
原因
インターコネクトモジュールが最初または 2 つ目のエンクロージャーの B 側に取り付けられていません。
アクション
最初または 2 つ目のエンクロージャーの B 側に Virtual Connect SE 40Gb F8 Module for Synergy または
Synergy 40Gb F8 Switch Module を取り付けてください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
るインターコネクトモジュールの取付手順を参照してください。

Invalid interconnect link topology
症状
無効なインターコネクトリンクトポロジです。ベイセットの 1 つの側に複数の Virtual Connect SE 40Gb
F8 Module for Synergy または Synergy 40Gb F8 Switch Module があります。
ID：swmon.ilt.moreThanOneflexFabric40GbEModuleAtOneSideofBaySet
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects
原因
片側のベイセットに取り付けられているインターコネクトモジュールが多すぎます。
アクション
片側のベイセットから余分なインターコネクトモジュールを取り外してください。

HPE OneView のエラーとアラート

579

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
るご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

Invalid interconnect link topology
症状
無効なインターコネクトリンクトポロジです。X は、エンクロージャー Z のベイセットの A 側にありませ
ん。
ID：swmon.ilt.noflexFabric40GbEModuleAtSideA
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects
原因
インターコネクトモジュールが見つかりません。
アクション
指定されたベイセットとエンクロージャーの A 側に、インターコネクトモジュールを取り付けてくださ
い。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
るインターコネクトモジュールの取付手順を参照してください。

Invalid interconnect link topology
症状
無効なインターコネクトリンクトポロジです。{X}は単一エンクロージャートポロジではサポートされて
いません。
ID：swmon.ilt.ChlorideModuleNotSupportedForSingleEnclosureTopology
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects
アクション
1. 次のいずれかを実行します。
• モジュールを取り外して、単一エンクロージャートポロジをサポートするオプションのモジュール
と交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）
にあるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
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サポートされるオプションの一覧については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://
www.hpe.com/info/synergy-docs）にある HPE OneView（HPE Synergy 用）サポートマトリック
スを参照してください。
• インターコネクトリンクトポロジーを拡張するには、インターコネクトモジュールを HPE Virtual
Connect SE 40Gb F8 Module に接続します。

Invalid interconnect link topology
症状
無効なインターコネクトリンクトポロジです。{X}は単一エンクロージャートポロジではサポートされて
いません。
ID：swmon.ilt.ChlorideModuleNotSupportedForSingleEnclosureTopology
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects
アクション
1. 次のいずれかを実行します。
• モジュールを取り外して、単一エンクロージャートポロジをサポートするオプションのモジュール
と交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）
にあるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
サポートされるオプションの一覧については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://
www.hpe.com/info/synergy-docs）にある HPE OneView（HPE Synergy 用）サポートマトリック
スを参照してください。
• インターコネクトリンクトポロジーを拡張するには、インターコネクトモジュールを HPE Virtual
Connect SE 40Gb F8 Module に接続します。

Invalid combination of interconnect modules
症状
インターコネクトモジュールの組み合わせが無効です。X（{インターコネクト名、URI}）と Y（{インター
コネクト名、URI}）は、同じインターコネクトベイセット内にあります。この構成はサポートされていま
せん。
ID：swmon.ilt.mixedIcInSameBaySet
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects
原因
インターコネクトモジュールは、サポートされていない構成で取り付けられています。
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アクション
一方または両方のインターコネクトモジュールを取り外してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
るご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

Interconnect port L{X} is incorrectly connected to {interconnect name, URI}, port L{Y}
症状
インターコネクトポート L{X}は、誤って{インターコネクト名、URI}、ポート L{Y}に接続されています。
ID：swmon.ilt.CxpPortNotConnectedToExpectedICMKind
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects
原因
ケーブル接続にエラーが存在します。
アクション
1. {インターコネクト名、URI}を取り外して、X インターコネクトモジュールを取り付けます。
2. {インターコネクト名、URI}ポート L{Y}のケーブルを、取り付けられているインターコネクトのポート
L{Z}に接続します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるインターコネクトモジュールの取付手順を参照してください。

Invalid interconnect link topology cabling
症状
無効なインターコネクトリンクトポロジケーブル接続です。{インターコネクト名、URI}、ポート L{X}を
{インターコネクト名、URI}のポート L{Y}に接続するケーブルが適切に接続されていません。
ID：swmon.ilt.CxpPortNotConnectedToExpectedICMKind
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects
原因
ケーブル接続にエラーが存在します。
アクション
1. {インターコネクト名、URI}を取り外して、{X}インターコネクトモジュールを取り付けます。
2. {インターコネクト名、URI}ポート L{Y}のケーブルを、インターコネクトのポート L{Z}に接続します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるインターコネクトモジュールの取付手順を参照してください。
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Interconnect port L{X} is either disconnected or connected to an outside management
ring
症状
インターコネクトポート L{X}が接続されていないか、または管理リングの外部で接続されています。
ID：swmon.ilt.CxpPortNotConnectedToExpectedICMKind.danglingCable
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects
アクション
1. {インターコネクト名、URI}を取り外して、X インターコネクトモジュールを取り付けます。
2. {インターコネクト名、URI}、ポート L{Y}のケーブルを、取り付けられているインターコネクトのポー
ト L{Z}に接続します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるインターコネクトモジュールの取付手順を参照してください。

Interconnect port L{X} is not cabled
症状
インターコネクトポート L{X}は、接続されていません。
ID：swmon.ilt.CxpPortNotConnectedToExpectedICMKind.neighbourNull
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects
原因
ケーブル接続にエラーが存在します。
アクション
1. {インターコネクト名、URI}を取り外して、{X}インターコネクトモジュールを取り付けます。
2. {インターコネクト名、URI}、ポート L{Y}を、インターコネクトのポート L{Z}に接続します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるインターコネクトモジュールの取付手順を参照してください。

Invalid interconnect link topology cabling
症状
無効なインターコネクトリンクトポロジケーブル接続です。{インターコネクト名、URI}、ポート L{Z}の
ケーブルが接続されていないか、管理リングの外部で接続されています。
ID：swmon.ilt.CxpPortNotConnectedToExpectedICMKind.danglingCable
重大度：クリティカル
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ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects
原因
ケーブルが接続されていないか、正しく接続されていません。
アクション
1. {インターコネクト名、URI}を取り外して、X インターコネクトモジュールを取り付けます。
2. {インターコネクト名、URI}、ポート L{Y}のケーブルを、取り付けられているインターコネクトのポー
ト L{Z}に接続します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるインターコネクトモジュールの取付手順を参照してください。

Invalid interconnect link topology cabling
症状
無効なインターコネクトリンクトポロジケーブル接続です。{インターコネクト名、URI}のポート L{X}を
{インターコネクト名、URI}のポート L{Y}に接続するケーブルが見つかりません。
ID：swmon.ilt.CxpPortNotConnectedToExpectedICMKind
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects
原因
ケーブルが見つかりません。
アクション
1. {インターコネクト名、URI}を取り外して、X インターコネクトモジュールを取り付けます。
2. {インターコネクト名、URI}、ポート L{Y}を、取り付けられているインターコネクトのポート L{Z}に接
続します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるインターコネクトモジュールの取付手順を参照してください。

Interconnect is invalid and makes port L{X} critical
症状
インターコネクトは無効であり、ポート L{X}をクリティカルにしています。
ID：swmon.ilt.InvalidInterconnectKind
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects
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アクション
{インターコネクト名、URI}を取り外して、指定されたインターコネクトモジュールを取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
るご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

Invalid interconnect link topology
症状
無効なインターコネクトリンクトポロジです。インターコネクト{インターコネクト名、URI}は無効であ
り、ポート L{Z}をクリティカルにしています。
ID：swmon.ilt.InvalidInterconnectKind
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects
アクション
{インターコネクト名、URI}を取り外して、指定されたインターコネクトモジュールを取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
るご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

Interconnect port L{X} has failed to read cable
症状
インターコネクトポート L{X}でケーブルの読み取りに失敗しました。
ID：swmon.ilt.failedCableRead
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects
原因
ケーブルに障害が発生しています。
アクション
ケーブルを交換します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
るご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
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サポートされるオプションの一覧については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://
www.hpe.com/info/synergy-docs）にある HPE OneView（HPE Synergy 用）サポートマトリックスを
参照してください。

Interconnect port L{X} is not cabled
症状
インターコネクトポート L{X}は、接続されていません。
ID：swmon.ilt.cxpPortNotConnected
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects
原因
ケーブルが見つからないか、外れています。
アクション
{インターコネクト名、URI}のポート L{Y}にポート L{X}を接続します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
るインターコネクトモジュールの取付手順を参照してください。

Invalid interconnect link topology cabling
症状
無効なインターコネクトリンクトポロジケーブル接続です。
ID：swmon.ilt.cxpPortNotConnected
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects
原因
ケーブル接続にエラーが存在します。
アクション
{インターコネクト名、URI}のポート L{X}を{インターコネクト名、URI}のポート L{Y}に接続します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
るインターコネクトモジュールの取付手順を参照してください。

The connected port L{X} is on an interconnect {interconnect name, URI} that is powered
off
症状
接続されているポート L{X}は、電源がオフになっているインターコネクト{インターコネクト名、URI}上
にあります。
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ID：swmon.ilt.neighbourIcPoweredOff
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects
原因
インターコネクトの電源がオフになっています。
アクション
指定されたインターコネクトの電源を入れてください。

Invalid interconnect link topology
症状
無効なインターコネクトリンクトポロジです。インターコネクト{インターコネクト名、URI}のポート
L{X}が、電源がオフになっているインターコネクト{インターコネクト名、URI}に接続されています。
ID：swmon.ilt.neighbourIcPoweredOff
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects
原因
インターコネクトの電源がオフになっています。
アクション
指定されたインターコネクトの電源を入れてください。

Interconnects are not present in same bay set
症状
インターコネクトが同じベイセットに存在しません。
ID：swmon.ilt.icNotinSameBaySet
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects
原因
インターコネクトが正しいベイに取り付けられていません。
アクション
1. 同じベイセットにインターコネクトを取り付けます。
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• ベイセット 1 - ベイ 1 および 4
• ベイセット 2 - ベイ 2 および 5
• ベイセット 3 - ベイ 3 および 6
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるエンクロージャーのセットアップおよびインストールガイドを参照してください。

Invalid interconnect link topology
症状
無効なインターコネクトリンクトポロジです。
ID：swmon.ilt.invalidTopology
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects
アクション
リストされたインターコネクトのアラートを表示して、提示される推奨事項に従いアラートをクリアしま
す。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプを
参照してください。

Firmware staging failed for the interconnect
症状
インターコネクト X のファームウェアのステージングに失敗しました。
ID：crm.interconnectStateChange
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects
原因
指定されたインターコネクトのファームウェアのステージングに失敗しました。
アクション
1. リストされたインターコネクトのアラートを表示して、提示される推奨事項に従いアラートをクリア
します。
2. ファームウェアをもう一度更新してみてください。

HPE OneView のエラーとアラート

588

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE OneView（HPE Synergy 用）ファームウェアおよびドライバーアップデートガイドを参照し
てください。
3. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Firmware activation failed for the interconnect X
症状
インターコネクト X のファームウェアのアクティブ化に失敗しました。
ID：crm.interconnectStateChange
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects
原因
ファームウェアをアクティブ化できませんでした。
アクション
1. リストされたインターコネクトのアラートを表示して、提示される推奨事項に従いアラートをクリア
します。
2. ファームウェアをもう一度更新してみてください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE OneView（HPE Synergy 用）ファームウェアおよびドライバーアップデートガイドを参照し
てください。
3. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Activation started for interconnect
症状
ベースラインからのファームウェアバージョン Y でインターコネクト X のアクティブ化を開始しまし
た。
ID：crm.interconnectStateChange
重大度：情報
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects
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アクション
対応する必要はありません。

Unable to activate firmware on interconnect X with firmware baseline Y
症状
ファームウェアベースライン Y でインターコネクト X のファームウェアのアクティブ化ができません。
ID：crm.interconnectStateChange
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects
原因
ファームウェアをアクティブ化できませんでした。
アクション
1. 論理インターコネクトファームウェアのアクティブ化を再度実行してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE OneView（HPE Synergy 用）ファームウェアおよびドライバーアップデートガイドを参照し
てください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Activation failed for the interconnect X with firmware baseline Y due to Z
症状
Z により、ファームウェアベースライン Y でインターコネクト X のアクティブ化が失敗しました。
ID：crm.interconnectStateChange
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects
原因
ファームウェアをアクティブ化できませんでした。エラーメッセージとともに、追加情報が表示される場
合があります。
アクション
1. 論理インターコネクトファームウェアのアクティブ化を再度実行してください。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE OneView（HPE Synergy 用）ファームウェアおよびドライバーアップデートガイドを参照し
てください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Staging started for interconnect
症状
ベースラインからのファームウェアバージョン Y でインターコネクト X のステージングを開始しまし
た。
ID：crm.interconnectStateChange
重大度：情報
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects
アクション
対応する必要はありません。

Staging failed for the interconnect X with firmware baseline Y due to Z
症状
Z により、ファームウェアベースライン Y でインターコネクト X のステージングが失敗しました。
ID：crm.interconnectStateChange
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects
原因
ファームウェアをステージングできませんでした。エラーメッセージとともに、追加情報が表示される場
合があります。
アクション
1. 論理インターコネクトファームウェアのアクティブ化を再度実行してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE OneView（HPE Synergy 用）ファームウェアおよびドライバーアップデートガイドを参照し
てください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする
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Firmware stage operation ignored for the interconnect {X} because the interconnect is
already running the desired firmware version
症状
インターコネクトはすでに要求されるファームウェアバージョンで動作しているため、インターコネクト
X のファームウェアのステージング操作は無視されました。
ID：crm.interconnectStateChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects
原因
インターコネクトはすでに推奨のファームウェアバージョンを実行しています。
アクション
対応する必要はありません。

Firmware activation ignored for the interconnect {X} because the interconnect is already
running the desired firmware version
症状
インターコネクトはすでに要求されるファームウェアバージョンで動作しているため、インターコネクト
X のファームウェアのアクティブ化は無視されました。
ID：crm.interconnectStateChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects
原因
インターコネクトはすでに推奨のファームウェアバージョンを実行しています。
アクション
対応する必要はありません。

Task resource creation failed
症状
タスクリソースの作成に失敗しました。
ID：crm.interconnectStateChange
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects
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アクション
対応する必要はありません。

Firmware update not allowed because of invalid interconnect state
症状
インターコネクト状態が無効なため、ファームウェアのアップデートは許可されません。
ID：crm.interconnectStateChange
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects
アクション
対応する必要はありません。

The firmware version installed on interconnect does not match the firmware baseline
specified
症状
インターコネクト X にインストールされたファームウェアバージョンは、論理インターコネクトに指定さ
れたファームウェアベースラインと一致しません。
ID：crm.interconnectStateChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects
アクション
インターコネクトのファームウェアをアップデートします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る HPE OneView（HPE Synergy 用）ファームウェアおよびドライバーアップデートガイドを参照してく
ださい。

The interconnect firmware version {X} does not match the baseline version {Y} specified
in the firmware baseline
症状
インターコネクトファームウェアバージョン X はファームウェアベースラインに指定されたベースライ
ンバージョン Y と一致しません。
ID：crm.interconnectStateChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects
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原因
インターコネクトファームウェアのバージョンがファームウェアベースラインのバージョンと一致しま
せん。
アクション
論理インターコネクトのファームウェアを更新します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る HPE OneView（HPE Synergy 用）ファームウェアおよびドライバーアップデートガイドを参照してく
ださい。

The interconnect requires a firmware update because the installed firmware version {X}
is unsupported
症状
インストールされたファームウェアバージョン X はサポートされないため、インターコネクトはファーム
ウェアのアップデートが必要です。サポートされる最小ファームウェアバージョンは Y です。
ID：crm.interconnectStateChange
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects
原因
インターコネクトファームウェアバージョンは、サポートされている最小バージョンを満たしていませ
ん。
アクション
論理インターコネクトのファームウェアを更新します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る HPE OneView（HPE Synergy 用）ファームウェアおよびドライバーアップデートガイドを参照してく
ださい。

Firmware activation failed for the interconnect {X}
症状
インターコネクト X のファームウェアのアクティブ化に失敗しました。
ID：crm.interconnectStateChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects
原因
ファームウェアのアクティブ化に失敗しました
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アクション
1. リストされたインターコネクトのアラートを表示して、提示される推奨事項に従いアラートをクリア
します。
2. 論理インターコネクトファームウェアのアクティブ化を再度実行してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE OneView（HPE Synergy 用）ファームウェアおよびドライバーアップデートガイドを参照し
てください。
3. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Unable to stage firmware on interconnect X
症状
インターコネクト X のファームウェアをステージングできません。
ID：crm.interconnectStateChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects
アクション
1. リストされたインターコネクトのアラートを表示して、提示される推奨事項に従いアラートをクリア
します。
2. ファームウェアをもう一度更新してみてください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE OneView（HPE Synergy 用）ファームウェアおよびドライバーアップデートガイドを参照し
てください。
3. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Management from remote enclosures is not supported
症状
リモートエンクロージャーからの X の管理は Y 暗号化モードではサポートされません。
ID：crm.interconnectStateChange
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects
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アクション
X を構成から削除します。

The port is inserted with an unsupported transceiver
症状
ポート X に未サポートのトランシーバー Y が挿入されています。
ID：SWmon.moduleAllowedUnsupported
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects
アクション
装着されているトランシーバーを、サポートされているトランシーバーと交換します。

The profile does not have redundant connections
症状
プロファイル X は、次のネットワークに対する冗長接続を持っていません。
ID：crm.connectionStateChange
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ConnectionInstance
リソース URI：/rest/interconnects
アクション
1. 指定されたネットワークを、メザニン X、ポート Y にマッピングされた接続に追加します（メザニン
X、ポート Y は HPE OneView に表示される推奨ポート）。
2. 操作を再試行してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘル
プを参照してください。

The network connection is not active
症状
プロファイル X のネットワーク Y 接続がアクティブではありません。
ID：crm.connectionStateChange
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ConnectionInstance
リソース URI：/rest/interconnects
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アクション
1. ネットワークアラートを表示し、提示される推奨事項に従ってアラートをクリアします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘル
プを参照してください。
2. 操作を再試行してください。

Connection on downlink port X, subport Y has {connection status}
症状
ダウンリンクポート X、サブポート Y の接続は{接続ステータス}です。
ID：crm.connection.bandwidthChange
重大度：OK/クリティカル
ヘルスカテゴリ：ConnectionInstance
リソース URI：/rest/interconnects
アクション
詳細についてアラートを確認し、アラートをクリアする任意の推奨される手順に従ってください。

Network assigned to this connection was deleted
症状
この接続に割り当てられたネットワーク X が削除されました。
ID：crm.connectionStateChange
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ConnectionInstance
リソース URI：/rest/interconnects
アクション
別のネットワークまたはネットワークセットを選択するには、サーバープロファイルを編集してくださ
い。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプを
参照してください。

Network assigned to this connection is no longer accessible
症状
この接続に割り当てられたネットワークはすでにアクセスできません。
ID：crm.connectionStateChange
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ConnectionInstance
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リソース URI：/rest/interconnects
原因
ネットワーク接続にアクセスできません。
アクション
別のネットワークまたはネットワークセットを選択するには、サーバープロファイルを編集します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE OneView ユーザーガイドまたは HPE
OneView オンラインヘルプを参照してください。

Network set assigned to this connection was deleted
症状
この接続に割り当てられたネットワークセット X が削除されました。
ID：crm.connectionStateChange
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ConnectionInstance
リソース URI：/rest/interconnects
アクション
別のネットワークまたはネットワークセットを選択するには、サーバープロファイルを編集してくださ
い。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプを
参照してください。

The subport is unlinked
症状
サブポートがリンクされていません。
ID：crm.connectionStateChange
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ConnectionInstance
リソース URI：/rest/interconnects
アクション
1. 指定されているアップリンクポートの接続ヘルスとリンク状態を確認してください。
2. 関連付けられた VLAN で使用しているアップリンクポートを確認してください。
3. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする
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A pause frame flood condition caused the port to be unlinked
症状
Pause Frame Flood 状態のため、ポートがリンク切れになりました。
ID：crm.connectionStateChange
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ConnectionInstance
リソース URI：/rest/interconnects
アクション
1. 以下のいずれかまたは両方の操作を行います。
• 指定されたコンピューティングモジュールを再起動する。
• コンピューティングモジュールの NIC ファームウェアとドライバーをアップグレードする。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）
にある HPE OneView（HPE Synergy 用）ファームウェアおよびドライバーアップデートガイドを
参照してください。
2. アクションメニューを使用して Pause Flood 保護をリセットします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘル
プを参照してください。
3. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

A loop condition caused the subport to become unlinked
症状
ループ状態のため、サブポートがリンク切れになりました。
ID：crm.connectionStateChange
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ConnectionInstance
リソース URI：/rest/connections
アクション
1. 以下のいずれかまたは両方の操作を行います。
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• サーバーをシャットダウンします。
• サーバーの NIC 構成を変更します。
2. アクションメニューを使用してループプロテクションをリセットします。
3. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The subport is unlinked
症状
サブポートがリンクされていません。
ID：crm.connectionStateChange
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ConnectionInstance
リソース URI：/rest/connections
アクション
1. ダウンリンクポートが有効で、リンクされていることを確認してください。
2. インターコネクトが構成済み状態であることを確認します。
3. エンクロージャーとアプライアンス間のネットワーク接続の問題が存在しないことを確認します。
4. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The uplink port is unlinked
症状
アップリンクポートがリンクされていません。
ID：crm.connectionStateChange
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ConnectionInstance
リソース URI：/rest/connections
アクション
1. 接続数のアップリンクセットヘルスとリンク状態を確認してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。

HPE OneView のエラーとアラート

600

詳しくは
サポートケースをオープンにする

Connection enforcement failed
症状
接続の強制は失敗しました。
ID：crm.connectionStateChange
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ConnectionInstance
リソース URI：/rest/connections
アクション
1. インターコネクトが構成済み状態であることを確認します。
2. フレームリンクモジュールとアプライアンス間のネットワーク接続の問題が存在しないことを確認し
ます。
3. 構成の再適用操作を実行します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘル
プを参照してください。

Interconnect is powered off
症状
インターコネクトは電源オフです。ひとつまたはそれ以上のサーバープロファイル接続が影響を受けて
います。
ID：crm.connectionStateChange
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ConnectionInstance
リソース URI：/rest/connections
原因
• インターコネクトの電源がオフになっています。
• インターコネクトは構成済み状態になっていません。
アクション
1. インターコネクトの電源がオンになっていることを確認します。
2. インターコネクトが構成済み状態であることを確認します。
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The interconnect module is absent
症状
インターコネクトモジュールが存在しません。{X}が必要です。ひとつまたはそれ以上のサーバープロ
ファイル接続が影響を受けています。
ID：crm.connectionStateChange
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ConnectionInstance
リソース URI：/rest/connections
アクション
インターコネクトモジュールを取り付けてください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
るインターコネクトモジュールの取付手順を参照してください。

The interconnect module is not part of any logical interconnect
症状
インターコネクトモジュールが論理インターコネクトの一部ではありません。ひとつまたはそれ以上の
サーバープロファイル接続が影響を受けています。
ID：crm.connectionStateChange
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ConnectionInstance
リソース URI：/rest/connections
アクション
指定されたインターコネクトを論理インターコネクトに割り当ててください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプを
参照してください。

The uplink ports are not FCOE-active
症状
アップリンクポートは、FCOE ネットワーク接続に対して FCOE アクティブではありません。
ID：crm.connectionStateChange
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ConnectionInstance
リソース URI：/rest/connections
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アクション
1. 接続が依存するアップリンクセットのアップリンクポートの DCBX 情報を確認してください。
2. 隣接スイッチの構成済み LAG を確認してください。
3. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Network assigned to this connection was removed from the internal networks
症状
この接続に割り当てられていたネットワーク X が、論理インターコネクトの内部ネットワークから削除さ
れました。
ID：crm.connectionStateChange
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ConnectionInstance
リソース URI：/rest/connections
アクション
1. 次のいずれかを実行します。
• 別のネットワークまたはネットワークセットを選択するには、サーバープロファイルを編集する。
• 論理インターコネクトの内部ネットワークにネットワークを追加する。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘル
プを参照してください。

The subport is unlinked
症状
サブポートがリンクされていません。
ID：crm.connectionStateChange
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ConnectionInstance
リソース URI：/rest/connections
アクション
1. 接続が依存する機器のダウンリンクポートのヘルスおよびリンク状態を確認してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
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詳しくは
サポートケースをオープンにする

At least one network was removed from the internal networks
症状
この接続に割り当てられている{network set}の少なくとも 1 つのネットワークが、論理インターコネクト
の内部ネットワークから削除されました。
ID：crm.connectionStateChange
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ConnectionInstance
リソース URI：/rest/connections
アクション
1. 次のいずれかを実行します。
• 別のネットワークまたはネットワークセットを選択するには、サーバープロファイルを編集する。
• 論理インターコネクトの内部ネットワークにネットワークを追加する。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘル
プを参照してください。

Connection on downlink port X has {connection status}
症状
ダウンリンクポート X の接続は{接続ステータス}です。
ID：crm.connectionStateChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ConnectionInstance
リソース URI：残りの接続
アクション
詳細についてアラートを確認し、アラートをクリアする任意の推奨される手順に従ってください。

Connection deployed on downlink port
症状
ダウンリンクポート X、サブポート Y に接続が展開されました。
ID：crm.connectionStateChange
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ConnectionInstance
リソース URI：/rest/connections
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アクション
対応する必要はありません。

Connection deployed on downlink port
症状
ダウンリンクポート X に接続が展開されました。
ID：crm.connectionStateChange
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ConnectionInstance
リソース URI：/rest/connections
アクション
対応する必要はありません。

The connection on downlink port is degraded
症状
ダウンリンクポート X、サブポート Y の接続が劣化しています。サブポートは動作していますが、Device
Control Channel (DCC)が利用できないか動作していません。
ID：crm.connectionStateChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ConnectionInstance
リソース URI：/rest/connections
アクション
1. 次のいずれかを実行します。
a. ダウンリンクポート X を有効にして無効にします。
b. サーバーの電源を切って、入れなおします。
c. ネットワークアダプターのファームウェアを推奨される最新バージョンにアップデートします。
2. 障害が続くか、破損が見つかった場合は、認定サポート担当者に連絡し、サポートダンプを提供しま
す。

An error has occurred in a connection on X
症状
X での接続でエラーが発生しました。ネットワークセット Y からすべてのネットワークが削除されまし
た。
ID：crm.connectionStateChange
重大度：クリティカル
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ヘルスカテゴリ：ConnectionInstance
リソース URI：/rest/connections
アクション
1. 次のいずれかを実行します。
• 少なくとも 1 つのネットワークをネットワークセットに戻します。
• 接続に別のネットワークリソースを選択するには、プロファイルを編集します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘル
プを参照してください。

The interconnect module is monitored
症状
インターコネクトモジュールは監視されています。ひとつまたはそれ以上のサーバープロファイル接続
が影響を受けています。
ID：crm.connectionStateChange
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ConnectionInstance
リソース URI：/rest/connections
アクション
論理スイッチを管理対象として構成します。

Connection enforcement succeeded
症状
接続の強制が成功しました。
ID：crm.connectionStateChange
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ConnectionInstance
リソース URI：/rest/connections
アクション
対応する必要はありません。

The connection on downlink port has failed
症状
VFC が存在しないため、ダウンリンクポート X、サブポート Y の接続に失敗しました。
ID：crm.connectionStateChange
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重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ConnectionInstance
リソース URI：/rest/connections
アクション
1. 次のいずれかを実行します。
a. HPE OneView で、論理インターコネクトに構成を再適用します。
b. 予想される構成をリストアします。

Interconnect subport is not available
症状
インターコネクト X、ポート Y、サブポート Z が使用できません。
ID：crm.connectionStateChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ConnectionInstance
リソース URI：残りの接続
アクション
1. 構成をインターコネクトに再適用してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The network VLAN ID does not match the VLAN ID of the associated SAN
症状
ネットワーク VLAN ID は、関連付けられた SAN の VLAN ID と一致しません。
ID：crm.sanVlanMismatch
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：fcoe-network
リソース URI：/rest/fcoe-networks
原因
VLAN ID の不一致
アクション
1. ネットワークを編集して SAN との関連を解除してください。
2. 次のいずれかを実行します。
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• ネットワークを VLAN ID が X の SAN に関連付けてください。
• SAN を VLAN ID が Y のネットワークに関連付けてください。
X と Y は、OneView からの指定値です。

Unable to communicate
症状
X と通信できません。
ID：crm.canNotCommunicateWithSwitch
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：スイッチ
リソース URI：/rest/switches
アクション
1. ネットワーク接続を確認します。
2. スイッチを更新するか、スイッチを編集して新しい IP アドレスまたはホスト名を指定します。

Unable to communicate
症状
X と通信できません。
ID：crm.canNotCommunicateWithSwitch
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：スイッチ
リソース URI：/rest/switches
アクション
スイッチの IP アドレスまたはホスト名および認証情報を確認して再度実行します。

Switch to interconnect connection is disabled for switch
症状
スイッチ X のスイッチからインターコネクトへの接続が無効です。マップビューはこのスイッチに関連
するインターコネクトを表示しません。
ID：crm.disabledInterconnectConnectivityForSwitch
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：スイッチ
リソース URI：/rest/switches
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アクション
スイッチのインターコネクト接続を有効にして更新します。

The IP address or host name is for incorrect switch
症状
スイッチの IP アドレスまたはホスト名が正しくありません。
ID：crm.wrongSwitch
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：スイッチ
リソース URI：/rest/switches
アクション
スイッチを編集して正しい IP アドレスまたはホスト名を指定します。

Switch with matching serial number and module ID already exists
症状
一致するシリアル番号およびモジュール ID を持つスイッチがすでに存在します。
ID：crm.duplicateSwitch
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：スイッチ
リソース URI：/rest/switches
アクション
別の IP アドレスまたはホスト名でスイッチを編集します。

The IP address or host name does not refer to the correct switch
症状
IP アドレスまたはホスト名は正しいスイッチを参照していません。
ID：crm.wrongSwitch
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：スイッチ
リソース URI：/rest/switches
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アクション
スイッチの正しい IP アドレスまたはホスト名および認証情報を入力して、再度実行します。

The IP address or host name does not refer to the correct switch
症状
X と通信できません。指定されたスイッチのユーザー名および/またはパスワードが無効です。
ID：crm.invalidSwitchCredentials
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：スイッチ
リソース URI：/rest/switches
アクション
スイッチを編集し、新しい認証情報を入力してください。

Failed to parse the XML from switch
症状
スイッチ X から XML の解析に失敗しました。
ID：crm.invalidSwitchCredentials
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：スイッチ
リソース URI：/rest/switches
アクション
1. 正しいスイッチに接続し、スイッチが正しくセットアップされていることを確認します。
2. SSH を介してスイッチに接続し、スイッチ情報をクエリします。

Link status on port changed
症状
X のポート Y のリンクステータスが（Z）に変更されました。
ID：swmon.linkStateChange
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：スイッチ
リソース URI：/rest/switches
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アクション
対応する必要はありません。

Switches in the logical switch are not correctly configured
症状
論理スイッチの中の 1 つ以上のスイッチが正しく vPC に構成されていません。
ID：crm.dualGenericLogicalHealthChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理スイッチ
リソース URI：/rest/logical-switches
アクション
vPC が有効であり論理スイッチ内のすべてのスイッチで動作していることを確認してください。

Logical switch has only one switch
症状
論理スイッチの中のスイッチはひとつだけですが、このスイッチはマルチスイッチ vPC ドメインのメン
バーです。
ID：crm.dualGenericLogicalHealthChange
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：論理スイッチ
リソース URI：/rest/logical-switches
アクション
1. スイッチを vPC ドメインから削除してください。
2. または、
a. 関連する論理スイッチグループを編集します。
b. 2 番目のスイッチを追加してグループからアップデートを実行し、同じ vPC ドメインに所属してい
る 2 番目のスイッチを追加します。

One of the switches is absent from the logical switch
症状
スイッチの 1 つが論理スイッチに存在しません。
ID：crm.dualGenericLogicalHealthChange
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：論理スイッチ
リソース URI：/rest/logical-switches
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アクション
1. 論理スイッチを編集します。
2. 同じ vPC ドメインに所属している 2 番目のスイッチを追加します。

The vPC is operational on the switches in the logical switch
症状
vPC は論理スイッチ内のスイッチで動作しています。
ID：crm.dualGenericLogicalHealthChange
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：論理スイッチ
リソース URI：/rest/logical-switches
アクション
対応する必要はありません。

The stacking health has changed to redundantly connected
症状
スタッキングヘルスは、論理スイッチの冗長接続に変わりました。
ID：crm.genericLogicalStateChange
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：論理スイッチ
リソース URI：/rest/logical-switches
アクション
対応する必要はありません。

論理スイッチは論理スイッチグループと整合性があります
症状
論理スイッチは論理スイッチグループと整合性があります。
ID：crm.genericLogicalStateChange
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：論理スイッチ
リソース URI：/rest/logical-switches
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アクション
対応する必要はありません。

論理スイッチは論理スイッチグループと整合性がありません
症状
論理スイッチは論理スイッチグループと整合性がありません。
ID：crm.complianceChange
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：論理スイッチ
リソース URI：/rest/logical-switches
アクション
論理スイッチをグループからアップデートします。
整合性が必要ない場合、このアラートはクリアできます。

The logical switch contains a switch that is unmanaged
症状
論理スイッチの中に、スイッチハードウェアタイプが一致しないため、非管理のスイッチがあります。
ID：crm.genericLogicalStateChange
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：論理スイッチ
リソース URI：/rest/logical-switches
アクション
論理スイッチを編集して、論理スイッチグループで指定されたスイッチタイプのスイッチ詳細を入力して
ください。

The logical switch contains a switch that is unmanaged
症状
論理スイッチの中に、スイッチファームウェアバージョンがサポートされていないために非管理のスイッ
チがあります。
ID：crm.genericLogicalStateChange
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：論理スイッチ
リソース URI：/rest/logical-switches
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アクション
スイッチファームウェアを最小サポートバージョンにアップグレードして、論理スイッチを更新します。

The logical switch contains a switch model that is not supported
症状
論理スイッチの中に、サポートされていないスイッチモデルがあります。
ID：crm.genericLogicalStateChange
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：論理スイッチ
リソース URI：/rest/logical-switches
アクション
論理スイッチを編集して、論理スイッチグループで指定されたスイッチタイプの詳細を入力します。

The stacking health changed to disconnected
症状
スタッキングヘルスは、論理スイッチの切断に変わりました。
ID：crm.singleGenericLogicalStateChange
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：論理スイッチ
リソース URI：/rest/logical-switches
アクション
論理スイッチ内のスイッチが構成されていて、フルスタック(冗長接続)であることを確認します。

The internal link set is inconsistent
症状
論理スイッチ Y の内部リンクセット X は、アップリンクセット Z と整合性がありません。
ID：crm.internalLinkConsistent
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理スイッチ
リソース URI：/rest/logical-switches
アクション
アップリンクセットの各ポートが論理スイッチのポートに接続されていることを確認します。

HPE OneView のエラーとアラート

614

整合性が必要ない場合、このアラートはクリアできます。

The internal link set is consistent
症状
論理スイッチ Y の内部リンクセット X は、アップリンクセット Z と整合性があります。
ID：crm.internalLinkConsistent
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：論理スイッチ
リソース URI：/rest/logical-switches
アクション
対応する必要はありません。

Networks are mapped to mezzanine Y, port Z in profile X
症状
ネットワークは、プロファイル X のメザニン Y、ポート Z にマッピングされています。ポートのすべての
接続上のネットワーク数が{最大ネットワーク制限}を超えています。
ID：crm.connectionStateChange
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ConnectionInstance
リソース URI：/rest/connections
原因
物理ダウンリンクポートのネットワークの数は、最大ネットワーク制限を超えています。
アクション
ネットワークセットまたは接続からネットワークを削除して、ポートのすべての接続上のネットワーク数
が最大ネットワーク制限を超えないようにしてください。

The network set X used by profile(s) Y has networks which exceed {max network limit}
allowed
症状
プロファイル Y で使用されているネットワークセット X には、{最大ネットワーク制限}を超えるネット
ワークがあります。
ID：crm.connectionStateChange
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ConnectionInstance
リソース URI：/rest/connections
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原因
ネットワークセットに含めることができるネットワークは、最大ネットワーク制限までです。
アクション
ネットワークセットからいくつかのネットワークを削除してください。

The URI X is not a valid managed SAN URI
症状
URI X は有効な管理対象 SAN の URI ではありません。
ID：crm.connectionStateChange
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：fc-network
リソース URI：/rest/fc-networks
アクション
FC ネットワークに関連付ける FC 機能を持つ管理対象 SAN の有効な URI を指定してください。

The URI is not a valid managed SAN URI
症状
URI X は有効な管理対象 SAN の URI ではありません。
ID：crm.connectionStateChange
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：fcoe-network
リソース URI：/rest/fcoe-networks
アクション
FCoE ネットワークに関連付けるには FCoE 機能を持つ管理対象 SAN の有効な URI を指定します。

The managed SAN specified for FC network X is not available
症状
FC ネットワーク X に指定された管理対象 SAN は利用できません。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：crm.connectionStateChange
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：fcoe-network
リソース URI：rest/fcoe-networks
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アクション
FCoE ネットワークに関連付ける FCoE 機能を持つ管理対象 SAN の有効な URI を指定する必要がありま
す。

The managed SAN specified for FC network {X} is not available
症状
FC ネットワーク{X}に指定された管理対象 SAN は利用できません。
ID：crm.connectionStateChange
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：fc-network
リソース URI：/rest/fc-networks
原因
管理対象 SAN はすでに別の FC ネットワークで使用されています：{X}
アクション
別の管理対象 SAN を選択するか、現在該当の SAN を使用している FC ネットワークから SAN を削除し
て、再度実行してください。

The self-test failed for the Virtual Connect SE 40Gb F8 Module
症状
Virtual Connect SE 40Gb F8 モジュールのセルフテストに失敗しました。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：crm.selfTestFailure
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects
アクション
認定サポート担当者に連絡して、HPE Virtual Connect SE 40Gb F8 モジュールの交換を依頼してくださ
い。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Host Key verification failed
症状
ホストキーの検証に失敗しました。インターコネクトとの SSH 接続の確立に失敗しました。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：crm.interconnectHostKeyFingerprintMismatch
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重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects
アクション
Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://www.hpe.com/support/hpesc）を
使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Staging failed for the interconnect X with firmware baseline
症状
{理由}により、ファームウェアベースライン Y でインターコネクト X のステージングが失敗しました。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：crm.interconnectStateChange
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects
原因
インターコネクトは信頼されたデバイスではありません。
アクション
Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://www.hpe.com/support/hpesc）を
使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

A pause flood condition has been detected on the uplink port
症状
アップリンクポートで Pause Flood 状態が検出されました。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：swmon.pauseFloodDetected
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects
原因
1 つ以上のアップリンクポートが非常に多くの数の一時停止フレームを頻繁に受け取っています。
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アクション
1. アップストリームスイッチを調べて接続の問題がないか確認します。
2. Pause Flood 状態をリセットします。
3. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The configuration for port X does not match
症状
ポート X の構成は、接続したトランシーバーまたはケーブルと一致しません。
このアラートは、HPE OneView 4.2 でアップデートされました。
ID：swmon.moduleIncompatible
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects
アクション
1. ポート X を、接続したトランシーバーまたはケーブルと一致するよう再構成してください。
2. または、次のいずれかを実行します。
• イーサーネットアップリンクセットでポートが構成されている場合は、接続されている 10Gb トラ
ンシーバーまたはケーブルを、40Gb 対応トランシーバーまたはケーブルに交換してください。
• ポートが FC アップリンクセットで構成されている場合は、FC 対応トランシーバーまたはケーブル
と交換してください。

The configuration for port X does not match
症状
ポート X の構成は、接続したトランシーバーまたはケーブルと一致しません。
このアラートは、HPE OneView 4.2 でアップデートされました。
ID：swmon.moduleIncompatible
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects
アクション
1. ポート X を、接続したトランシーバーまたはケーブルと一致するよう再構成してください。
2. または、次のいずれかを実行します。
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• イーサーネットアップリンクセットでポートが構成されている場合は、接続されている 40Gb トラ
ンシーバーまたはケーブルを、10Gb 対応トランシーバーまたはケーブルに交換してください。
• ポートが FC アップリンクセットで構成されている場合は、FC 対応トランシーバーまたはケーブル
と交換してください。

A packet storm has been detected on uplink set X
症状
アップリンクセット X、Y、ポート Z でパケットストームが検出されました。パケットレートが指定され
た A/秒のしきい値を下回るまで、ストームの原因となっているすべてのパケットは破棄されます。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：crm.uplinkSetStateChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：uplinkset/LI
リソース URI：/rest/uplink-sets
アクション
1. この動作が予想される場合は、論理インターコネクトのストーム制御設定を編集し、ストーム制御を
無効にするか、しきい値を増加してください。
2. または、パケットストームのソースを見つけて、トラフィックを許容可能なレートまで下げてくださ
い。

Network type should be updated
症状
アップリンクセット X で、ネットワークタイプを"Y"から"Z"にアップデートしてください。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：crm.complianceChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/logical-interconnects
アクション
1. 論理インターコネクトと論理インターコネクトグループの整合性を取るには、グループから論理イン
ターコネクトをアップデートします。
論理インターコネクトまたはグループは、整合性を手動でリストアするために編集できます。
2. 整合性が必要ない場合、このアラートはクリアできます。
3. または、論理インターコネクトの特定のセクションに対して整合性チェックが必要ない場合、論理イ
ンターコネクトグループの対応するセクションを編集し、整合性チェックを"チェックなし"に変更しま
す。
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Desired speed should be updated
症状
アップリンクセット X で、要求される速度を Y から Z にアップデートしてください。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：crm.complianceChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/logical-interconnects
アクション
1. 論理インターコネクトと論理インターコネクトグループの整合性を取るには、グループから論理イン
ターコネクトをアップデートします。
論理インターコネクトまたはグループは、整合性を手動でリストアするために編集できます。
2. 整合性が必要ない場合、このアラートはクリアできます。
3. または、論理インターコネクトの特定のセクションに対して整合性チェックが必要ない場合、論理イ
ンターコネクトグループの対応するセクションを編集し、整合性チェックを"チェックなし"に変更しま
す。

Desired FEC mode should be updated
症状
アップリンクセット X で、要求される FEC モードを Y から Z にアップデートしてください。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：crm.complianceChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/logical-interconnects
アクション
1. 論理インターコネクトと論理インターコネクトグループの整合性を取るには、グループから論理イン
ターコネクトをアップデートします。
論理インターコネクトまたはグループは、整合性を手動でリストアするために編集できます。
2. 整合性が必要ない場合、このアラートはクリアできます。
3. または、論理インターコネクトの特定のセクションに対して整合性チェックが必要ない場合、論理イ
ンターコネクトグループの対応するセクションを編集し、整合性チェックを"チェックなし"に変更しま
す。

Network Y should be updated as native network
症状
アップリンクセット X で、ネットワーク Y をネイティブネットワークとしてアップデートしてください。
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このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：crm.complianceChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/logical-interconnects
アクション
1. 論理インターコネクトと論理インターコネクトグループの整合性を取るには、グループから論理イン
ターコネクトをアップデートします。
論理インターコネクトまたはグループは、整合性を手動でリストアするために編集できます。
2. 整合性が必要ない場合、このアラートはクリアできます。
3. または、論理インターコネクトの特定のセクションに対して整合性チェックが必要ない場合、論理イ
ンターコネクトグループの対応するセクションを編集し、整合性チェックを"チェックなし"に変更しま
す。

Network Y should be updated as non-native network
症状
アップリンクセット X で、ネットワーク Y を非ネイティブネットワークとしてアップデートしてくださ
い。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：crm.complianceChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/logical-interconnects
アクション
1. 論理インターコネクトと論理インターコネクトグループの整合性を取るには、グループから論理イン
ターコネクトをアップデートします。
論理インターコネクトまたはグループは、整合性を手動でリストアするために編集できます。
2. 整合性が必要ない場合、このアラートはクリアできます。
3. または、論理インターコネクトの特定のセクションに対して整合性チェックが必要ない場合、論理イ
ンターコネクトグループの対応するセクションを編集し、整合性チェックを"チェックなし"に変更しま
す。

Isolated network should be removed from private vlan domain
症状
分離されたネットワーク X を、アップリンクセット Z のプライマリネットワーク Y を持つプライベート
VLAN ドメインから削除してください。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：crm.complianceChange
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重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/logical-interconnects
アクション
1. 論理インターコネクトと論理インターコネクトグループの整合性を取るには、グループから論理イン
ターコネクトをアップデートします。
論理インターコネクトまたはグループは、整合性を手動でリストアするために編集できます。
2. 整合性が必要ない場合、このアラートはクリアできます。
3. または、論理インターコネクトの特定のセクションに対して整合性チェックが必要ない場合、論理イ
ンターコネクトグループの対応するセクションを編集し、整合性チェックを"チェックなし"に変更しま
す。

X network(s) will be added to internal network
症状
X ネットワークが内部ネットワークに追加されます。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：crm.complianceChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/logical-interconnects
アクション
1. 論理インターコネクトと論理インターコネクトグループの整合性を取るには、グループから論理イン
ターコネクトをアップデートします。
論理インターコネクトまたはグループは、整合性を手動でリストアするために編集できます。
2. 整合性が必要ない場合、このアラートはクリアできます。
3. または、論理インターコネクトの特定のセクションに対して整合性チェックが必要ない場合、論理イ
ンターコネクトグループの対応するセクションを編集し、整合性チェックを"チェックなし"に変更しま
す。

X network(s) should be added to internal network
症状
X ネットワークを内部ネットワークに追加してください。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：crm.complianceChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/logical-interconnects
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アクション
1. 論理インターコネクトと論理インターコネクトグループの整合性を取るには、グループから論理イン
ターコネクトをアップデートします。
論理インターコネクトまたはグループは、整合性を手動でリストアするために編集できます。
2. 整合性が必要ない場合、このアラートはクリアできます。
3. または、論理インターコネクトの特定のセクションに対して整合性チェックが必要ない場合、論理イ
ンターコネクトグループの対応するセクションを編集し、整合性チェックを"チェックなし"に変更しま
す。

X network(s) will be removed from internal network
症状
X ネットワークが内部ネットワークから削除されます。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：crm.complianceChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/logical-interconnects
アクション
1. 論理インターコネクトと論理インターコネクトグループの整合性を取るには、グループから論理イン
ターコネクトをアップデートします。
論理インターコネクトまたはグループは、整合性を手動でリストアするために編集できます。
2. 整合性が必要ない場合、このアラートはクリアできます。
3. または、論理インターコネクトの特定のセクションに対して整合性チェックが必要ない場合、論理イ
ンターコネクトグループの対応するセクションを編集し、整合性チェックを"チェックなし"に変更しま
す。

X network(s) should be removed from internal network
症状
X ネットワークを内部ネットワークから削除してください。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：crm.complianceChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/logical-interconnects
アクション
1. 論理インターコネクトと論理インターコネクトグループの整合性を取るには、グループから論理イン
ターコネクトをアップデートします。
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論理インターコネクトまたはグループは、整合性を手動でリストアするために編集できます。
2. 整合性が必要ない場合、このアラートはクリアできます。
3. または、論理インターコネクトの特定のセクションに対して整合性チェックが必要ない場合、論理イ
ンターコネクトグループの対応するセクションを編集し、整合性チェックを"チェックなし"に変更しま
す。

Uplink set(s) X should be added
症状
アップリンクセット X を追加してください。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：crm.complianceChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/logical-interconnects
アクション
1. 論理インターコネクトと論理インターコネクトグループの整合性を取るには、グループから論理イン
ターコネクトをアップデートします。
論理インターコネクトまたはグループは、整合性を手動でリストアするために編集できます。
2. 整合性が必要ない場合、このアラートはクリアできます。
3. または、論理インターコネクトの特定のセクションに対して整合性チェックが必要ない場合、論理イ
ンターコネクトグループの対応するセクションを編集し、整合性チェックを"チェックなし"に変更しま
す。

Uplink set(s) X should be removed
症状
アップリンクセット X を削除してください。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：crm.complianceChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/logical-interconnects
アクション
1. 論理インターコネクトと論理インターコネクトグループの整合性を取るには、グループから論理イン
ターコネクトをアップデートします。
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論理インターコネクトまたはグループは、整合性を手動でリストアするために編集できます。
2. 整合性が必要ない場合、このアラートはクリアできます。
3. または、論理インターコネクトの特定のセクションに対して整合性チェックが必要ない場合、論理イ
ンターコネクトグループの対応するセクションを編集し、整合性チェックを"チェックなし"に変更しま
す。

Uplink set(s) X should be added to uplink set
症状
アップリンクセット Y にアップリンクセット X を追加してください。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：crm.complianceChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/logical-interconnects
アクション
1. 論理インターコネクトと論理インターコネクトグループの整合性を取るには、グループから論理イン
ターコネクトをアップデートします。
論理インターコネクトまたはグループは、整合性を手動でリストアするために編集できます。
2. 整合性が必要ない場合、このアラートはクリアできます。
3. または、論理インターコネクトの特定のセクションに対して整合性チェックが必要ない場合、論理イ
ンターコネクトグループの対応するセクションを編集し、整合性チェックを"チェックなし"に変更しま
す。

Uplink port(s) X should be removed from uplink set
症状
アップリンクセット Y からアップリンクポート X を削除してください。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：crm.complianceChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/logical-interconnects
アクション
1. 論理インターコネクトと論理インターコネクトグループの整合性を取るには、グループから論理イン
ターコネクトをアップデートします。
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論理インターコネクトまたはグループは、整合性を手動でリストアするために編集できます。
2. 整合性が必要ない場合、このアラートはクリアできます。
3. または、論理インターコネクトの特定のセクションに対して整合性チェックが必要ない場合、論理イ
ンターコネクトグループの対応するセクションを編集し、整合性チェックを"チェックなし"に変更しま
す。

sFlow configuration should be removed
症状
sFlow 構成を削除してください。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：crm.complianceChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/logical-interconnects
アクション
1. 論理インターコネクトと論理インターコネクトグループの整合性を取るには、グループから論理イン
ターコネクトをアップデートします。
論理インターコネクトまたはグループは、整合性を手動でリストアするために編集できます。
2. 整合性が必要ない場合、このアラートはクリアできます。
3. または、論理インターコネクトの特定のセクションに対して整合性チェックが必要ない場合、論理イ
ンターコネクトグループの対応するセクションを編集し、整合性チェックを"チェックなし"に変更しま
す。

Network(s) X should be added to uplink set
症状
アップリンクセット Y にネットワーク X を追加してください。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：crm.complianceChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/logical-interconnects
アクション
1. 論理インターコネクトと論理インターコネクトグループの整合性を取るには、グループから論理イン
ターコネクトをアップデートします。
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論理インターコネクトまたはグループは、整合性を手動でリストアするために編集できます。
2. 整合性が必要ない場合、このアラートはクリアできます。
3. または、論理インターコネクトの特定のセクションに対して整合性チェックが必要ない場合、論理イ
ンターコネクトグループの対応するセクションを編集し、整合性チェックを"チェックなし"に変更しま
す。

Network(s) X should be removed from uplink set
症状
アップリンクセット Y からネットワーク X を削除してください。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：crm.complianceChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/logical-interconnects
アクション
1. 論理インターコネクトと論理インターコネクトグループの整合性を取るには、グループから論理イン
ターコネクトをアップデートします。
論理インターコネクトまたはグループは、整合性を手動でリストアするために編集できます。
2. 整合性が必要ない場合、このアラートはクリアできます。
3. または、論理インターコネクトの特定のセクションに対して整合性チェックが必要ない場合、論理イ
ンターコネクトグループの対応するセクションを編集し、整合性チェックを"チェックなし"に変更しま
す。

Private VLAN domain(s) with primary network(s) X should be added
症状
プライマリネットワーク X を持つプライベート VLAN ドメインをアップリンクセット Y に追加してくだ
さい。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：crm.complianceChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/logical-interconnects
アクション
1. 論理インターコネクトと論理インターコネクトグループの整合性を取るには、グループから論理イン
ターコネクトをアップデートします。
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論理インターコネクトまたはグループは、整合性を手動でリストアするために編集できます。
2. 整合性が必要ない場合、このアラートはクリアできます。
3. または、論理インターコネクトの特定のセクションに対して整合性チェックが必要ない場合、論理イ
ンターコネクトグループの対応するセクションを編集し、整合性チェックを"チェックなし"に変更しま
す。

Private VLAN domain(s) with primary network(s) X should be removed
症状
プライマリネットワーク X を持つプライベート VLAN ドメインをアップリンクセット Y から削除してく
ださい。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：crm.complianceChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/logical-interconnects
アクション
1. 論理インターコネクトと論理インターコネクトグループの整合性を取るには、グループから論理イン
ターコネクトをアップデートします。
論理インターコネクトまたはグループは、整合性を手動でリストアするために編集できます。
2. 整合性が必要ない場合、このアラートはクリアできます。
3. または、論理インターコネクトの特定のセクションに対して整合性チェックが必要ない場合、論理イ
ンターコネクトグループの対応するセクションを編集し、整合性チェックを"チェックなし"に変更しま
す。

Isolated network X should be added from private vlan domain
症状
分離されたネットワーク X を、アップリンクセット Z のプライマリネットワーク Y を持つプライベート
VLAN ドメインから追加してください。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：crm.complianceChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/logical-interconnects
アクション
1. 論理インターコネクトと論理インターコネクトグループの整合性を取るには、グループから論理イン
ターコネクトをアップデートします。
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論理インターコネクトまたはグループは、整合性を手動でリストアするために編集できます。
2. 整合性が必要ない場合、このアラートはクリアできます。
3. または、論理インターコネクトの特定のセクションに対して整合性チェックが必要ない場合、論理イ
ンターコネクトグループの対応するセクションを編集し、整合性チェックを"チェックなし"に変更しま
す。

The port is unlinked
症状
ポートはリンクされていません。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：crm.connectionStateChange
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ConnectionInstance
リソース URI：/rest/logical-interconnects
アクション
1. 接続が依存する機器のダウンリンクポートのヘルスおよびリンク状態を確認してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

For uplink set X, uplink ports Y are nonoperational
症状
アップリンクセット X で、アップリンクポート Y は使用できません。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：crm.uplinkSetStateChange
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/uplink-sets
アクション
1. アップリンクセットで使用されるアップリンクポートが有効で、正しくリンクおよび構成されている
ことを確認してください。
2. LAG 構成とアップストリームスイッチポートのステータスが両方とも正しいことを確認してくださ
い。
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3. アップリンクセットが FCoE ネットワークを含む場合、アップストリームスイッチポート上のアップ
リンクポート DCBX ステータスおよび FCoE 構成が正しいこと、または、Quality of Service が RoCE
ロスレスとして構成されているかどうかを確認してください。
4. アップストリームスイッチポート上のアップリンクポート DCBX ステータスおよび RoCE 構成が正
しいことを確認してください。

The advanced networking configuration script contents will be modified
症状
アドバンストネットワーク構成スクリプト X の内容が変更されます。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：crm.complianceChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/logical-interconnects
アクション
1. 論理インターコネクトと論理インターコネクトグループの整合性を取るには、グループから論理イン
ターコネクトをアップデートします。
論理インターコネクトまたはグループは、整合性を手動でリストアするために編集できます。
2. 整合性が必要ない場合、このアラートはクリアできます。
3. または、論理インターコネクトの特定のセクションに対して整合性チェックが必要ない場合、論理イ
ンターコネクトグループの対応するセクションを編集し、整合性チェックを"チェックなし"に変更しま
す。

The advanced networking configuration script will be reordered
症状
アドバンストネットワーク構成スクリプトの順序が変更されます。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：crm.complianceChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/logical-interconnects
アクション
1. 論理インターコネクトと論理インターコネクトグループの整合性を取るには、グループから論理イン
ターコネクトをアップデートします。
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論理インターコネクトまたはグループは、整合性を手動でリストアするために編集できます。
2. 整合性が必要ない場合、このアラートはクリアできます。
3. または、論理インターコネクトの特定のセクションに対して整合性チェックが必要ない場合、論理イ
ンターコネクトグループの対応するセクションを編集し、整合性チェックを"チェックなし"に変更しま
す。

The advanced networking configuration scripts will be added
症状
アドバンストネットワーク構成スクリプトが追加されます。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：crm.complianceChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/logical-interconnects
アクション
1. 論理インターコネクトと論理インターコネクトグループの整合性を取るには、グループから論理イン
ターコネクトをアップデートします。
論理インターコネクトまたはグループは、整合性を手動でリストアするために編集できます。
2. 整合性が必要ない場合、このアラートはクリアできます。
3. または、論理インターコネクトの特定のセクションに対して整合性チェックが必要ない場合、論理イ
ンターコネクトグループの対応するセクションを編集し、整合性チェックを"チェックなし"に変更しま
す。

The advanced networking configuration scripts will be removed
症状
アドバンストネットワーク構成スクリプトが削除されます。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：crm.complianceChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/logical-interconnects
アクション
1. 論理インターコネクトと論理インターコネクトグループの整合性を取るには、グループから論理イン
ターコネクトをアップデートします。

HPE OneView のエラーとアラート

632

論理インターコネクトまたはグループは、整合性を手動でリストアするために編集できます。
2. 整合性が必要ない場合、このアラートはクリアできます。
3. または、論理インターコネクトの特定のセクションに対して整合性チェックが必要ない場合、論理イ
ンターコネクトグループの対応するセクションを編集し、整合性チェックを"チェックなし"に変更しま
す。

IGMP proxy reporting will be enabled
症状
IGMP プロキシレポートが有効になります。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：crm.complianceChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/logical-interconnects
アクション
1. 論理インターコネクトと論理インターコネクトグループの整合性を取るには、グループから論理イン
ターコネクトをアップデートします。
論理インターコネクトまたはグループは、整合性を手動でリストアするために編集できます。
2. 整合性が必要ない場合、このアラートはクリアできます。
3. または、論理インターコネクトの特定のセクションに対して整合性チェックが必要ない場合、論理イ
ンターコネクトグループの対応するセクションを編集し、整合性チェックを"チェックなし"に変更しま
す。

IGMP proxy reporting will be disabled
症状
IGMP プロキシレポートが無効になります。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：crm.complianceChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/logical-interconnects
アクション
1. 論理インターコネクトと論理インターコネクトグループの整合性を取るには、グループから論理イン
ターコネクトをアップデートします。
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論理インターコネクトまたはグループは、整合性を手動でリストアするために編集できます。
2. 整合性が必要ない場合、このアラートはクリアできます。
3. または、論理インターコネクトの特定のセクションに対して整合性チェックが必要ない場合、論理イ
ンターコネクトグループの対応するセクションを編集し、整合性チェックを"チェックなし"に変更しま
す。

IGMP multicast flood prevention will be enabled
症状
IGMP マルチキャストフラッディングの防止が有効になります。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：crm.complianceChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/logical-interconnects
アクション
1. 論理インターコネクトと論理インターコネクトグループの整合性を取るには、グループから論理イン
ターコネクトをアップデートします。
論理インターコネクトまたはグループは、整合性を手動でリストアするために編集できます。
2. 整合性が必要ない場合、このアラートはクリアできます。
3. または、論理インターコネクトの特定のセクションに対して整合性チェックが必要ない場合、論理イ
ンターコネクトグループの対応するセクションを編集し、整合性チェックを"チェックなし"に変更しま
す。

IGMP multicast flood prevention will be disabled
症状
IGMP マルチキャストフラッディングの防止が無効になります。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：crm.complianceChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/logical-interconnects
アクション
1. 論理インターコネクトと論理インターコネクトグループの整合性を取るには、グループから論理イン
ターコネクトをアップデートします。
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論理インターコネクトまたはグループは、整合性を手動でリストアするために編集できます。
2. 整合性が必要ない場合、このアラートはクリアできます。
3. または、論理インターコネクトの特定のセクションに対して整合性チェックが必要ない場合、論理イ
ンターコネクトグループの対応するセクションを編集し、整合性チェックを"チェックなし"に変更しま
す。

IGMP snooping will be disabled
症状
IGMP スヌーピングが無効になります。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：crm.complianceChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/logical-interconnects
アクション
1. 論理インターコネクトと論理インターコネクトグループの整合性を取るには、グループから論理イン
ターコネクトをアップデートします。
論理インターコネクトまたはグループは、整合性を手動でリストアするために編集できます。
2. 整合性が必要ない場合、このアラートはクリアできます。
3. または、論理インターコネクトの特定のセクションに対して整合性チェックが必要ない場合、論理イ
ンターコネクトグループの対応するセクションを編集し、整合性チェックを"チェックなし"に変更しま
す。

IGMP snooping will be enabled
症状
IGMP スヌーピングが有効になります。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：crm.complianceChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/logical-interconnects
アクション
1. 論理インターコネクトと論理インターコネクトグループの整合性を取るには、グループから論理イン
ターコネクトをアップデートします。
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論理インターコネクトまたはグループは、整合性を手動でリストアするために編集できます。
2. 整合性が必要ない場合、このアラートはクリアできます。
3. または、論理インターコネクトの特定のセクションに対して整合性チェックが必要ない場合、論理イ
ンターコネクトグループの対応するセクションを編集し、整合性チェックを"チェックなし"に変更しま
す。

IGMP snooping will be enabled for all VLAN tagged networks
症状
すべての VLAN タグ付きネットワークで IGMP スヌーピングが有効になります。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：crm.complianceChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/logical-interconnects
アクション
1. 論理インターコネクトと論理インターコネクトグループの整合性を取るには、グループから論理イン
ターコネクトをアップデートします。
論理インターコネクトまたはグループは、整合性を手動でリストアするために編集できます。
2. 整合性が必要ない場合、このアラートはクリアできます。
3. または、論理インターコネクトの特定のセクションに対して整合性チェックが必要ない場合、論理イ
ンターコネクトグループの対応するセクションを編集し、整合性チェックを"チェックなし"に変更しま
す。

IGMP snooping VLANs will be modified
症状
IGMP スヌーピング VLAN が論理インターコネクトグループと一致するように変更されます。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：crm.complianceChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/logical-interconnects
アクション
1. 論理インターコネクトと論理インターコネクトグループの整合性を取るには、グループから論理イン
ターコネクトをアップデートします。
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論理インターコネクトまたはグループは、整合性を手動でリストアするために編集できます。
2. 整合性が必要ない場合、このアラートはクリアできます。
3. または、論理インターコネクトの特定のセクションに対して整合性チェックが必要ない場合、論理イ
ンターコネクトグループの対応するセクションを編集し、整合性チェックを"チェックなし"に変更しま
す。

The IGMP snooping idle timeout interval value will be changed
症状
IGMP スヌーピングのアイドルタイムアウト間隔の値が X 秒から Y 秒に変更されます。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：crm.complianceChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/logical-interconnects
アクション
1. 論理インターコネクトと論理インターコネクトグループの整合性を取るには、グループから論理イン
ターコネクトをアップデートします。
論理インターコネクトまたはグループは、整合性を手動でリストアするために編集できます。
2. 整合性が必要ない場合、このアラートはクリアできます。
3. または、論理インターコネクトの特定のセクションに対して整合性チェックが必要ない場合、論理イ
ンターコネクトグループの対応するセクションを編集し、整合性チェックを"チェックなし"に変更しま
す。

Storm control will be enabled
症状
ストーム制御がしきい値 X パケット/秒、ポーリング間隔 Y 秒で有効になります。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：crm.complianceChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/logical-interconnects
アクション
1. 論理インターコネクトと論理インターコネクトグループの整合性を取るには、グループから論理イン
ターコネクトをアップデートします。
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論理インターコネクトまたはグループは、整合性を手動でリストアするために編集できます。
2. 整合性が必要ない場合、このアラートはクリアできます。
3. または、論理インターコネクトの特定のセクションに対して整合性チェックが必要ない場合、論理イ
ンターコネクトグループの対応するセクションを編集し、整合性チェックを"チェックなし"に変更しま
す。

Storm control will be disabled
症状
ストーム制御が無効になります。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：crm.complianceChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/logical-interconnects
アクション
1. 論理インターコネクトと論理インターコネクトグループの整合性を取るには、グループから論理イン
ターコネクトをアップデートします。
論理インターコネクトまたはグループは、整合性を手動でリストアするために編集できます。
2. 整合性が必要ない場合、このアラートはクリアできます。
3. または、論理インターコネクトの特定のセクションに対して整合性チェックが必要ない場合、論理イ
ンターコネクトグループの対応するセクションを編集し、整合性チェックを"チェックなし"に変更しま
す。

The storm control threshold value will be changed
症状
ストーム制御のしきい値が X パケット/秒から Y パケット/秒に変更されます。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：crm.complianceChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/logical-interconnects
アクション
1. 論理インターコネクトと論理インターコネクトグループの整合性を取るには、グループから論理イン
ターコネクトをアップデートします。

HPE OneView のエラーとアラート

638

論理インターコネクトまたはグループは、整合性を手動でリストアするために編集できます。
2. 整合性が必要ない場合、このアラートはクリアできます。
3. または、論理インターコネクトの特定のセクションに対して整合性チェックが必要ない場合、論理イ
ンターコネクトグループの対応するセクションを編集し、整合性チェックを"チェックなし"に変更しま
す。

The storm control polling interval will be changed
症状
ストーム制御のポーリング間隔が X 秒から Y 秒に変更されます。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：crm.complianceChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/logical-interconnects
アクション
1. 論理インターコネクトと論理インターコネクトグループの整合性を取るには、グループから論理イン
ターコネクトをアップデートします。
論理インターコネクトまたはグループは、整合性を手動でリストアするために編集できます。
2. 整合性が必要ない場合、このアラートはクリアできます。
3. または、論理インターコネクトの特定のセクションに対して整合性チェックが必要ない場合、論理イ
ンターコネクトグループの対応するセクションを編集し、整合性チェックを"チェックなし"に変更しま
す。

Switch credentials failed to authenticate
症状
スイッチ X の認証情報の認証に失敗しました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：swmon.genericLogicalSwitchCredentialFailed
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：論理スイッチ
リソース URI：/rest/logical-switches
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アクション
エイリアス名を Y として、スイッチ X の証明書をアップデートします。

The SSH key on the switch does not match the stored key
症状
スイッチの SSH キーが保存されているキーと一致しません。スイッチの SSH キー = X、保存されている
キー = Y。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：swmon.genericSwitchFailedSshKey
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：論理スイッチ
リソース URI：/rest/logical-switches
アクション
論理スイッチを更新して新しいスイッチを追加します。

Switch SSH key does not match the stored key
症状
スイッチの SSH キーが保存されているキーと一致しません。スイッチの SSH キー = X、保存されている
キー = Y。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：swmon.genericLogicalSwitchSshKeyFailed
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：論理スイッチ
リソース URI：/rest/logical-switches
アクション
論理スイッチを更新して新しいスイッチを追加します。

SSH key successfully authenticated with switch X
症状
SSH キーがスイッチ X で正常に認証されました。
ID：swmon.genericLogicalSwitchSshKeyRestored
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：論理スイッチ
リソース URI：/rest/logical-switches
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アクション
対応する必要はありません。

Certificate successfully authenticated with switch
症状
証明書がスイッチ X で正常に認証されました。
ID：swmon.genericLogicalSwitchCertificateRestored
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：論理スイッチ
リソース URI：/rest/logical-switches
アクション
対応する必要はありません。

Certificate failure accessing switch
症状
スイッチ X のアクセスで認証情報の障害。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：swmon.genericSwitchFailedCertificate
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：論理スイッチ
リソース URI：/rest/logical-switches
アクション
エイリアス名を Y として、スイッチ X の証明書をアップデートします。

Port-channel contains more ports than configured by OneView
症状
ポートチャネル ID が Y のアップリンクセット X に関連付けられたポートチャネルに、OneView で構成さ
れているポートよりも多くのポートが含まれています。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：crm.uplinkSetStateChange
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/logical-interconnect
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アクション
1. 論理インターコネクトからアップリンクセットを削除します。
2. アップリンクセットを再度作成するか、アップリンクポートに接続されているポートのみがポート
チャネルに含まれていることを確認します。

The network set is associated with server profile connections
症状
ネットワークセット X は、サーバープロファイル接続に関連付けられ、1 つ以上のネットワークが論理イ
ンターコネクト上のマルチキャスト VLAN として指定されています。適切なマルチキャスト VLAN 操作
のため、ネットワークセットではいずれかのネットワークがタグなしトラフィックを許可するように構成
されている必要があります。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：crm.nativeNetworkAbsentInNetworkSet
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/logical-interconnect
アクション
ネットワークセット X 内でネットワークの 1 つをタグなしとして構成します。

The uplink set does not contain any uplink ports
症状
X アップリンクセットはアップリンクポートを含んでいません。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：crm.uplinkSetStateChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：アップリンクセット
リソース URI：/rest/uplink-set
アクション
少なくともひとつのアップリンクポートがそれぞれのイーサーネットアップリンクポートに追加されて
いなければなりません。

The uplink set does not contain any uplink ports
症状
X アップリンクセットはアップリンクポートを含んでいません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：crm.uplinkSetStateChange
重大度：警告
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ヘルスカテゴリ：アップリンクセット
リソース URI：/rest/uplink-set
アクション
少なくとも 1 つのアップリンクポートがそれぞれのイーサーネットアップリンクセットに追加される必
要があります。

The connection LAG ID pool is exhausted
症状
接続 LAG ID プールが使い果たされています。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：crm.interconnectStateChange
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：接続インスタンス
リソース URI：/rest/connections
アクション
1 つ以上の既存 LAG 接続を削除し、操作を再度実行します。
各論理インターコネクトは最大 255 の LAG ID を持つことができます。

Unable to power off interconnect
症状
操作が進行中であるため、X の電源をオフにできません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：crm.interconnectStateChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects
アクション
現在の操作が完了するまで待ってから、この操作を再度実行します。

Support dump cannot be generated
症状
次のサポートダンプサービスエラーのため、X のサポートダンプを生成できません：Y
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：crm.logicalSwitch
重大度：エラー
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ヘルスカテゴリ：サポートダンプ
リソース URI：/rest/logical-enclosures/{id}/support_dumps
アクション
サポートダンプの作成を再度実行してください。

The support dump cannot be generated
症状
X のサポートダンプを生成できません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：crm.logicalSwitch
重大度：エラー
ヘルスカテゴリ：サポートダンプ
リソース URI：/rest/logical-enclosures/{id}/support_dumps
アクション
1. 未解決のアラートをすべて解決してください。
2. サポートダンプの作成を再度実行してください。

Creating the support dump failed
症状
X のサポートダンプの作成に失敗しました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：crm.logicalSwitch
重大度：エラー
ヘルスカテゴリ：サポートダンプ
リソース URI：/rest/logical-enclosures/{id}/support_dumps
アクション
1. X に関連する未解決のアラートをすべて解決してください。
2. 操作を再試行してください。
3. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストにお問い合わせください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする
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LAG status changed from active to stand-by
症状
アップリンクセット Y の一部であるアップリンクポート X の LAG ステータスがアクティブからスタン
バイに変更されました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：crm.logicalInterconnectStateChange
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/logical-Interconnect
アクション
1. アップリンクセットで使用されるアップリンクポートが有効で、リンクされ、正しく構成されている
ことを確認してください。
2. LAG 構成とアップストリームスイッチポートのステータスが両方とも正しいことを確認してくださ
い。
3. アップリンクセットが FCoE ネットワークを含んでいる場合は、アップリンクポートの DCBX ステー
タスとアップストリームスイッチポートの FCoE 構成が正しいことを確認してください。

Activation failed on subordinate while loading firmware version
症状
ファームウェアバージョンのロード中にエラーが発生したため、従属 X のアクティブ化が失敗しました。
ただし、マスターのワークロードは影響を受けない可能性があります。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：firmwareupdate.status
重大度：エラー
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/logical-Interconnect
アクション
1. インターコネクトが構成済み状態になっていない場合は、X のリセットを実行してください。冗長で
はないネットワークが含まれている場合、これによってネットワークの中断が発生する可能性があり
ます。
2. インターコネクトが構成済み状態になったら、論理インターコネクトのページでパラレルファーム
ウェアアップデートを再度実行してください。

Activation failed on subordinate while loading firmware version
症状
ファームウェアバージョンのロード中にエラーが発生したため、従属 X のアクティブ化が失敗しました。
ただし、マスターおよび従属インターコネクトのワークロードは影響を受けない可能性があります。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
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ID：firmwareupdate.status
重大度：エラー
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/interconnects
アクション
1. インターコネクトが構成済み状態になっていない場合、リセット操作を実行してください。
2. インターコネクトが構成済み状態になったら、論理インターコネクトのページで統合ファームウェア
アップデートを再度実行してください。

Activation failed on subordinate in post activation stage
症状
従属 X のアクティブ化が成功しました。ただし、アクティブ化後のステージングでエラーが発生したた
め、従属 X のワークロードを実行状態にできません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：firmwareupdate.status
重大度：エラー
ヘルスカテゴリ：インターコネクト
リソース URI：/rest/interconnects
アクション
1. インターコネクトが構成済み状態になっていない場合は、論理インターコネクトのページで構成の再
適用を実行してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。

Uplink ports are degraded
症状
アップリンクポート X が劣化しています。これらは LAG Z を使用したアップリンクセット Y の一部です
が、LAG フラッピングが原因で断続的に失敗しています。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：swmon.lapflapstatus
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ネットワーク
リソース URI：/rest/interconnects
アクション
対応するトップオブラックスイッチでケーブル、接続性、およびポート構成を確認します。
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問題が続く場合は、認定サポート担当者に連絡して、サポートダンプを提供します。

Downlink ports are degraded
症状
ダウンリンクポート X、サブポート Y の接続が劣化しています。サブポートは動作していますが、LAG
フラッピングのため、断続的に失敗しています。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：swmon.lapflapstatus
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ネットワーク
リソース URI：/rest/interconnects
アクション
1. ダウンリンクポートが有効で、リンクステータスがリンク状態で、インターコネクトが構成済み状態
であることを確認します。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。

ファブリックマネージャーエラー
One or more networks associated with tenant X are missing
症状
テナントに関連付けられた 1 つ以上のネットワークが見つかりません。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：fabricmgr.network.missing
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ファブリックマネージャー
リソース URI：/rest/fabric-managers
アクション
1. 特定の不整合を確認するには、指定されたテナントの整合性の詳細を展開してください。
2. 不整合を手動で解決するか、HPE OneView が自動的に問題を解決するために不整合の修復アクション
を選択してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘル
プを参照してください。

One or more network sets associated with tenant X are missing
症状
テナント X に関連付けられた 1 つ以上のネットワークセットが見つかりません。
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このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：fabricmgr.networkset.missing
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ファブリックマネージャー
リソース URI：/rest/fabric-managers
アクション
1. 特定の不整合を確認するには、指定されたテナントの整合性の詳細を展開してください。
2. 不整合を手動で解決するか、HPE OneView が自動的に問題を解決するために不整合の修復アクション
を選択してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘル
プを参照してください。

One or more uplink sets associated with tenant X are missing
症状
テナント X に関連付けられた 1 つ以上のアップリンクセットが見つかりません。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：fabricmgr.uplinkset.missing
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ファブリックマネージャー
リソース URI：/rest/fabric-managers
アクション
1. 特定の不整合を確認するには、指定されたテナントの整合性の詳細を展開してください。
2. 不整合を手動で解決するか、HPE OneView が自動的に問題を解決するために不整合の修復アクション
を選択してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘル
プを参照してください。

Logical Interconnect X is inconsistent with the fabric manager and requires remediation
症状
論理インターコネクト X はファブリックマネージャーと整合性がないため、修復が必要です。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：fabricmgr.li.inconsistent
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ファブリックマネージャー
リソース URI：/rest/fabric-managers
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アクション
1. 特定の不整合を確認するには、指定されたテナントの整合性の詳細を展開してください。
2. 不整合を手動で解決するか、HPE OneView が自動的に問題を解決するために不整合の修復アクション
を選択してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘル
プを参照してください。

Network Set X is inconsistent with the fabric manager and requires remediation
症状
ネットワークセット X はファブリックマネージャーと整合性がないため、修復が必要です。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：fabricmgr.ns.inconsistent
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ファブリックマネージャー
リソース URI：/rest/fabric-managers
アクション
1. 特定の不整合を確認するには、指定されたテナントの整合性の詳細を展開してください。
2. 不整合を手動で解決するか、HPE OneView が自動的に問題を解決するために不整合の修復アクション
を選択してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘル
プを参照してください。

Server profile is using single networks on the profile connections
症状
サーバープロファイル X はプロファイル接続でネットワークセットではなく単一のネットワークを使用
しています。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：fabricmgr.fabricMgrconnection
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ファブリックマネージャー
リソース URI：/rest/fabric-managers
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アクション
ACI ファブリックインテグレーションと関連付けられたサーバープロファイル接続上のネットワーク
セットを動的アップデート用に割り当ててください。

Server profiles are using single networks on the profile connections
症状
サーバープロファイル X および Y などはプロファイル接続でネットワークセットではなく単一のネット
ワークを使用しています。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：fabricmgr.fabricMgrconnection
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ファブリックマネージャー
リソース URI：/rest/fabric-managers
アクション
ACI ファブリックインテグレーションと関連付けられたサーバープロファイル接続上のネットワーク
セットを動的アップデート用に割り当ててください。

アプライアンスエラー
HPE OneView Appliance ヘルスアラート
Warning: The Solid State Drive (SSD) wear reached the warning threshold for the
appliance
症状
警告：ソリッドステートドライブ（SSD）の摩耗がアプライアンスの警告しきい値に達しました{エンク
ロージャー名とベイ番号}。
ID：ApplianceHardwareHealth.StorageDiskWearStatus
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/appliance/ha-nodes/{SerialNumber}
原因
ソリッドステートドライブは、示されている消耗しきい値に到達しました。
アクション
1. すぐにアプライアンスをバックアップして、ファイルをダウンロードします。
2. 保証対象の部品を交換するには、Hewlett Packard Enterprise のサービス窓口にドライブ交換について
お問い合わせください。
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詳しくは
サポートケースをオープンにする

Critical: The Solid State Drive (SSD) wear reached the critical threshold for the
appliance
症状
重大：ソリッドステートドライブ（SSD）の摩耗がアプライアンスのクリティカルしきい値に達しました
{エンクロージャー名とベイ番号}。
ID：ApplianceHardwareHealth.StorageDiskWearStatus
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/appliance/ha-nodes/{SerialNumber}
原因
ソリッドステートドライブは、示されている消耗しきい値に到達しました。
アクション
1. すぐにアプライアンスをバックアップして、ファイルをダウンロードします。
2. 保証対象の部品を交換するには、Hewlett Packard Enterprise のサービス窓口にドライブ交換について
お問い合わせください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The SSD wear on the appliance is in the ok range
症状
アプライアンスのソリッドステートドライブ（SSD）の摩耗は、許容範囲に収まっています。
ID：ApplianceHardwareHealth.StorageDiskWearStatus
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/appliance/ha-nodes/{SerialNumber}
アクション
対応する必要はありません。

The disk usage on the appliance {enclosure name and bay number} exceeded the
warning usage threshold
症状
アプライアンス{エンクロージャー名とベイ番号}のディスク使用量の平均使用率 100%で、警告使用率し
きい値 85%を超えました。
ID：ApplianceSoftwareHealth.FileSystemUtilization
重大度：警告
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ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/appliance
原因
ディスク使用量が、指定された使用率しきい値に達しました。
アクション
サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供してください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The disk usage on the appliance {enclosure name and bay number} exceeded the
critical usage threshold
症状
アプライアンス{エンクロージャー名とベイ番号}のディスク使用率が平均使用率 100%で、クリティカル
使用率しきい値 90%を超えました。
ID：ApplianceSoftwareHealth.FileSystemUtilization
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/appliance
原因
ディスク使用量が、指定された使用率しきい値に達しました。
アクション
サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供してください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The disk usage on the appliance is in the ok range
症状
アプライアンスのディスク使用量は許容範囲に収まっています。
ID：ApplianceSoftwareHealth.FileSystemUtilization
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/appliance または/rest/deploymentservers/{id}
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アクション
対応する必要はありません。

The swap usage on the appliance {enclosure name and bay location as hyperlink}
exceeded the warning usage threshold of 85%
症状
アプライアンス{エンクロージャー名とベイ位置のハイパーリンク}のスワップ使用率の最近{時間、分間、
秒間}の平均使用率が 100%で、警告使用率しきい値 85%を超えました。
このアラートは HPE Image Streamer 4.0 の新機能です。
ID：ApplianceSoftwareHealth.SwapMemory
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：メモリ
リソース URI：/rest/deploymentservers/<id>
アクション
サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供してください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The swap usage on the appliance {enclosure name and bay location as hyperlink}
exceeded the warning usage threshold of 90%
症状
アプライアンス{エンクロージャー名とベイ位置のハイパーリンク}のスワップ使用率の最近{時間、分間、
秒間}の平均使用率が 100%で、警告使用率しきい値 90%を超えました。
このアラートは HPE Image Streamer 4.0 の新機能です。
ID：ApplianceSoftwareHealth.SwapMemory
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：メモリ
リソース URI：/rest/deploymentservers/<id>
アクション
サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供してください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The swap usage on the appliance is in the ok range
症状
アプライアンスのスワップ使用量は、許容範囲に収まっています。
ID：ApplianceSoftwareHealth.SwapMemory
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重大度：OK
ヘルスカテゴリ：メモリ
リソース URI：/rest/appliance または/rest/deploymentservers/{id}
アクション
対応する必要はありません。

The physical memory usage on the appliance exceeded the warning usage threshold of
85%
症状
アプライアンス{エンクロージャー名とベイ位置のリンク}の物理メモリ使用率の最近{時間、分間、秒間}
の平均使用率が 100%で、警告使用率しきい値 85%を超えました。
このアラートは HPE Image Streamer 4.0 の新機能です。
ID：ApplianceSoftwareHealth.PhysicalMemory
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：メモリ
リソース URI：/rest/deploymentservers/<id>
アクション
サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供してください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The physical memory usage on the appliance exceeded the warning usage threshold of
90%
症状
アプライアンス{エンクロージャー名とベイ位置のリンク}の物理メモリ使用率の最近{時間、分間、秒間}
の平均使用率が 100%で、警告使用率しきい値 90%を超えました。
このアラートは HPE Image Streamer 4.0 の新機能です。
ID：ApplianceSoftwareHealth.PhysicalMemory
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：メモリ
リソース URI：/rest/deploymentservers/<id>
アクション
サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供してください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする
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The physical memory usage on the appliance is in the ok range
症状
アプライアンスの物理メモリの使用率は、許容範囲に収まっています。
ID：ApplianceSoftwareHealth.PhysicalMemory
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：メモリ
リソース URI：/rest/appliance または/rest/deploymentservers/{id}
アクション
対応する必要はありません。

The disk usage on the appliance exceeded the warning usage threshold
症状
アプライアンスのディスク使用率が平均使用率 100%で、警告使用率しきい値の 85%を超えました。
ID：ApplianceSoftwareHealth.FileSystemUtilization
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/appliance
アクション
サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供してください。

The disk usage on the appliance exceeded the critical usage threshold
症状
アプライアンスのディスク使用率が平均使用率 100%で、クリティカル使用率しきい値の 90%を超えまし
た。
ID：ApplianceSoftwareHealth.FileSystemUtilization
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/appliance
アクション
サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供してください。

The disk usage on the appliance exceeded the usage threshold
症状
アプライアンスのディスク使用率が、{現在のストレージ使用率}しきい値である{利用可能なストレージ合
計}％を超えました。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
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ID：ApplianceSoftwareHealth.FileSystemUtilization
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/appliance
アクション
一部の操作は再度実行する必要があります。
データベースのクリーンアップ中にアプライアンスのパフォーマンスが低下する可能性があります。ク
リーンアップには約 5 分かかります。

The disk usage on the appliance exceeded the usage threshold
症状
アプライアンスのディスク使用率が、{現在のストレージ使用率}しきい値である{利用可能なストレージ合
計}％を超えました。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：ApplianceSoftwareHealth.FileSystemUtilization
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/appliance
アクション
1. アプライアンスをすぐに再起動します。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。

The CPU usage on the appliance {enclosure name and bay number} exceeded the
warning usage threshold
症状
アプライアンス{エンクロージャー名とベイ番号}の CPU 使用率が、平均使用率 100%であり、警告使用率
しきい値 85%を超えました。
このアラートは HPE Image Streamer 4.0 の新機能です。
ID：ApplianceSoftwareHealth.ProcessorUtilization
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：プロセッサー
リソース URI：/rest/deploymentservers/<id>
原因
CPU 使用率が、指定された使用率しきい値に達しました。
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アクション
1. シングルソースからのアラートの多くについて、[アクティビティ]ページを調べてください。アラート
に関連付けられている管理対象デバイスに問題が発生している可能性があります。
2. 管理対象デバイスの問題を解決してください。
3. 問題が解決されない場合は、Hewlett Packard Enterprise のサポート窓口にドライブ交換についてお問
い合わせください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The CPU usage on the appliance {enclosure name and bay number} exceeded the
critical usage threshold
症状
アプライアンス{エンクロージャー名とベイ番号}の CPU 使用率が、平均使用率 100%であり、クリティカ
ル使用率しきい値 90%を超えました。
このアラートは HPE Image Streamer 4.0 の新機能です。
ID：ApplianceSoftwareHealth.ProcessorUtilization
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：プロセッサー
リソース URI：/rest/deploymentservers/{id}
アクション
1. シングルソースからのアラートの多くについて、[アクティビティ]ページを調べてください。アラート
に関連付けられている管理対象デバイスに問題が発生している可能性があります。
2. 管理対象デバイスの問題を解決してください。
3. 問題が解決されない場合は、Hewlett Packard Enterprise のサポート窓口にドライブ交換についてお問
い合わせください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The CPU usage on the appliance is in the ok range
症状
アプライアンスの CPU 使用率は、許容範囲に収まっています。
ID：ApplianceSoftwareHealth.ProcessorUtilization
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：プロセッサー
リソース URI：/rest/appliance または/rest/deploymentservers/{id}
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アクション
対応する必要はありません。

The appliance encountered an internal communication problem with management
processor
症状
アプライアンスで、管理プロセッサーとの内部通信の問題が発生しました。
ID：AppHealth.CommunicationToILOFailure
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：アプライアンス
リソース URI：/rest/appliance または/rest/deploymentservers/{id}
アクション
1. アプライアンスの再起動を試みます。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。

The appliance cluster is no longer highly available
症状
アプライアンスクラスターの高可用性がなくなりました。{エンクロージャー名とベイ番号}は
Maintenance Console から手動でアクティブ化されました。管理対象環境のアプライアンスデータが古
くなっている可能性があります。
ID：HACluster.ApplianceManuallyActivated
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：HA ノード
リソース URI：/rest/appliance/ha-nodes/{エンクロージャー ID}
原因
アクティブ化操作が、Maintenance Console で実行されました。
アクション
1. アプライアンスの通常使用を再開する前に、手動アクティブ化時に発生したすべてのアラートの推奨
に従ってください。
2. ピアアクティブアプライアンスが操作可能で到達可能なフレーム内にあることを確認することによ
り、高可用性保護をリストアします。
3. 必要な場合は、ピアアプライアンスを別のフレームに移動してください。詳しい診断情報については、
その Maintenance Console を使用します。
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The appliance is now clustered for high availability
症状
アプライアンスは高可用性のためにクラスタリングされました。{エンクロージャー名とベイ番号}はアク
ティブです。
ID：HACluster.ClusterFormingComplete
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：HA ノード
リソース URI：/rest/appliance/ha-nodes/{エンクロージャー ID}
アクション
対応する必要はありません。

The appliance could not be clustered
症状
アプライアンスをクラスタリングできませんでした。{エンクロージャー名とベイ番号}はスタンドアロン
アプライアンスとして実行しています。アプライアンスはクラスター形成を定期的に再試行します。
ID：HACluster.ClusterFormingFailed
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：HA ノード
リソース URI：/rest/appliance/ha-nodes/{エンクロージャー ID}
原因
スタンバイアプライアンスを追加する操作に失敗しました。
アクション
1. 再試行が失敗した場合は、クラスターの非互換性またはフレーム通信の問題について説明するアラー
トを解決してください。
2. 問題が解決されない場合は、失敗したスタンバイアプライアンスを取り外してから再度取り付けて、
再起動してください。
3. クラスターを依然として形成できない場合は、指定されたアプライアンスをアクションメニューから
再起動します。

The appliance is forming an appliance cluster
症状
アプライアンスは、高可用性を提供するために{エンクロージャー名と番号}とのアプライアンスクラス
ターを形成中です。
ID：HACluster.ClusterFormingStarted
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：HA ノード
リソース URI：/rest/appliance/ha-nodes/{エンクロージャー ID}
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アクション
対応する必要はありません。

Changes made on {active enclosure name and bay number} are being synchronized
症状
{アクティブエンクロージャー名とベイ番号}での変更を{スタンバイエンクロージャー名とベイ番号}に同
期中です。
ID：HACluster.StorageSynchronization
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：HA ノード
リソース URI：/rest/appliance/ha-nodes/{エンクロージャー ID}
アクション
対応する必要はありません。同期が完了すると、アプライアンスクラスターは高可用性を備えるようにな
ります。
Synergy Composer では 30 分間または Synergy Composer2 では 60 分間、同期に進捗がない場合は、そ
の Maintenance Console から指定されたアプライアンスを再起動してください。

All changes made have been synchronized
症状
{アクティブエンクロージャー名とベイ番号}でのすべての変更を{スタンバイエンクロージャー名とベイ
番号}に同期中です。アプライアンスクラスターは高可用性を備えています。
ID：HACluster.StorageSynchronizationComplete
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：HA ノード
リソース URI：/rest/appliance/ha-nodes/{エンクロージャー ID}
アクション
対応する必要はありません。

This appliance, {enclosure name and bay number}, has not discovered the frame that
contains it
症状
このアプライアンス{エンクロージャー名とベイ番号}は、これを含むフレームを検出していません。その
結果、他のアプライアンスと通信できない場合があり、アプライアンスクラスターを形成できません。
ID：HACluster.EnclosureNotDiscovered
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：HA ノード
リソース URI：/rest/appliance/ha-nodes/{エンクロージャー ID}
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原因
フレームリンクモジュールの検出が行われていません。
アクション
1. [設定]ページでアクティビティを確認し、ハードウェアの検出が進行中かどうかを確認してください。
そうである場合は、そのプロセスが完了するまで待ちます。
2. 指定されたアプライアンスに最近、工場出荷時設定へのリセット、イメージの再構築、または交換が
行われた場合、バックアップをリストアしてください。バックアップには、フレームの制御を取り戻
すために必要な情報が含まれています。
3. バックアップからリストアしていない場合、コンソールからハードウェアセットアップを実行する前
にフレームリンクモジュールの工場出荷時設定へのリセットを実行します。

{Enclosure name and bay number} is no longer available
症状
{エンクロージャー名とベイ番号}が利用できなくなったか、アプライアンスサービスが{エンクロージャー
名とベイ番号}に移行しています。{エンクロージャー名とベイ番号}が起動してアプライアンス操作を再
開しています。
ID：HACluster.Failover
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：HA ノード
リソース URI：/rest/appliance/ha-nodes/{エンクロージャー ID}
アクション
対応する必要はありません。

{Enclosure name and bay number} cannot join the appliance cluster
症状
誤ったモデルであるため、{エンクロージャー名とベイ番号}はアプライアンスクラスターに参加できませ
ん。{エンクロージャー名とベイ番号}のモデル番号は{モデル番号}です。クラスターは現在、{エンクロー
ジャー名とベイ番号}（モデル番号は{モデル番号}）によって駆動されています。クラスター内のアプライ
アンスはすべて同じモデル番号である必要があります。
ID：HACluster.IncompatibleModel
重大度：クリティカル/警告
ヘルスカテゴリ：HA ノード
リソース URI：/rest/appliance/ha-nodes/{エンクロージャー ID}
原因
アプライアンスに互換性がありません。
アクション
1 つのアプライアンスを置き換えて、両方が同じモデルになるようにします。
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サポートされるオプションの一覧については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://
www.hpe.com/info/synergy-docs）にある HPE OneView（HPE Synergy 用）サポートマトリックスを
参照してください。

{Enclosure name and bay number} cannot join the appliance cluster
症状
ファームウェアバージョンに互換性がないため、{エンクロージャー名とベイ番号}はアプライアンスクラ
スターに参加できません。{エンクロージャー名とベイ番号}ではバージョン X が使用されます。クラス
ターでは{エンクロージャー名とベイ番号}で表示されるようにバージョン Y が使用されます。クラス
ター内のアプライアンスはすべて同じバージョンである必要があります。
ID：HACluster.IncompatibleVersion
重大度：クリティカル/警告
ヘルスカテゴリ：HA ノード
リソース URI：/rest/appliance/ha-nodes/{エンクロージャー ID}
原因
互換性のないバージョンのファームウェアです。
アクション
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る Image Streamer ユーザーガイドの「プリロードされている USB ドライブを使用したアプライアンスの
再イメージ」を参照してください。

{Enclosure name and bay number} cannot join the appliance cluster
症状
ほかのクラスターに属しているか、クラスターを形成しようとしているため、{エンクロージャー名とベ
イ番号}はアプライアンスクラスターに参加できません。リンクされたフレームを管理するアプライアン
スクラスターは 1 つだけ存在できます。
ID：HACluster.NeedsReimage
重大度：クリティカル/警告
ヘルスカテゴリ：HA ノード
リソース URI：/rest/appliance/ha-nodes/{エンクロージャー ID}
原因
ピアアプライアンスが、参照アプライアンスとは異なるバージョン番号のファームウェアを使用してお
り、工場出荷時の状態ではありません。
アクション
1. 次のいずれかを実行します。
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• このアプライアンスクラスターがすべてのリンクされたフレームを管理している場合は、ピアアプ
ライアンスのイメージの再構築を、指定されたファームウェアバージョンを使って実行します。
• このアプライアンスクラスターがすべてのリンクされたフレームを管理している場合は、このアプ
ライアンスのイメージの再構築を、指定されたファームウェアバージョンを使って実行します。
• 各クラスターが管理対象のフレームにのみリンクされるように、フレームのリンクを切ります。
アプライアンスのイメージの再構築を実行するには、以下の手順に従います。
a. 必要なファームウェアバージョンを含む USB ドライブをアプライアンスの USB ポートに挿入し
ます。
b. アプライアンスのリセットボタンを 10 秒以上押し続けます。これによりファームウェアが置き換
えられ、アプライアンスがアプライアンスクラスターに参加できるようになります。
イメージの再構築プロセスについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://
www.hpe.com/info/synergy-docs）にある製品マニュアルを参照してください。

{Enclosure name and bay number} cannot join the appliance cluster
症状
ほかのクラスターに属しているか、クラスターを形成しようとしているため、{エンクロージャー名とベ
イ番号}はアプライアンスクラスターに参加できません。リンクされたフレームを管理するアプライアン
スクラスターは 1 つだけ存在できます。
ID：HACluster.NeedsReset
重大度：クリティカル/警告
ヘルスカテゴリ：HA ノード
リソース URI：/rest/appliance/ha-nodes/{エンクロージャー ID}
原因
ピアアプライアンスは工場出荷時設定へのリセット状態ではありません。
アクション
1. 次のいずれかを実行します。
• このアプライアンスクラスターがすべてのリンクされたフレームを管理している場合は、メンテナ
ンスコンソールを使用してピアアプライアンスで工場出荷時設定へのリセットを実行します。
• ピアアプライアンスクラスターがリンクされたすべてのフレームを管理している場合は、このアプ
ライアンスで工場出荷時設定へのリセットを実行します。
• 各クラスターが管理対象のフレームにのみリンクされるように、フレームのリンクを切ります。
2. 詳細について指定された展開アプライアンスをチェックし、推奨される処置に従います。
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{Enclosure name and bay number} is not configured for high availability: no standby
appliance was found
症状
{アクティブエンクロージャー名とベイ番号}は高可用になるように構成されていません：スタンバイアプ
ライアンスが見つかりませんでした。
ID：HACluster.NoSecondApplianceFound
重大度：クリティカル/警告
ヘルスカテゴリ：HA ノード
リソース URI：/rest/appliance/ha-nodes/{エンクロージャー ID}
原因
ピアアプライアンスが利用できません。
アクション
2 番目の同一アプライアンスを取り付けて高可用性を有効にします。可能な場合は、別のフレームにスタ
ンバイアプライアンスを取り付けます。

{Enclosure name and bay number} cannot join the appliance cluster because it is not
ready
症状
準備ができていないため、{エンクロージャー名とベイ番号}はアプライアンスクラスターに参加できませ
ん。起動中であるか、エラー状態になっています。
ID：HACluster.NotRunning
重大度：クリティカル/警告
ヘルスカテゴリ：HA ノード
リソース URI：/rest/appliance/ha-nodes/{エンクロージャー ID}
アクション
この問題が 15 分以上持続する場合は、指定されたアプライアンスを取り外してから再度取り付けて、再
起動します。

The appliance cluster is no longer highly available because {enclosure name and bay
number} was physically removed
症状
{エンクロージャー名とベイ番号}が物理的に削除されたため、アプライアンスクラスターの高可用性がな
くなりました。
ID：HACluster.PeerNotFound
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：HA ノード
リソース URI：/rest/appliance/ha-nodes/{エンクロージャー ID}
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原因
ピアアプライアンスが取り外されました。
アクション
1. 次のいずれかを実行します。
• 指定されたエンクロージャー名とベイ番号のアプライアンスを、利用可能なアプライアンスベイに
挿入します。
そのアプライアンスが利用可能でなくなった場合は、アプライアンス設定ページの''スタンバイの削
除''アクションを使用してアプライアンスクラスターから削除します。
• 複数のエンクロージャーの環境では、指定されたエンクロージャー名とベイ番号のアプライアンス
を、他のフレームの利用可能なアプライアンスベイに挿入します。
そのアプライアンスが利用可能でなくなった場合は、アプライアンス設定ページの''スタンバイの削
除''アクションを使用してアプライアンスクラスターから削除します。

The appliance cluster is no longer highly available
症状
アプライアンスクラスターの高可用性がなくなりました。通信が中断されたため、{エンクロージャー名
とベイ番号}はリセットされました。
ID：HACluster.PeerReset
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：HA ノード
リソース URI：/rest/appliance/ha-nodes/{エンクロージャー ID}
原因
ピアアプライアンスがリセットされました。
アクション
1. 対応する必要はありません。高可用性保護は、15 分以内に自動的にリストアされます。
2. 自動回復が行われない場合は、自動回復を妨げている可能性がある問題について、フレームヘルスま
たは接続のアラートを検索してから、詳しい診断情報についてピアアプライアンスの Maintenance
Console に接続してください。

The appliance cluster is no longer highly available
症状
アプライアンスクラスターの高可用性がなくなりました。通信が中断されたため、{エンクロージャー名
とベイ番号}をリセットしようとしています。
ID：HACluster.PeerNotConnected
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：HA ノード
リソース URI：/rest/appliance/ha-nodes/{エンクロージャー ID}
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原因
ピアアプライアンスとの通信が失われました。
アクション
1. 対応する必要はありません。高可用性保護は、15 分以内に自動的にリストアされます。
2. 自動回復が行われない場合は、自動回復を妨げている可能性がある問題について、フレームヘルスま
たは接続のアラートを検索してから、詳しい診断情報についてピアアプライアンスの Maintenance
Console に接続してください。

The appliance cluster is no longer highly available
症状
アプライアンスクラスターの高可用性がなくなりました。ユーザーが{エンクロージャー名とベイ番号}を
シャットダウンまたは再起動しました。
ID：HACluster.PeerShutdown
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：HA ノード
リソース URI：/rest/appliance/ha-nodes/{エンクロージャー ID}
原因
ピアアプライアンスがシャットダウンまたは再起動されました。
アクション
1. アプライアンスが再起動された場合、高可用性保護は 15 分以内に自動的にリストアされます。
2. アプライアンスがシャットダウンされた場合は、エンクロージャーページを使用するか、アプライア
ンスをフレームに再度装着することで、電源を入れてください。
3. アプライアンスが長期間オフラインになる場合は、スタンバイ削除操作を実行して高可用性を無効に
してください。

{Frame name} has appliances in both appliance bays
症状
{フレーム名}では、両方のアプライアンスベイ内にアプライアンスがあります。アプライアンスクラス
ター内の 2 つのアプライアンスは、同じフレーム内に存在するべきではありません。同じフレーム内にあ
る場合、そのフレーム内の障害がアプライアンスの可用性に影響を及ぼす可能性があります。
ID：HACluster.WrongEnclosure
重大度：クリティカル/警告
ヘルスカテゴリ：HA ノード
リソース URI：/rest/appliance/ha-nodes/{エンクロージャー ID}
アクション
指定されたフレーム内の 2 つのアプライアンスをクラスタリングする必要がある場合は、2 番目のアプラ
イアンスを、リンクされた別のフレームに移動します。
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アプライアンスの移動中、サービスを停止する必要はありません。

This appliance, {enclosure name and bay number}, cannot communicate with its frame
症状
このアプライアンス{エンクロージャー名とベイ番号}はフレームと通信できません。その結果、アプライ
アンスクラスターを形成できません。
ID：HACluster.AllEnclosureCommunicationsError
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：HA ノード
リソース URI：/rest/appliance/ha-nodes/{エンクロージャー ID}
アクション
問題が解決されない場合は、HPE OneView のエンクロージャーページでアクティビティを調べてくださ
い。

This appliance, {enclosure name and bay number}, cannot communicate with its frame
症状
このアプライアンス{エンクロージャー名とベイ番号}はフレームと通信できません。その結果、アプライ
アンスクラスターを形成できません。
ID：HACluster.LocalEnclosureCommunicationsError
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：HA ノード
リソース URI：/rest/appliance/ha-nodes/{エンクロージャー ID}
アクション
1. 問題が解決されない場合は、HPE OneView のエンクロージャーページでアクティビティを調べてくだ
さい。
2. エンクロージャーページにアクティビティがない場合は、認定サポート担当者に連絡して、サポート
ダンプファイルを提供してください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

{Enclosure name and bay number} cannot join the appliance cluster
症状
{エンクロージャー名とベイ番号}はアプライアンスクラスターに参加できません。これは、このアプライ
アンスがエンクロージャーと通信できないためです。{エンクロージャー名とベイ番号}を含むフレーム
は、別のアプライアンスクラスターが獲得する可能性があります。
ID：HACluster.EnclosureCommunicationsError
重大度：クリティカル/警告
ヘルスカテゴリ：HA ノード
リソース URI：/rest/appliance/ha-nodes/{エンクロージャー ID}
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アクション
1. 次のいずれかを実行します。
• このアプライアンスクラスターがすべてのリンクされたフレームを管理している場合は、ピアアプ
ライアンスのイメージの再構築を、指定されたファームウェアバージョンを使って実行します。
• このアプライアンスクラスターがすべてのリンクされたフレームを管理している場合は、このアプ
ライアンスのイメージの再構築を、指定されたファームウェアバージョンを使って実行します。
• 各クラスターが管理対象のフレームにのみリンクされるように、フレームのリンクを切ります。

IPv4 Gateway is not reachable
症状
IPv4 のゲートウェイに到達できません。
ID：FTS.GATEWAY
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：アプライアンス
リソース URI：/rest/appliance/network-interfaces
アクション
アプライアンスとゲートウェイサーバー間のネットワーク接続の問題を確認し、問題がある場合は解決し
てください。

File system errors were detected during appliance startup
症状
ファイルシステムエラーがアプライアンスのスタートアップ時に検出されました。アプライアンスを起
動するために自動訂正が試みられました。
ID：FTS.FSCK_AUTO_FIX
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：アプライアンス
リソース URI：/rest/appliance
アクション
予期しない動作が見られた場合は、必要に応じて交換アプライアンスを使用して、最新のアプライアンス
バックアップをリストアしてください。

Proxy server {address} cannot be resolved to an IP address
症状
プロキシサーバー{アドレス}は IP アドレスを解決できません。
ID：FTS.PROXY
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：アプライアンス
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リソース URI：/rest/appliance/proxy-config
アクション
DNS サーバーを確認して、再度実行してください。

Network settings are configured for recovery remote access
症状
ネットワーク設定がリカバリリモートアクセスに構成されています。
ID：FTS.MCNETWORKING
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：アプライアンス
リソース URI：/rest/appliance/network-interfaces
アクション
1. アプライアンスのネットワーク設定を編集してください。
2. 必要であれば、アプライアンスを別のバージョンに更新するか、バックアップからリストアしてくだ
さい。

An error occurred during network interface configuration of the appliance
症状
アプライアンスのネットワークインターフェイス構成中にエラーが発生しました。
ID：FTS.APPLIANCE
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：アプライアンス
リソース URI：/rest/appliance/network-interfaces
アクション
1. アプライアンスを再起動します。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

An error occurred during network interface configuration of the appliance
症状
アプライアンスのネットワークインターフェイス構成中にエラーが発生しました。
ID：FTS.DISK_PARTITION_ERROR
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：アプライアンス
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リソース URI：/rest/appliance
アクション
1. アプライアンスを再起動します。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

An error occurred during network interface configuration of the appliance
症状
アプライアンスのネットワークインターフェイス構成中にエラーが発生しました。
ID：FTS.NETWORK_INTERFACE_CONFIG_ERROR
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：アプライアンス
リソース URI：/rest/appliance
原因
• NIC ボンディングの作成中にエラーが発生しました。
• アプライアンス NIC に重複する MAC アドレスが見つかりました。
• アプライアンスに奇数の NIC が見つかりました。
• 見つかったボンディングペアが有効ではありませんでした。
アクション
1. アプライアンスを再起動します。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

An unexpected interruption happened during setting of appliance network configuration
症状
アプライアンスのネットワーク構成の設定時に予期しない中断が起こりました。
ID：FTS.TASKCLEAN
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：アプライアンス
リソース URI：/rest/appliance/network-interfaces
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アクション
問題が発生した場合は、ネットワーク構成を再適用してください。

Failed to discover hardware
症状
ハードウェアの検出に失敗しました。
ID：FTS.EMCLAIM
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：アプライアンス
リソース URI：/rest/appliance
アクション
アプライアンスを再起動し、操作を再実行してください。

{DNS server IP address} is not responding as a DNS server
症状
{DNS サーバー IP アドレス}は DNS サーバーとして応答していません。
ID：FTS.DNS
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：アプライアンス
リソース URI：/rest/appliance/network-interfaces
アクション
1. DNS サーバーの IP アドレスを確認してください。
2. DNS サーバーに接続の問題がないかを確認して、問題があれば解決してください。

The specified IP addresses: {appliance IP address} and {gateway IP address} are not in
the same subnet {subnet mask}
症状
指定した IP アドレス：{アプライアンス IP アドレス}と{ゲートウェイ IP アドレス}が同じサブネット{サブ
ネットマスク}にありません。
ID：FTS.DNS
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：アプライアンス
リソース URI：/rest/appliance/network-interfaces
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アクション
どちらかのアプライアンスまたはゲートウェイの IP アドレスを変更するか、サブネットマスクを拡張し
てください。

DHCP Server failed to provide a valid {IPv4 or IPv6} Address for MAC Address
症状
DHCP サーバーは、MAC アドレス X のための有効な{IPv4 または IPv6}アドレスの提供に失敗しました。
ID：FTS.DNS
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：アプライアンス
リソース URI：/rest/appliance/network-interfaces
アクション
ネットワークに有効な DHCP/DHCPv6 サーバーがあるか確認してください。

{Appliance IP address} address does not resolve to {appliance hostname}
症状
{アプライアンス IP アドレス}アドレスが{アプライアンスホスト名}に対して解決されません。
ID：FTS.DNS
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：アプライアンス
リソース URI：/rest/appliance/network-interfaces
原因
ホスト名の逆引きに失敗しました。
アクション
IP アドレスおよびホスト名を DNS に登録してから再度実行してください。

{Appliance hostname} address does not resolve to {appliance IP address}
症状
{アプライアンスホスト名}アドレスが{アプライアンス IP アドレス}に対して解決されません。
ID：FTS.DNS
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：アプライアンス
リソース URI：/rest/appliance/network-interfaces
原因
ホスト名の前方参照に失敗しました。
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アクション
IP アドレスおよびホスト名を DNS に登録してから再度実行してください。

Unable to communicate with NTP server
症状
NTP サーバーと通信することができません。
ID：FTS.NTP
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：アプライアンス
リソース URI：/rest/appliance/configuration/time-locale
原因
NTP サーバーに接続できません。
アクション
NTP サーバーのアドレスを検証し、アプライアンスがネットワークに接続していることを確認してくださ
い。

Unable to resolve the IP address for NTP server
症状
NTP サーバーの IP アドレスを解決することができません。
ID：FTS.NTP
重大度：クリティカル/警告
ヘルスカテゴリ：アプライアンス
リソース URI：/rest/appliance/configuration/time-locale
アクション
有効な IP アドレスまたは、DNS に登録された NTP サーバーを用意してください。

Unable to synchronize with NTP server
症状
NTP サーバー、{NTP サーバーホスト名/アドレス}と同期できません。NTP サーバーとして応答していま
せん。
ID：FTS.NTP
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：アプライアンス
リソース URI：/rest/appliance/configuration/time-locale
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アクション
1. NTP サーバーの IP アドレスを確認してください。
2. ネットワーク接続の問題がないかを確認して、問題があれば解決してください。

The appliance could not sync with the NTP server
症状
アプライアンスは NTP サーバーと同期できませんでした。アプライアンスの時刻と NTP の時刻の差が
1000 秒を超えました。
ID：FTS.NTP
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：アプライアンス
リソース URI：/rest/appliance/configuration/time-locale
アクション
1. 次のいずれかを実行します。
• アプライアンスの時刻を手動で現在の NTP 時刻に設定してください。
• アプライアンスを再起動して NTP サーバーと同期してください。

Appliance will not be able to participate in the compliance report generation due to an
internal error
症状
アプライアンスは内部エラーのためコンプライアンスレポート生成に参加できません
ID：FTS.SECURITY_COMPLIANCE
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：アプライアンス
リソース URI：/rest/appliance/security-compatibility-checker
アクション
1. アプライアンスを再起動します。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Unable to delete proxy server configuration
症状
プロキシサーバーの構成を削除できません。
ID：PROXY.SERVER_DELETE_ERROR
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重大度：警告
ヘルスカテゴリ：プロキシ
リソース URI：/rest/appliance/proxy-config
アクション
1. プロキシ設定の構成および対応する証明書の健全性を確認してください。
2. プロキシ設定を再適用します。

Proxy server certificate not found
症状
プロキシサーバー証明書が見つかりません。
ID：FTS.UPGRADE.PROXY.CERT
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：プロキシ
リソース URI：/rest/appliance/proxy-config
アクション
プロキシサーバーを再構成します。

Email server certificate not found
症状
メールサーバー証明書が見つかりません。
ID：FTS.UPGRADE.EMAIL.CERT
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：通知
リソース URI：/rest/appliance/notifications
アクション
メールサーバーを再構成します。

The backup was not taken and saved at the scheduled time
症状
バックアップはスケジュールされた時間に行われず、保存されませんでした。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：Backup.ScheduledBackupNotTaken
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：バックアップ
リソース URI：/rest/backups
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原因
バックアップはスケジュールされた時間に行われず、保存されませんでした。
アクション
定期的にバックアップを作成し、ダウンロードしてください。

The backup has not been taken and downloaded
症状
バックアップは X 時間以上行われず、ダウンロードされていません。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：Backup.BackupNotTaken
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：バックアップ
リソース URI：/rest/backups
原因
少なくとも 2 日間、バックアップが実行されておらず、保存されていません。
アクション
定期的にバックアップを作成し、ダウンロードしてください。

Alert email notification filtering may be degraded
症状
このアラートは、HPE OneView 4.2 では削除されました。
アラート電子メール通知のフィルタリングが低下する可能性があります。スコープの制限が追加のリ
ソースカテゴリに対して有効になったため、これらのリソースがスコープに暗黙的に含まれなくなりまし
た。通知フィルターにスコープコンポーネントが含まれている場合、次のカテゴリのリソースからの警告
は今後、電子メールで送信されません。
• ドライブエンクロージャー
• エンクロージャーグループ
• 論理エンクロージャー
• OS 展開プラン
• SAS インターコネクト
• SAS 論理インターコネクト
• サーバープロファイルテンプレート
• サーバープロファイル
• ストレージプール
• ボリューム
ID：appliance.scope.upgrade.v3.v4.notifications.impact.Synergy
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重大度：警告
ヘルスカテゴリ：アプライアンス
リソース URI：/rest/appliance/notifications/email-config
アクション
1. 電子メール通知に使用されるスコープを確認し、リソースのカテゴリ一覧から必要なリソースを追加
します。
2. 完了後は、このアラートを手動でクリアしてください。

Alert email notification filtering may be degraded
症状
このアラートは、HPE OneView 4.2 では削除されました。
アラート電子メール通知のフィルタリングが低下する可能性があります。スコープの制限が追加のリ
ソースカテゴリに対して有効になったため、これらのリソースがスコープに暗黙的に含まれなくなりまし
た。通知フィルターにスコープコンポーネントが含まれている場合、次のカテゴリのリソースからの警告
は今後、電子メールで送信されません。
• エンクロージャーグループ
• 論理エンクロージャー
• サーバープロファイルテンプレート
• サーバープロファイル
• ストレージプール
• ボリューム
ID：appliance.scope.upgrade.v3.v4.notifications.impact.VM
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：アプライアンス
リソース URI：/rest/appliance/notifications/email-config
アクション
1. 電子メール通知に使用されるスコープを確認し、リソースのカテゴリ一覧から必要なリソースを追加
します。
2. 完了後は、このアラートを手動でクリアしてください。

One or more appliance resources are below the minimum required values
症状
1 つ以上のアプライアンスリソースが、必要な最小値を下回っています。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：APPL.DYNAMIC_CONFIGURATION_DOWNGRADE
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：アプライアンス
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リソース URI：/rest/appliance
アクション
1. アプライアンスをシャットダウンします。
2. 必要最小限の値を満たすには、リソースを再設定します。
3. アプライアンスを再起動します。

The iLO user password for the appliance has been reset
症状
未許可アクセスを防ぐために、アプライアンス X の iLO ユーザーパスワードがリセットされました。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：FTS_REMOTE_ILO_CIM_WITH_EXT_SETTINGS_PW_RESET_MESSAGE
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：iLO の構成
リソース URI：rest/hw-appliances/{cimSerialNumber}/iloConfig
アクション
アプライアンスの iLO 設定を編集して新しいパスワードを設定します。

The appliance in X has an existing iLO user account
症状
X のアプライアンスには既存の iLO ユーザーアカウントがあります。このアカウントのパスワードは、
iLO へのアクセスに使用できますが、OneView アプライアンスには保存されません。今後の操作でパス
ワードがリセットされます。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：FTS_REMOTE_ILO_CIM_WITH_EXT_SETTINGS_PW_NOT_RESET_MESSAGE
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：iLO の構成
リソース URI：rest/hw-appliances/{cimSerialNumber}/iloConfig
アクション
アプライアンスの iLO 設定を編集して新しいパスワードを設定します。

The iLO settings for X, appliance bay Y, were reset
症状
X、アプライアンスベイ Y の iLO 設定が Efuse を使用してリセットされました。前の値にリストアするこ
とはできません。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：FTS_REMOTE_ILO_CIM_WITH_EXT_SETTINGS_SYNC_ERROR_MESSAGE
重大度：警告
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ヘルスカテゴリ：iLO の構成
リソース URI：rest/hw-appliances/{cimSerialNumber}/iloConfig
アクション
指定されたデバイスを編集して、iLO 設定をアップデートしてください。

The number of user sessions on the appliance has reached the warning threshold
症状
アプライアンスのユーザーセッションの数が警告しきい値 X に達し、構成された上限 Y に近づいていま
す。セッションの数が制限に達すると、新しいログインリクエストは拒否されます。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：Session.SESSION_THRESHOLD_LIMIT_REACHED
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：アプライアンス
リソース URI：/rest/login-sessions
アクション
次のいずれかを実行します。
• 既存のセッションからログアウトします。
• セッションの上限を増やします。

The number of user sessions on the appliance has reached the configured limit
症状
アプライアンスのユーザーセッションの数が構成された上限 X に達しています。新しいログインリクエ
ストは拒否されます。ユーザーは引き続きアプライアンスコンソールを使用してログインできます。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：Session.SESSION_CRITICAL_LIMIT_REACHED
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：アプライアンス
リソース URI：/rest/login-sessions
アクション
次のいずれかを実行します。
• 既存のセッションからログアウトします。
• セッションの上限を増やします。
• アプライアンスコンソールを使用してログインします。
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The appliance encryption key is stored on the appliance hard drive
症状
アプライアンス暗号化キーはアプライアンスのハードドライブに格納されます。ハードドライブが盗ま
れた場合、ハードドライブに暗号化されている認証情報およびプライベート情報が漏洩する可能性があり
ます。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：KMS_SECURE_DATA_AT_REST_MODE_DESC
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：セキュリティ
リソース URI：/rest/secure-data-at-rest
アクション
蓄積データの保護を有効にして、アプライアンス暗号化キーを不揮発性メモリに格納します。
これにより、ハードドライブが盗まれた場合のデータ漏洩から保護されます。この機能を有効にするに
は、将来使用するためのキーのコピーをダウンロードして保持する必要があります。

More licenses required
症状
さらにライセンスが必要です。
ID：ALERT_DAYS_TO_WAIT_UNLICENSED
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ライセンス
リソース URI：/rest/licenses
原因
アプライアンスでリソースがライセンスされていない場合、アラートが表示されます(たとえば、利用可
能な容量よりもコンピュートノードが多いためにライセンスを割り当てられていないコンピュートノー
ドのリストなど)。このアラートは 60 日遅れています。
アクション
1. 許諾するにはライセンスを追加します。
2. 認定ライセンスポータルでライセンスを登録してアクティブにします。
ライセンス登録はサポートをアクティブにするために必要です。

CA certificate is expired
症状
エイリアス名 X の CA 証明書が期限切れです。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：Alerts.CertificateStatus.Expired
重大度：クリティカル
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ヘルスカテゴリ：証明書の管理
リソース URI：/rest/certificates/ca/{aliasName}
アクション
1. 期限切れの証明書をアプライアンスから削除します。
2. 新しい証明書を生成して、新しい証明書を同じエイリアス名でアプライアンスに追加します。

RabbitMQ server certificate is expired
症状
エイリアス名 X の RabbitMQ サーバー証明書の有効期限が切れています。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：Alerts.CertificateStatus.Expired
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：証明書の管理
リソース URI：/rest/certificates/server/rabbitmq/default
アクション
1. DELETE /rest/certificates/ca/default REST API を使用して AMQP 証明書を再生成します。
2. 新しく生成した AMQP 証明書を、アプライアンスからの SCMB 通知をリスンする外部クライアント
(存在する場合)にダウンロードします。
詳しくは、製品のユーザーガイドの、外部クライアントの SCMB (State-Change Message Bus)通知に
ついて説明しているセクションを参照してください。

WebServer certificate with alias name localhostSelfSignedCertificate is expired
症状
エイリアス名が localhostSelfSignedCertificate の Web サーバー証明書の有効期限が切れています。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：Alerts.CertificateStatus.Expired
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：証明書の管理
リソース URI：/rest/certificates/https
アクション
設定 > セキュリティ > アクションメニューからアプライアンス自己署名証明書を再生成します。

Leaf certificate is about to expire
症状
エイリアス名 X を持つリーフ証明書が Y に期限切れになります。証明書の期限が切れると、管理対象デ
バイスおよび外部サーバーとの通信に影響が生じます。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。

HPE OneView のエラーとアラート

681

ID：Alerts.CertificateStatus.AboutToExpire
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：証明書の管理
リソース URI：/rest/certificates/servers/{aliasname}
アクション
1. 期限が切れる証明書をアプライアンスから削除します。
2. 新しい証明書を生成して、同じエイリアス名でアプライアンスに追加します。

The AMQP server certificate is about to expire
症状
アプライアンスと、アプライアンスからの SCMB 通知をリスンする外部クライアントとの通信に使用さ
れる AMQP サーバー証明書の有効期限がまもなく切れます。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：Alerts.CertificateStatus.AboutToExpire
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：証明書の管理
リソース URI：/rest/certificates/server/rabbitmq/default
アクション
1. DELETE /rest/certificates/ca/default REST API を使用して AMQP 証明書を再生成します。
2. 新しく生成した AMQP 証明書を、アプライアンスからの SCMB 通知をリスンする外部クライアント
(存在する場合)にダウンロードします。
詳しくは、製品のユーザーガイドの、外部クライアントの SCMB (State-Change Message Bus)通知に
ついて説明しているセクションを参照してください。

The certificate basic constraint path length is invalid
症状
エイリアス名 X の CA 証明書 - 証明書の基本的な制約のパス長が"共通名" CN=DoD JITC Interoperability
Root CA 2、OU=PKI、OU=DoD、O=U.S. Government、C=US の証明書パスに対して無効です。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：Alerts.CertificateStatus.Invalid
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：証明書の管理
リソース URI：/rest/certificates/ca/{aliasName}

HPE OneView のエラーとアラート

682

アクション
有効な証明書パスを作成できる証明書を指定します。

<CA/リーフ> certificate is not yet valid
症状
エイリアス名 X の<CA/リーフ>証明書は、現在のアプライアンスの時刻に基づいて、まだ有効ではありま
せん。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：Alerts.CertificateStatus.Invalid
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：証明書の管理
リソース URI：/rest/certificates/ca/{aliasName}
アクション
1. 有効な証明書を指定します。
2. アプライアンスの時刻が正しく設定されていることを確認します。

<CA/リーフ> certificate is not trusted
症状
エイリアス名 X の<CA/リーフ>証明書は信頼されていません。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：Alerts.CertificateStatus.Untrusted
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：証明書の管理
リソース URI：/rest/certificates/ca/{aliasName}
アクション
1. 設定 > セキュリティ > 証明書の管理で、[証明書のインポート]オプションを使用し、信頼されている
CA 証明書を追加してください。
2. 操作を再試行してください。

<CA/リーフ> certificate is revoked
症状
エイリアス名 X の<CA/リーフ>証明書が失効しました。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：Alerts.CertificateStatus.Revoked
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：証明書の管理
リソース URI：/rest/certificates/ca/{aliasName}
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アクション
1. 失効した証明書をアプライアンスから削除します。
2. 新しい証明書を生成して、同じエイリアス名でアプライアンスに追加します。

The certificate is not compliant for FIPS mode
症状
問題がルート CA 証明書と中間 CA 証明書のどちらに関係するかによって、次のいずれかが表示される場
合があります。
エイリアス名<エイリアス名>を持ち、署名アルゴリズム <署名アルゴリズム>で署名されたルート CA 証
明書は、FIPS モードに準拠していません。
エイリアス名<エイリアス名>を持ち、署名アルゴリズム <署名アルゴリズム>で署名された中間 CA 証明
書は、FIPS モードに準拠していません。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：Alerts.CertificateStatus.NonCompliant
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：証明書の管理
リソース URI：/rest/certificates/ca/{aliasName}
アクション
1. このルート CA 証明書は、FIPS モードで引き続き動作します。証明書を準拠させるには、次の手順を
実行します。
a. CSR を作成します。
b. 準拠したデジタル署名アルゴリズムを使用して、CA で署名された新しい CSR を取得します。
c. 新しい証明書をインポートします。

CA certificate is using an insecure digital signature hash algorithm
症状
エイリアス名<エイリアス名> Root/inter を持つ CA 証明書が、安全でないデジタル署名ハッシュアルゴリ
ズム（ MD5）を使用しています。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：Alerts.CertificateStatus.Deprecated
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：証明書の管理
リソース URI：/rest/certificates/ca/{aliasName}
アクション
MD5 デジタル署名を使用した証明書は安全ではなく、非推奨です。これらは将来のリリースでサポート
されなくなります。
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必要なアクションの詳細については、アプライアンス固有のドキュメントを参照してください。

CRL issued by HP TestHead is expired
症状
HP TestHead X によって発行された CRL は期限切れです。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：Alerts.CertificateStatus.CRLExpired
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：証明書の管理
リソース URI：/rest/certificates/ca/<aliasname>/crl
アクション
1. この CA によって発行されたサーバー証明書を見つけます。
2. 証明書から CRL 配布ポイントを探します。
3. その URL から CRL をダウンロードします。
4. ファイルをアプライアンスにアップロードします。
自動 CRL ダウンロードユーザー設定が有効な場合、証明書の発行元 CA に対して対応する CRL が自動
的にダウンロードされます。

CRL issued by HP TestHead is about to expire
症状
HP TestHead X によって発行された CRL は Y に期限切れになります。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：Alerts.CertificateStatus.CRLAboutToExpire
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：証明書の管理
リソース URI：/rest/certificates/ca/{aliasName}/crl
アクション
1. この CA によって発行されたサーバー証明書を見つけます。
2. 証明書から CRL 配布ポイントを探します。
3. その URL から CRL をダウンロードします。
4. ファイルをアプライアンスにアップロードします。
自動 CRL ダウンロードユーザー設定が有効な場合、証明書の発行元 CA に対して対応する CRL が自動
的にダウンロードされます。

The CRL is not found for the CA certificate
症状
エイリアス名が X の CA 証明書に対して CRL が見つかりません。
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このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：Alerts.CertificateStatus.CRLNotFound
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：証明書の管理
リソース URI：/rest/certificates/ca/{aliasName}
アクション
1. この CA によって発行されたサーバー証明書を見つけます。
2. 証明書から CRL 配布ポイントを探します。
3. その URL から CRL をダウンロードします。
4. ファイルをアプライアンスにアップロードします。
自動 CRL ダウンロードユーザー設定が有効な場合、証明書の発行元 CA に対して対応する CRL が自動
的にダウンロードされます。

Unable to download the CRL for the certificate
症状
エイリアス X の証明書の CRL をダウンロードできません。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：Alerts.CertificateStatus.CRLDownloadFailed
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：証明書の管理
リソース URI：/rest/certificates/ca/{aliasName}/crl
アクション
1. アプライアンスプロキシが正しく構成されていて、CRL 配布ポイントが到達可能であることを確認し
ます。
プロキシ構成については、アプライアンス固有のドキュメントを参照してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

CRL is not signed by the CA
症状
CRL はエイリアス X の CA によって署名されていません。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：Alerts.CertificateStatus.CRLDownloadFailed
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：証明書の管理
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リソース URI：/rest/certificates/ca/{aliasName}/crl
アクション
1. 有効になるには、CRL がエイリアス"HP TestHead inter-1"の CA によって署名されている必要がありま
す。認証機関に連絡して、有効な時間範囲を使用した署名済み CRL を取得してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The certificates will not be able to participate in the compliance report generation
症状
証明書は予期しない問題のためコンプライアンスレポートの生成に参加できません。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：Cryptography.compatibilityReport.certificates
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：アプライアンス
リソース URI：/rest/security-standards/compatibility-report
アクション
1. アプライアンスを再起動します。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

{Alias} has been trusted previously
症状
{エイリアス}は以前、アプライアンスにインポートされる発行元 CA なしに信頼されました。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：Alerts.PreUpgradedCertificate
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：アプライアンス
リソース URI：/rest/certificates
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アクション
この証明書に対して実行される適切な失効チェックのために、最上位のルート CA までの発行元 CA 証明
書をすべて追加します。

The appliance web server certificate has either expired or reverted to an older certificate
症状
アプライアンスの Web サーバー証明書の有効期限が切れているか、古い証明書に戻されています。管理
対象デバイスと外部サーバーとの通信が影響を受ける可能性があります。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：SECURITY.CERT_REGEN_ALERT
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：証明書の管理
リソース URI：/rest/appliance
アクション
次のいずれかを実行します。
• アプライアンスの新しい自己署名証明書を生成します。
• 新しい CA 署名付きアプライアンス証明書をインポートします。

The appliance web server certificate is either expired or reverted to an older certificate
症状
アプライアンスの Web サーバー証明書の有効期限が切れているか、古い証明書に戻されています。管理
対象デバイスと外部サーバーとの通信が影響を受ける可能性があります。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：SECURITY.UPGRADE_BLOCK_CERT_ALERT
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：アプライアンス
リソース URI：/rest/appliance
アクション
1. 次のいずれかを実行します。
• アプライアンスの新しい自己署名証明書を再生成します。
• 新しい CA 署名付きアプライアンス証明書を再インポートします。
2. その後、アップデートを再度実行してください。

Certificate could not be added to kiosk trust store
症状
証明書をキオスクトラストストアに追加できませんでした。キオスクから iLO への接続に影響する可能
性があります。

HPE OneView のエラーとアラート

688

このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：SECURITY.NSS_PASSWORD_MISMATCH_ALERT
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：セキュリティ
リソース URI：/rest/certificates
アクション
サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供してください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

An unexpected problem occurred during update of the certificates
症状
キオスクトラストストアに対して証明書をアップデートしているときに予期しない問題が発生しました。
iLO への接続が影響を受ける可能性があります。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：SECURITY.NSSDB_UPDATE
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：証明書の管理
リソース URI：/rest/certificates
アクション
サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供してください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Unable to add CA certificates to CA trust stores
症状
CA トラストストアに CA 証明書を追加できません。外部 RabbitMQ クライアントからの通信が影響を受
ける可能性があります。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：SECURITY.CACERTS_UPGRADE
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：証明書の管理
リソース URI：/rest/certificates
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アクション
サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供してください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Certificates using the SHA-1 digital signature are insecure and deprecated
症状
SHA-1 デジタル署名を使用した証明書は安全ではなく、非推奨です。これらは将来のリリースでサポート
されなくなります。必要なアクションについて詳しくは、アプライアンス固有のドキュメントを参照して
ください。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：SECURITY.CERT_SHA1_ALERT
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：アプライアンス
リソース URI：/rest/appliance
アクション
1. 新しい自己署名証明書を生成するか、アプライアンスの新しい証明書署名リクエストを生成します。
2. 署名済みの証明書をインポートします。

Number of managed enclosures exceeds supported limit
症状
管理対象エンクロージャーの数がサポートされている制限を超えています。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：Appliance.supportedFramesExceeded
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：アプライアンス
リソース URI：/rest/appliance
アクション
詳しくは、認定サポート担当者にお問い合わせください。

Image Streamer アプライアンスのヘルスアラート
Warning: The Solid State Drive (SSD) wear reached the warning threshold for the
appliance
症状
警告：ソリッドステートドライブ（SSD）の摩耗がアプライアンスの警告しきい値に達しました{エンク
ロージャー名とベイ番号}。
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このアラートは HPE Image Streamer 4.0 の新機能です。
ID：ApplianceHardwareHealth.StorageDiskWearStatus
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/deploymentservers/<id>
原因
ソリッドステートドライブは、示されている消耗しきい値に到達しました。
アクション
1. すぐに次をバックアップして、ファイルをダウンロードしてください。
• アプライアンス
• 重要なオペレーティングシステムまたはアプリケーションの構成と状態日付を含むコンピュー
ティングモジュールオペレーティングシステムボリューム
2. Hewlett Packard Enterprise のサポート窓口にドライブ交換についてお問い合わせください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Critical: The Solid State Drive (SSD) wear reached the critical threshold for the
appliance
症状
重大：ソリッドステートドライブ（SSD）の摩耗がアプライアンスのクリティカルしきい値に達しました
{エンクロージャー名とベイ番号}。
このアラートは HPE Image Streamer 4.0 の新機能です。
ID：ApplianceHardwareHealth.StorageDiskWearStatus
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/deploymentservers/<id>
原因
ソリッドステートドライブは、示されている消耗しきい値に到達しました。
アクション
1. すぐにアプライアンスをバックアップして、ファイルをダウンロードします。
2. Hewlett Packard Enterprise のサポート窓口にドライブ交換についてお問い合わせください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする
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The SSD wear on the appliance is in the ok range
症状
アプライアンスのソリッドステートドライブ（SSD）の摩耗は、許容範囲に収まっています。
ID：ApplianceHardwareHealth.StorageDiskWearStatus
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/appliance/ha-nodes/{SerialNumber}
アクション
対応する必要はありません。

The appliance {enclosure name and bay location as hyperlink} is reporting a high
temperature status
症状
アプライアンス{エンクロージャー名とベイ位置のハイパーリンク}は、高温状態を報告しています。
このアラートは HPE Image Streamer 4.0 の新機能です。
ID：ApplianceHardwareHealth.Thermal
重大度：警告/クリティカル
ヘルスカテゴリ：温度
リソース URI：/rest/deploymentservers/<id>
アクション
1. すべてのファンが接続されており、正常に動作しており、かつエンクロージャーの冷却口が塞がって
いないことを確認します。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The processor subsystem in the appliance {enclosure name and bay location as
hyperlink} is in a critical/warning state
症状
アプライアンス{エンクロージャ名とベイ位置のハイパーリンク}内のプロセッサーサブシステムがクリ
ティカル/警告状態になっています。
このアラートは HPE Image Streamer 4.0 の新機能です。
ID：ApplianceHardwareHealth.Processor
重大度：警告/クリティカル
ヘルスカテゴリ：プロセッサー
リソース URI：/rest/deploymentservers/<id>
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アクション
サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供してください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The memory subsystem in the appliance {enclosure name and bay location as
hyperlink} is in a warning/critical state
症状
アプライアンス{エンクロージャ名とベイ位置のハイパーリンク}内のメモリサブシステムが警告/クリ
ティカル状態になっています。
このアラートは HPE Image Streamer 4.0 の新機能です。
ID：ApplianceHardwareHealth.Memory
重大度：警告/クリティカル
ヘルスカテゴリ：メモリ
リソース URI：/rest/deploymentservers/<id>
アクション
サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供してください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The network subsystem in the appliance {enclosure name and bay location as
hyperlink} is in a warning/critical state
症状
アプライアンス{エンクロージャー名とベイ位置のハイパーリンク}内のネットワークサブシステムが警
告/クリティカル状態になっています。
このアラートは HPE Image Streamer 4.0 の新機能です。
ID：ApplianceHardwareHealth.Network
重大度：警告/クリティカル
ヘルスカテゴリ：ネットワーク
リソース URI：/rest/deploymentservers/<id>
アクション
サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供してください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする
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The temperature on the appliance is in the ok range
症状
アプライアンスの温度は、許容範囲に収まっています。
ID：ApplianceHardwareHealth.Thermal
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：温度
リソース URI：/rest/deploymentservers/{id}
アクション
対応する必要はありません。

The processor subsystem on the appliance is in the ok range
症状
アプライアンスのプロセッサーサブシステムは、許容範囲に収まっています。
ID：ApplianceHardwareHealth.Processor
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：プロセッサー
リソース URI：/rest/deploymentservers/{id}
アクション
対応する必要はありません。

The memory subsystem on the appliance is in the ok range
症状
アプライアンスのメモリサブシステムは、許容範囲に収まっています。
ID：ApplianceHardwareHealth.Memory
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：メモリ
リソース URI：/rest/deploymentservers/{id}
アクション
対応する必要はありません。

The network subsystem on the appliance is in the ok range
症状
アプライアンスのネットワークサブシステムは、許容範囲に収まっています。
ID：ApplianceHardwareHealth.Network
重大度：OK
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ヘルスカテゴリ：ネットワーク
リソース URI：/rest/deploymentservers/{id}
アクション
対応する必要はありません。

The swap usage on the appliance {enclosure name and bay location as hyperlink}
exceeded the warning usage threshold of 85%
症状
アプライアンス{エンクロージャー名とベイ位置のハイパーリンク}のスワップ使用率の最近{時間、分間、
秒間}の平均使用率が 100%で、警告使用率しきい値 85%を超えました。
このアラートは HPE Image Streamer 4.0 の新機能です。
ID：ApplianceSoftwareHealth.SwapMemory
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：メモリ
リソース URI：/rest/deploymentservers/<id>
アクション
サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供してください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The swap usage on the appliance {enclosure name and bay location as hyperlink}
exceeded the warning usage threshold of 90%
症状
アプライアンス{エンクロージャー名とベイ位置のハイパーリンク}のスワップ使用率の最近{時間、分間、
秒間}の平均使用率が 100%で、警告使用率しきい値 90%を超えました。
このアラートは HPE Image Streamer 4.0 の新機能です。
ID：ApplianceSoftwareHealth.SwapMemory
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：メモリ
リソース URI：/rest/deploymentservers/<id>
アクション
サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供してください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする
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The swap usage on the appliance is in the ok range
症状
アプライアンスのスワップ使用量は、許容範囲に収まっています。
ID：ApplianceSoftwareHealth.SwapMemory
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：メモリ
リソース URI：/rest/appliance または/rest/deploymentservers/{id}
アクション
対応する必要はありません。

The physical memory usage on the appliance exceeded the warning usage threshold of
85%
症状
アプライアンス{エンクロージャー名とベイ位置のリンク}の物理メモリ使用率の最近{時間、分間、秒間}
の平均使用率が 100%で、警告使用率しきい値 85%を超えました。
このアラートは HPE Image Streamer 4.0 の新機能です。
ID：ApplianceSoftwareHealth.PhysicalMemory
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：メモリ
リソース URI：/rest/deploymentservers/<id>
アクション
サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供してください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The physical memory usage on the appliance exceeded the warning usage threshold of
90%
症状
アプライアンス{エンクロージャー名とベイ位置のリンク}の物理メモリ使用率の最近{時間、分間、秒間}
の平均使用率が 100%で、警告使用率しきい値 90%を超えました。
このアラートは HPE Image Streamer 4.0 の新機能です。
ID：ApplianceSoftwareHealth.PhysicalMemory
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：メモリ
リソース URI：/rest/deploymentservers/<id>
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アクション
サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供してください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The physical memory usage on the appliance is in the ok range
症状
アプライアンスの物理メモリの使用率は、許容範囲に収まっています。
ID：ApplianceSoftwareHealth.PhysicalMemory
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：メモリ
リソース URI：/rest/appliance または/rest/deploymentservers/{id}
アクション
対応する必要はありません。

The disk usage on the appliance {enclosure name and bay number} exceeded the
warning usage threshold
症状
アプライアンス{エンクロージャー名とベイ番号}のディスク使用量の平均使用率 100%で、警告使用率し
きい値 85%を超えました。
このアラートは HPE Image Streamer 4.0 の新機能です。
ID：ApplianceSoftwareHealth.FileSystemUtilization
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/deploymentservers/<id>
原因
ディスク使用量が、指定された使用率しきい値に達しました。
アクション
Hewlett Packard Enterprise のサポート窓口にドライブ交換についてお問い合わせください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The disk usage on the appliance {enclosure name and bay number} exceeded the
critical usage threshold
症状
アプライアンス{エンクロージャー名とベイ番号}のディスク使用率が平均使用率 100%で、クリティカル
使用率しきい値 90%を超えました。
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このアラートは HPE Image Streamer 4.0 の新機能です。
ID：ApplianceSoftwareHealth.FileSystemUtilization
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/appliance
原因
ディスク使用量が、指定された使用率しきい値に達しました。
アクション
サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供してください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The disk usage on the appliance is in the ok range
症状
アプライアンスのディスク使用量は許容範囲に収まっています。
ID：ApplianceSoftwareHealth.FileSystemUtilization
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/appliance または/rest/deploymentservers/{id}
アクション
対応する必要はありません。

The CPU usage on the appliance {enclosure name and bay number} exceeded the
warning usage threshold
症状
アプライアンス{エンクロージャー名とベイ番号}の CPU 使用率が、平均使用率 100%であり、警告使用率
しきい値 85%を超えました。
このアラートは HPE Image Streamer 4.0 の新機能です。
ID：ApplianceSoftwareHealth.ProcessorUtilization
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：プロセッサー
リソース URI：/rest/deploymentservers/<id>
原因
CPU 使用率が、指定された使用率しきい値に達しました。
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アクション
1. シングルソースからのアラートの多くについて、[アクティビティ]ページを調べてください。アラート
に関連付けられている管理対象デバイスに問題が発生している可能性があります。
2. 管理対象デバイスの問題を解決してください。
3. 問題が解決されない場合は、Hewlett Packard Enterprise のサポート窓口にドライブ交換についてお問
い合わせください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The CPU usage on the appliance {enclosure name and bay number} exceeded the
critical usage threshold
症状
アプライアンス{エンクロージャー名とベイ番号}の CPU 使用率が、平均使用率 100%であり、クリティカ
ル使用率しきい値 90%を超えました。
このアラートは HPE Image Streamer 4.0 の新機能です。
ID：ApplianceSoftwareHealth.ProcessorUtilization
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：プロセッサー
リソース URI：/rest/deploymentservers/{id}
アクション
1. シングルソースからのアラートの多くについて、[アクティビティ]ページを調べてください。アラート
に関連付けられている管理対象デバイスに問題が発生している可能性があります。
2. 管理対象デバイスの問題を解決してください。
3. 問題が解決されない場合は、Hewlett Packard Enterprise のサポート窓口にドライブ交換についてお問
い合わせください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The CPU usage on the appliance is in the ok range
症状
アプライアンスの CPU 使用率は、許容範囲に収まっています。
ID：ApplianceSoftwareHealth.ProcessorUtilization
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：プロセッサー
リソース URI：/rest/appliance または/rest/deploymentservers/{id}
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アクション
対応する必要はありません。

The number of user sessions on the appliance has reached the warning threshold
症状
アプライアンスのユーザーセッションの数が警告しきい値 X に達し、構成された上限 Y に近づいていま
す。セッションの数が制限に達すると、新しいログインリクエストは拒否されます。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：Session.SESSION_THRESHOLD_LIMIT_REACHED
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：アプライアンス
リソース URI：/rest/login-sessions
アクション
次のいずれかを実行します。
• 既存のセッションからログアウトします。
• セッションの上限を増やします。

The number of user sessions on the appliance has reached the configured limit
症状
アプライアンスのユーザーセッションの数が構成された上限 X に達しています。新しいログインリクエ
ストは拒否されます。ユーザーは引き続きアプライアンスコンソールを使用してログインできます。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：Session.SESSION_CRITICAL_LIMIT_REACHED
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：アプライアンス
リソース URI：/rest/login-sessions
アクション
次のいずれかを実行します。
• 既存のセッションからログアウトします。
• セッションの上限を増やします。
• アプライアンスコンソールを使用してログインします。

CA certificate is expired
症状
エイリアス名 X の CA 証明書が期限切れです。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
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ID：Alerts.CertificateStatus.Expired
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：証明書の管理
リソース URI：/rest/certificates/ca/{aliasName}
アクション
1. 期限切れの証明書をアプライアンスから削除します。
2. 新しい証明書を生成して、新しい証明書を同じエイリアス名でアプライアンスに追加します。

RabbitMQ server certificate is expired
症状
エイリアス名 X の RabbitMQ サーバー証明書の有効期限が切れています。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：Alerts.CertificateStatus.Expired
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：証明書の管理
リソース URI：/rest/certificates/server/rabbitmq/default
アクション
1. DELETE /rest/certificates/ca/default REST API を使用して AMQP 証明書を再生成します。
2. 新しく生成した AMQP 証明書を、アプライアンスからの SCMB 通知をリスンする外部クライアント
(存在する場合)にダウンロードします。
詳しくは、製品のユーザーガイドの、外部クライアントの SCMB (State-Change Message Bus)通知に
ついて説明しているセクションを参照してください。

WebServer certificate with alias name localhostSelfSignedCertificate is expired
症状
エイリアス名が localhostSelfSignedCertificate の Web サーバー証明書の有効期限が切れています。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：Alerts.CertificateStatus.Expired
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：証明書の管理
リソース URI：/rest/certificates/https
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アクション
設定 > セキュリティ > アクションメニューからアプライアンス自己署名証明書を再生成します。

Leaf certificate is about to expire
症状
エイリアス名 X を持つリーフ証明書が Y に期限切れになります。証明書の期限が切れると、管理対象デ
バイスおよび外部サーバーとの通信に影響が生じます。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：Alerts.CertificateStatus.AboutToExpire
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：証明書の管理
リソース URI：/rest/certificates/servers/{aliasname}
アクション
1. 期限が切れる証明書をアプライアンスから削除します。
2. 新しい証明書を生成して、同じエイリアス名でアプライアンスに追加します。

The AMQP server certificate is about to expire
症状
アプライアンスと、アプライアンスからの SCMB 通知をリスンする外部クライアントとの通信に使用さ
れる AMQP サーバー証明書の有効期限がまもなく切れます。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：Alerts.CertificateStatus.AboutToExpire
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：証明書の管理
リソース URI：/rest/certificates/server/rabbitmq/default
アクション
1. DELETE /rest/certificates/ca/default REST API を使用して AMQP 証明書を再生成します。
2. 新しく生成した AMQP 証明書を、アプライアンスからの SCMB 通知をリスンする外部クライアント
(存在する場合)にダウンロードします。
詳しくは、製品のユーザーガイドの、外部クライアントの SCMB (State-Change Message Bus)通知に
ついて説明しているセクションを参照してください。

The certificate basic constraint path length is invalid
症状
エイリアス名 X の CA 証明書 - 証明書の基本的な制約のパス長が"共通名" CN=DoD JITC Interoperability
Root CA 2、OU=PKI、OU=DoD、O=U.S. Government、C=US の証明書パスに対して無効です。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：Alerts.CertificateStatus.Invalid
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重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：証明書の管理
リソース URI：/rest/certificates/ca/{aliasName}
アクション
有効な証明書パスを作成できる証明書を指定します。

<CA/リーフ> certificate is not yet valid
症状
エイリアス名 X の<CA/リーフ>証明書は、現在のアプライアンスの時刻に基づいて、まだ有効ではありま
せん。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：Alerts.CertificateStatus.Invalid
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：証明書の管理
リソース URI：/rest/certificates/ca/{aliasName}
アクション
1. 有効な証明書を指定します。
2. アプライアンスの時刻が正しく設定されていることを確認します。

<CA/リーフ> certificate is not trusted
症状
エイリアス名 X の<CA/リーフ>証明書は信頼されていません。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：Alerts.CertificateStatus.Untrusted
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：証明書の管理
リソース URI：/rest/certificates/ca/{aliasName}
アクション
1. 設定 > セキュリティ > 証明書の管理で、[証明書のインポート]オプションを使用し、信頼されている
CA 証明書を追加してください。
2. 操作を再試行してください。

<CA/リーフ> certificate is revoked
症状
エイリアス名 X の<CA/リーフ>証明書が失効しました。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
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ID：Alerts.CertificateStatus.Revoked
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：証明書の管理
リソース URI：/rest/certificates/ca/{aliasName}
アクション
1. 失効した証明書をアプライアンスから削除します。
2. 新しい証明書を生成して、同じエイリアス名でアプライアンスに追加します。

The certificate is not compliant for FIPS mode
症状
問題がルート CA 証明書と中間 CA 証明書のどちらに関係するかによって、次のいずれかが表示される場
合があります。
エイリアス名<エイリアス名>を持ち、署名アルゴリズム <署名アルゴリズム>で署名されたルート CA 証
明書は、FIPS モードに準拠していません。
エイリアス名<エイリアス名>を持ち、署名アルゴリズム <署名アルゴリズム>で署名された中間 CA 証明
書は、FIPS モードに準拠していません。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：Alerts.CertificateStatus.NonCompliant
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：証明書の管理
リソース URI：/rest/certificates/ca/{aliasName}
アクション
1. このルート CA 証明書は、FIPS モードで引き続き動作します。証明書を準拠させるには、次の手順を
実行します。
a. CSR を作成します。
b. 準拠したデジタル署名アルゴリズムを使用して、CA で署名された新しい CSR を取得します。
c. 新しい証明書をインポートします。

CA certificate is using an insecure digital signature hash algorithm
症状
エイリアス名<エイリアス名> Root/inter を持つ CA 証明書が、安全でないデジタル署名ハッシュアルゴリ
ズム（ MD5）を使用しています。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：Alerts.CertificateStatus.Deprecated
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：証明書の管理
リソース URI：/rest/certificates/ca/{aliasName}
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アクション
MD5 デジタル署名を使用した証明書は安全ではなく、非推奨です。これらは将来のリリースでサポート
されなくなります。
必要なアクションの詳細については、アプライアンス固有のドキュメントを参照してください。

CRL issued by HP TestHead is expired
症状
HP TestHead X によって発行された CRL は期限切れです。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：Alerts.CertificateStatus.CRLExpired
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：証明書の管理
リソース URI：/rest/certificates/ca/<aliasname>/crl
アクション
1. この CA によって発行されたサーバー証明書を見つけます。
2. 証明書から CRL 配布ポイントを探します。
3. その URL から CRL をダウンロードします。
4. ファイルをアプライアンスにアップロードします。
自動 CRL ダウンロードユーザー設定が有効な場合、証明書の発行元 CA に対して対応する CRL が自動
的にダウンロードされます。

CRL issued by HP TestHead is about to expire
症状
HP TestHead X によって発行された CRL は Y に期限切れになります。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：Alerts.CertificateStatus.CRLAboutToExpire
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：証明書の管理
リソース URI：/rest/certificates/ca/{aliasName}/crl
アクション
1. この CA によって発行されたサーバー証明書を見つけます。
2. 証明書から CRL 配布ポイントを探します。
3. その URL から CRL をダウンロードします。
4. ファイルをアプライアンスにアップロードします。
自動 CRL ダウンロードユーザー設定が有効な場合、証明書の発行元 CA に対して対応する CRL が自動
的にダウンロードされます。
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The CRL is not found for the CA certificate
症状
エイリアス名が X の CA 証明書に対して CRL が見つかりません。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：Alerts.CertificateStatus.CRLNotFound
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：証明書の管理
リソース URI：/rest/certificates/ca/{aliasName}
アクション
1. この CA によって発行されたサーバー証明書を見つけます。
2. 証明書から CRL 配布ポイントを探します。
3. その URL から CRL をダウンロードします。
4. ファイルをアプライアンスにアップロードします。
自動 CRL ダウンロードユーザー設定が有効な場合、証明書の発行元 CA に対して対応する CRL が自動
的にダウンロードされます。

Unable to download the CRL for the certificate
症状
エイリアス X の証明書の CRL をダウンロードできません。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：Alerts.CertificateStatus.CRLDownloadFailed
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：証明書の管理
リソース URI：/rest/certificates/ca/{aliasName}/crl
アクション
1. アプライアンスプロキシが正しく構成されていて、CRL 配布ポイントが到達可能であることを確認し
ます。
プロキシ構成については、アプライアンス固有のドキュメントを参照してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

CRL is not signed by the CA
症状
CRL はエイリアス X の CA によって署名されていません。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
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ID：Alerts.CertificateStatus.CRLDownloadFailed
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：証明書の管理
リソース URI：/rest/certificates/ca/{aliasName}/crl
アクション
1. 有効になるには、CRL がエイリアス"HP TestHead inter-1"の CA によって署名されている必要がありま
す。認証機関に連絡して、有効な時間範囲を使用した署名済み CRL を取得してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The certificates will not be able to participate in the compliance report generation
症状
証明書は予期しない問題のためコンプライアンスレポートの生成に参加できません。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：Cryptography.compatibilityReport.certificates
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：アプライアンス
リソース URI：/rest/security-standards/compatibility-report
アクション
1. アプライアンスを再起動します。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

{Alias} has been trusted previously
症状
{エイリアス}は以前、アプライアンスにインポートされる発行元 CA なしに信頼されました。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：Alerts.PreUpgradedCertificate
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：アプライアンス
リソース URI：/rest/certificates
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アクション
この証明書に対して実行される適切な失効チェックのために、最上位のルート CA までの発行元 CA 証明
書をすべて追加します。

The appliance web server certificate has either expired or reverted to an older certificate
症状
アプライアンスの Web サーバー証明書の有効期限が切れているか、古い証明書に戻されています。管理
対象デバイスと外部サーバーとの通信が影響を受ける可能性があります。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：SECURITY.CERT_REGEN_ALERT
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：証明書の管理
リソース URI：/rest/appliance
アクション
次のいずれかを実行します。
• アプライアンスの新しい自己署名証明書を生成します。
• 新しい CA 署名付きアプライアンス証明書をインポートします。

The appliance web server certificate is either expired or reverted to an older certificate
症状
アプライアンスの Web サーバー証明書の有効期限が切れているか、古い証明書に戻されています。管理
対象デバイスと外部サーバーとの通信が影響を受ける可能性があります。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：SECURITY.UPGRADE_BLOCK_CERT_ALERT
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：アプライアンス
リソース URI：/rest/appliance
アクション
1. 次のいずれかを実行します。
• アプライアンスの新しい自己署名証明書を再生成します。
• 新しい CA 署名付きアプライアンス証明書を再インポートします。
2. その後、アップデートを再度実行してください。

Certificate could not be added to kiosk trust store
症状
証明書をキオスクトラストストアに追加できませんでした。キオスクから iLO への接続に影響する可能
性があります。
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このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：SECURITY.NSS_PASSWORD_MISMATCH_ALERT
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：セキュリティ
リソース URI：/rest/certificates
アクション
サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供してください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

An unexpected problem occurred during update of the certificates
症状
キオスクトラストストアに対して証明書をアップデートしているときに予期しない問題が発生しました。
iLO への接続が影響を受ける可能性があります。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：SECURITY.NSSDB_UPDATE
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：証明書の管理
リソース URI：/rest/certificates
アクション
サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供してください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Unable to add CA certificates to CA trust stores
症状
CA トラストストアに CA 証明書を追加できません。外部 RabbitMQ クライアントからの通信が影響を受
ける可能性があります。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：SECURITY.CACERTS_UPGRADE
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：証明書の管理
リソース URI：/rest/certificates
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アクション
サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供してください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Certificates using the SHA-1 digital signature are insecure and deprecated
症状
SHA-1 デジタル署名を使用した証明書は安全ではなく、非推奨です。これらは将来のリリースでサポート
されなくなります。必要なアクションについて詳しくは、アプライアンス固有のドキュメントを参照して
ください。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：SECURITY.CERT_SHA1_ALERT
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：アプライアンス
リソース URI：/rest/appliance
アクション
1. 新しい自己署名証明書を生成するか、アプライアンスの新しい証明書署名リクエストを生成します。
2. 署名済みの証明書をインポートします。

SAN ストレージのエラー
Storage systems will not be able to participate in the compliance report generation
症状
ストレージシステムは予期しない問題のためコンプライアンスレポートの生成に参加できません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：Cryptography.compatibilityReport.{resource category}
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：アプライアンス
リソース URI：/rest/security-standards/compatibility-report
アクション
1. HPE OneView を再起動します。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする
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Unable to reach specified storage system
症状
ホスト名 X の指定されたストレージシステムに到達できません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：strm.StorageSystemCritical.StorageSystemUnreachable
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/storage-systems/<uuid>
アクション
1. ストレージシステムが到達可能であることを確認してください。
2. 要求を再度実行してください。

Unable to communicate with the storage system
症状
ストレージシステム X と通信できません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：strm.StorageSystemCritical.StorageSystemUnreachable
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/storage-systems/<uuid>
アクション
1. IP アドレスまたはホスト名が正しいことを確認します。
2. HPE OneView とストレージシステムの間の接続を確認します。
3. 現在の操作を再度実行してください。

Unable to communicate with the storage system
症状
ストレージシステム X と通信できません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：strm.StorageSystemCritical.StorageSystemUnreachable
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/storage-systems/<uuid>
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アクション
1. IP アドレスまたはホスト名を確認してください。
2. HPE OneView とストレージシステムの間の接続を確認してください。
3. ストレージシステムで Web Services API サーバーが開始していることを確認してください。
4. 操作を再試行してください。

Unable to communicate with the storage system
症状
ストレージシステムと通信できません。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：strm.StorageSystemCritical.StorageSystemConnectionLimitReached
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/storage-systems/<uuid>
アクション
1. ストレージシステムに大量のリクエストが発生しており、接続が拒否されました。
2. 操作を再試行してください。

Unable to acquire authorization when attempting to access the storage system
症状
このストレージシステムにアクセスしようとしたときに認証を取得できません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：strm.StorageSystemCritical.StorageSystemCredentialValidationFailed
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/storage-systems/<uuid>
アクション
1. ストレージシステムの認証情報が有効であることを確認してください。
2. 要求を再度実行してください。

The specified user name does not have sufficient privilege
症状
指定されたユーザー名はストレージシステムで十分な権限を持っていません。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：strm.StorageSystemCritical.StorageSystemCredentialValidationFailed
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重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/storage-systems/<uuid>
アクション
ストレージシステムで少なくとも編集権限を持っているユーザーを指定してください。

Unable to acquire authorization when attempting to access the storage system
症状
このストレージシステムにアクセスしようとしたときに認証を取得できません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：strm.StorageSystemCritical.StorageSystemCredentialValidationFailed
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/storage-systems/<uuid>
アクション
1. ストレージシステムの認証情報が有効であることを確認してください。
2. 要求を再度実行してください。

The storage system software version X is not supported
症状
ストレージシステムソフトウェアバージョン X はサポートされていません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 では削除されました。
ID：strm.StorageSystemCritical.StorageSystemVersionValidationFailed
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/storage-systems/<uuid>
アクション
1. ストレージシステムがサポートマトリックスで指定されたソフトウェアバージョンを満たしているか
確認してください。
2. 必要に応じて、ストレージシステムのソフトウェアバージョンをアップデートしてください。
3. 操作を再試行してください。
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Unable to validate the domain
症状
ドメインを検証できません。X が有効なストレージシステムドメインではないか、ストレージプールがあ
りません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：strm.StorageSystemCritical.StorageSystemDomainInvalid
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/storage-systems/<uuid>
アクション
有効なドメインを指定してください。

The managed domain is not valid
症状
管理対象ドメイン X は無効です。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：strm.StorageSystemCritical.StorageSystemDomainInvalid
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/storage-systems/<uuid>
アクション
ドメインをストレージシステムから削除した場合は、ドメインを再作成し、HPE 3PAR Management
Console を使用して共通プロビジョニンググループ（CPG）を管理対象ドメインに戻します。

All of the managed storage target ports for the storage system are non-operational
症状
ストレージシステムのすべての管理対象ストレージターゲットポートが稼動していません。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：strm.StorageSystemCritical.StorageSystemAllPortsNonOperational
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/storage-systems/<uuid>
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アクション
個別のポートに関連するアラートを調査し、それらを解決してください。

The specified user name does not have sufficient privileges on the storage system
症状
指定されたユーザー名はストレージシステムで十分な権限を持っていません。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：strm.StorageSystemCritical.StorageSystemInsufficientUserPrivileges
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/storage-systems/<uuid>
アクション
ストレージシステムですべてのドメインの少なくとも編集権限を持っているユーザーを指定してくださ
い。

Unable to acquire authorization
症状
このストレージシステムにアクセスしようとしたときに認証を取得できません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：strm.StorageSystemCritical.StorageSystemInsufficientUserPrivileges
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/storage-systems/<uuid>
アクション
1. ストレージシステムの認証情報が有効であることを確認してください。
2. 要求を再度実行してください。

Unable to find the cluster identified
症状
ホスト名/IP アドレス X で識別されるクラスターが見つかりません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：strm.StorageSystemCritical.StorageSystemCouldNotDetermineCluster
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/storage-systems/<uuid>
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アクション
次のいずれかを実行します。
• クラスターを管理グループから削除した場合、追加しなおしてストレージシステムを更新します。
• クラスターのホスト名または IP アドレスを変更した場合、新しいホスト名または IP アドレスを使用
するようにストレージシステムを変更します。
• クラスターの名前を変更した場合、クラスターの新しい名前を指定します。

An unexpected problem occurred during refresh
症状
更新中に予期しない問題が発生しました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：strm.StorageSystemCritical.StorageSystemUnhandledRefreshError
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/storage-systems/<uuid>
アクション
1. デバイスがサポートされている構成で実行されていることを確認し、再度実行します。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The storage system appears to be in a degraded state
症状
ストレージシステム X が、劣化状態になっているようです。次のノードは存在しないか、動作していない
か、オフライン状態です。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：strm.StorageSystemWarning.StorageSystemMissingNodes
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/storage-systems/<uuid>
アクション
1. ストレージシステムの完全性を確認します。
2. すべてのノードがオンラインで機能していることを確認します。
3. ストレージシステムをリフレッシュします。
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Nimble Fibre Channel systems with multiple arrays have limited support
症状
プロファイルでブートボリュームに必要なすべてのターゲットポートを構成できないため、複数のアレイ
がある Nimble ファイバーチャネルシステムのサポートが制限されています。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：strm.StorageSystemWarning.StorageSystemMultipleArrays
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/storage-systems/<uuid>
アクション
単一のアレイを使用するようにシステムを再構成してください。

A downgrade of the storage system firmware version was detected
症状
ストレージシステムのファームウェアバージョンのダウングレードが検出されました。ダウングレード
されたバージョンの一部の特徴や機能が、現在の構成と一致していない可能性があります。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：strm.StorageSystemCritical.StorageSystemTemplateDowngrade
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/storage-systems/<uuid>
アクション
次のいずれかを実行します。
• 現在のファームウェアバージョンでの管理を続行するには、HPE OneView でストレージシステムを削
除してから、再度追加します。
• ファームウェアバージョンをアップグレードするには、ストレージシステムの管理者に連絡してくだ
さい。

The specified IP address or host name refers to a different storage system
症状
指定された IP アドレスまたはホスト名は別のストレージシステムを参照しています。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：strm.StorageSystemCritical.StorageSystemNotTheSame
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/storage-systems/<uuid>
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アクション
以前と同じストレージシステムの IP アドレスまたはホスト名を入力してください。

Unable to update the storage system
症状
X で見つかった Nimble グループが予期されたグループと一致しないため、ストレージシステムをアップ
デートできません。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：strm.StorageSystemCritical.StorageSystemNotTheSame
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/storage-systems/<uuid>
アクション
hostname プロパティが Nimble グループ Y を参照することを確認してから、リクエストを再度実行して
ください。

The storage system connection protocol changed
症状
ストレージシステムの接続プロトコルが X から Y に変更されました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：strm.StorageSystemCritical.StorageSystemConnectionProtocolChanged
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/storage-systems/<uuid>
アクション
ストレージシステムの接続プロトコルを以前の接続プロトコルに戻します。

The controller has switched from "Active" to "Standby"
症状
ポートに障害が発生したため、コントローラー X は"アクティブ"から"スタンバイ"に切り替わりました。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：strm.StorageSystemWarning.StorageSystemControllerFailover
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/storage-systems/<uuid>
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アクション
ストレージシステムポートのステータスとアラートを確認してから、推奨アクションに従ってください。

Network or SAN X is not connected to at least one port
症状
ネットワークまたは SAN X がストレージシステム Y のすべてのコントローラーで少なくとも 1 つのポー
トに接続されていません。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：strm.StorageSystemWarning.StorageSystemNetworksOrSansNotConfiguredOnAllControllers.
{expectedNetworkOrSanUri}
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/storage-systems/<uuid>
アクション
指定されたネットワークまたは SAN がすべてのコントローラーのポートに構成されていることを確認し
てください。

The default port group is not assigned
症状
デフォルトのポートグループ（'自動'と表示されています）がすべてのコントローラーで少なくとも 1 つ
のポートに割り当てられていません。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：strm.StorageSystemWarning.PortGroupConfigurationIncomplete.{portGroupName}
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/storage-systems/<uuid>
アクション
ストレージシステムのポートグループを編集して、各ポートグループがすべてのコントローラーで少なく
とも 1 つのポートに確実に割り当てられているようにしてください。

Port group is not assigned
症状
ポートグループ X がすべてのコントローラーで少なくとも 1 つのポートに割り当てられていません。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：strm.StorageSystemWarning.PortGroupConfigurationIncomplete.{portGroupName}
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ストレージ

HPE OneView のエラーとアラート

719

リソース URI：/rest/storage-systems/<uuid>
アクション
ストレージシステムのポートグループを編集して、各ポートグループがすべてのコントローラーで少なく
とも 1 つのポートに確実に割り当てられているようにしてください。

Invalid IP address or host name
症状
IP アドレスまたはホスト名が無効です。
このアラートは、HPE OneView 4.2 では削除されました。
ID：strm.StorageSystemCritical.StorageSystemInvalidIPOrHostname
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/storage-systems
アクション
IP アドレスまたはホスト名を修正して、操作を再度実行してください。

The port cannot be found on the storage system
症状
ポート X がストレージシステムで見つかりません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：strm.StorageSystemWarning.PortMissing.{portID}
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/storage-systems/<uuid>
アクション
• ポートがまだ存在する場合は、ストレージシステムのケーブル接続およびポート構成を確認し、スト
レージシステムを更新します。
• ポートがすでに存在しない場合は、ストレージシステムのポートの予想される SAN/ネットワークプロ
パティをクリアし、別のポートを使用するようにすべてのサーバープロファイルのボリュームアタッ
チメントのパスを再構成します。

The actual SAN value does not match the expected network or SAN for port X
症状
実際の SAN の値がポート X の予想されるネットワークまたは SAN と一致しません。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：strm.StorageSystemWarning.PortSanMismatch
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重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/storage-systems/<uuid>
アクション
1. 実際の SAN の値が正しい場合は、予想される SAN を一致するように変更してください。
2. ポートの接続性を確認し、SAN を更新してください。

Unable to find the port WWN on the expected SAN
症状
{ポート名}の予想される SAN でポート WWN が見つけられません。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：strm.StorageSystemWarning.PortExpectedSanCannotBeLocated
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/storage-systems/<uuid>
アクション
1. 次のいずれかを実行します。
• ポートが予想される SAN にログインしているかを確認してから、SAN を更新します。
• SAN とは無関係の予想されるネットワークを持たせるためにポートをアップデートします。

The expected SAN for port X is not managed
症状
ポート X の予想される SAN は管理されていません。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：strm.StorageSystemWarning.PortExpectedSanNotManaged
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/storage-systems/<uuid>
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アクション
SAN とネットワークを関連付けるか、または別の予想される SAN またはネットワークを持つようにポー
トをアップデートします。

The expected network or SAN for port X has been removed
症状
ポート X の予想されるネットワークまたは SAN は削除されました。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：strm.StorageSystemWarning.PortExpectedNetworkOrSanMissing
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/storage-systems/<uuid>
アクション
ポートの予想されるネットワークまたは SAN を有効な値に変更してください。

The port X is offline
症状
ポート X はオフラインです。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：strm.StorageSystemWarning.PortOffline
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/storage-systems/<uuid>
アクション
1. ストレージシステムでポートのヘルス状態を調査してください。
2. ストレージシステムでポート構成を確認してください。
3. ポートが正しく接続されていることを確認してください。
4. ストレージシステムをリフレッシュします。

The SAN X has a critical health status
症状
SAN X はクリティカルヘルスステータスです。
このアラートは、HPE OneView 4.2 では削除されました。
ID：strm.StorageSystemWarning.PortManagedSanCritical
重大度：警告
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ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/storage-systems
アクション
SAN を調査して、関連付けられたすべてのアラートを解決してください。

The port link is down
症状
ポート X リンクがダウンしています。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：strm.StorageSystemWarning.PortLossSync
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/storage-systems/<uuid>
アクション
1. ストレージシステムでポートのヘルス状態を調査してください。
2. ストレージシステムでポート構成を確認してください。
3. ポートが正しく接続されていることを確認してください。
4. ストレージシステムをリフレッシュします。

The port link is in loss sync
症状
ポート X は loss sync 状態です。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：strm.StorageSystemWarning.PortLossSync
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/storage-systems/<uuid>
アクション
1. ストレージシステムでポートのヘルス状態を調査してください。
2. ストレージシステムでポート構成を確認してください。
3. ポートが正しく接続されていることを確認してください。
4. ストレージシステムをリフレッシュします。
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The storage system port X has failed over to its partner port Y
症状
ストレージシステムポート X はパートナーポート Y にフェイルオーバーしました。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：strm.StorageSystemWarning.TargetPortFailOver
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/storage-systems/<uuid>
アクション
1. ストレージシステムのヘルス状態を調査してください。
2. ストレージシステムでポート構成を確認してください。
3. ポートが正しく接続されていることを確認してください。
4. ストレージシステムをリフレッシュします。

The storage system port X is in failover state
症状
ストレージシステムポート X はフェイルオーバー状態です。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：strm.StorageSystemWarning.TargetPartnerPortFailedOver
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/storage-systems/<uuid>
アクション
1. ストレージシステムのヘルス状態を調査してください。
2. ストレージシステムでポート構成を確認してください。
3. ポートが正しく接続されていることを確認してください。
4. ストレージシステムをリフレッシュします。

The storage system port X has failed
症状
ストレージシステムポート X に障害が発生しました。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：strm.StorageSystemWarning.TargetPortFailed
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ストレージ
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リソース URI：/rest/storage-systems/<uuid>
アクション
1. ストレージシステムのヘルス状態を調査してください。
2. ストレージシステムでポート構成を確認してください。
3. ポートが正しく接続されていることを確認してください。
4. ストレージシステムをリフレッシュします。

The port X has failed
症状
ポート X に障害が発生しました。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：strm.StorageSystemWarning.TargetPortFailed.{portID}
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/storage-systems/<uuid>
アクション
1. ストレージシステムのヘルス状態を調査してください。
2. ストレージシステムでポート構成を確認してください。
3. ポートが正しく接続されていることを確認してください。
4. ストレージシステムをリフレッシュします。

The port has been found on multiple SANs
症状
ポート X は、複数の SAN で検出されました（このメッセージの後に SAN 名のリストが続く）。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：strm.StorageSystemWarning.TargetPortOnMultipleSans
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/storage-systems/<uuid>
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アクション
1. ポートが検出された各 SAN を更新してから、ストレージシステムを更新します。
2. 通常およびフェイルオーバーの両方の状態で、常に同じ SAN にログインするようにストレージシステ
ムのポートが構成されていることを確認します。
3. Brocade Network Advisor（BNA）の SAN マネージャーで Brocade SAN を使用している場合は、BNA
で SAN 設定の"Track Fabric Changes"が無効になっていることを確認します。

Unable to locate storage pool
症状
ストレージシステムで ID X を持つストレージプールが見つかりません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：strm.StoragePoolCritical.PoolRetrievalFailed
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/storage-pools/<uuid>
アクション
1. ストレージプールがストレージシステムに存在することを確認して、ストレージプールを更新してく
ださい。
2. ストレージプールがすでにストレージシステムに存在しない場合は、ストレージプール状態を検出済
みに設定してください。

Unable to locate storage pool on the storage system
症状
ストレージシステムでストレージプールを配置できません。
このアラートは、HPE OneView 5.0 でアップデートされました。
ID：strm.StoragePoolCritical.PoolRetrievalFailed
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/storage-pools/<uuid>
アクション
1. ストレージシステムの正しい認証情報が使用されており、ユーザーが十分な権限を持っていることを
確認してください。
2. HPE OneView とストレージシステムの間の接続を確認してください。
3. ストレージプールがストレージシステムに存在することを確認して、ストレージプールを更新してく
ださい。
4. ストレージプールがすでにストレージシステムに存在しない場合は、ストレージプール状態を検出済
みに設定してください。
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Storage pool has been moved to an unmanaged domain
症状
ストレージプール X は非管理ドメインへ移動しました。
このアラートは、HPE OneView 5.0 でアップデートされました。
ID：strm.StoragePoolCritical.PoolDomainMismatch
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/storage-pools/<uuid>
アクション
1. ストレージプールを管理対象ドメインへ戻します。
2. ストレージプールを更新します。

Storage pool has reached or exceeded its capacity warning limit
症状
ストレージプールは容量警告制限に達したか、超えました。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：strm.StoragePoolWarning.PoolWarningLimitExceeded
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/storage-pools/<uuid>
アクション
• 次のいずれかを実行します。
◦ ストレージプールの空き領域を増やします。
◦ ストレージプールのストレージプール警告制限を増加してください。

Storage pool has reached its capacity limit
症状
ストレージプールは容量制限に達しました。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：strm.StoragePoolCritical.PoolLimitExceeded
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/storage-pools/<uuid>
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アクション
ストレージプールでストレージプール容量を増加するか、解放してください。

An unexpected problem occurred during refresh
症状
更新中に予期しない問題が発生しました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：strm.StoragePoolCritical.StoragePoolUnhandledRefreshError
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/storage-pools/<uuid>
アクション
1. デバイスがサポートされている構成で実行されていることを確認し、再度実行します。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Unable to locate the volume on the storage system
症状
ストレージシステムでボリュームが見つかりません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：strm.StorageVolumeCritical.VolumeNotFoundOnDevice
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/storage-volumes/<uuid>
アクション
1. ボリュームがストレージシステムに存在することを確認して、ボリュームを更新します。
2. ボリュームがすでにストレージシステムに存在しない場合は、HPE OneView からボリュームを削除し
ます。

Unable to create volume on the storage system
症状
ストレージシステムでボリュームを作成できません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：strm.StorageVolumeCritical.VolumeNotFoundOnDevice
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重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/storage-volumes/<uuid>
アクション
1. ボリュームを HPE OneView から削除します。
2. ボリュームを作成するために使用したパラメーターが有効であることを確認してください。
3. ストレージシステムを更新してから、リクエストを再度実行してください。

Unable to find volume with the name
症状
名前 X のボリュームが見つかりません。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：strm.StorageVolumeCritical.VolumeNotFoundOnDevice
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/storage-volumes/<uuid>
アクション
リクエストが既存のリソースに対するものであることを確認して、リクエストを再度実行してください。

The volume X has moved to an unmanaged domain
症状
ボリューム X は非管理ドメインへ移動しました。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：strm.StorageVolumeCritical.VolumeDomainMismatch
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/storage-volumes/<uuid>
アクション
ストレージシステムでボリュームを元のドメイン X へ移動してください。

The volume was moved to an unmanaged storage pool
症状
ボリュームは非管理のストレージプールに移動されました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：strm.StorageVolumeCritical.VolumePoolMismatch
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重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/storage-volumes/<uuid>
アクション
次のいずれかを実行します。
• 必要に応じて、ストレージシステムを更新してストレージプールを検出し、ストレージプールを管理
します。
• ストレージシステム管理ソフトウェアを使用して、HPE OneView によってすでに管理されているスト
レージプールにボリュームを移動します。

The storage pool in which this volume exists does not match
症状
このボリュームが存在するストレージプールは、関連するユーザーテンプレートがストレージプールに指
定しているものと一致していません。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：strm.StorageVolumeCritical.VolumePoolAndTemplatePoolMismatch
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/storage-volumes/<uuid>
アクション
既存のボリュームの実際のストレージプール値と一致するテンプレートに関連付けられるように、ボ
リュームをアップデートしてください。

{Volume} has presentations to WWPNs that are not granted by OneView
症状
{ボリューム}には、OneView により承認されていない WWPN に対するプレゼンテーションがあります。
WWPN が OneView の管理するプロファイルでイニシエーターであるのにそのプロファイルにアタッチ
されたボリュームを示さない場合、OneView はそのゾーンを、最後の管理対象ボリュームが削除されたと
きに削除する可能性があります。この結果、このボリュームに対して管理対象イニシエーターがアクセス
できなくなってしまいます。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：strm.StorageVolumeWarning.ExtraVolumePaths
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/storage-volumes/<uuid>
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アクション
次のいずれかを実行します。
• HPE OneView 構成にエクストラ WWPN を追加して、ボリュームへの接続を作成またはアップデート
します。
• リンクをクリックし、HPE OneView がエクストラ WWPN アクセスを削除するオプションを選択しま
す。
• このアラートをクリアし、余分なアクセスを保持して、HPE OneView がこの構成を無視できるように
します。

The volume was updated with an unmanaged snapshot pool
症状
ボリュームは非管理のスナップショットプール X でアップデートされました。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：strm.StorageVolumeCritical.VolumeSnapshotPoolUnmanaged
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/storage-volumes/<uuid>
アクション
• 次のいずれかを実行します。
◦ ストレージプールを管理して、ボリュームを更新してください。
◦ ボリュームのスナップショットストレージプールを管理対象ストレージプールに設定してくださ
い。

The volume was updated with an unmanaged snapshot pool
症状
ボリュームは非管理のスナップショットプール X でアップデートされました。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：strm.StorageVolumeCritical.VolumeSnapshotPoolUnmanaged
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/storage-volumes/<uuid>
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アクション
ストレージプールを管理して、ボリュームを更新してください。

The volume has existing Fibre Channel attachments
症状
ボリューム X に既存のファイバーチャネルアタッチメントが含まれています。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：strm.StorageVolumeWarning.VolumeHasFCAttachments
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/storage-volumes/<uuid>
アクション
1. このボリュームの既存のファイバーチャネルアタッチメントをすべて削除してください。
2. 操作を再試行してください。

An unexpected problem occurred during refresh
症状
更新中に予期しない問題が発生しました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：strm.StorageVolumeCritical.VolumeUnhandledRefreshError
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソースの ID：/rest/storage-volumes/<uuid>
アクション
1. デバイスがサポートされている構成で実行されていることを確認し、再度実行します。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The volume is in a folder with an unsupported management type
症状
ボリュームは、サポートされていない管理タイプのフォルダー内にあります。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：strm.StorageVolumeCritical.InvalidFolderManagementType
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重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/storage-volumes/<uuid>
アクション
ボリュームを現在のフォルダーから削除するか、管理タイプ"none"のフォルダーに移動してください。

The volume is offline
症状
ボリュームがオフラインです。ホストはボリュームにアクセスできなくなります。
このアラートは、HPE OneView 5.0 でアップデートされました。
ID：strm.StorageVolumeWarning.VolumeOffline
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/storage-volumes/<uuid>
アクション
1. 必要に応じて、ストレージシステム管理ソフトウェアを使用してボリュームをオンラインに設定して
ください。
2. ボリュームを更新してください。

The volume is non-writable
症状
このボリュームは書き込み可能ではありません。ホストはボリュームへのアクセスが制限されます。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：strm.StorageVolumeWarning.VolumeNonWritable
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/storage-volumes/<uuid>
アクション
必要に応じて、ストレージシステム管理ソフトウェアを使用してボリュームへの書き込みアクセスをリス
トアしてください。

Unable to locate the snapshot on the storage system
症状
ストレージシステムでスナップショット X を見つけられません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：strm.StorageSnapshotCritical.SnapshotNotFoundOnDevice.{snapshotID}
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重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/storage-volumes/<uuid>
アクション
1. スナップショットがストレージシステムに存在することを確認して、そのスナップショットに関連付
けられたボリュームを更新します。
2. スナップショットがすでにストレージシステムに存在しない場合は、HPE OneView からスナップ
ショットを削除します。

All storage paths for the volume attachment have a critical health status
症状
ボリューム X のボリュームアタッチメントのすべてのストレージパスはクリティカルヘルスステータス
です。
このアラートは、HPE OneView 4.2 でアップデートされました。
ID：StorageVolumeAttachment.Paths.AllPathsFailure.{volumeAttachmentID}
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-profiles/<uuid>
アクション
個別のパスに関連するアラートを調査し、それらを解決してください。

The attached storage volume {volume name, uri} has a critical health status
症状
アタッチされたストレージボリューム{ボリューム名、uri}はクリティカルヘルスステータスです。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：strm.StorageVolumeAttachment.Volume.VolumeCritical.{volumeAttachmentID}
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-profiles/<uuid>
アクション
ストレージボリュームを調査して、関連付けられたすべてのアラートを解決してください。

The attached storage volume is offline
症状
接続されたストレージボリューム{ボリューム名、uri}はオフラインです。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
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ID：strm.StorageVolumeAttachment.Volume.VolumeOffline.{volumeAttachmentID}
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-profiles/<uuid>
アクション
1. 必要に応じて、ストレージシステム管理ソフトウェアを使用してボリュームをオンラインに設定して
ください。
2. ボリュームを更新してください。

One or more settings for the storage paths with initiator X have changed on the storage
system
症状
1 つ以上のイニシエーター X を含むストレージパスの設定がストレージシステムで変更されました。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：strm.StorageVolumeAttachment.Path.InvalidPathConfigurationOnDevice.{pathID}
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-profiles/<uuid>
アクション
デバイス構成を修正するためにサーバープロファイルを再適用してください。

The configuration for the storage paths is not found on the storage system
症状
イニシエーター X を使用するストレージパスの構成がストレージシステムで見つかりませんでした。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：strm.StorageVolumeAttachment.Path.PathNotConfiguredOnDevice.{pathID}
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-profiles/<uuid>
アクション
デバイス構成を修正するためにサーバープロファイルを再適用してください。

SAN zoning is incorrectly configured
症状
イニシエーター X に接続された 1 つ以上のストレージターゲットの SAN ゾーニングが誤って構成されて
いるか、関連付けられた SAN は健全ではないステータスです。
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このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：strm.StorageVolumeAttachment.Path.SanZoningUnhealthy.{pathID}
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-profiles/<uuid>
アクション
1. イニシエーターに関連付けられた SAN でアラートを検索し、解決してください。
2. SAN ゾーニング構成問題を修正するためにサーバープロファイルを再適用してください。

The configuration for the storage paths is not found
症状
イニシエーター X を使用するストレージパスの構成は SAN マネージャーで見つかりませんでした。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：strm.StorageVolumeAttachment.Path.SanZoningNotFound.{pathID}
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-profiles/<uuid>
アクション
デバイス構成を修正するためにサーバープロファイルを再適用してください。

Volume X has lost access to all of the storage paths
症状
ボリューム X はイニシエーター Y を含むすべてのストレージパスへのアクセスを失いました。
このアラートは、HPE OneView 5.0 でアップデートされました。
ID：strm.StorageVolumeAttachment.VolumeAttachmentPath.DeviceConfigurationInvalid.
{volumeAttachmentID}.{pathID}
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソースの ID：/rest/server-profiles/<uuid>
アクション
デバイス構成を修正するためにサーバープロファイルを再適用してください。

Volume X has lost access to all of the storage paths
症状
ボリューム X はイニシエーター Y を含むすべてのストレージパスへのアクセスを失いました。
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このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：strm.StorageVolumeAttachment.VolumeAttachmentPath.DeviceConfigurationInvalid.
{volumeAttachmentID}.{pathID}
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソースの ID：/rest/server-profiles/<uuid>
アクション
1. 修正が可能な問題の関連リソース上のアラートとともに"SAN ストレージの構成"タスクの下にある障
害を調べてください。
2. サーバープロファイルを再適用してください。

Volume X has lost access the storage path
症状
ボリューム X はイニシエーター Y を含むストレージパスへのアクセスを失いました。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：strm.StorageVolumeAttachment.VolumeAttachmentPath.DeviceConfigurationInvalid.
{volumeAttachmentID}.{pathID}
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソースの ID：/rest/server-profiles/<uuid>
アクション
デバイス構成を修正するためにサーバープロファイルを再適用してください。

Volume X has an unexpected configuration for CHAP
症状
ボリューム X はストレージシステムでイニシエーター Y を含むストレージパスの予期しない CHAP の構
成を持っています。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：strm.StorageVolumeAttachment.VolumeAttachmentPath.DeviceConfigurationInvalid.
{volumeAttachmentID}.{pathID}
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソースの ID：/rest/server-profiles/<uuid>
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アクション
デバイス構成を修正するためにサーバープロファイルを再適用してください。

The storage system ports configured do not include all requested ports
症状
イニシエーター X を持つホストがボリューム Y の読み取りに使用するように構成されたストレージシス
テムポートにリクエストされたすべてのポートが含まれていないことがあります。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：strm.StorageVolumeAttachment.VolumeAttachmentPath.DeviceConfigurationInvalid.
{volumeAttachmentID}.{pathID}
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソースの ID：/rest/server-profiles/<uuid>
アクション
デバイス構成を修正するためにサーバープロファイルを再適用してください。

Volume X does not have sufficient access rights
症状
ボリューム X はストレージシステムでイニシエーター Y を含むストレージパスの十分なアクセス権限を
持っていません。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：strm.StorageVolumeAttachment.VolumeAttachmentPath.DeviceConfigurationInvalid.
{volumeAttachmentID}.{pathID}
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソースの ID：/rest/server-profiles/<uuid>
アクション
デバイス構成を修正するためにサーバープロファイルを再適用してください。

Volume X has an unexpected configuration
症状
ストレージシステム上のボリューム X に、イニシエーター Y を含むパスの iSCSI ターゲット名の予期し
ない構成があります。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：strm.StorageVolumeAttachment.VolumeAttachmentPath.DeviceConfigurationInvalid.
{volumeAttachmentID}.{pathID}
重大度：警告
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ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソースの ID：/rest/server-profiles/<uuid>
アクション
デバイス構成を修正するためにサーバープロファイルを再適用してください。

Volume X has an unexpected LUN
症状
ボリューム X には、ストレージシステムにイニシエーター Y を持つストレージパスの予期しない LUN が
あります。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：strm.StorageVolumeAttachment.VolumeAttachmentPath.DeviceConfigurationInvalid.
{volumeAttachmentID}.{pathID}
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソースの ID：/rest/server-profiles/<uuid>
アクション
デバイス構成を修正するためにサーバープロファイルを再適用してください。

Port X on storage system {name, uri} has a critical health status
症状
ストレージシステム{名前、uri}のポート X はクリティカルヘルスステータスです。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：strm.StorageVolumeAttachment.Path.PortIssue.{portID}
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-profiles/<uuid>
アクション
ストレージシステムポートを調査して、関連付けられたすべてのアラートを解決してください。

Port X on storage system {name, uri} has a critical health status
症状
ストレージシステム{名前、uri}のポート X はクリティカルヘルスステータスです。アタッチメントパスに
必要なアクティブコントローラーですべてのターゲットポートに問題がある場合、アタッチメントパスは
クリティカルステータスになります。アタッチメントパスに必要なアクティブコントローラーで一部の
ターゲットポートに問題があり、その他が正常な場合は、アタッチメントパスに冗長ポートがあるため、
そのステータスは劣化になるだけです。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
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ID：strm.StorageVolumeAttachment.Path.PortIssue.{portID}
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-profiles/<uuid>
アクション
ストレージシステムポートを調査して、関連付けられたすべてのアラートを解決してください。

Port X on storage system Y is set to unmanaged
症状
ストレージシステム Y のポート X は非管理に設定されていますが、1 つ以上のパスで使用されています。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：strm.StorageVolumeAttachment.Path.TargetPortConfigurationInvalid.{portID}
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-profiles/<uuid>
アクション
次のいずれかを実行します。
• ポートを該当するパスのターゲットとして削除します。
• ポートをネットワークまたは SAN に関連付けます。
• "自動"とマークすることでシステムが関連付けられた SAN を選択できるようにします。

Port X on storage system Y is set to unmanaged
症状
ストレージシステム Y のポート X は非管理に設定されていますが、1 つ以上のパスで使用されています。
アタッチメントパスに必要なアクティブコントローラーですべてのターゲットポートが非管理の場合、ア
タッチメントパスはクリティカルステータスになります。アタッチメントパスに必要なアクティブコン
トローラーで一部のターゲットポートが非管理であり、その他が正常な場合は、アタッチメントパスに冗
長ポートがあるため、そのステータスは劣化になるだけです。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：strm.StorageVolumeAttachment.Path.TargetPortConfigurationInvalid.{portID}
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-profiles/<uuid>
アクション
次のいずれかを実行します。
• ポートを該当するパスのターゲットとして削除します。
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• ポートをネットワークまたは SAN に関連付けます。
• "自動"とマークすることでシステムが関連付けられた SAN を選択できるようにします。

Port X on storage system Y specifies a network that does not match
症状
ストレージシステム Y 上のポート X は、構成された 1 つ以上のパスと一致しないネットワークを指定し
ています。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：strm.StorageVolumeAttachment.Path.TargetPortNetworkMismatch.{portID}
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソースの ID：/rest/server-profiles/<uuid>
アクション
構成済みの値が一致するように、パス上のネットワーク、あるいはターゲットポート上のネットワークま
たは SAN を変更します。

The storage system ports do not include all requested ports
症状
イニシエーター X を持つホストがボリューム Y の読み取りに使用するように構成されたストレージシス
テムポートにリクエストされたすべてのポートが含まれていないことがあります。
このアラートは、HPE OneView 5.0 でアップデートされました。
ID：strm.StorageVolumeAttachment.VolumeAttachmentPath.DeviceConfigurationMissingTargets.
{volumeAttachmentID}.{pathID}
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-profiles/<uuid>
アクション
デバイス構成を修正するためにサーバープロファイルを再適用してください。

The expected host OS type does not match
症状
予想されたホスト OS タイプ X は、ストレージシステムで見つかった値 Y と一致しません。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：strm.StorageVolumeAttachment.VolumeAttachmentHostOSMismatch
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-profiles/<uuid>
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アクション
1. 正しいホスト OS がアタッチメントに構成されていることを確認してください。
2. サーバープロファイルを再適用してください。

The storage path is missing a standby controller port
症状
ボリューム Y のイニシエーター X を含むストレージパスにスタンバイコントローラーポートがありませ
ん。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：strm.StorageVolumeAttachment.Path.MissingStandbyPortConfiguration.{volumeAttachmentID}.
{pathID}
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-profiles/<uuid>
アクション
1. ストレージシステムに必要なスタンバイのコントローラーポートが構成されており、SAN またはパス
のネットワークに一致するネットワークに関連付けられていることを確認します。
2. パスを編集し、不足しているポートを手動で選択します。

The storage path is missing a required active controller port
症状
ボリューム Y のイニシエーター X を含むストレージパスに必要なアクティブなコントローラーポートが
ありません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：strm.StorageVolumeAttachment.Path.MissingActivePortConfiguration.{volumeAttachmentID}.{pathID}
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-profiles/<uuid>
アクション
1. ストレージシステムに必要なアクティブなコントローラーポートが構成されており、SAN またはパス
のネットワークに一致するネットワークに関連付けられていることを確認します。
2. パスを編集し、不足しているポートを手動で選択します。

The storage path is missing both a required active and standby controller port
症状
ボリューム Y のイニシエーター X を含むストレージパスに、必要なアクティブとスタンバイの両方のコ
ントローラーポートがありません。
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このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：strm.StorageVolumeAttachment.Path.MissingBothActiveAndStandbyPortConfigurations.
{volumeAttachmentID}.{pathID}
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-profiles/<uuid>
アクション
1. ストレージシステムに必要なアクティブとスタンバイのコントローラーポートが構成されており、
SAN またはパスのネットワークに一致するネットワークに関連付けられていることを確認します。
2. パスを編集し、不足しているポートを手動で選択します。

An unexpected problem occurred during refresh
症状
更新中に予期しない問題が発生しました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：strm.VolumeAttachmentUnhandledRefreshError.{volumeAttachmentID}
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-profiles/<uuid>
アクション
1. デバイスがサポートされている構成で実行されていることを確認し、再度実行します。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Volume X has lost access to the storage path with initiator
症状
ボリューム X はイニシエーターを含むストレージパスへのアクセスを失いました。
このアラートは、HPE OneView 4.2 では削除されました。
ID：strm.VolumeAttachmentDeviceConfigurationFailed.{volumeAttachmentID}
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-profiles/<uuid>
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アクション
デバイス構成を修正するためにサーバープロファイルを再適用してください。

The server profile's connections have access to volumes that are not managed by
OneView
症状
サーバープロファイルの接続に、OneView で管理されていないボリュームへのアクセスが含まれていま
す。OneView は最後の管理対象ボリュームが削除されるとゾーンを削除する場合があり、この結果、非管
理ボリュームに対してアクセスできなくなってしまいます。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：strm.ServerProfileExtraVolumeWarning
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-profiles/<uuid>
アクション
次のいずれかを実行します。
• 非管理ボリュームを HPE OneView に追加し、そのボリュームへのボリュームアタッチメントを作成し
ます。
• このアラートをクリアし、構成を現状のまま残します。
• リンクを使用して、HPE OneView で管理されていないボリュームへのアクセスを削除します。

A path with initiator X specifies a network that does not match the configured network
症状
イニシエーター X を持つパスが、次のターゲットポートで構成済みネットワークまたは SAN と一致しな
いネットワークを指定しています。
このアラートは、HPE OneView 5.0 では削除されました。
ID：strm.ServerProfileTargetPortConfigurationMismatch.{pathID}
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-profiles/<uuid>
アクション
構成済みの値が一致するように、パス上のネットワークまたは、ターゲットポート上のネットワークまた
は SAN を変更してください。

Unable to find volume set
症状
ストレージシステム Y でボリュームセット X が見つかりません。
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このアラートは、HPE OneView 5.0 でアップデートされました。
ID：strm.StorageVolumeSetCritical.VolumeSetNotFoundOnDevice
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/storage-volume-sets/<uuid>
アクション
ボリュームセットを完全に削除するために、ボリュームテンプレートからボリュームセットへの参照をす
べて削除してください。

サーバープロファイルのエラー
Unable to {profile task name} {resource name}
症状
{リソース名}を{プロファイルタスク名}できません。
ID：profilemgr.ServerProfile.PROFILEMGR_TASK_CRITICAL_ERROR
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ServerProfile
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
アクション
詳しくは、失敗している関連付けられたタスクを確認してください。

The requested profile operation failed
症状
リクエストされたプロファイル操作は、次のエラーを生成して失敗しました：X
ID：profilemgr.ServerProfile.PROFILEMGR_TASK_EXCEPTION_ERROR
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ServerProfile
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
アクション
詳しくは、失敗している関連付けられたタスクを確認してください。

One or more tasks from the requested profile operation has failed with the following
error
症状
リクエストされたプロファイル操作からの 1 つ以上のタスクが、次のエラーを生成して失敗しました：{こ
のメッセージの後に追加の詳細が続く}。
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ID：profilemgr.ServerProfile.PROFILEMGR_TASK_ALERT_ERROR
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ServerProfile
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
アクション
アラートで推奨される処置に従ってください。

The enclosure group associated with this server profile was changed
症状
このサーバープロファイルに関連付けられたエンクロージャーグループは、論理エンクロージャーの拡張
の一環として変更されました。その結果、古いエンクロージャーグループを参照するサーバープロファイ
ルテンプレートがプロファイルから削除されました。
ID：profilemgr.ServerProfile.PM_SPT_REMOVAL_FROM_SP_ON_LE_GROW_ALERT
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ServerProfile
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
アクション
1. 指定したサーバープロファイルテンプレートのコピーを作成します。
2. エンクロージャーグループを指定のグループに変更します。
3. テンプレートのコピーをサーバープロファイルに関連付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘル
プを参照してください。

The server profile is inconsistent with its server profile template
症状
サーバープロファイルは、そのサーバープロファイルテンプレートと整合性がありません。
このアラートは、HPE OneView 5.0 でアップデートされました。
ID：profilemgr.Template.Inconsistent
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ServerProfile
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
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アクション
1. テンプレートからアップデートすることで、プロファイルをテンプレートと整合性を取ることができ
ます。
2. プロファイルまたはテンプレートを編集して整合性を手動でリストアすることもできます。
3. 整合性が必要ない場合、このアラートはクリアできます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘル
プを参照してください。

The server profile is inconsistent with its server profile template
症状
サーバープロファイルは、そのサーバープロファイルテンプレートと整合性がありません。
このアラートは、HPE OneView 5.0 でアップデートされました。
ID：profilemgr.Template.Inconsistent
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ServerProfile
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
アクション
1. サーバーハードウェアタイプとエンクロージャーグループがテンプレートに一致するまで、プロファ
イルをテンプレートと整合性を取ることはできません。
2. プロファイルを編集して、サーバーハードウェアタイプを X、エンクロージャーグループを Y に手動
でリストアすることができます。
3. 整合性が必要ない場合、このアラートはクリアできます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘル
プを参照してください。

The server profile is inconsistent with its server profile template
症状
サーバープロファイルは、そのサーバープロファイルテンプレートと整合性がありません。
このアラートは、HPE OneView 5.0 でアップデートされました。
ID：profilemgr.Template.Inconsistent
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ServerProfile
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
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アクション
1. サーバーハードウェアタイプがテンプレートに一致していないと、プロファイルとテンプレートの整
合性を取ることはできません。
2. プロファイルを編集して、サーバーハードウェアタイプを X に手動でリストアすることができます。
3. 整合性が必要ない場合、このアラートはクリアできます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘル
プを参照してください。

The server profile is inconsistent with its server profile template
症状
サーバープロファイルは、そのサーバープロファイルテンプレートと整合性がありません。
このアラートは、HPE OneView 5.0 でアップデートされました。
ID：profilemgr.Template.Inconsistent
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ServerProfile
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
アクション
1. エンクロージャーグループがテンプレートに一致していないと、プロファイルとテンプレートの整合
性を取ることはできません。
2. プロファイルを編集して、エンクロージャーグループを X に手動でリストアすることができます。
3. 整合性が必要ない場合、このアラートはクリアできます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘル
プを参照してください。

The server profile is inconsistent with its server profile template
症状
サーバープロファイルは、そのサーバープロファイルテンプレートと整合性がありません。
このアラートは、HPE OneView 5.0 でアップデートされました。
ID：profilemgr.Template.Inconsistent
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ServerProfile
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
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アクション
1. 手動アップデートはサーバープロファイルに手動で適用する必要があります。
2. プロファイルまたはテンプレートを編集して整合性を手動でリストアすることができます。
3. 整合性が必要ない場合、このアラートはクリアできます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘル
プを参照してください。

The server profile is inconsistent with its server profile template
症状
サーバープロファイルはサーバープロファイルテンプレート X と整合性がなく、サーバーハードウェア Y
の電源がオフのときに自動アップデートが適用されます。
このアラートは、HPE OneView 5.0 でアップデートされました。
ID：profilemgr.Template.Inconsistent
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ServerProfile
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
アクション
1. アクションは必要ありません。HPE OneView を使用してサーバーハードウェアの電源をオフにする
と、自動アップデートが適用されます。
2. または、
• テンプレートからアップデートすることで、プロファイルをテンプレートと整合性を取ることがで
きます。
• プロファイルまたはテンプレートを編集して整合性を手動でリストアすることもできます。
3. 整合性が不要な場合は、保留中のアップデートをキャンセルして整合性に関するアラートをすべてク
リアしてください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘル
プを参照してください。

Network Y assigned to this connection was deleted
症状
接続 X でエラーが発生しました。この接続に割り当てられたネットワーク Y が削除されました。
このアラートは、HPE OneView 4.0 でアップデートされました。
ID：profilemgr.Connections.NETWORK_DELETED
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：接続
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
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アクション
サーバープロファイルを編集し、この失敗した接続用に別のネットワークまたはネットワークセットを選
択してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプを
参照してください。

Network set Y assigned to this connection was deleted
症状
接続 X でエラーが発生しました。この接続に割り当てられたネットワークセット Y が削除されました。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：profilemgr.Connections.NETWORKSET_DELETED
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：接続
リソース URI：/rest/server-profile-templates/<id>
アクション
サーバープロファイル X を編集し、この失敗した接続用に別のネットワークまたはネットワークセットを
選択してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプを
参照してください。

Network Y assigned to this connection was deleted
症状
接続 X でエラーが発生しました。この接続に割り当てられたネットワーク Y が削除されました。この接
続は SAN ストレージボリュームでも使用されます。
このアラートは、HPE OneView 4.0 でアップデートされました。
ID：profilemgr.Connections.VOLUME_NETWORK_DELETED
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：接続
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
アクション
1. サーバープロファイルを編集し、この失敗した接続用に別のネットワークまたはネットワークセット
を選択してください。
2. 影響を受ける SAN ストレージボリュームに代わりのストレージパスを追加してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘル
プを参照してください。

HPE OneView のエラーとアラート

750

An error has occurred on connection X
症状
接続 X でエラーが発生しました。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：profilemgr.Connections.CONNECTION_SCMB_ERROR
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：接続
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
アクション
1. 問題の可能性があるインターコネクトを調べ、推奨される解決策に従ってください。
2. 問題が解決されない場合は、ネットワーク管理者に問い合わせてネットワーク接続のあらゆる問題を
解決してもらってください。

Interconnect X port Y subport Z is unlinked
症状
接続 X でエラーが発生しました。インターコネクト X ポート Y サブポート Z がリンク切れです。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：profilemgr.Connections.CONNECTION_SCMB_ERROR
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：接続
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
アクション
1. 接続に関連付けられているアップリンクポートのヘルスおよびリンク状態を確認してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

A pause frame flood condition caused the port to be unlinked
症状
接続 X でエラーが発生しました。Pause Frame Flood 状態のため、ポートがリンク切れになりました。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：profilemgr.Connections.CONNECTION_SCMB_ERROR
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：接続
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
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アクション
1. 示されているサーバーの電源をいったん切ってから再投入します。
サーバーの NIC ファームウェアおよびドライバーのアップグレードが必要な場合もあります。
2. インターコネクトループ Y の Pause Flood 保護をリセットしてください。
3. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

A loop condition caused interconnect X port Y subport Z to become unlinked
症状
接続 X でエラーが発生しました。ループ状態により、インターコネクト X ポート Y サブポート Z がリン
ク切れになりました。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：profilemgr.Connections.CONNECTION_SCMB_ERROR
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：接続
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
アクション
1. サーバーハードウェア X をシャットダウンします。
2. オペレーティングシステムで NIC 構成を確認してください。
3. インターコネクトのループ保護をリセットします。
4. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

A loop condition caused interconnect X port Y subport Z to become unlinked
症状
接続 X でエラーが発生しました。ループ状態により、インターコネクト X ポート Y サブポート Z がリン
ク切れになりました。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：profilemgr.Connections.CONNECTION_SCMB_ERROR
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：接続
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
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アクション
1. サーバーハードウェアをシャットダウンします。
2. オペレーティングシステムで NIC 構成を確認してください。
3. インターコネクトのポート保護をリセットします。
4. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Interconnect X port Y subport Z is unlinked
症状
接続 X でエラーが発生しました。インターコネクト X ポート Y サブポート Z がリンク切れです。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：profilemgr.Connections.CONNECTION_SCMB_ERROR
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：接続
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
アクション
1. 次を確認します。
• ダウンリンクポートは有効です。
• リンクステータスはリンクされています。
• インターコネクトは「configured」状態です。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Interconnect X is powered off
症状
接続 X でエラーが発生しました。インターコネクト X の電源がオフです。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：profilemgr.Connections.CONNECTION_SCMB_ERROR
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：接続
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
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アクション
1. インターコネクトの電源がオンになっていることを確認します。
2. インターコネクトが構成済み状態であることを確認します。

Network X is not available on interconnect Y
症状
接続 X でエラーが発生しました。ネットワーク X はインターコネクト Y で利用できません。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：profilemgr.Connections.CONNECTION_SCMB_ERROR
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：接続
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
アクション
サーバープロファイルを編集し、この接続用に別のネットワークまたはネットワークセットを選択してく
ださい。

Interconnect X port Y subport Z is unlinked
症状
接続 X でエラーが発生しました。インターコネクト X ポート Y サブポート Z がリンク切れです。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：profilemgr.Connections.CONNECTION_SCMB_ERROR
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：接続
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
アクション
1. ダウンリンクポートが有効で、リンクされていることを確認してください。
2. インターコネクトリンクトポロジが有効で、インターコネクトが構成済み状態で、HPE OneView とイ
ンターコネクト間でネットワーク接続の問題が無いことを確認してください。
3. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする
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For uplink set X, the networks Y do not have corresponding VLAN IDs defined
症状
接続 X でエラーが発生しました。アップリンクセット X で、ネットワーク Y の論理インターコネクトに
対応する VLAN ID が定義されていません。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：profilemgr.Connections.CONNECTION_SCMB_ERROR
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：接続
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
アクション
トップオブラックスイッチに必要な VLAN 構成を作成するか、論理インターコネクト X 構成を再適用して
ください。

Uplink-set X carrying network Y is unlinked
症状
接続 X でエラーが発生しました。ネットワーク Y を持つアップリンクセット X がリンク切れ状態です。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：profilemgr.Connections.CONNECTION_SCMB_ERROR
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：接続
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
アクション
1. インターコネクト X のアップリンクセットのヘルスおよびリンク状態を確認してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

An error has occurred on connection X
症状
接続 X でエラーが発生しました。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：profilemgr.Connections.CONNECTION_SCMB_ERROR
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：接続
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
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アクション
ネットワーク管理者にお問い合わせください。

An error has occurred on connection X
症状
接続 X でエラーが発生しました。インターコネクト X、ポート Y、サブポート Z は、トップオブラックス
イッチに仮想ファイバーチャネル（VFC）インターフェイスが存在しないため障害が発生しました。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：profilemgr.Connections.CONNECTION_SCMB_ERROR
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：接続
リソース URI：/rest/server-profiles/{id}
アクション
HPE OneView で論理インターコネクトに構成を再適用するか、予想される構成をリストアします。

There is no interconnect in X bay Y
症状
接続 X でエラーが発生しました。X、ベイ Y にインターコネクトがありません。ベイ Z が想定されます。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：profilemgr.Connections.CONNECTION_SCMB_ERROR
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：接続
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
アクション
インターコネクトをベイ Z に取り付けます。

Connection enforcement failed
症状
接続 X でエラーが発生しました。接続の強制は失敗しました。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：profilemgr.Connections.CONNECTION_SCMB_ERROR
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：接続
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
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アクション
1. インターコネクト X が構成済み状態であることを確認してください。
2. HPE OneView とインターコネクトとの間にネットワーク接続の問題がないことを確認してください。
3. インターコネクトの構成を再適用してください。

An error has occurred on connection X
症状
接続 X でエラーが発生しました。インターコネクト X は監視対象状態です。接続デプロイメントでは、
スイッチが構成済み状態である必要があります。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：profilemgr.Connections.CONNECTION_SCMB_ERROR
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：接続
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
アクション
インターコネクトが構成済み状態であることを確認します。

Interconnect Y port Z subport A is unlinked
症状
接続 X でエラーが発生しました。インターコネクト X ポート Y サブポート Z がリンク切れです。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：profilemgr.Connections.CONNECTION_SCMB_ERROR
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：接続
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
アクション
1. 接続に関連付けられているアップリンクポートのヘルスおよびリンク状態を確認してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする
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A packet storm has been detected
症状
接続 Z で使用されている X のポート Y でパケットストームが検出されました。指定された、1 秒あたりの
パケット数のしきい値 N 未満にパケットレートが低下するまで、ストームに関わっているすべてのパケッ
トは破棄されます。
ID：profilemgr.Connections.CONNECTION_SCMB_WARNING / CONN_WARNING_STORM_DETECTED
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：接続
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
アクション
1. この動作が予想される場合は、論理インターコネクトのストーム制御設定を編集し、ストーム制御を
無効にするか、しきい値を増加してください。
2. または、パケットストームのソースを見つけて、トラフィックを許容可能なレートまで下げてくださ
い。

Release device bay failures
症状
デバイスをベイに割り当てられなかったために発生したエラーのリストです。
ID：profilemgr.DeviceBay.ReleaseDeviceBayFailure
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：DeviceBay
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
アクション
アラートの詳細を確認してから、推奨事項に従います。

Reserve device bay failures
症状
デバイスをベイに割り当てられなかったために発生したエラーのリストです。
ID：profilemgr.DeviceBay.ReserveDeviceBayFailure
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：DeviceBay
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
原因
• ベイはすでに予約されています
• 同じベイに対する複数の同時リクエスト
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アクション
アラートの詳細を確認してから、推奨事項に従います。

Server hardware Device bay X, bay Y is not available
症状
サーバーハードウェアのデバイスベイ X、ベイ Y が利用できません。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：profilemgr.DeviceBay.RefreshDeviceBayUnavailable
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：DeviceBay
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
アクション
更新操作を再度実行してください。

Bootable volume X has become shareable for profile
症状
プロファイル Y でブート可能ボリューム X が共有可能になりました。
ID：profilemgr.SAN.BOOTABLE_ATTACHMENT_IS_SHARED
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
アクション
1. 指定したボリュームを共有可能にしない場合は、次のいずれかの操作を行います。
• プロファイルを編集し、別のプライベートボリュームをブート可能として選択してください
• ボリュームを編集し、プライベートにします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘル
プを参照してください。

Bootable volume X has become critical for profile
症状
プロファイル Z でアタッチメント Y に関連付けられたブート可能ボリューム X がクリティカルになりま
した。
このアラートは、HPE OneView 4.2 では削除されました。
ID：profilemgr.SAN.BOOTABLE_ATTACHMENT_IS_CRITICAL
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重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
アクション
指定のプロファイルを編集し、別のボリュームアタッチメントをブート可能として選択してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプを
参照してください。

LUN value changed for bootable volume
症状
プロファイル Z でアタッチメント Y に関連付けられたブート可能ボリューム X の LUN 値が変更されま
した。
ID：profilemgr.SAN.BOOTABLE_ATTACHMENT_LUN_CHANGED
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
アクション
1. 次のいずれかを実行します。
• サーバープロファイルを再適用してください。
• アタッチメントの LUN を関連付けられた管理対象ボリューム接続の値に変更してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘル
プを参照してください。

Boot WWPN of connection X is not valid
症状
プロファイル A でアタッチメント Z に関連付けられたブート可能ボリューム Y の WWPN 値が変更され
たため、接続 X のブート WWPN が無効です。
ID：profilemgr.SAN.BOOTABLE_ATTACHMENT_WWN_CHANGED
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
アクション
1. 次のいずれかを実行します。
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• サーバープロファイルを再適用してください。
• アタッチメントの WWPN を関連付けられた接続の値に変更してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘル
プを参照してください。

Boot TARGET of connection X is not valid
症状
{profile name}でアタッチメント Z に関連付けられたブート可能ボリューム Y のターゲット値が変更され
たため、接続 X のブートターゲットが無効です。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：profilemgr.SAN.BOOTABLE_ATTACHMENT_TARGET_CHANGED
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
原因
指定されたボリュームのターゲット値が変更されました。
アクション
1. 次のいずれかを実行します。
• プロファイルをサーバーに再適用してください。
• アタッチメントのターゲットを関連付けられた接続の値に変更してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘル
プを参照してください。

Volume attachment action failed
症状
{ボリューム名}でボリュームアタッチメントアクションに失敗しました：
（このメッセージの後に追加のエラーメッセージテキストと推奨されるアクションが続く。）
このアラートは、HPE OneView 4.2 では削除されました。
ID：profilemgr.SAN.FAILED_ATTACHMENT_TASK
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
原因
考えられる原因の一覧に対するエラーメッセージの説明を参照してください。
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アクション
推奨されるアクションを完了してから、サーバープロファイルを編集します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプを
参照してください。

Volume action failed
症状
{ボリューム名}でボリュームアクションに失敗しました：
（このメッセージの後に追加のエラーメッセージ
テキストと推奨されるアクションが続く。）
このアラートは、HPE OneView 4.2 では削除されました。
ID：profilemgr.SAN.FAILED_VOLUME_TASK
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
原因
考えられる原因の一覧に対するエラーメッセージの説明を参照してください。
アクション
推奨されるアクションを完了してから、サーバープロファイルを編集します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプを
参照してください。

The server hardware for server profile X is not powered off
症状
サーバープロファイル X のサーバーハードウェアの電源がオフになっていません。CHAP シークレット
が再生成されませんでした。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：profilemgr.SAN.REGENERATE_SECRETS_POWER_NOT_OFF
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
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アクション
サーバーハードウェアの電源をオフにしてから、再度実行してください。

Volume X is inconsistent with its volume template
症状
ボリューム X はボリュームテンプレートとの整合性がありません。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：profilemgr.SAN.VOLUME_INCONSISTENT_WITH_TEMPLATE
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
アクション
ボリュームまたはボリュームテンプレートを編集して、テンプレートの整合性を復元してください。

Create of volume X failed
症状
ボリューム X の作成に失敗しました。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：profilemgr.SAN.VolumeCreateFailure
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
アクション
推奨されるアクションに従ってください。

The following volumes were upgraded
症状
次のボリュームは、ストレージシステム用の正しいボリュームテンプレートバージョンを使用するように
アップグレードされました。それによって追加機能が有効になる場合があります。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：profilemgr.SAN.PotentialVolumeVersionUpdated
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-profiles/{id}
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アクション
対応する必要はありません。

Unable to upgrade the following volumes
症状
次のボリュームをストレージシステムの新しいテンプレートバージョンと一致するようにアップグレー
ドできません：X。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：profilemgr.SAN.UnexpectedVolumeUpgradeFailure
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
アクション
1. サーバープロファイルテンプレートを編集します。
2. ボリューム定義を削除し、再度追加します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘル
プを参照してください。

Problems were encountered deleting attachments
症状
SAN ストレージボリュームのアタッチメントを削除中に問題が発生しました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：profilemgr.SAN.UnableToDeleteStorageVolumeAttachments
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
アクション
1. 次のことを確認します。
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• ストレージシステムが利用可能である
• ボリュームが削除されていない
• HPE OneView が関連付けられた SAN と通信できる。

Server access to SAN storage volumes may be limited
症状
ボリュームへのアクセスを提供するネットワーク X が接続 Y に割り当てられているネットワークセット
から削除されたため、SAN ストレージボリュームへのサーバーアクセスは制限されている可能性があり
ます。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：profilemgr.SAN.NetworkRemovedFromNetworkSetInUseByProfile
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
アクション
1. 次のいずれかを実行します。
• ネットワーク X をネットワークセット Y に追加します。
• サーバープロファイル Z を編集し、この接続用に別のネットワークまたはネットワークセットを指
定します。
2. または、ネットワークセット内の別のネットワークがストレージシステムへのアクセスを提供してい
る場合は、そのネットワークを使用するようにボリュームストレージパスを変更できます。

Server hardware has been inserted into the enclosure bay
症状
サーバーハードウェアがエンクロージャーベイに挿入されました。
このアラートは、HPE OneView 4.2 でアップデートされました。
ID：profilemgr.ServerHardware.ReapplyRequired
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：サーバー
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
原因
サーバーハードウェアがインストールされましたが、HPE OneView は自動的にプロファイルを再適用し
ませんでした。
アクション
サーバープロファイルを再適用してください。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプを
参照してください。

There is no server hardware in X
症状
X にサーバーハードウェアがありません。
ID：profilemgr.ServerHardware.MissingServerHardware
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：サーバー
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
原因
予想されたサーバーハードウェアが見つかりません。
アクション
1. 次のいずれかを実行します。
• 指定されたサーバーハードウェアを交換してください。
• サーバープロファイルを編集し、別のサーバーハードウェア、サーバーハードウェアのタイプ、お
よびエンクロージャーグループを選択します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）
にある HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）
ヘルプを参照してください。

The server hardware X is being managed by another management system
症状
サーバーハードウェア X は別の管理システムにより管理されています。
ID：profilemgr.ServerHardware.ServerHardwareUnmanagedNotOwner
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：サーバー
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
原因
指定されたデバイスは、OneView によって管理されていません。
アクション
サーバープロファイルを再作成して割り当てられたすべての仮想 ID が失われないようにしてから、サー
バープロファイルを強制的に削除します。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプを
参照してください。

The state of the server hardware in X is 'Unmanaged'
症状
X のサーバーハードウェアの状態は'非管理'ですが、操作を行うには'プロファイル適用済み'である必要が
あります。
ID：profilemgr.ServerHardware.ServerHardwareUnmanaged
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：サーバー
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
アクション
サーバープロファイルを編集し、別のサーバーハードウェアを選択します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプを
参照してください。

Server profile settings may not reflect the actual server hardware configuration
症状
サーバーハードウェア X の管理が再確立されましたが、サーバープロファイル設定が実際のサーバーハー
ドウェア構成を反映していない可能性があります。
このアラートは、HPE OneView 4.0 でアップデートされました。
ID：profilemgr.ServerHardware.ServerHardwareReManaged
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：サーバー
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
アクション
1. サーバーのハードウェア構成が変更されていないと確信している場合は、このアラートをクリアする
ことができます。
2. それ以外は、サーバープロファイルを再適用して、プロファイルとサーバーハードウェア間に整合性
がある状態にします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘル
プを参照してください。

The server hardware associated with this server profile has been moved
症状
このサーバープロファイルに関連付けられたサーバーハードウェアは X へ移動されました。
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ID：profilemgr.ServerHardware.SameServerHardwareDiffBaySameSHT
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：サーバー
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
原因
サーバーハードウェアが移動しました。
アクション
1. 次のいずれかを実行します。
• サーバーハードウェアを元の場所に移動します。
• サーバープロファイルを編集し、別のサーバーハードウェア、サーバーハードウェアのタイプ、お
よびエンクロージャーグループを選択します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘル
プを参照してください。

The server hardware associated with this server profile has been moved
症状
このサーバープロファイルに関連付けられたサーバーハードウェアは X へ移動されており、サーバーハー
ドウェアタイプまたはエンクロージャーグループが一致しません。サーバーハードウェアタイプは Y で
すが、予想されたハードウェアタイプは Z です。
ID：profilemgr.ServerHardware.SameSHDiffBayDiffSHTWithSHTInfo
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：サーバー
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
原因
• 予想されるサーバーハードウェアが移動しました。
• サーバーハードウェアタイプまたはエンクロージャーグループが一致しません。
アクション
1. 次のいずれかを実行します。
• 元のハードウェア構成のサーバーハードウェアを、指定された場所に移動します。
• サーバープロファイルを編集し、別のサーバーハードウェア、サーバーハードウェアのタイプ、お
よびエンクロージャーグループを選択します。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘル
プを参照してください。

The server hardware associated with this server profile has been moved
症状
このサーバープロファイルに関連付けられたサーバーハードウェアは X へ移動されており、サーバーハー
ドウェアタイプまたはエンクロージャーグループが一致しません。
ID：profilemgr.ServerHardware.SameServerHardwareDiffBayDiffSHT
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：サーバー
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
原因
• 予想されるサーバーハードウェアが移動しました。
• サーバーハードウェアタイプまたはエンクロージャーグループが一致しません。
アクション
1. 次のいずれかを実行します。
• 元のハードウェア構成のサーバーハードウェアを、指定された場所に移動します。
• サーバープロファイルを編集し、別のサーバーハードウェア、サーバーハードウェアのタイプ、お
よびエンクロージャーグループを選択します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘル
プを参照してください。

The serial number of the server hardware matches but the server hardware type is
different
症状
X のサーバーハードウェアのシリアル番号はこのサーバープロファイルを作成するために使用された当
初のサーバーハードウェアのシリアル番号と一致しますが、サーバーハードウェアタイプが異なっていま
す。サーバーハードウェアタイプは Y ですが、予想されたハードウェアタイプは Z です。
ID：profilemgr.ServerHardware.SameServerHardwareSameBayDiffSHT
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：サーバー
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
原因
サーバーハードウェアタイプが一致しません
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アクション
1. 次のいずれかを実行します。
• サーバーハードウェアを指定された位置の元のハードウェア構成と交換します。
• サーバープロファイルを編集し、別のサーバーハードウェア、サーバーハードウェアのタイプ、お
よびエンクロージャーグループを選択します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘル
プを参照してください。

The serial number of the server hardware does not match
症状
X のサーバーハードウェアのシリアル番号はこのサーバープロファイルを作成するために使用された当
初のサーバーハードウェアのシリアル番号と一致しません。
ID：profilemgr.ServerHardware.DiffServerHardwareSameBaySameSHT
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：サーバー
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
原因
新しくインストールされたサーバーは、プロファイルに関連付けられている元のサーバーではありませ
ん。
アクション
1. 次のいずれかを実行します。
• 指定された場所で、元のサーバーハードウェアを交換します。
• サーバープロファイルを編集し、別のサーバーハードウェア、サーバーハードウェアのタイプ、お
よびエンクロージャーグループを選択します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘル
プを参照してください。

The server hardware type in X does not match the server hardware type
症状
X のサーバーハードウェアタイプはこのサーバープロファイルを作成するために使用された当初のサー
バーハードウェアのサーバーハードウェアタイプと一致しません。サーバーハードウェアタイプは Y で
すが、予想されたハードウェアタイプは Z です。
ID：profilemgr.ServerHardware.DiffServerHardwareSameBayDiffSHT
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：サーバー
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
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原因
サーバーハードウェアタイプが一致しません。
アクション
1. 次のいずれかを実行します。
• 指定された場所にあるサーバーハードウェアをプロファイルで定義されたサーバーハードウェア
タイプに一致にするものと交換します。
• サーバープロファイルを編集し、別のサーバーハードウェア、サーバーハードウェアのタイプ、お
よびエンクロージャーグループを選択します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘル
プを参照してください。

Server profile settings conflict with the server hardware configuration
症状
サーバープロファイル設定がサーバーハードウェア構成と競合します。
このアラートは、HPE OneView 4.0 でアップデートされました。
ID：profilemgr.ServerHardware.ProfileAppliedServerDiffPersonality
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：サーバー
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
原因
• 設定は、サーバーハードウェアの更新中に失われました。
• 新しいハードウェアがインストールされました。
• バックアップからのリストアが実行されました。
アクション
• エラーの原因がサーバーハードウェアの更新である場合は、サーバープロファイルを再適用します。
• エラーの原因がサーバーハードウェアの取り付けである場合は、プロファイルのサーバーハードウェ
アタイプを実際のサーバーハードウェアタイプと一致するように変更してください。
• このエラーがバックアップからのリストアで発生した場合は、影響を受けたすべてのプロファイルの
割り当てを解除してから、再割り当てしてください。
このステップは、環境内で MAC または WWN アドレスが重複するのを避けるために必要です。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘル
プを参照してください。
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Server profile settings differ from the configuration of the server hardware
症状
サーバープロファイル設定がサーバーハードウェアの構成と異なります。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：profilemgr.ServerHardware.ProfileAppliedServerDiffPersonalityMC
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：サーバー
リソース URI：/rest/server-profiles/{id}
アクション
設定の違いは、サーバープロファイルを再適用することでクリアできます。

Unable to unassign the server profile
症状
サーバープロファイルの割り当て失敗によるエラーのリスト。
ID：Profilemgr.serverHardware.UNASSIGN_PROFILE_FROM_SERVER_ERROR
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：サーバー
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
原因
サーバーの iLO 通信エラー
アクション
アラートの詳細を確認してから、推奨事項に従います。

Assigning server hardware failed
症状
サーバーハードウェアの割り当てに失敗によるエラーのリスト。
ID：profilemgr.ServerHardware.ReserveFailure
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：サーバー
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
原因
• サーバーの iLO 通信エラー
• サーバー起動時の問題
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アクション
アラートの詳細を確認してから、推奨事項に従います。

Unable to undeploy profile
症状
プロファイルの展開を解除できません。サーバーハードウェアリソースがプロファイルと一致しない可
能性があります。
ID：profilemgr.ServerHardware.UNDEPLOY_SERVER_INCONSISTENT_ERROR
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：サーバー
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
原因
サーバーハードウェアが移動されたか、予期しない電源状態をレポートしています。
アクション
1. サーバーが移動された場合は、手動で割り当てを解除し、プロファイルを再割り当てしてください。
2. サーバーハードウェアが移動していない場合は、プロファイルを更新し、再度適用してください。
3. アラートが状況と関連していない場合は、アラートをクリアします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘル
プを参照してください。

Unable to deploy profile
症状
プロファイルを展開できません。サーバーが移動された可能性があります。
ID：profilemgr.ServerHardware.REDEPLOY_SERVER_MOVED_ERROR
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：サーバー
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
原因
• サーバーハードウェアが移動しました。
• 設定は、サーバーハードウェアの更新中に失われました。
• 新しいハードウェアがインストールされました。
• バックアップからのリストアが実行されました。
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アクション
1. サーバーが移動された場合は、手動でプロファイルの割り当てを解除してください。
2. アラートの原因がサーバーハードウェアの更新にある場合は、割り当てを解除してから、サーバープ
ロファイルを再割り当てしてください。
3. エラーの原因がサーバーハードウェアの挿入である場合は、サーバーハードウェアタイプをハード
ウェアのサーバーハードウェアタイプと一致するように変更してください。
4. このアラートがバックアップからのリストアを実行して発生した場合は、このエラーが発生している
すべてのプロファイルを割り当て解除して、その後すべてのサーバープロファイルを再割り当てして
ください。
5. アラートが状況と関連していない場合は、アラートをクリアします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘル
プを参照してください。

Unable to deploy profile
症状
プロファイルを展開できません。サーバーハードウェアリソースがプロファイルと一致しない可能性が
あります。
ID：profilemgr.ServerHardware.REDEPLOY_SERVER_INCONSISTENT_ERROR
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：サーバー
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
原因
• 設定は、サーバーハードウェアの更新中に失われました。
• 新しいハードウェアがインストールされました。
• バックアップからのリストアが実行されました。
アクション
1. アラートの原因がサーバーハードウェアの更新にある場合は、割り当てを解除してから、サーバープ
ロファイルを再割り当てしてください。
2. エラーの原因がサーバーハードウェアの挿入である場合は、サーバーハードウェアタイプをハード
ウェアのサーバーハードウェアタイプと一致するように変更してください。
3. このアラートがバックアップからのリストアを実行して発生した場合は、このエラーが発生している
すべてのプロファイルを割り当て解除して、その後すべてのサーバープロファイルを再割り当てして
ください。
4. アラートが状況と関連していない場合は、アラートをクリアします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘル
プを参照してください。
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The state of server hardware X is not "Profile Applied" as expected
症状
サーバーハードウェア X の状態は、予期された"プロファイルが適用済み"ではありません。サーバープロ
ファイルはサーバーハードウェアへの再適用が必要です。
このアラートは、HPE OneView 4.0 でアップデートされました。
ID：profilemgr.ServerHardware.ReapplyRequiredOnStartupRefresh
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：サーバー
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
アクション
サーバープロファイルを再適用してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプを
参照してください。

This profile was created via migration from Virtual Connect to OneView
症状
このプロファイルは Virtual Connect から OneView への移行によって作成されました。Virtual Connect
では、このプロファイルは SR-IOV が有効になっており、すべての仮想機能が物理機能 3 に割り当てられ
ました。移行後の最初のリブート時に、すべての仮想機能はすべてのイーサーネット物理機能に均等に配
分されます。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：profilemgr.ServerHardware.MigrateVcDomainsSriovModification
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：サーバープロファイル
リソース URI：/rest/server-profiles/{id}
アクション
• このアラートを手動でクリアして、動作を承認します。
• または、このプロファイルに関連付けられているサーバーの電源をオンにするか、サーバーをリブー
トすると、アラートは自動的にクリアされます。

This profile was created via migration from Virtual Connect to OneView
症状
このプロファイルは Virtual Connect から OneView への移行によって作成されました。Virtual Connect
では、このプロファイルの接続はブート設定として USE-BIOS に構成されます。移行後の最初のリブート
時に、この設定は無効に変更されます。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：profilemgr.ServerHardware.MigrateVcDomainsBiosModification
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重大度：警告
ヘルスカテゴリ：サーバープロファイル
リソース URI：/rest/server-profiles/{id}
アクション
• このアラートを手動でクリアして、動作を承認します。
• または、このプロファイルに関連付けられているサーバーの電源をオンにするか、サーバーをリブー
トすると、アラートは自動的にクリアされます。

The profile could not be automatically reapplied
症状
プロファイルがサーバーハードウェア X に自動的に再適用されませんでした。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：profilemgr.EditRequiredOnRefresh
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：サーバープロファイル
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
アクション
サーバープロファイルを編集して保存してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプを
参照してください。

Server profile settings conflict with the server hardware configuration
症状
サーバープロファイル設定がサーバーハードウェア構成と競合します。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：profilemgr.ProfileServerPersonalityChecksumMismatch
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：サーバープロファイル
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
アクション
1. サーバーハードウェアを更新します。
2. 問題が解決されない場合は、サーバープロファイルを再適用してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘル
プを参照してください。
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BIOS settings do not match the expected values
症状
BIOS 設定が予想される値と一致しません。
このアラートは、HPE OneView 4.2 でアップデートされました。
ID：profilemgr.serverhardware.bios.PM_BIOS_MATCH_ERROR
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：BIOS
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
アクション
1. 予想される BIOS の値を確認し、サーバーハードウェア構成が予想される設定をサポートすることを確
認してください。
2. ハードウェアでサポートされていない設定はデフォルト値を選択してください。
3. プロファイルを再度適用してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘル
プを参照してください。

The firmware and drivers on X are inconsistent with the firmware baseline
症状
X のファームウェアとドライバーは、ファームウェアベースラインと整合性がありません。
ID：profilemgr.FirmwareSettingsInconsistent
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：https://{iLO IP アドレス}/rest/v1/systems/1/hpserversettings/firmwaredriverbaselinesettings
アクション
サーバーで Smart Update Tools を実行してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/sut-docs）にある
Integrated Smart Update Tools User Guide を参照してください。

A firmware baseline bundle has been removed from the appliance
症状
ファームウェアベースラインバンドルはアプライアンスから削除されました。バンドルが存在しない場
合、ファームウェアは適用できません。
ID：profilemgr.FirmwareSettingsInconsistent
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
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原因
ファームウェアベースラインバンドルが削除されました。
アクション
1. 次のいずれかを実行します。
• プロファイルを編集して別のファームウェアベースラインを選択します。
• アプライアンスにバンドルを追加してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘル
プを参照してください。

The local storage configuration on the server hardware does not match the local
storage configuration from the server profile
症状
サーバーハードウェア上のローカルストレージ構成が、サーバープロファイルからのローカルストレージ
構成と一致していません（このメッセージの後に一致しないコントローラーのリストが続く）。
ID：profilemgr.LocalStorage.PM_LOCAL_STORAGE_INVALID_ERROR
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
アクション
1. 影響を受けるコントローラーを手動で管理することを選択してください。
2. あるいは、コントローラー構成を再初期化するオプションを選択するか、統合コントローラーの場合
は既存の論理ドライブをインポートするオプションを選択します。

Failed to apply the local storage configuration
症状
ローカルストレージ構成の適用に失敗しました。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：profilemgr.LocalStorage.PM_LOCAL_STORAGE_ERROR
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
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アクション
アクションは、サーバーから返される解像度によって異なります。アラートの詳細を確認してから、推奨
されるアクションに従いアラートを解決します。

Unable to communicate with the following SAS controllers
症状
以下の SAS コントローラーと通信できません：（このメッセージの後にコントローラーのリストが続く）
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：profilemgr.LocalStorage.PM_LOCAL_STORAGE_MISSING_CONTROLLER
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
アクション
1. コントローラーが Smart Storage Administrator ツールに存在する場合は、サーバーハードウェアを更
新してください。
2. 存在しない場合は、影響を受けるコントローラーを手動で管理するか、コントローラーをサーバーに
追加してください。

The following SAS controllers have arrays with multiple logical drives on the server
症状
以下の SAS コントローラーには複数の論理ドライブを持つアレイがサーバーに存在しますが、HPE
OneView はアレイごとに 1 つの論理ドライブしかサポートしません：
（このメッセージの後にコントロー
ラーのリストが続く）
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：profilemgr.LocalStorage.PM_LOCAL_STORAGE_ARRAY_WITH_MULTIPLE_LD
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
アクション
コントローラーを手動で管理することを選択するか、サポートされている場合は、コントローラー構成を
再初期化するオプションを選択してください。

The following tracked logical drives were not found in the server hardware inventory
症状
サーバーハードウェアインベントリで以下の追跡対象の論理ドライブが見つかりませんでした：（この
メッセージの後にドライブのリストが続く）
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：profilemgr.LocalStorage.PM_LOCAL_STORAGE_MISSING_DRIVES
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重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
アクション
1. 論理ドライブが Smart Storage Administrator ツールに存在する場合は、サーバーハードウェアを更新
してください。
2. 存在しなくなった場合は、それらをサーバープロファイルから削除するか、サポートされている場合
は、コントローラー構成を再初期化するオプションを選択してください。

The following SAS controllers have logical drives using either unsupported raid level or
unsupported drive technology
症状
以下の SAS コントローラーには、未サポートの RAID レベルまたは未サポートのドライブテクノロジー
を使用する論理ドライブが存在します：（このメッセージの後にコントローラーのリストが続く）。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：profilemgr.LocalStorage.PM_LOCAL_STORAGE_ARRAY_WITH_UNSUPPORTED_LD
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
アクション
コントローラーを手動で管理することを選択するか、サポートされている場合は、コントローラー構成を
再初期化するオプションを選択してください。

The health of one or more logical JBODs has degraded
症状
1 つ以上の論理 JBOD のヘルスが低下しています：X
ID：profilemgr.LocalStorage.PM_LJBOD_HEALTH_ALERT
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
アクション
SAS 論理インターコネクト{SAS LI リンク}を検査して、SAS 論理 JBOD のヘルス状態を判別してくださ
い。

One or more logical JBODs have been deleted
症状
1 つ以上の論理 JBOD が削除されました：X
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ID：profilemgr.LocalStorage.PM_LJBOD_DELETE_ALERT
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
アクション
削除された論理 JBOD を調査するには、SAS LI リンクページにアクセスしてください。

Inconsistent attributes detected for one or more logical JBODs
症状
1 つ以上の論理 JBOD で整合性のない属性が検出されました：X
ID：profilemgr.LocalStorage.PM_LJBOD_INCONSISTENT
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
アクション
論理 JBOD を調査するには、指定のページにアクセスしてください。

A status update has been received for one or more logical JBODs, which are not
defined in this profile
症状
このプロファイルに定義されていない 1 つ以上の論理 JBOD のステータスアップデートが受信されまし
た：X
ID：profilemgr.LocalStorage.PM_LJBOD_UNKNOWN_STATUS_ALERT
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
アクション
論理 JBOD を調査するには、指定のページにアクセスしてください。

Unable to apply the local storage settings
症状
次の SAS コントローラーにローカルストレージ設定を適用できません：（このメッセージの後にコント
ローラーのリストが続く）。適用が保留になっている構成の変更があります。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：profilemgr.LocalStorage.PROFILEMGR_LOCAL_STORAGE_PENDING_CONTROLLER
重大度：クリティカル
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ヘルスカテゴリ：ローカルストレージ
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
アクション
1. ストレージコントローラーが正しく取り付けられていることを確認します。
2. サーバーの電源をいったん切ってから再投入します。
3. POST（Power-On Self Test）が完了するまで待ってから、サーバーハードウェアを更新します。
4. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

SAS controller issues
症状
SAS コントローラーの問題：（このメッセージの後に詳細が続く）
このメッセージの前に、Smart アレイストレージコントローラーのエラーメッセージが表示されます。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：profilemgr.LocalStorage.PROFILEMGR_LOCAL_STORAGE_CONTROLLER_ERROR
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ローカルストレージ
リソース URI：/rest/server-profiles/<uuid>
アクション
エラーメッセージで提供される情報を確認し、推奨されるアクションを行ってエラーをクリアします。

Unexpected problem has occurred
症状
予期しない問題が発生しました。サーバーのローカルストレージ情報が古くなっているため、更新する必
要があります。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：profilemgr.LocalStorage.PROFILEMGR_LOCAL_STORAGE_DEFAULT
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ローカルストレージ
リソース URI：/rest/server-profiles/<uuid>
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アクション
1. サーバーの電源をオンにして、POST（Power-On Self Test）が完了した後、少なくとも 3 分間待ちま
す。
2. このエラーが自動的にクリアされたかどうかを確認します。
3. 問題が解決しない場合は、サーバープロファイルを編集してローカルストレージ設定を再適用します。

Unable to import the local storage configuration
症状
同じドライブ番号を持つ次の追跡対象論理ドライブが OneView に存在するため、サーバーハードウェア
からローカルストレージ構成をインポートできません: Y SAS コントローラーからの論理ドライブ X。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：profilemgr.LocalStorage.PROFILEMGR_LOCAL_STORAGE_DUPLICATE_EXTRA_DRIVES
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ローカルストレージ
リソース URI：/rest/server-profiles/<uuid>
アクション
1. 次のいずれかを実行します。
• 重複する追跡対象ドライブをサーバープロファイルから削除して、プロファイルを再度適用しま
す。
• コントローラーを手動で管理することを選択します。
• サポートされている場合は、コントローラー構成を再初期化するオプションを選択します。

The drive write cache setting is incompatible
症状
次の SAS コントローラーのドライブ書き込みキャッシュ設定が、サーバープロファイルからのローカル
ストレージ構成と互換性がありません：X。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：
profilemgr.LocalStorage.PROFILEMGR_LOCAL_STORAGE_INCONSISTENT_CONTROLLER_CACHE
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ローカルストレージ
リソース URI：/rest/server-profiles/<uuid>
アクション
1. 次のいずれかを実行します。
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• ドライブ書き込みキャッシュを手動で管理することを選択します。
• サーバープロファイルを編集してローカルストレージ設定を再適用します。

Network X, used by connections Y has been deleted
症状
接続 Y で使用されるネットワーク X は削除されました。
ID：spt.NetworkDeleted
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ServerProfileTemplate
リソース URI：/rest/server-profile-templates/<id>
原因
指定したネットワークが削除されました。同じ名前の新しいネットワークリソースが作成された場合、接
続は自動的にアップデートされません。
アクション
プロファイルテンプレートを編集して、識別された接続に別のネットワークリソースを選択してくださ
い。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプを
参照してください。

Requested bandwidth exceeds the maximum bandwidth configured
症状
リクエストされた帯域幅は接続 X のネットワークで構成された最大帯域幅を超えています。
ID：spt.RequestedBandwidthOverflow
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ServerProfileTemplate
リソース URI：/rest/server-profile-templates/<id>
アクション
プロファイルテンプレートを編集し、指定された接続の帯域幅の値をアップデートします。この値は、
ネットワーク上で構成されている最大帯域幅を超えてはなりません。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプを
参照してください。

The firmware baseline has been removed
症状
ファームウェアベースライン X が削除されました。

HPE OneView のエラーとアラート

784

ID：spt.FirmwareBaselineRemoved
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ServerProfileTemplate
リソース URI：/rest/server-profile-templates/<id>
原因
指定したファームウェアベースラインが削除されました。
アクション
1. 次のいずれかを実行します。
• サーバープロファイルテンプレートを編集し、異なるファームウェアベースラインを選択します。
• ファームウェアの手動管理を選択します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘル
プを参照してください。

The storage pool has been removed
症状
ストレージプール X（Y へのボリュームアタッチメントによって使用される）が削除されています。
ID：spt.StoragePoolRemoved
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ServerProfileTemplate
リソース URI：/rest/server-profile-templates/<id>
原因
ストレージプールが削除されました。
アクション
サーバープロファイルテンプレートを編集し、識別されたボリュームアタッチメントに別のストレージ
プールを選択してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプを
参照してください。

The following volume attachments are inconsistent with their volume template
症状
以下のボリュームアタッチメントは、ボリュームテンプレートとの整合性がないか無効です。ボリューム
アタッチメントのすべての問題を修正しない限り、このサーバープロファイルテンプレートからサーバー
プロファイルを作成すると失敗します。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：spt.VolumeValidationFailure
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重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ServerProfileTemplate
リソース URI：/rest/server-profile-templates/<id>
アクション
1. 次のいずれかを実行します。
• ボリュームアタッチメントを編集します。
• ボリュームテンプレート X を変更して問題を修正します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘル
プを参照してください。

The following volumes were upgraded
症状
次のボリュームは、ストレージシステム用の正しいボリュームテンプレートバージョンを使用するように
アップグレードされました。それによって追加機能が有効になる場合があります。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：spt.PotentialVolumeVersionUpdated
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ServerProfileTemplate
リソース URI：/rest/server-profile-templates/{id}
アクション
対応する必要はありません。

Unable to upgrade the following volumes to match the new template version
症状
次のボリュームをストレージシステムの新しいテンプレートバージョンと一致するようにアップグレー
ドできません：X
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：spt.VolumeValidationFailure
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ServerProfileTemplate
リソース URI：/rest/server-profile-templates/<id>
アクション
1. サーバープロファイルテンプレートを編集します。
2. ボリューム定義を削除し、再度追加します。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘル
プを参照してください。

Server access to SAN storage volumes may be limited
症状
ボリュームへのアクセスを提供するネットワーク X が接続 Y に割り当てられているネットワークセット
から削除されたため、SAN ストレージボリュームへのサーバーアクセスは制限されている可能性があり
ます。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：profilemgr.SAN.NetworkRemovedFromNetworkSetInUseByTemplate
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-profile-templates/<id>
アクション
1. 次のいずれかを実行します。
• ネットワーク X をネットワークセット Y に追加します。
• サーバープロファイル Z を編集し、この接続用に別のネットワークまたはネットワークセットを指
定します。
2. または、ネットワークセット内の別のネットワークがストレージシステムへのアクセスを提供してい
る場合は、そのネットワークを使用するようにボリュームストレージパスを変更できます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘル
プを参照してください。

LUN type is not valid for server profile templates
症状
サーバープロファイルテンプレートの LUN タイプ X が無効です。有効な LUN タイプは"手動"です。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：spt.InvalidLunType
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ServerProfileTemplate
リソース URI：/rest/server-profile-templates/{id}
アクション
• 既存のボリュームの場合、ボリューム X に LUN タイプ"手動"を指定します。
• 保留中のボリュームの場合は、ID X を持つボリュームアタッチメントに LUN タイプ"手動"を指定しま
す。
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No enclosure groups are compatible
症状
このサーバープロファイルテンプレートと互換性のあるエンクロージャーグループがありません。この
テンプレートからサーバープロファイルを作成できません。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：spt.OptionalEgIssue
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ServerProfileTemplate
リソース URI：/rest/server-profile-templates/{id}
アクション
このテンプレートに定義されている構成をサポートできる少なくとも 1 つのエンクロージャーグループ
を構成します。

OS deployment plan is updated
症状
OS 展開プランがアップデートされました。これにより、このプロファイルで使用する OS ボリュームと
OS 展開プランが一致しなくなりました。
ID：profilemgr.imagestreamer.InUseOSDeploymentPlanUpdated
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：サーバープロファイル
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
アクション
1. サーバープロファイルを編集して、OS 展開設定を調整してください。
2. または、OS 展開設定を再適用してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘル
プを参照してください。

When a deployment plan is removed, edit the server profile to change the deployment
plan
症状
展開計画が削除されたら、展開計画を変更するためにサーバープロファイルを編集します。
ID：profilemgr.imagestreamer.InUseOSDeploymentPlanDeleted
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：サーバープロファイル
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
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アクション
サーバープロファイルを編集して、新しい OS 展開プランを選択してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプを
参照してください。

Image Streamer のボリュームエラー
症状
以下のいずれかのメッセージが表示されます。
• OS 展開プランを使用して Image Streamer OS ボリュームを作成することはできません。
• Image Streamer OS ボリュームを削除できません。
• OS 展開プランを使用して Image Streamer OS ボリュームを再作成することはできません。
ID：profilemgr.imagestreamer.OperationFailed
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：サーバープロファイル
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
アクション
1. Image Streamer が正しく構成され、展開プランが有効であることを確認してください。
2. Image Streamer への接続を確認してください。
3. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

An update of OS deployment plan has caused an inconsistency
症状
OS デプロイメントプラン X のアップデートにより、このサーバープロファイルとの整合性が失われまし
た。
ID：profilemgr.genericOsds.InUseOSDeploymentPlanUpdated_GOSDS
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：サーバープロファイル
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
アクション
• サーバープロファイルを編集し、OS デプロイメント設定を調整して、オペレーティングシステムを再
インストールします。
• OS デプロイメント設定を調整する必要がない場合は、サーバープロファイルの再適用アクションを使
用してオペレーティングシステムを再インストールできます。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘル
プを参照してください。

The deployment plan has been deleted
症状
このサーバープロファイルで使用されているデプロイメントプラン X が削除されました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：profilemgr.imagestreamer.InUseOSDeploymentPlanDeleted
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：サーバープロファイル
リソース URI：/rest/server-profiles/<id>
アクション
1. 次のいずれかを実行します。
• サーバープロファイルを編集して、別の OS デプロイメントプランを選択します。
• OS デプロイメントプランを削除します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘル
プを参照してください。

ファームウェアエラー
This firmware bundle does not meet minimum requirements and will not be made
available for use
症状
このファームウェアバンドルは最小要件を満たしておらず、使用可能にできません。
ID：firmware-drivers.fwbundleValidity.unsupported.belowminimum
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/firmware-drivers/{ベースライン名}
アクション
ファームウェアバンドルを削除して、必要なファームウェアと最小バージョンを含むバンドルを追加して
ください。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）の
HPE OneView（HPE Synergy 用）サポートマトリックスを参照してください。

Critical: Unable to upload the firmware bundle file X
症状
重大：ファームウェアバンドルファイル X をアップロードできません。ファームウェアバンドルに Smart
Update Manager が含まれていません。これは HPE OneView でサーバーファームウェアアップデートを
行うために必要です。
ID：firmware-drivers.fwbundleValidity.unsupported.nohpsum
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/firmware-drivers/{ベースライン名}
アクション
現在のファームウェアバンドルファイルを削除して、Smart Update Manager が含まれた新しいファーム
ウェアバンドルをアップロードしてください。

Critical: The server hardware does not meet the minimum firmware requirement
症状
重大：サーバーハードウェアはファームウェア最小要件を満たしておらず、この状態では管理することが
できません。サーバーハードウェアの iLO ファームウェアはバージョン X であり、最小要件バージョンは
Y です。
このアラートは、HPE OneView 5.0 でアップデートされました。
ID：server-hardware.mp.fw.unsupported
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-hardware/{サーバーハードウェア名}
アクション
1. [サーバーハードウェア]ページの[ハードウェア]パネルのリンクを使用して iLO Web UI にログインし
ます。
2. iLO ファームウェアを最小バージョンの Y 以降にアップデートしてください。
iLO ファームウェアをアップデートするのに Smart Update Manager（SUM）も使用できます。
3. iLO ファームウェアをアップデートした後で、サーバーの追加を再度実行してください。

Unable to update the iLO to the minimum supported version
症状
iLO をこのサーバーの管理に必要な最小サポートバージョンにアップデートできません。HPE OneView
を最小要件バージョンにアップデートするには、iLO ファームウェアバージョンが少なくとも X でなけれ
ばなりません。
このアラートは、HPE OneView 4.2 でアップデートされました。
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ID：server-hardware.mp.fw.unsupported.noupdate
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-hardware/{サーバーハードウェア名}
原因
iLO ファームウェアバージョンが最小要件を満たしていません。
アクション
1. iLO の Web UI を起動し、最小要件バージョン Y 以降へのファームウェアアップデートを実行してくだ
さい。
2. iLO ファームウェアのアップデートには HPE Smart Update Manager も使用できます。

Unable to read and save firmware installation status information from the server
hardware
症状
サーバーハードウェアからファームウェアインストールステータス情報を読み取って保存できません。
ID：server-hardware.mp.fw.firmware.config
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-hardware/{サーバーハードウェア名}
アクション
1. サーバーへのネットワーク接続性が利用可能であることを確認します。
2. サーバーを更新します。
3. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The port map, virtual identifier, or server location information may not be up-to-date in
the iLO
症状
ポートマップ、仮想識別子、またはサーバーロケーション情報が iLO で最新ではない可能性があります。
ID：mp.fw.ris.writefailed
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/server-hardware/{サーバーハードウェア名}
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アクション
1. この状態はアプライアンスには影響しませんが、Insight Control サーバープロビジョニングまたは iLO
UI での NIC 構成が正しく動作することを妨げる可能性があります。
2. これらのアプリケーションを使用していない場合、追加のアクションは必要ありません。アラートは
クリアすることができます。
3. これらのアプリケーションを使用している場合は、iLO をリセットして、サーバーハードウェアを更新
します。

The firmware update operation was unable to update
症状
ファームウェアアップデート操作で、ファームウェアやドライバーの 1 つ以上のコンポーネントをアップ
デートできませんでした。
このアラートは、HPE OneView 5.0 でアップデートされました。
ID：profilemgr.FirmwareSettingsInconsistent
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-profiles/{server profile ID}
アクション
1. サーバーを更新して、操作を再試行します。
2. それでも問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して次の情報を提供してください。
• サポートダンプファイル
• iLO から収集された AHS ログ
3. Smart Update Tools を使用してファームウェアアップデートを実行した場合は、Smart Update Tools
で提供されている gatherlogs スクリプトを実行して収集したログファイルも含めてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The firmware components were not installed
症状
ファームウェアコンポーネントは、選択されたファームウェアバンドルで利用できる新しいバージョンの
ドライバーに依存していますが、[ファームウェアのみ（Smart Update Tools を使用）]オプションが選択さ
れているため、インストールされていません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：profilemgr.FirmwareSettingsInconsistent
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-profiles/{server profile ID}
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アクション
次のいずれかを実行します。
• Smart Update Manager を使用して、オペレーティングシステムのドライバーをアップグレードしま
す。
• プロファイルを編集し、ファームウェアとドライバー（Smart Update Tools を使用）オプションを選
択して、オペレーティングシステムのドライバーをアップグレードします。

The server iLO firmware version X must be updated to version Y to be managed
症状
管理対象となるには、サーバー iLO ファームウェアバージョン X をバージョン Y にアップデートする必
要があります。使用可能な SPP がないか、必要な iLO ファームウェアバージョン Y が SPP に含まれてい
ません。
このアラートは、HPE OneView 4.2 でアップデートされました。
ID：server-hardware.mp.fw.spp.notexist
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-hardware/{サーバーハードウェア名}
原因
• iLO ファームウェアバージョンが最小要件を満たしていません。
• ファームウェアアップデート中に SPP が追加または削除されました。
アクション
1. iLO ファームウェアバージョン Y 以降を含むファームウェアバンドルを追加します。
2. または、ファームウェアを iLO の Web UI からアップデートします。
3. サーバーの追加を再度実行してください。

Firmware update inventory report
症状
ファームウェアアップデートのインベントリレポート。
ID：psrm.firmwareResult
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：サーバーハードウェア
リソース URI：/rest/server-hardware/{サーバーハードウェア名}
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アクション
対応する必要はありません。

The firmware versions of the primary and standby Onboard Administrators do not
match
症状
プライマリとスタンバイの Onboard Administrator のファームウェアバージョンが一致しません。
ID：perm.MismatchedFw
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/enclosures/{id}
アクション
OA GUI または CLI を使用してプライマリとセカンダリの OA バージョンを同期します。
このエラーはすぐに修正されなければなりません。ファームウェアバージョンが一致しない場合、
Onboard Administrator のフェイルオーバーが発生するとエンクロージャー構成を失う可能性がありま
す。

The firmware is below the minimum supported version
症状
ファームウェアがサポートされている最小バージョン X 未満です。このエンクロージャーはファーム
ウェアがアップデートされない限り監視することができません。
ID：perm.EncFwBelowMi
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：動作時
リソース URI：/rest/enclosures/{id}
アクション
エンクロージャーファームウェアを X ファームウェアまたはより新しいものを含むファームウェアバン
ドルにアップデートしてください。

The firmware baseline X has been removed
症状
ファームウェアベースライン X が削除されました。
ID：spt.FirmwareBaselineRemoved
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/enclosures/{id}
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アクション
次のいずれかを実行します。
• サーバープロファイルテンプレートを編集し、異なるファームウェアベースラインを選択します。
• ファームウェアを手動で管理します。

The component cannot be uploaded to OneView
症状
コンポーネント X は無効な署名を含んでいるため、OneView にアップロードできません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：firmware-drivers.fwbundleValidity.unsupported.invalid
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/firmware-drivers/{ベースライン名}
アクション
1. ファイルが HPE ソフトウェアデポからダウンロードされたことを確認してください。
2. HPE OneView にアップロードする前に、ファイルのチェックサムを検証してください。

Appliance restore has been performed
症状
アプライアンスのリストアが実行されました。リストアのため、このファームウェアバンドルは利用でき
ません。
ID：firmware-drivers.fwbundleValidity.unsupported.backuprestorebaselinenotavailable
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/firmware-drivers/{ベースライン名}
アクション
ファームウェアバンドルを再度アップロードしてください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る HPE OneView（HPE Synergy 用）ファームウェアおよびドライバーアップデートガイドを参照してく
ださい。

The file you are attempting to upload is a duplicate of the firmware bundle X
症状
アップロードしようとしているファイルは、すでにファームウェアバンドルレポジトリに存在するファー
ムウェアバンドル X と重複しています。
ID：firmware-drivers.fwbundleValidity.firmwareBundle.existsAlready
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重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/firmware-drivers/{ベースライン名}
アクション
レポジトリから既存のバンドルを削除して、もう一度やりなおしてください。

The firmware bundle is not accessible
症状
ファームウェアバンドルがホストされている外部レポジトリ X にアクセスできないため、ファームウェア
バンドルにアクセスできません。
このアラートは、HPE OneView 5.0 でアップデートされました。
ID：firmware-drivers.fwbundleValidity.firmwareBundle.accessDenied
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/firmware-drivers/{ベースライン名}
アクション
1. 外部レポジトリ X がネットワークに接続されていることを確認します。
2. レポジトリビューに移動し、アクティビティビューに表示されているアラートに記載されている手順
に従ってください。

The firmware bundle is not accessible
症状
ファームウェアバンドルがホストされている外部レポジトリ X にアクセスできないため、ファームウェア
バンドルにアクセスできません。
ID：firmware-drivers.fwbundleValidity.firmwareBundle.accessDenied
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/firmware-drivers/{ベースライン名}
アクション
1. 外部レポジトリ X がネットワークに接続されていることを確認します。
2. 外部レポジトリを更新します。

The firmware bundle is not accessible
症状
ファームウェアバンドルがホストされている外部レポジトリ X にアクセスできないため、ファームウェア
バンドルにアクセスできません。
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このアラートは、HPE OneView 4.2 でアップデートされました。
ID：firmware-drivers.fwbundleValidity.firmwareBundle.accessDenied
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/firmware-drivers/{ベースライン名}
アクション
1. 外部レポジトリ X がネットワークに接続されていることを確認します。
2. 外部レポジトリを更新します。

Unable to validate the signature for the X component
症状
X コンポーネントのシグネチャーを検証できません。コンポーネントは署名されていないか、シグネ
チャーが無効です。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：firmware-drivers.fwbundleValidity.firmwareBundle.accessDenied
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/firmware-drivers/{ベースライン名}
アクション
1. OA/EM、VC、および iLO コンポーネントが有効なシグネチャーで作成されていることを確認してくだ
さい。このことを確認するために、これらのコンポーネントが、Hewlett Packard Enterprise が提供し
た有効なファームウェアベースラインまたはホットフィックスからダウンロードされたことを確認し
てください。
2. 有効なコンポーネントを持つファームウェアベースラインを使用してシグネチャーの検証を再試行し
てください。
3. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Unable to validate the signature for the X component contained with the firmware
baseline Y
症状
ファームウェアベースライン Y で格納されている X コンポーネントのシグネチャーを検証できません。
コンポーネントは署名されていないか、シグネチャーが無効です。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：firmware-drivers.fwbundleValidity.firmwareBundle.accessDenied
重大度：クリティカル

HPE OneView のエラーとアラート

798

ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/firmware-drivers/{ベースライン名}
アクション
1. OA/EM、VC、および iLO コンポーネントが有効なシグネチャーで作成されていることを確認してくだ
さい。このことを確認するために、これらのコンポーネントが、Hewlett Packard Enterprise が提供し
た有効なファームウェアベースラインまたはホットフィックスからダウンロードされたことを確認し
てください。
2. 有効なコンポーネントを持つファームウェアベースラインを使用してシグネチャーの検証を再試行し
てください。
3. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Unable to validate the signature for the component contained with the firmware baseline
Y
症状
ファームウェアベースライン Y で格納されている X コンポーネントのシグネチャーを検証できません。
コンポーネントに有効な HPE シグネチャーがありません。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：firmware-drivers.fwbundleValidity.unsupported.invalid
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/firmware-drivers/{ベースライン名}
アクション
1. これらのコンポーネントが、Hewlett Packard Enterprise が提供した有効なファームウェアベースライ
ンまたはホットフィックスからダウンロードされたことを確認してください。
2. 有効なファームウェアベースラインで再度実行してください。
3. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Unable to validate the signature for the component
症状
X コンポーネントのシグネチャーを検証できません。コンポーネントに HPE の有効なシグネチャーがあ
りません。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：firmware-drivers.fwbundleValidity.unsupported.invalid
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重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/firmware-drivers/{ベースライン名}
アクション
1. これらのコンポーネントが、Hewlett Packard Enterprise が提供した有効なファームウェアベースライ
ンまたはホットフィックスからダウンロードされたことを確認してください。
2. 有効なファームウェアベースラインで再度実行してください。
3. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Unable to assign scopes to the firmware bundle
症状
ファームウェアバンドルにスコープを割り当てられません。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：firmware-drivers.fwbundleValidity.firmwareBundle.notregisterd
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/firmware-drivers/{ベースライン名}
アクション
スコープを編集して、ファームウェアバンドルに割り当ててください。

{RM name} will not be able to participate in the compliance report generation
症状
{RM 名}は内部エラーのためコンプライアンスレポート生成に参加できません。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：firmware-drivers.fwbundleValidity.firmwareBundle.notregisterd
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/security-standards/security-mode/compatibility-check-registry
アクション
1. アプライアンスを再起動します。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
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詳しくは
サポートケースをオープンにする

Signature file for the hotfix X has not been uploaded to firmware repository
症状
ホットフィックス X の署名ファイルがファームウェアレポジトリにアップロードされていません。この
ホットフィックスは、署名ファイルがアップロードされるまではカスタム SPP に追加できません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：firmware-drivers.fwbundleValidity.firmwareBundle.invalidhotfix
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/firmware-drivers/{hotfix}
アクション
Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/support/hpesc）から署名ファイルを
ダウンロードし、それを HPE OneView にアップロードしてください。
Gen10 ホットフィックスは署名ファイルとともにリリースされています。

Unable to update the iLO firmware
症状
iLO ファームウェアをアップデートできません。
このアラートは、HPE OneView 4.2 でアップデートされました。
ID：profilemgr.ServerProfile.PROFILEMGR_TASK_ALERT_ERROR
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-hardware/{サーバーハードウェア名}
アクション
1. iLO をリセットします。
2. サーバーを更新して、操作を再試行します。
3. それでも問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して次の情報を提供してください。
• サポートダンプファイル
• iLO から収集された AHS ログ
詳しくは
サポートケースをオープンにする
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Unable to update the frame link module firmware
症状
選択した SPP バンドルに必要なフレームリンクモジュールコンポーネントが含まれないため、フレーム
リンクモジュールファームウェアをアップデートできません。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：profilemgr.ServerProfile.PROFILEMGR_TASK_ALERT_ERROR
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/firmware-drivers/{ベースライン名}
アクション
フレームリンクモジュールコンポーネントを含むファームウェアバンドルを選択してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る HPE OneView（HPE Synergy 用）ファームウェアおよびドライバーアップデートガイドを参照してく
ださい。

Unable to update the OA firmware
症状
選択した SPP バンドルに必要な OA コンポーネントが含まれないため、OA ファームウェアをアップデー
トできません。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：perm.LEfwFailureAlerts.LEFirmwareAlert
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/firmware-drivers/{ベースライン名}
アクション
次のいずれかを実行します。
• OA コンポーネントを含むファームウェアバンドルを選択します。
• OA コンポーネントを手動でアップデートします。

Unable to update the iLO firmware
症状
選択した SPP バンドルに必要な iLO ファームウェアバージョンが含まれないため、iLO ファームウェア
をアップデートできません。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：profilemgr.ServerProfile.PROFILEMGR_TASK_ALERT_ERROR
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
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リソース URI：/rest/firmware-drivers/{ベースライン名}
アクション
次のいずれかを実行します。
• iLO ファームウェアを含むファームウェアバンドルを選択します。
• 手動で iLO ファームウェアを更新してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE OneView（HPE Synergy 用）ファームウェアおよびドライバーアップデートガイドを参照し
てください。

This firmware bundle does not contain the following infrastructure and manageability
components
症状
このファームウェアバンドルには次のインフラストラクチャおよび管理機能のコンポーネントが含まれ
ていません （この後にコンポーネントが続く）。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：firmware-drivers.fwbundle_validity.unsupported.belowminimum
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/firmware-drivers/{ベースライン名}
原因
この SPP は、管理対象ハードウェアにファームウェアベースラインを適用するために使用できます。た
だし、指定されたコンポーネントのファームウェアをアップデートする場合には使用できません。
アクション
次のいずれかを実行します。
• 指定したコンポーネントが管理対象のハードウェアに適用されない場合は、アラートをクリアします。
• SPP を削除して、指定されたコンポーネントを含めた後で再度追加します。
• あるいは、これらのコンポーネントをホットフィックスとして追加して、カスタム SPP を作成するこ
とができます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE OneView（HPE Synergy 用）ファームウェアおよびドライバーアップデートガイドを参照し
てください。

Selected SPP bundle does not contain the required iLO firmware version
症状
選択した SPP バンドルには、必要な iLO ファームウェアバージョン X 以降が含まれていません。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：firmware-drivers.fwbundle_validity.unsupported.invalid
重大度：クリティカル
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ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/firmware-drivers/{ベースライン名}
アクション
次のいずれかを実行します。
• iLO ファームウェアバージョン Y 以降を含むファームウェアバンドルを追加します。
• iLO の Web UI からファームウェアをアップデートし、アップデートを再試行してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE OneView（HPE Synergy 用）ファームウェアおよびドライバーアップデートガイドを参照し
てください。

The firmware of following servers cannot be updated
症状
サーバーのファームウェアをアップデートできません。選択されたファームウェアベースラインにこれ
らのサーバーの ROM Smart コンポーネントがありません。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：profilemgr.ServerProfile.PROFILEMGR_TASK_ALERT_ERROR
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/firmware-drivers/{ベースライン名}
アクション
有効な ROM 用 Smart コンポーネントが含まれたベースラインを選択して、ファームウェアのアップデー
トを再試行してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る HPE OneView（HPE Synergy 用）ファームウェアおよびドライバーアップデートガイドを参照してく
ださい。

The specified firmware baseline is not supported
症状
指定されたファームウェアベースラインは、ファームウェアアップデートでサポートされていません。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：profilemgr.ServerProfile.PROFILEMGR_TASK_ALERT_ERROR
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/firmware-drivers/{ベースライン名}
アクション
バージョン 2016.10.0 以降のベースラインを選択して、ファームウェアアップデートを再度実行してくだ
さい。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る HPE OneView（HPE Synergy 用）ファームウェアおよびドライバーアップデートガイドを参照してく
ださい。

External web repository cannot be managed in the FIPS/CNSA modes
症状
外部 Web レポジトリ X は、FIPS/CNSA モードでは管理できません。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：firmware-drivers.FwBaselineErrorEnum.INVALID_COMPSIG_FILE_UPLOAD
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/firmware-drivers/{ベースライン名}
アクション
1. 選択したホットフィックスに対応する有効な署名ファイルをアップロードしてください。
外部レポジトリサーバーの MIME タイプ設定で.compsig ファイルタイプを含めてください。
2. .compsig ファイルを再び追加するか、外部レポジトリを再び追加してみてください。

Critical: An invalid signature file detected
症状
クリティカル：無効な署名ファイルが検出されました。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：firmware-drivers.FwBaselineErrorEnum.INVALID_SIGNATURE_FILE
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/firmware-drivers/{ベースライン名}
アクション
.compsig 拡張子を持つ有効な署名ファイルを使用して、操作を再度実行してください。

A new firmware baseline has been applied on this server
症状
新しいファームウェアベースラインがこのサーバーで適用されています。OneView は、オペレーティング
システムおよびドライバーのインベントリ情報の検出を待機し、検出してからファームウェアおよびドラ
イバーのアップデートに進みます。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：profilemgr.FirmwareUpdateHang
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
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リソース URI：/rest/server-profiles/{id}
アクション
AMS がオペレーティングシステムにインストールされていること、および実行中の状態であることを確
認します。
AMS が開始すると、HPE OneView はインベントリを収集し、ファームウェアのアップデートを開始しま
す。

The firmware has been installed, but a reboot is required for activation
症状
ファームウェアはインストール済みですが、アクティブ化には再起動が必要です。システムがメンテナン
スモードになっていないため、再起動は実行されませんでした。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：psrm.profilemgr.ServerNotInMaintenanceMode
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-hardware/{サーバーハードウェア名}
アクション
システムのメンテナンスモードを有効にします。HPE Smart Update Tools が再起動を開始します。

Unable to communicate with the external repository
症状
外部レポジトリと通信できません。
このアラートは、HPE OneView 4.2 でアップデートされました。
ID：rrm.repoInaccessible
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：RRM
リソース URI：/rest/repositories/{repositoryUri}
アクション
1. 外部レポジトリへの接続を確認し、リストアしてください。
HPE OneView は、外部レポジトリの定期的な自動ヘルスチェックを実行します。接続がリストアされ
ると、外部リポジトリは自動的に正常状態に戻ります。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする
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The specified username and/or password is not valid for the web server
症状
Web サーバーに対して指定されたユーザー名および/またはパスワードが無効です。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：rrm.invalidCredentials
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：RRM
リソース URI：/rest/repositories/{repositoryUri}
アクション
正しい認証情報を入力してください。

The repository X does not have read permission
症状
レポジトリ X に読み取り権限がありません。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：rrm.noReadPermission
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：RRM
リソース URI：/rest/repositories/{repositoryURI}
アクション
Web サーバーの構成をチェックし、レポジトリ X の読み取り権限が正しく構成されていることを確認し
てください。

Maximum size for repository X has not been configured on the web server
症状
レポジトリ X の最大サイズが Web サーバーで構成されていません。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：rrm.repoSizeNotSet
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：RRM
リソース URI：/rest/repositories/{repositoryUri}
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アクション
Web サーバー構成のレポジトリサイズをチェックしてください。レポジトリの最大サイズを設定するに
は、属性 MaxRepoSize を Web サーバーの HTTP レスポンスヘッダーに追加します。

Maximum size for repository X has not been configured correctly on the web server
症状
レポジトリ X の最大サイズが Web サーバーで正しく構成されていません。使用可能なファイルのサイズ
がレポジトリに設定されている最大サイズを超えました。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：rrm.repoSizeNotProper
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：RRM
リソース URI：/rest/repositories/{repositoryUri}
アクション
Web サーバーの最大サイズをチェックし、ホストされているファイルの合計サイズを上回っていることを
確認してください。

External web repository X cannot be managed in the FIPS/CNSA modes
症状
外部 Web レポジトリ X は、FIPS/CNSA モードでは管理できません。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：rrm.repoInaccessible
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：RRM
リソース URI：/rest/repositories/{repositoryUri}
原因
アプライアンスは、FIPS/CSNA モードで構成されています。
アクション
外部 Web レポジトリの管理を続行するには、レガシーモードに戻してください。

The repository X does not have valid certificate or the certificate is not imported
症状
レポジトリ X に有効な証明書がないか、または証明書がインポートされていません。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：rrm.invalidCertificate
重大度：クリティカル
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ヘルスカテゴリ：RRM
リソース URI：/rest/repositories/{repositoryUri}
アクション
Web サーバーの設定をチェックします。指定されたレポジトリが有効な証明書で正しく構成され、証明書
がインポートされていることを確認します。

Unable to access files on the external repository
症状
証明書が無効なため、外部レポジトリ X のファイルにアクセスできません。サーバー名または共通名が証
明書で利用できないか、サーバー名がサーバー証明書と一致しません。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：rrm.invalidCertificate
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：RRM
リソース URI：/rest/repositories/{repositoryUri}
原因
HPE OneView 5.0 以降のバージョンでは、証明書内のサーバー名と共通名属性について厳密なチェックが
実行されます。
アクション
• 証明書でサーバー名と共通名が一致することを確認したら、レポジトリの追加を再試行してください。
• レポジトリがすでに追加されている場合は、証明書を更新した後にレポジトリを編集します。

The firmware installation for the server X has been rescheduled to Y
症状
サーバー X のファームウェアインストールは Y に再度スケジュール設定されました。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：profilemgr.FirmwareScheduleDelayed
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-profiles/{id}
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アクション
提案されたスケジュールを許容できる場合は、アラートをクリアします。それ以外の場合は、プロファイ
ルを編集して新しいスケジュールを指定することによって、再度スケジュール設定してください。

The firmware and drivers do not match the firmware baseline
症状
X のファームウェアとドライバーがファームウェアベースラインと一致しません。Smart Update Tools
がサーバーのオペレーティングシステムで実行されていないため、スケジュールされたインストールを完
了できません。
このアラートは、HPE OneView 5.0 でアップデートされました。
ID：firmwareschedule.server.poweredOff
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-profiles/{id}
アクション
ファームウェアのインストールの前に、サーバーの電源が入っていること、およびオペレーティングシス
テムが起動していることを確認してください。

The firmware and drivers do not match the firmware baseline
症状
X のファームウェアとドライバーがファームウェアベースラインと一致しません。Smart Update Tools
が必須モードで実行されなかった可能性があるため、スケジュールされたインストールを完了できません
でした。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：firmwareschedule.server.poweredOffAndTimeElapsed
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-profiles/{id}
アクション
1. サーバー上のファームウェアのインストールのスケジュールを適切な時間に変更します。
2. インストールを完了するには、その時間にサーバーの電源がオンになっていて、Smart Update Tools
が"AutoDeployReboot"モードで実行されるように構成されていることを確認してください。

The firmware and drivers do not match the firmware baseline
症状
X のファームウェアとドライバーがファームウェアベースラインと一致しません。Smart Update Tools
がサーバーのオペレーティングシステムで実行されていないため、スケジュールされたインストールを完
了できません。
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このアラートは、HPE OneView 4.2 でアップデートされました。
ID：firmwareschedule.server.sutNotRunning
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-profiles/{id}
アクション
スケジュールされたファームウェアのインストールの前に、HPE Smart Update Tools 2.0.0.0 以降がイン
ストールされていること、および実行中の状態であることを確認してください。

The firmware and drivers do not match the firmware baseline
症状
X のファームウェアとドライバーがファームウェアベースラインと一致しません。Smart Update Tools
が必要なモードで実行されていないため、スケジュールされたインストールを完了できません。
このアラートは、HPE OneView 4.2 でアップデートされました。
ID：firmwareschedule.server.sutModeNotSupported
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-profiles/{id}
アクション
1. スケジュールされたファームウェアのインストールの前に、HPE Smart Update Tools 2.0.0.0 以降がイ
ンストールされていること、および実行中の状態であることを確認してください。
2. モードが AutoDeployReboot に設定されていることを確認してください。

The "Firmware Only" option is not supported when the high security mode has been
enabled
症状
このサーバーに対して高セキュリティモードが有効にされているとき、"Firmware Only"オプションはサ
ポートされていません。
このアラートは、HPE OneView 4.1 では削除されました。
ID：profilemgr.FirmwareNotSupportedHighSecurity
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-profiles/{id}
原因
高セキュリティモードが有効です。
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アクション
1. 次のいずれかを実行します。
• Smart Update Tools のみを使用したファームウェアオプションを使用してファームウェアアップ
デートを試みます。
• iLO を本番稼働モードに切り替えてファームウェアを更新します。

Unable to clear the secure boot mode settings
症状
サーバー X でのファームウェアアップデート後に、セキュアブートモードの設定をクリアできません。
ID：server.secureboot.notdisabled
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-profiles/{id}
アクション
1. サーバーの電源をオンにします。
2. UEFI システムユーティリティの ROM ベースセットアップユーティリティメニューを手動で入力し、
セキュアブートモードを無効にします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/uefi/docs）にある
ご使用の製品の UEFI システムユーティリティユーザーガイドを参照してください。

A new firmware baseline has been applied
症状
新しいファームウェアベースラインがサーバー X で適用されています。Smart Update Tool がインストー
ルされていません。ファームウェアのインストールを完了するために必要です。
このアラートは、HPE OneView 4.2 でアップデートされました。
ID：profilemgr.Firmware.PROFILEMGR_FW_INCONSISTENT_SUT_NOT_INSTALLED
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-profiles/{id}
アクション
1. サーバーに HPE Smart Update Tool をインストールしてください。
2. または、ファームウェアベースラインのインストールでファームウェアのみオプションを使用するよ
う、サーバープロファイルを編集します。
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A new firmware baseline has been applied on the server
症状
新しいファームウェアベースラインがサーバー X で適用されています。
このアラートは、HPE OneView 4.2 でアップデートされました。
ID：profilemgr.FirmwareSettingsInconsistent
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-profiles/{id}
アクション
1. HPE SUT の状態とアップデートプロセスに関する詳細な情報について、このアラートのノートセク
ションを確認してください。
2. 推奨される処置に従って、アップデートを完了してください。

The firmware baseline bundle X set in this profile is unavailable
症状
アプライアンスがバックアップイメージから復元されたか、ファームウェアバンドルがアプライアンスか
ら除去されたため、このプロファイルに設定されたファームウェアベースラインバンドル X が利用できま
せん。バンドルが存在しない場合、ファームウェアは適用できません。
ID：profilemgr.Firmware.PROFILEMGR_FW_REMOVED_ALERT
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-profiles/{id}
アクション
1. 次のいずれかを実行します。
• プロファイルを編集して別のファームウェアベースラインを選択します。
• アプライアンスに同じファームウェアバンドルを再び追加します。

A new firmware baseline has been applied on the server
症状
新しいファームウェアベースラインがサーバー X で適用されています。サーバーが暗号化モード Y を使
用するように設定されています。
このアラートは、HPE OneView 5.0 でアップデートされました。
ID：profilemgr.Firmware.PROFILEMGR_FW_DRIVERS_INCONSISTENT_SECURITY_MODE
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-profiles/{id}
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アクション
2.1.0.0 バージョン以降の Smart Update Tools がホストにインストールされており、iLO 管理認証情報で
構成されていることを確認してください。

A new firmware baseline has been applied
症状
新しいファームウェアベースラインがサーバー X で適用されています。サーバーが暗号化モード Y を使
用するように設定されています。
このアラートは、HPE OneView 5.0 でアップデートされました。
ID：profilemgr.Firmware.PROFILEMGR_FW_INCONSISTENT_SECURITY_MODE
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-profiles/{id}
アクション
2.1.0.0 バージョン以降の Smart Update Tools がホストにインストールされており、iLO 管理認証情報で
構成されていることを確認してください。

A new firmware baseline has been applied
症状
新しいファームウェアベースラインがサーバー X で適用されています。サーバーが暗号化モード Y を使
用するように設定されています。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：profilemgr.Firmware.PROFILEMGR_FW_DRIVERS_INCONSISTENT_CNSA_SECURITY_MODE
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-profiles/{id}
アクション
2.4.0.0 バージョン以降の Smart Update Tools がホストにインストールされており、iLO 管理認証情報で
構成されていることを確認してください。

A new firmware baseline has been applied
症状
新しいファームウェアベースラインがサーバー X で適用されています。サーバーが暗号化モード Y を使
用するように設定されています。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：profilemgr.Firmware.PROFILEMGR_FW_INCONSISTENT_CNSA_SECURITY_MODE
重大度：警告
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ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-profiles/{id}
アクション
2.4.0.0 バージョン以降の Smart Update Tools がホストにインストールされており、iLO 管理認証情報で
構成されていることを確認してください。

A new firmware baseline has been applied
症状
新しいファームウェアベースラインがサーバー X で適用されています。サーバーが暗号化モード Y を使
用するように設定されています。Smart Update Tools が{サーバーハードウェア名}にインストールされて
いません。ファームウェアのインストールを完了するために必要です。
このアラートは、HPE OneView 5.0 でアップデートされました。
ID：
profilemgr.Firmware.PROFILEMGR_FW_DRIVERS_INCONSISTENT_SUT_NOT_INSTALLED_SECURI
TY_MODE
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-profiles/{id}
アクション
2.1.0.0 バージョン以降の Smart Update Tools がホストにインストールされており、iLO 管理認証情報で
構成されていることを確認してください。

A new firmware baseline has been applied
症状
新しいファームウェアベースラインがサーバー X で適用されています。サーバーが暗号化モード Y を使
用するように設定されています。Smart Update Tools が{サーバーハードウェア名}にインストールされて
いません。ファームウェアのインストールを完了するために必要です。
このアラートは、HPE OneView 5.0 でアップデートされました。
ID：
profilemgr.Firmware.PROFILEMGR_FW_INCONSISTENT_SUT_NOT_INSTALLED_SECURITY_MODE
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-profiles/{id}
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アクション
2.1.0.0 バージョン以降の Smart Update Tools がホストにインストールされており、iLO 管理認証情報で
構成されていることを確認してください。

Staging failed for one or more components
症状
サーバーで 1 つ以上のコンポーネントのステージングに失敗しました。
このアラートは、HPE OneView 4.2 でアップデートされました。
ID：profilemgr.ServerProfile.PROFILEMGR_TASK_ALERT_ERROR
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-profiles/{id}
アクション
1. サーバーハードウェアページを表示し、HPE OneView がネットワーク経由でサーバー iLO にアクセス
できることを確認してください。
2. サーバーハードウェアページのアクティビティセクションで、アクティブなネットワーク接続アラー
トがあるかどうかを確認してください。
3. 推奨される処置に従って接続の警告を解決したら、操作を再試行してください。
4. それでも問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して次の情報を提供してください。
• サポートダンプファイル
• iLO から収集された AHS ログ
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Firmware installation of one or more components failed
症状
サーバーで 1 つ以上のコンポーネントのファームウェアインストールに失敗しました。
このアラートは、HPE OneView 4.2 でアップデートされました。
ID：profilemgr.ServerProfile.PROFILEMGR_TASK_ALERT_ERROR
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-profiles/{id}
アクション
1. サーバーを更新して、操作を再試行します。
2. それでも問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して次の情報を提供してください。
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• サポートダンプファイル
• iLO から収集された AHS ログ
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Verification procedure detected that some component versions are not matching
症状
検証手順で、ファームウェアまたはソフトウェアコンポーネントの一部のバージョンが、サーバーで
ファームウェア展開の操作中にインストールを試行したバージョンと一致しないことが検出されました。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：profilemgr.ServerProfile.PROFILEMGR_TASK_ALERT_ERROR
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-profiles/{id}
アクション
1. ベースライン設定を再適用することにより操作を再度実行してください。
2. それでも問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して次の情報を提供してください。
• サポートダンプファイル
• iLO から収集された AHS ログ
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Firmware installation failed for the following components
症状
次のコンポーネント X のサーバー Y へのファームウェアインストールに失敗しました。
このアラートは、HPE OneView 4.2 でアップデートされました。
ID：profilemgr.ServerProfile.PROFILEMGR_TASK_ALERT_ERROR
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-profiles/{id}
アクション
1. サーバーを再起動します。
2. ファームウェアアップデートを再度実行してください。
3. それでも問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して次の情報を提供してください。
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• サポートダンプファイル
• iLO から収集された AHS ログ
詳しくは
サポートケースをオープンにする

An internal error occurred when performing NAND-based firmware update
症状
NAND ベースのファームウェアアップデートの実行時に内部エラーが発生しました。
このアラートは、HPE OneView 4.2 でアップデートされました。
ID：profilemgr.ServerProfile.PROFILEMGR_TASK_ALERT_ERROR
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-profiles/{id}
アクション
1. iLO をリセットします。
2. サーバーを更新して、操作を再試行します。
3. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Unable to perform NAND-based firmware update
症状
NAND ベースのファームウェアアップデートを実行できません。
このアラートは、HPE OneView 4.2 でアップデートされました。
ID：profilemgr.ServerProfile.PROFILEMGR_TASK_ALERT_ERROR
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-profiles/{id}
アクション
1. サーバーハードウェアページを表示し、HPE OneView がネットワーク経由でサーバー iLO にアクセス
できることを確認してください。
2. サーバーハードウェアページのアクティビティセクションで、アクティブなネットワーク接続アラー
トがあるかどうかを確認してください。
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3. 推奨される処置に従って接続の警告を解決したら、操作を再試行してください。
4. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

An internal error occurred when performing a NAND-based firmware update
症状
NAND ベースのファームウェアアップデートの実行時に内部エラーが発生しました。指定されたコン
ポーネント識別子が無効です。
このアラートは、HPE OneView 4.2 でアップデートされました。
ID：profilemgr.ServerProfile.PROFILEMGR_TASK_ALERT_ERROR
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-profiles/{id}
アクション
1. ファームウェアベースラインを削除して、再度追加してください。
2. ベースラインの追加が完了した後でサーバーを更新し、操作を再度実行してください。
3. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

An internal error occurred when performing a NAND-based firmware update
症状
NAND ベースのファームウェアアップデートの実行時に内部エラーが発生しました。指定されたインス
トールセットのインベントリデータが無効です。
このアラートは、HPE OneView 4.2 でアップデートされました。
ID：profilemgr.ServerProfile.PROFILEMGR_TASK_ALERT_ERROR
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-profiles/{id}
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アクション
1. ファームウェアベースラインを削除して、再度追加してください。
2. ベースラインの追加が完了した後でサーバーを更新し、操作を再度実行してください。
3. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

An internal error occurred when performing a NAND-based firmware update
症状
NAND ベースのファームウェアアップデートの実行時に内部エラーが発生しました。コンポーネントを
NAND に正常にコピーできませんでした。
このアラートは、HPE OneView 4.2 でアップデートされました。
ID：profilemgr.ServerProfile.PROFILEMGR_TASK_ALERT_ERROR
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-profiles/{id}
アクション
1. iLO をリセットします。
2. サーバーを更新して、操作を再試行します。
3. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

An internal error occurred when performing a NAND-based firmware update
症状
NAND ベースのファームウェアアップデートの実行時に内部エラーが発生しました。試行された状態移
行が無効です。
このアラートは、HPE OneView 4.2 でアップデートされました。
ID：profilemgr.ServerProfile.PROFILEMGR_TASK_ALERT_ERROR
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-profiles/{id}
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アクション
1. サーバーを更新して、操作を再試行します。
2. それでも問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して次の情報を提供してください。
• サポートダンプファイル
• iLO から収集された AHS ログ
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Unable to install components
症状
コンポーネント X をインストールできません。OneView はこれらのコンポーネントのインストールを再
試行します。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：profilemgr.Firmware.PROFILEMGR_FW_UPDATE_FAILED_RETRY
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-profiles/{id}
アクション
Smart Update Tool が X モードで実行中であるためユーザーアクションは不要です。

Unable to install firmware components
症状
関連するドライバーのアップデートされたバージョンが必要なため、ファームウェアコンポーネント X を
インストールできません。選択されたファームウェアバンドルから新しいドライバーバージョンがイン
ストール済みで、ファームウェアコンポーネントのインストールが再試行されています。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：profilemgr.Firmware.PROFILEMGR_FW_UPDATE_WITH_DEPN_FAILED_RETRY
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-profiles/{id}
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アクション
Smart Update Tool が指定されたモードで実行中であるためユーザーアクションは不要です。

Unable to install components
症状
コンポーネント X をインストールできません。OneView はこれらのコンポーネントのインストールを再
試行します。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：profilemgr.Firmware.PROFILEMGR_FW_UPDATE_FAILED_ONDEMAND_RETRY
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-profiles/{id}
アクション
SUT は指定されたモードで実行されています。SUT の deploy コマンドを OS コマンドラインインター
フェイス(CLI)から実行することによってインストールを完了します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/sut-docs）にある
Integrated Smart Update Tools User Guide を参照してください。

Unable to install firmware components
症状
関連するドライバーのアップデートされたバージョンが必要なため、ファームウェアコンポーネント X を
インストールできません。選択されたファームウェアバンドルから新しいドライバーバージョンがイン
ストールされました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：profilemgr.Firmware.PROFILEMGR_FW_UPDATE_WITH_DEPN_FAILED_ONDEMAND_RETRY
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-profiles/{id}
アクション
SUT は指定されたモードで実行されています。SUT の deploy コマンドを OS コマンドラインインター
フェイス(CLI)から実行することによってインストールを完了します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/sut-docs）にある
Integrated Smart Update Tools User Guide を参照してください。

Unable to collect the firmware inventory
症状
サーバーからファームウェアインベントリを収集できません。
このアラートは、HPE OneView 4.2 でアップデートされました。
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ID：server.firmwareinventory
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-hardware
アクション
1. サーバーハードウェアページを表示し、HPE OneView がネットワーク経由でサーバー iLO にアクセス
できることを確認してください。
2. サーバーハードウェアページのアクティビティセクションにアクティブなアラートがある場合は、推
奨される処置に従って解決してください。
3. インベントリを再度フェッチするためにサーバーを更新してください。
4. それでも問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して次の情報を提供してください。
• サポートダンプファイル
• iLO から収集された AHS ログ
詳しくは
サポートケースをオープンにする

OneView did not get a response
症状
OneView は、SPP ブート環境内で実行中の Smart Update Tools から応答を受け取りませんでした。操作
はタイムアウトしました。
このアラートは、HPE OneView 4.2 でアップデートされました。
ID：profilemgr.ServerProfile.PROFILEMGR_TASK_ALERT_ERROR
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-hardware
アクション
1. 選択した SPP がブート可能であることを確認します。
2. また、サーバーハードウェアページを表示して、iLO のネットワーク接続が正常かどうかを確認しま
す。
サーバーハードウェアアクティビティページにアクティブなアラートがある場合は、推奨される処置
に従ってアラートをクリアします。
3. iLO 仮想メディアを使用して SPP ブート環境を起動します。仮想メディアポートがファイアウォール
によってブロックされていないことを確認します。
iLO 仮想メディアポート番号は iLO の Web UI から取得できます。
4. サーバーを再起動します。
5. POST 中に F9 キーを押して、システムユーティリティにアクセスしたら、USB 制御が有効になって
いることを確認します。
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6. 操作を再試行してください。
7. それでも問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して次の情報を提供してください。
• サポートダンプファイル
• iLO から収集された AHS ログ
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The firmware update operation was unable to update
症状
ファームウェアアップデート操作で、1 つ以上のコンポーネントをアップデートできませんでした。
このアラートは、HPE OneView 4.2 でアップデートされました。
ID：profilemgr.ServerProfile.PROFILEMGR_TASK_ALERT_ERROR
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-hardware
アクション
1. ファームウェアベースラインを再度適用して展開操作を再度実行してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The firmware update operation failed
症状
予期しない問題のため、サーバー X でファームウェアアップデート操作に失敗しました。
このアラートは、HPE OneView 4.2 でアップデートされました。
ID：profilemgr.ServerProfile.PROFILEMGR_TASK_ALERT_ERROR
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-hardware
アクション
1. ファームウェアベースラインを削除して、再度追加してください。
2. ベースラインの追加が完了した後でサーバーを更新し、ファームウェアのアップデートを再度実行し
てください。
3. それでも問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して次の情報を提供してください。
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• サポートダンプファイル
• iLO から収集された AHS ログ
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The firmware update operation was unable to activate one or more components
症状
ファームウェアアップデート操作で、サーバー X の 1 つ以上のコンポーネントをアクティブ化できません
でした。
このアラートは、HPE OneView 4.2 でアップデートされました。
ID：profilemgr.ServerProfile.PROFILEMGR_TASK_ALERT_ERROR
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-hardware
アクション
1. サーバーを再起動します。
2. ファームウェアアップデートを再度実行してください。
3. それでも問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して次の情報を提供してください。
• サポートダンプファイル
• iLO から収集された AHS ログ
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Unable to update the following components
症状
次のコンポーネントをアップデートできません。これらのコンポーネントのダウングレードが試みられ
ましたが、ダウングレード機能が無効になっているか、ダウングレードを行うのに十分な権限が OneView
にありません。（このメッセージの後にコンポーネントのリストが続きます。）
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：profilemgr.ServerProfile.PROFILEMGR_TASK_ALERT_ERROR
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-profiles/{id}
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アクション
1. iLO Web ユーザーインターフェイスにログインし、[セキュリティ]ページ内の[アクセス設定]に移動し
ます。
2. ダウングレードポリシーをダウングレードの許可に設定します。
3. サーバープロファイルを編集するか再適用して、操作を再度実行します。

The firmware staging operation has failed for the server
症状
iLO レポジトリを利用できないか、またはその書き込み限度に到達したために、サーバー X のファーム
ウェアステージング操作が失敗しました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：profilemgr.ServerProfile.PROFILEMGR_TASK_ALERT_ERROR
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-profiles/{id}
原因
iLO レポジトリには、週ごとの書き込み制限があります。Hewlett Packard Enterprise では、この期間後も
ファームウェアアップデートを続けることをお勧めします。
アクション
1. この期間中にファームウェアをアップデートするには、以下を実行してください。
a. iLO のリセットを実行します。
b. HPE OneView でサーバーを更新します。
c. 操作を再試行してください。

Firmware update on the server has been canceled
症状
サーバーのファームウェアのアップデートがユーザーのリクエストに基づいてキャンセルされました。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：profilemgr.ServerProfile.PROFILEMGR_TASK_EXCEPTION_ERROR
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-hardware
原因
ファームウェアのアップデートが完了していない可能性があります。
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アクション
サーバープロファイルを再適用してファームウェアのインストールを完了することによって、ファーム
ウェアのアップデートを再度実行してください。

Unable to update firmware on the server
症状
サーバー X のファームウェアをアップデートできません。コンポーネントのアップロード操作は既に進
行中です。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：profilemgr.ServerProfile.PROFILEMGR_TASK_EXCEPTION_ERROR
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-profiles/{id}
アクション
現在のコンポーネントのアップロードが完了するまで待ってから、操作を再度実行します。

Unable to update firmware on the server
症状
サーバー X のファームウェアをアップデートできません。コンポーネントにアクセスできません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：profilemgr.ServerProfile.PROFILEMGR_TASK_EXCEPTION_ERROR
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-profiles/{id}
アクション
1. このサーバープロファイルによって参照されているファームウェアバンドルを削除します。
2. ファームウェアバンドルを HPE OneView に再度追加し、操作を再度実行します。
3. それでも問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して次の情報を提供してください。
• サポートダンプファイル
• iLO から収集された AHS ログ

Unable to update firmware on the server
症状
サーバー X のファームウェアをアップデートできません。コンポーネントファイルが無効であるか、ファ
イルに有効な署名がありません。
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このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：profilemgr.ServerProfile.PROFILEMGR_TASK_EXCEPTION_ERROR
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-profiles/{id}
アクション
1. ファームウェアバンドルが信頼できる HPE サイトからダウンロードされたことを確認します。
2. ファームウェアバンドルをダウンロードした後、HPE OneView にアップロードする前にチェックサム
を検証します。
3. 障害の発生しているコンポーネントが、個別にダウンロードされてカスタムのファームウェアバンド
ルに追加されたものである場合は、HPE OneView にアップロードする前にコンポーネントおよび署名
ファイルのチェックサムが正しいことを確認します。

Unable to initiate a firmware update
症状
アップデートする必要のあるコンポーネントの数が iLO レポジトリの容量を超えているため、ファーム
ウェアアップデートを開始できません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：profilemgr.ServerProfile.PROFILEMGR_TASK_EXCEPTION_ERROR
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-profiles/{id}
アクション
1. サーバーのファームウェアコンポーネントをアップデートするには、[ファームウェアのみ]オプション
を選択します。
2. ファームウェアアップデートが完了したら、[ファームウェアと OS ドライバー（Smart Update Tools
を使用）]オプションを選択してサーバーのドライバーコンポーネントをアップデートします。

Encountered an unexpected problem
症状
ファームウェアアップデート操作を開始しようとしたときに予期しない問題が発生しました。インス
トールセットの書き込み操作が失敗しました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：profilemgr.ServerProfile.PROFILEMGR_TASK_EXCEPTION_ERROR
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-profiles/{id}
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アクション
1. ファームウェアバンドルが信頼できる HPE サイトからダウンロードされたことを確認します。
2. ファームウェアバンドルをダウンロードした後、HPE OneView にアップロードする前にチェックサム
を検証します。
3. 障害の発生しているコンポーネントが、個別にダウンロードされてカスタムのファームウェアバンド
ルに追加されたものである場合は、HPE OneView にアップロードする前にコンポーネントおよび署名
ファイルのチェックサムが正しいことを確認します。

Firmware update on the server has been canceled
症状
サーバーのファームウェアのアップデートがユーザーのリクエストに基づいてキャンセルされました。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：profilemgr.ServerProfile.PROFILEMGR_TASK_EXCEPTION_ERROR
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-hardware
原因
ファームウェアのアップデートが完了していない可能性があります。サーバーがファームウェアのイン
ストール中であったためにサーバーの電源がオフにならなかったときに、キャンセルがリクエストされま
した。
アクション
1. iLO コンソールを使用してサーバーを監視し、サーバーの電源を安全にオフにしてください。
2. サーバープロファイルを再適用してファームウェアのインストールを完了することによって、ファー
ムウェアのアップデートを再度実行してください。

The enclosure X firmware is below the minimum supported version
症状
エンクロージャー X のファームウェアがサポートされている最小バージョン（Y）未満です。このエンク
ロージャーはファームウェアがアップデートされない限り管理することができません。
ID：perm.LEfwFailureAlerts.EncFwBelowMin.<enclosureUri>
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/enclosures
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アクション
エンクロージャーファームウェアを、サポートされている最小のファームウェアバージョンまたはより新
しいバージョンを含むファームウェアバンドルに更新してください。

The enclosure X firmware does not match the firmware baseline version
症状
エンクロージャー X のファームウェアがファームウェアベースラインバージョンと一致しません。
ID：perm.LEfwFailureAlerts.EncFwBaselineMismatc<enclosureUri>
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/enclosures
アクション
ファームウェアをアップデートします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る HPE OneView（HPE Synergy 用）ファームウェアおよびドライバーアップデートガイドを参照してく
ださい。

The installed firmware version of X enclosures is below the minimum supported version
症状
（X）エンクロージャーのインストールされているファームウェアバージョンが最小サポートバージョン
（Y）未満です。
ID：perm.LEfwFailureAlerts.LEFwBelowMi
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/enclosures
アクション
エンクロージャーファームウェアをサポートされている最低ファームウェアバージョン、またはより新し
いものを含むファームウェアバンドルにアップデートしてください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る HPE OneView（HPE Synergy 用）ファームウェアおよびドライバーアップデートガイドを参照してく
ださい。

Logical enclosure firmware update failed for X enclosures
症状
論理エンクロージャーのファームウェアアップデートが X エンクロージャー Y で失敗しました。
ID：perm.LEfwFailureAlerts.LEFirmwareAlert
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
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リソース URI：/rest/enclosures
アクション
1. ファームウェアアップデートタスクにアクセスし、障害の理由を調べます。
2. 各エラーの解決手順に従ってください。
3. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The firmware is below the minimum supported version
症状
ファームウェアがサポートされている最小バージョン（X）未満です。このエンクロージャーはファーム
ウェアがアップデートされない限り監視することができません。
ID：perm.EncFwBelowMin
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/enclosures
アクション
エンクロージャーファームウェアを X ファームウェアまたはより新しいものを含むファームウェアバン
ドルにアップデートしてください。

Unable to clear the staging directory
症状
ステージングディレクトリをクリアできません。ステージングを実行中に、ステージングディレクトリの
クリア操作を完了できませんでした。
ID：profilemgr.FirmwareSettingsInconsistent
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：https://{iLO IP アドレス}/rest/v1/systems/1/hpserversettings/firmwaredriverbaselinesettings
原因
• ディレクトリまたはファイルの実行パーミッションがありません。
• 他のプロセスが、ステージングされたファイルを使用しています。
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アクション
1. ステージングディレクトリに正しいパーミッションがあることを確認します。
2. 以前にステージングされたファイルが他のアプリケーションによって使用されていないことを確認し
ます。
3. ベースライン設定を適用することにより、操作を再度実行してください。
4. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Unable to mount the specified baseline because the provided baseline URI link is invalid
症状
提供されたベースライン URI リンクが無効なため、指定されたベースラインをマウントできません。指定
された URI に ISO 拡張子がないか、プロトコルが http または https ではありません。
ID：profilemgr.FirmwareSettingsInconsistent
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：https://{iLO IP アドレス}/rest/v1/systems/1/hpserversettings/firmwaredriverbaselinesettings
原因
ベースライン URI のリンクが正しくありません。
アクション
ベースライン ISO イメージへの有効な URI リンクでリクエストを再発行してください。

Insufficient available disk space to copy the files
症状
ファイルをコピーするための利用可能なディスクスペースが不十分です。利用可能なディスクスペース
がファイルをコピーするために必要なスペースよりも少ないです。
ID：profilemgr.FirmwareSettingsInconsistent
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：https://{iLO IP アドレス}/rest/v1/systems/1/hpserversettings/firmwaredriverbaselinesettings
原因
ディスク容量の不足。
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アクション
ステージングディレクトリが置かれているドライブのディスクスペースを解放してから、ベースライン設
定を再び適用して操作を再度実行してください。

Unable to mount baseline through iLO Virtual Media
症状
iLO 仮想メディアからベースラインをマウントできません。
ID：profilemgr.FirmwareSettingsInconsistent
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：https://{iLO IP アドレス}/rest/v1/systems/1/hpserversettings/firmwaredriverbaselinesettings
原因
• ベースラインにアクセスできません
• ベースラインをホストしている HTTP サーバーがビジーです
アクション
1. 指定したベースラインにアクセスできることを確認してください。
2. iLO 仮想メディアでマウントされているメディアがほかに存在しないことを確認してください。
3. ベースライン設定を適用することにより、操作を再度実行してください。
4. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Unable to mount baseline through iLO Virtual Media because iLO Virtual Media is busy
症状
iLO 仮想メディアがビジーなため、iLO 仮想メディアからベースラインをマウントできません。
ID：profilemgr.FirmwareSettingsInconsistent
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：https://{iLO IP アドレス}/rest/v1/systems/1/hpserversettings/firmwaredriverbaselinesettings
原因
iLO 仮想メディアがビジーです。
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アクション
iLO 仮想メディアでマウントされているメディアをアンマウントしてください。

Unable to mount baseline through iLO Virtual Media because HPE iLO Advanced license
is not available
症状
HPE iLO Advanced ライセンスが利用可能ではないため、iLO 仮想メディアからベースラインをマウント
できません。
ID：profilemgr.FirmwareSettingsInconsistent
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：https://{iLO IP アドレス}/rest/v1/systems/1/hpserversettings/firmwaredriverbaselinesettings
原因
HPE iLO Advanced のライセンスがありません。
アクション
iLO で HPE iLO Advanced ライセンスを追加して、ベースライン設定を再び適用して操作を再度実行して
ください。

The baseline provided is not supported or the concurrent download limit of baseline
has been reached
症状
提供されたベースラインがサポートされないか、ベースラインの同時ダウンロード制限に達しました。
ID：profilemgr.FirmwareSettingsInconsistent
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：https://{iLO IP アドレス}/rest/v1/systems/1/hpserversettings/firmwaredriverbaselinesettings
原因
• 別の実行中のファームウェアアップデートにより、ベースラインの同時ダウンロード制限に達してい
ます。
• ディレクトリの内容が SPP 構造と一致していません。
アクション
1. 提供されたベースラインが SPP である場合は、しばらくしてからベースライン設定を適用することに
より、操作を再度実行してください。
2. 提供されるベースラインが SPP でない場合は、サポートされているベースラインイメージへの有効な
リンクを指定して要求を再送信してください。
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Unable to execute HP SUM
症状
HP SUM を実行できません。
ID：profilemgr.FirmwareSettingsInconsistent
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：https://{iLO IP アドレス}/rest/v1/systems/1/hpserversettings/firmwaredriverbaselinesettings
原因
• SUM バイナリがステージングロケーションに存在しない。
• SUM バイナリが実行権限を持っていない。
• 実行中に SUM に障害が発生した。
アクション
1. SUM バイナリがステージングディレクトリで利用可能で実行権限を持つことを確認してください。
2. 以下のディレクトリを無効にします。
• %temp%\\HPSUM および%systemdrive%\\Windows\\Temp\\HPSUM（Windows）
• /tmp/HPSUM または/tmp/log/sum（Linux）
3. ベースライン設定を適用することにより、操作を再度実行してください。
4. 問題が解決されない場合は、以下の操作を実行します。
a. サーバーにログインし、コマンドプロンプトまたはシェルを開きます。
b. ディレクトリをステージングロケーションに変更します。
c. gatherlogs コマンドを実行して、SUM および SUT のログを収集します。
5. サポートスペシャリストに連絡して、ログとサポートダンプファイルを提供してください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Baseline inventory operation could not be completed
症状
ベースラインインベントリ操作を完了できませんでした。
ID：profilemgr.FirmwareSettingsInconsistent
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：https://{iLO IP アドレス}/rest/v1/systems/1/hpserversettings/firmwaredriverbaselinesettings
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原因
• SUM を起動できません。
• SUM のレポート生成を完了できませんでした。
• レポートには、インベントリ操作を完了するためのデータがありません。
• 別の SUM インスタンスが実行されていました。
• SUM を実行するには、ディスクスペースが不十分です。
アクション
1. SUM で必要なポートが利用可能であることを確認してください。ポートが使用中の場合、SUM が別
のポートを使用して動作するように構成してください。
2. 以下のディレクトリを無効にします。
• %temp%\\HPSUM および%systemdrive%\\Windows\\Temp\\HPSUM（Windows）
• /tmp/HPSUM または/tmp/log/sum（Linux）
3. SUM（hpsum_service_x64）が実行中ではないことを確認してください。
4. 問題が解決されない場合は、以下の操作を実行します。
a. サーバーにログインし、コマンドプロンプトまたはシェルを開きます。
b. ディレクトリをステージングロケーションに変更します。
c. gatherlogs コマンドを実行して、SUM および SUT のログを収集します。
5. サポートスペシャリストに連絡して、ログとサポートダンプファイルを提供してください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Deployment operation could not be completed
症状
展開操作を完了できませんでした。
ID：profilemgr.FirmwareSettingsInconsistent
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：https://{iLO IP アドレス}/rest/v1/systems/1/hpserversettings/firmwaredriverbaselinesettings
原因
• SUM を実行することができません。
• 1 つまたは複数の Smart コンポーネントアップデートの展開を完了できませんでした。
• レポートには、展開操作を完了するためのデータがありません。
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• 別の SUM インスタンスが実行されていました。
• SUM を実行するには、ディスクスペースが不十分です。
アクション
1. SUM で必要なポートが利用可能であることを確認してください。ポートが使用中の場合、SUM が別
のポートを使用して動作するように構成してください。
2. 以下のディレクトリを無効にします。
• %temp%\\HPSUM および%systemdrive%\\Windows\\Temp\\HPSUM（Windows）
• /tmp/HPSUM または/tmp/log/sum（Linux）
3. SUM（hpsum_service_x64）が実行中ではないことを確認してください。
4. ベースライン設定を適用することにより、操作を再度実行してください。
5. 問題が解決されない場合は、以下の操作を実行します。
a. サーバーにログインし、コマンドプロンプトまたはシェルを開きます。
b. ディレクトリをステージングロケーションに変更します。
c. gatherlogs コマンドを実行して、SUM および SUT のログを収集します。
6. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Baseline inventory operation could not be completed
症状
ベースラインインベントリ操作を完了できませんでした。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：profilemgr.FirmwareSettingsInconsistent
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：https://{iLO IP アドレス}/rest/v1/systems/1/hpserversettings/firmwaredriverbaselinesettings
原因
• SUM を起動できません。
• SUM のレポート生成を完了できませんでした。
• レポートには、インベントリ操作を完了するためのデータがありません。
• 別の SUM インスタンスが実行されていました。
• SUM を実行するには、ディスクスペースが不十分です。
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アクション
1. SUM で必要なポートが利用可能であることを確認してください。ポートが使用中の場合、SUM が別
のポートを使用して動作するように構成してください。
2. 以下のディレクトリを無効にします。
• %temp%\\HPSUM および%systemdrive%\\Windows\\Temp\\HPSUM（Windows）
• /tmp/HPSUM（Linux）
3. SUM（hpsum_service_x64）が実行中ではないことを確認してください。
4. ベースライン設定を適用することにより、操作を再度実行してください。
5. 問題が解決されない場合は、以下の操作を実行します。
a. サーバーにログインし、コマンドプロンプトまたはシェルを開きます。
b. ディレクトリをステージングロケーションに変更します。
c. gatherlogs コマンドを実行して、SUM および SUT のログを収集します。
6. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

HP SUM binary could not be executed
症状
HP SUM バイナリを実行できませんでした。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：profilemgr.FirmwareSettingsInconsistent
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：https://{iLO IP アドレス}/rest/v1/systems/1/hpserversettings/firmwaredriverbaselinesettings
原因
• SUM バイナリがステージングロケーションに存在しない。
• SUM バイナリが実行権限を持っていない。
• 実行中に SUM に障害が発生した。
アクション
1. 次のいずれかを実行します。
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• オフラインアップデートの場合、どのコンポーネントが失敗したか確認するため、ファームウェア
アップデートインベントリのレポートを確認してください。
• オンラインアップデートの場合、SUM バイナリがステージングディレクトリで利用可能で実行権限
を持つことを確認してください。
2. 以下のディレクトリを無効にします。
• %localappdata%\\sut\\sum および%systemdrive%\\Windows\\Temp\\sut\\sum（Windows）
• /var/tmp/sut/sum（Linux）
3. 操作を再試行します。
4. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Version of HP Smart Update Manager in the baseline is lower than 7.4.0
症状
ベースライン内の HP Smart Update Manager のバージョンが 7.4.0 よりも古いです。
ID：profilemgr.FirmwareSettingsInconsistent
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：https://{iLO IP アドレス}/rest/v1/systems/1/hpserversettings/firmwaredriverbaselinesettings
原因
ベースライン内の SUM のバージョンが 7.4.0 よりも古いです。
アクション
SUM 7.4.0 以降を使用してベースライン設定を適用することにより、操作を再度実行してください。

Staging directory validation failed
症状
ステージングディレクトリ検証に失敗しました。
ID：profilemgr.FirmwareSettingsInconsistent
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：https://{iLO IP アドレス}/rest/v1/systems/1/hpserversettings/firmwaredriverbaselinesettings
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原因
• ステージングディレクトリが削除されています。
• ステージングディレクトリにアクセスできません。
アクション
1. ステージングディレクトリが利用可能でアクセス可能であることを確認してください。
2. ディスクがネットワークマウントされている場合、ファームウェア展開の間中それが利用可能である
ことを確認してください。
3. ベースライン設定を適用することにより、操作を再度実行してください。

Unable to create staging directory
症状
ステージングディレクトリを作成できません。
ID：profilemgr.FirmwareSettingsInconsistent
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：https://{iLO IP アドレス}/rest/v1/systems/1/hpserversettings/firmwaredriverbaselinesettings
原因
ステージングディレクトリを作成できませんでした。
アクション
1. ステージングディレクトリパスに書き込みおよび実行パーミッションがあることを確認してくださ
い。
2. ベースライン設定を適用することにより、操作を再度実行してください。

Unable to reboot the server
症状
サーバーを再起動できません。
ID：profilemgr.FirmwareSettingsInconsistent
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：https://{iLO IP アドレス}/rest/v1/systems/1/hpserversettings/firmwaredriverbaselinesettings
原因
SUT がアクティブ化中にサーバーを再起動できませんでした。
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アクション
オペレーティングシステムのコマンドを使用して、サーバーを再起動します。

Operation request was changed unexpectedly while processing another request
症状
別のリクエストを実行中に、操作リクエストが予期せず変更されました。
ID：profilemgr.FirmwareSettingsInconsistent
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース ID：https://{iLO IP アドレス}/rest/v1/systems/1/hpserversettings/firmwaredriverbaselinesettings
原因
SUT がリクエストを実行している間、SUT がリクエストを完了する前にベースライン設定が外部クライ
アントにより変更されました。
アクション
1. 常に SUT により処理されるベースラインアップデートが 1 つだけであることを確認してください。
別のベースラインアップデート操作が現在実行中である場合は、完了するのを待ってください。
2. ベースライン設定を適用することにより、操作を再度実行してください。

Unable to copy the files from specified baseline during staging
症状
ステージング中に指定されたベースラインからファイルをコピーできません。
ID：profilemgr.FirmwareSettingsInconsistent
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：https://{iLO IP アドレス}/rest/v1/systems/1/hpserversettings/firmwaredriverbaselinesettings
原因
• ベースラインでコンポーネントが利用可能ではありません。
• ベースラインロケーションにアクセスできなくなっています。
アクション
1. 必要なコンポーネントが、指定したベースラインで使用できることを確認します。
2. ステージの間、ベースラインが HTTP 経由でアクセス可能であることを確認します。
3. ベースライン設定を適用することにより、操作を再度実行してください。
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Unable to stage the components from the specified baseline
症状
指定されたベースラインからコンポーネントをステージングできません。
ID：profilemgr.FirmwareSettingsInconsistent
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：https://{iLO IP アドレス}/rest/v1/systems/1/hpserversettings/firmwaredriverbaselinesettings
原因
指定されたベースラインからコンポーネントをステージング中に予期しない問題が発生しました。
アクション
1. ベースライン設定を適用することにより、操作を再度実行してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Unable to deploy the components from the specified baseline
症状
指定されたベースラインからコンポーネントを展開できません。
ID：profilemgr.FirmwareSettingsInconsistent
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：https://{iLO IP アドレス}/rest/v1/systems/1/hpserversettings/firmwaredriverbaselinesettings
原因
サーバーでコンポーネントを展開中に予期しない問題が発生しました。
アクション
1. ベースライン設定を適用することにより、操作を再度実行してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

HP Smart Update Tools does not understand the baseline request from HP OneView
症状
HP Smart Update Tools は HP OneView からのベースラインリクエストを解釈できません。
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ID：profilemgr.FirmwareSettingsInconsistent
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：https://{iLO IP アドレス}/rest/v1/systems/1/hpserversettings/firmwaredriverbaselinesettings
原因
HPE OneView からのベースラインリクエストに Smart Update Tools が解釈できないデータが含まれて
います。
アクション
1. サーバーを管理する HPE OneView のバージョンがインストールされた Smart Update Tools のバー
ジョンと互換性があることを確認してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）の
HPE OneView（HPE Synergy 用）サポートマトリックスを参照してください。
2. ベースライン設定を適用することにより、操作を再度実行してください。

Unable to download, extract, or mount baseline
症状
ベースラインをダウンロード、抽出またはマウントできません。
ID：profilemgr.FirmwareSettingsInconsistent
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：https://{iLO IP アドレス}/rest/v1/systems/1/hpserversettings/firmwaredriverbaselinesettings
原因
• HPE iLO Advanced ライセンスが利用可能ではないため、iLO 仮想メディアからベースラインをマウン
トできません。
• ベースラインは、本番環境ネットワーク経由でアクセスできません。
• ベースラインをダウンロード、抽出/マウントするために十分なディスクスペースがありません。
アクション
1. iLO 仮想メディアを通じてベースラインをマウントするために、iLO で HPE iLO Advanced ライセンス
を追加してください。
2. ベースラインに、データネットワーク経由でアクセスできることを確認してください。
3. ダウンロードし、抽出、ベースラインをマウントするのに十分なディスク領域があることを確認しま
す。
4. ベースライン設定を適用することにより、操作を再度実行してください。
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The firmware and drivers on X do not match the firmware baseline
症状
X のファームウェアとドライバーがファームウェアベースラインと一致しません。HP Smart Update
Tools が X にインストールされていません。ファームウェアのインストールを完了するために必要です。
ID：profilemgr.FirmwareSettingsInconsistent
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：https://{iLO IP アドレス}/rest/v1/systems/1/hpserversettings/firmwaredriverbaselinesettings
原因
Smart Update Tools がサーバーにインストールされていません。
アクション
1. サーバーに Smart Update Tool をインストールしてください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/sut-docs）にある
Integrated Smart Update Tools User Guide を参照してください。
2. ファームウェアベースラインのインストールでファームウェアのみオプションを使用するよう、サー
バープロファイルを編集します。

The firmware and drivers on X are inconsistent with the firmware baseline
症状
X のファームウェアとドライバーは、ファームウェアベースラインと整合性がありません。
ID：profilemgr.FirmwareSettingsInconsistent
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：https://{iLO IP アドレス}/rest/v1/systems/1/hpserversettings/firmwaredriverbaselinesettings
アクション
サーバーで Smart Update Tools を実行してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/sut-docs）にある
Integrated Smart Update Tools User Guide を参照してください。

The firmware and drivers on X are inconsistent with the firmware baseline, but are in the
process of being updated
症状
X のファームウェアとドライバーはファームウェアベースラインと整合性がありませんが、アップデート
が進行中です。
ID：profilemgr.FirmwareSettingsInconsistent
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
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リソース URI：https://{iLO IP アドレス}/rest/v1/systems/1/hpserversettings/firmwaredriverbaselinesettings
原因
アップデートが進行中です。
アクション
対応する必要はありません。

The firmware and drivers on X are inconsistent with the firmware baseline and a user
action may be necessary to proceed with the update
症状
X のファームウェアとドライバーは、ファームウェアベースラインと整合性がありません。アップデート
を続行するにはユーザーのアクションが必要な場合があります。
ID：profilemgr.FirmwareSettingsInconsistent
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：https://{iLO IP アドレス}/rest/v1/systems/1/hpserversettings/firmwaredriverbaselinesettings
原因
• Smart Update Tools がインストールされていません。
• Smart Update Tools が実行されていません。
• Smart Update Tools は OnDemand モードであり、ファームウェアアップデートが完了していません。
• ファームウェアコンポーネントのインストールに失敗しました。
アクション
1. HPE OneView で、ファームウェアアップデートのステータスを確認してください。
2. 推奨される処置を実行して、アップデートを完了してください。

Unable to perform a firmware update on the server
症状
Smart Update Manager はサーバー X にインストールされているオペレーティングシステムをサポート
していないため、サーバーでファームウェアアップデートを実行できません。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：profilemgr.FirmwareSettingsInconsistent
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：https://{iLO IP アドレス}/rest/v1/systems/1/hpserversettings/firmwaredriverbaselinesettings
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アクション
"ファームウェアのみ"オプションを選択して操作を再度実行し、ドライバーアップデートを手動で管理し
てください。

The firmware baseline applied on the server hardware is inconsistent
症状
サーバーハードウェアに適用されているファームウェアベースラインが、サーバープロファイル内で選択
されているファームウェアベースラインと一致していません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：profilemgr.FirmwareSettingsInconsistent
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-profiles/{id}
アクション
プロファイルを再適用して、選択したファームウェアベースラインがサーバーハードウェアに適用されて
いることを確認してください。

SUT encountered failure during staging
症状
1 つ以上の次の理由により、ステージング中に SUT に障害が発生しました。
（1）ベースラインでコンポー
ネントが利用可能ではありません。
（2）ベースラインロケーションにアクセスできなくなっています。現
在、ステージ操作を実行できません。展開前のスケジュール時間にステージングを再試行します。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：RetryStageAtScheduleTime
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：https://{iLO IP アドレス}/rest/v1/systems/1/hpserversettings/firmwaredriverbaselinesettings
アクション
1. ファームウェアアップデートを再度実行してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Signature verification has failed for SUM in the mounted SPP
症状
マウントされた SPP で SUM の署名検証に失敗しました。
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このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：SUMSecurityVerficationFailed
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：https://{iLO IP アドレス}/rest/v1/systems/1/hpserversettings/firmwaredriverbaselinesettings
アクション
1. マウントされた SPP が改ざんされていないことを検証し、確認してください。信頼性の高いソースか
ら入手した SPP を使用してください。
2. 有効なベースラインを使用してファームウェアアップデートを再度実行してください。

Signature verification has failed for one or more of the smart components
症状
マウントされた SPP で 1 つまたは複数の Smart コンポーネントの署名検証に失敗しました。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：CompSecurityVerficationFailed
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：https://{iLO IP アドレス}/rest/v1/systems/1/hpserversettings/firmwaredriverbaselinesettings
原因
署名が有効でないため、マウントされた SPP の Smart コンポーネントが改ざんされている可能性があり
ます。
アクション
1. マウントされた SPP が改ざんされていないことを検証し、確認してください。信頼性の高いソースか
ら入手した SPP を使用してください。
2. 有効なベースラインを使用してファームウェアアップデートを再度実行してください。

Smart Update Manager in the SPP cannot perform deployment
症状
より高いセキュリティモードで iLO が構成されている場合、SPP の Smart Update Manager は展開を実行
できません（8.1.0 未満の任意のバージョン）。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：SUMVersionMismatchInHighSecurityMode
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：https://{iLO IP アドレス}/rest/v1/systems/1/hpserversettings/firmwaredriverbaselinesettings
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アクション
SUM 8.1.0 以上を持つベースラインを選択して、ファームウェアアップデートを再度実行してください。

A minimum version of 8.1.0 of Smart Update Manager is required
症状
iLO が高セキュリティモードになっている場合、サーバーでファームウェアをアップデートするには、最
小で Smart Update Manager バージョン 8.1.0 が必要です。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：SUMVersionMismatchInHighSecurityMode_Offline
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：https://{iLO IP アドレス}/rest/v1/systems/1/hpserversettings/firmwaredriverbaselinesettings
アクション
SUM 8.1.0 以上を持つベースラインを選択して、ファームウェアアップデートを再度実行してください。

The following firmware components are inconsistent
症状
次のファームウェアコンポーネントは、指定されたファームウェアベースラインとの整合性がありませ
ん。（このメッセージの後にコンポーネントのリストが続きます。）
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：profilemgr.FirmwareNotAtBaseline
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. サーバーの電源を再投入し、POST（Power On Self Test）が完了するまで待機してください。
2. 問題が解決されない場合は、サーバープロファイルを再適用して、ファームウェアを再度アップデー
トしてください。

The selected firmware baseline cannot be used for applying firmware
症状
選択されたファームウェアベースラインは、このサーバーで[ファームウェアのみ（Smart Update Tools を
使用）
]のインストール方法を使用したファームウェアの適用に使用できません。
このアラートは、HPE OneView 5.0 でアップデートされました。
ID：profilemgr.FirmwareNotSupportedGen10Esxi
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
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リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. バージョン 2.4.0.0 以降の Integrated Smart Update Tools（iSUT）をホストオペレーティングシステム
にインストールします。
2. バージョン 8.4.0 以降の Smart Update Manager が含まれているファームウェアベースラインを指定
して、ファームウェアアップデートを再度実行してください。
Smart Update Manager のバージョンは SPP のリリースノートで確認できます。

Unable to apply the profile using the specified option
症状
選択されたファームウェアベースラインを使用して、指定されたオプション[ファームウェアとドライブ
（Smart Update Tools を使用）]でプロファイルを適用できません。
このアラートは、HPE OneView 5.0 でアップデートされました。
ID：profilemgr.FirmwareNotSupportedGen10Esxi
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. バージョン 2.4.0.0 以降の Integrated Smart Update Tools（iSUT）をホストオペレーティングシステム
にインストールします。
2. バージョン 8.4.0 以降の Smart Update Manager が含まれているファームウェアベースラインを指定
して、ファームウェアアップデートを再度実行してください。
Smart Update Manager のバージョンは SPP のリリースノートで確認できます。

Unable to fetch the firmware installation status
症状
サーバーハードウェアからファームウェアインストールステータスをフェッチできません。
このアラートは、HPE OneView 5.0 でアップデートされました。
ID：firmware.config
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. サーバーハードウェアページにサーバーのヘルスを表示して、iLO へのネットワーク接続が正常な状態
であることを確認します。
2. サーバーハードウェアページのアクティビティセクションで、アクティブなネットワーク接続アラー
トがあるかどうかを確認し、推奨される処置に従います。
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3. 操作を再試行してください。
4. それでも問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して次の情報を提供してください。
• サポートダンプファイル
• iLO から収集された AHS ログ
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Signature files for the hotfix have not been uploaded
症状
ホットフィックス X の署名ファイルがファームウェアレポジトリにアップロードされていません。この
ホットフィックスは、すべての署名ファイルがアップロードされるまではカスタム SPP に追加できませ
ん。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：firmware-drivers.fwbundleValidity.firmwareBundle.invalidmulticompsighotfix
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/firmware-drivers/{hotfix}
アクション
Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/support/hpesc%20）から署名ファイ
ルをダウンロードして HPE OneView にアップロードし、すべての署名ファイルをアップロードしてくだ
さい。
Gen10 ホットフィックスは署名ファイルとともにリリースされています。このホットフィックスには X
の署名ファイル Y が必要です。アップロードされた署名ファイルのステータスは、ホットフィックスの全
般セクションで確認できます。

Composer2 ハードウェアヘルスエラー
The appliance iLO canceled the automatic operating system shutdown
症状
アプライアンス iLO が以前に開始したオペレーティングシステムの自動シャットダウンをキャンセルし
ました。理由：X。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID: hpris.iLOEvents.<version>.AutoShutdownCancelled
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：なし
リソース URI：/rest/enclosure/{UUID}
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アクション
対応する必要はありません。

The appliance iLO initiated an automatic operating system shutdown
症状
アプライアンス iLO がオペレーティングシステムの自動シャットダウンを開始しました。理由：X を探し
ます。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：hpris.iLOEvents.<version>.AutoShutdownInitiated
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：なし
リソース URI：/rest/enclosure/{UUID}
アクション
詳しくは、アプライアンス iLO のインテグレーテッドマネジメントログ（IML）を参照してください。

Memory errors detected
症状
スロット X のメモリモジュールでメモリエラーが検出されました。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：hpris.iLOEvents.<version>.CorrectableOrUncorrectableMemoryErrors
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：メモリ
リソース URI：/rest/enclosure/{UUID}
アクション
メモリモジュールを取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
るご使用の製品のメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

The appliance iLO failed to automatically repair the firmware
症状
アプライアンス iLO が X ファームウェアを自動的に修復できませんでした。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：hpris.iLOEvents.<version>.FirmwareValidationAutoRepairFailed
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：なし
リソース URI：/rest/enclosure/{UUID}
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アクション
サポートスペシャリストにお問い合わせください。
指定されたファームウェアには手動のアップデートが必要です。これが解決するまでアプライアンスを
再起動してはなりません。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The appliance firmware integrity scan detected an anomaly
症状
アプライアンスファームウェアの整合性スキャンで X ファームウェアに異常が検出されました。ファー
ムウェアは、統合ファームウェアバックアップレポジトリで利用可能な信頼できるバージョンに自動的に
アップデートされました。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：hpris.iLOEvents.<version>.FirmwareValidationScanErrorRepaired
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：なし
リソース URI：/rest/enclosure/{UUID}
アクション
すぐにサポートスペシャリストにお問い合わせください。
このアラートは、セキュリティの問題の可能性を示しており、追加の分析が必要です。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The appliance firmware integrity scan detected an anomaly
症状
アプライアンスのファームウェア整合性スキャンで、X ファームウェアのアップデートを必要とする異常
が検出されました。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：hpris.iLOEvents.<version>.FirmwareValidationScanFailed
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：なし
リソース URI：/rest/enclosure/{UUID}
アクション
すぐにサポートスペシャリストにお問い合わせください。
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このアラートは、セキュリティの問題の可能性を示しており、追加の分析が必要です。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The appliance iLO could not communicate with the Insight Remote Support component
症状
アプライアンス iLO は OneView の Insight Remote Support コンポーネントと通信できませんでした。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：hpris.iLOEvents.<version>.ILOToInsightRemoteSupportCommunicationFailure
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：リモートサポート
リソース URI：/rest/enclosure/{UUID}
アクション
1. エンクロージャーを更新してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストにお問い合わせください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The appliance had a power fault while attempting to power on
症状
アプライアンスは電源をオンにしようとして電源障害が発生しました。アプライアンスシステムボード
上のデバイス X が見つからないか、または正しく固定されていない可能性があります。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：hpris.iLOEvents.<version>.InterlockFailureErrorPowerOn
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：なし
リソース URI：/rest/enclosure/{UUID}
アクション
1. アプライアンスシステムボード上の障害のあるデバイスを取り外して、再度取り付けます。
2. アプライアンスをエンクロージャーに再挿入します。
3. アプライアンスが起動するまでお待ちください。
4. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストにお問い合わせください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする
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The appliance was shut down due to a power fault
症状
電源障害によりアプライアンスがシャットダウンしました。アプライアンスシステムボード上のデバイ
ス X が見つからないか、または正しく固定されていない可能性があります。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：hpris.iLOEvents.<version>.InterlockFailureErrorRuntime
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：なし
リソース URI：/rest/enclosure/{UUID}
アクション
1. アプライアンスシステムボード上の障害のあるデバイスを取り外して、再度取り付けます。
2. アプライアンスをエンクロージャーに再挿入します。
3. アプライアンスが起動するまでお待ちください。
4. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストにお問い合わせください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The appliance experienced a power fault
症状
電源がオフの間にアプライアンスに電源障害が発生しました。アプライアンスシステムボード上のデバ
イス X が見つからないか、または正しく固定されていない可能性があります。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：hpris.iLOEvents.<version>.InterlockFailureErrorStandby
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：なし
リソース URI：/rest/enclosure/{UUID}
アクション
1. アプライアンスシステムボード上の障害のあるデバイスを取り外して、再度取り付けます。
2. アプライアンスをエンクロージャーに再挿入します。
3. アプライアンスが起動するまでお待ちください。
4. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストにお問い合わせください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする
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The appliance experienced a power fault
症状
アプライアンスに電源障害が発生しました。アプライアンスシステムボード上のデバイス X が見つから
ないか、または正しく固定されていない可能性があります。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：hpris.iLOEvents.<version>.InterlockFailureErrorUnknown
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：なし
リソース URI：/rest/enclosure/{UUID}
アクション
1. アプライアンスシステムボード上の障害のあるデバイスを取り外して、再度取り付けます。
2. アプライアンスをエンクロージャーに再挿入します。
3. アプライアンスが起動するまでお待ちください。
4. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストにお問い合わせください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Connectivity is lost for the appliance adapter
症状
スロット X、ポート Y にあるアプライアンスアダプタの接続が失われました。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：hpris.iLOEvents.<version>.NicConnectivityLost
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ネットワーク
リソース URI：/rest/enclosure/{UUID}
アクション
1. ハードウェアセットアップまたはフレームリンクモジュールのフェールオーバーが進行中の場合は、
プロセスが完了するまで待ちます。
プロセスが完了し、すべてのネットワークリンクがリストアされると、アラートは自動的にクリアさ
れます。
2. 30 分経ってもアラートがクリアされない場合は、フレームリンクモジュールをリセットしてください。
3. それでもアラートがクリアされない場合は、アプライアンスを取り外して、再挿入します。
4. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする
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Power On Self-Test (POST) errors occurred during appliance restart
症状
アプライアンスの再起動中に、POST（Power On Self-Test）エラーが発生しました。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：hpris.iLOEvents.<version>.POSTErrorsOccurred
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：なし
リソース URI：/rest/enclosure/{UUID}
アクション
1. このアラートのイベントの詳細にリストされている IML イベントを表示して、この問題に対する考え
られる原因と推奨される処置を確認してください。
2. 原因を特定できない場合は、アプライアンスの電源をオフにします。
3. アプライアンスを取り外し、エンクロージャーに再挿入してください。
4. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストにお問い合わせください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The appliance was shut down
症状
CPU 温度がしきい値を超えたため、アプライアンスはシャットダウンしました。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：hpris.iLOEvents.<version>.PowerFailureCpuThermalTrip
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/enclosure/{UUID}
アクション
1. エンクロージャーのファンまたは冷却アラートを解決してください。
2. アプライアンスを取り外し、何もエンクロージャーの冷却入り口を塞いでいないことを確認してから
再度挿入します。
3. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする
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The appliance was shut down
症状
1 つ以上のヒューズが作動したため、アプライアンスはシャットダウンしました。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：hpris.iLOEvents.<version>.PowerFailureErrorBadFuse
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/enclosure/{UUID}
アクション
1. エンクロージャーの電力アラートをチェックし、指示に従ってアラートを解決してください。
2. アプライアンスを取り外し、エンクロージャーに再挿入してください。
3. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストにお問い合わせください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The appliance was shut down
症状
入力電源が取り外されたため、アプライアンスはシャットダウンしました。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：hpris.iLOEvents.<version>.PowerFailureErrorInputPowerLoss
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/enclosure/{UUID}
アクション
1. エンクロージャーの電力アラートをチェックし、指示に従ってアラートを解決してください。
2. エンクロージャーに電力アラートがない場合は、アプライアンスを取り外し、エンクロージャーに再
挿入してください。
3. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストにお問い合わせください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The appliance was shut down
症状
温度センサー（エリア：X、グループ：Y）がクリティカルしきい値を超えたため、アプライアンスは
シャットダウンしました。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
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ID：hpris.iLOEvents.<version>.PowerFailureErrorTempAboveCritical
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/enclosure/{UUID}
アクション
1. エンクロージャーのファンまたは冷却アラートを解決してください。
2. アプライアンスを取り外し、何もエンクロージャーの冷却入り口を塞いでいないことを確認してから
再度挿入します。
3. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストにお問い合わせください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The appliance experienced a power fault
症状
電源をオンにしようとしてアプライアンスに電源障害が発生しました。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：hpris.iLOEvents.<version>.PowerFailurePowerOn
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/enclosure/{UUID}
アクション
1. エンクロージャーの電力アラートをチェックし、指示に従ってアラートを解決してください。
2. エンクロージャーに電力アラートがない場合は、アプライアンスを取り外し、エンクロージャーに再
挿入してください。
3. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストにお問い合わせください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The appliance was shut down due to a power fault
症状
電源障害によりアプライアンスがシャットダウンしました。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：hpris.iLOEvents.<version>.PowerFailureRuntime
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/enclosure/{UUID}
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アクション
1. エンクロージャーの電力アラートをチェックし、指示に従ってアラートを解決してください。
2. エンクロージャーに電力アラートがない場合は、アプライアンスを取り外し、エンクロージャーに再
挿入してください。
3. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストにお問い合わせください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The appliance experienced a power fault
症状
電源がオフの間にアプライアンスに電源障害が発生しました。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：hpris.iLOEvents.<version>.PowerFailureStandby
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/enclosure/{UUID}
アクション
1. エンクロージャーの電力アラートをチェックし、指示に従ってアラートを解決してください。
2. エンクロージャーに電力アラートがない場合は、アプライアンスを取り外し、エンクロージャーに再
挿入してください。
3. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストにお問い合わせください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The appliance experienced a power fault
症状
アプライアンスに電源障害が発生しました。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：hpris.iLOEvents.<version>.PowerFailureUnknown
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/enclosure/{UUID}
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アクション
1. エンクロージャーの電力アラートをチェックし、指示に従ってアラートを解決してください。
2. エンクロージャーに電力アラートがない場合は、アプライアンスを取り外し、エンクロージャーに再
挿入してください。
3. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストにお問い合わせください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

A system board power protection fault was detected
症状
アプライアンスでシステムボードの電源保護障害が検出されました。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：hpris.iLOEvents.<version>.PowerProtectionFault
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：なし
リソース URI：/rest/enclosure/{UUID}
アクション
1. このアラートのイベントの詳細にリストされている IML イベントを表示して、この問題に対する考え
られる原因と推奨される処置を確認してください。
2. 原因を特定できない場合は、アプライアンスの電源をオフにします。
3. アプライアンスを取り外し、エンクロージャーに再挿入してください。
4. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストにお問い合わせください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Power threshold has been exceeded
症状
電力しきい値を超えました（警告タイプ：X、しきい値：Y ワット、時間：Z 分）。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：hpris.iLOEvents.<version>.PowerThresholdBreach
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/enclosure/{UUID}
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アクション
1. アラートを手動でクリアしてからアプライアンスを再起動してください
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストにお問い合わせください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The appliance processor state is degraded
症状
アプライアンスプロセッサー状態が劣化しています。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：hpris.iLOEvents.<version>.ProcessorStatusDegraded
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：プロセッサー
リソース URI：/rest/enclosure/{UUID}
アクション
1. このアラートのイベントの詳細にリストされている IML イベントを表示して、この問題に対する考え
られる原因と推奨される処置を確認してください。
2. 原因を特定できない場合は、アプライアンスの電源をオフにします。
3. アプライアンスを取り外し、エンクロージャーに再挿入してください。
4. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストにお問い合わせください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The appliance did not start up
症状
セキュアブート認証の失敗により、アプライアンスが起動しませんでした。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：hpris.iLOEvents.<version>.SecureBootAuthCertFail
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：なし
リソース URI：/rest/enclosure/{UUID}
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アクション
Synergy Composer または Image Streamer の HPE 提供のイメージで、アプライアンスのイメージを再構
築してください。

The appliance did not start up
症状
セキュアブート認証の失敗により、アプライアンスが起動しませんでした。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：hpris.iLOEvents.<version>.SecureBootAuthFail
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：なし
リソース URI：/rest/enclosure/{UUID}
アクション
Synergy Composer または Image Streamer の HPE 提供のイメージで、アプライアンスのイメージを再構
築してください。

The appliance iLO's security override switch has been disengaged
症状
アプライアンス iLO のセキュリティオーバーライドスイッチが切れています。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：hpris.iLOEvents.<version>.SecurityOverrideDisengaged
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：なし
リソース URI：/rest/enclosure/{UUID}
アクション
対応する必要はありません。

The appliance iLO's security override switch has been engaged
症状
アプライアンス iLO のセキュリティオーバーライドスイッチが入っています。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：hpris.iLOEvents.<version>.SecurityOverrideEngaged
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：なし
リソース URI：/rest/enclosure/{UUID}
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アクション
対応する必要はありません。

The appliance is OK after a thermal shutdown
症状
サーマルシャットダウン後、アプライアンスは良好です。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：hpris.iLOEvents.<version>.ServerOperational
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：温度
リソース URI：/rest/enclosure/{UUID}
アクション
対応する必要はありません。

The appliance is powered off
症状
アプライアンスの電源がオフになっています。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID: hpris.iLOEvents.<version>.ServerPoweredOff
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/enclosure/{UUID}
アクション
対応する必要はありません。

The appliance is powered on
症状
アプライアンスの電源がオンになっています。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：hpris.iLOEvents.<version>.ServerPoweredOn
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/enclosure/{UUID}
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アクション
対応する必要はありません。

The appliance could not be powered on
症状
アプライアンスは電源オンできませんでした。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：hpris.iLOEvents.<version>.ServerPowerOnFailure
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/enclosure/{UUID}
アクション
1. エンクロージャーの電力アラートをチェックし、指示に従ってアラートを解決してください。
2. エンクロージャーに電力アラートがない場合は、このアラートのイベントの詳細にリストされている
IML イベントを表示して、この問題に対する考えられる原因と推奨される処置を確認してください。
3. 原因を特定できない場合は、アプライアンスを取り外し、エンクロージャーに取り付け直してくださ
い。
4. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストにお問い合わせください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The appliance is reset
症状
アプライアンスがリセットされます。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：hpris.iLOEvents.<version>.ServerResetDetected
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：DeviceBay
リソース URI：/rest/enclosure/{UUID}
アクション
サーバーリセットの原因の詳細については、インテグレーテッドマネジメントログを参照してください。

An SNMP authentication failure occurred
症状
アプライアンス iLO で SNMP の認証失敗が発生しました。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
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ID：hpris.iLOEvents.<version>.SNMPAuthenticationFailure
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：なし
リソース URI：/rest/enclosure/{UUID}
アクション
問題の原因を調査し、必要に応じてセキュリティ対策を講じてください。

The appliance battery has either failed or is about to fail
症状
アプライアンスバッテリで障害が発生した、または障害が発生しようとしています。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：hpris.iLOEvents.<version>.SystemBatteryFailed
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：なし
リソース URI：/rest/enclosure/{UUID}
アクション
アプライアンスバッテリを交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
るご使用の製品のメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

The appliance battery has been removed
症状
アプライアンスバッテリが取り外されました。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：hpris.iLOEvents.<version>.SystemBatteryRemoved
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：なし
リソース URI：/rest/enclosure/{UUID}
アクション
対応する必要はありません。

The appliance power allocation could not be optimized
症状
アプライアンスの電力割当てを最適化できませんでした。アプライアンスの電力リクエストが増えまし
た。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。

HPE OneView のエラーとアラート

865

ID：hpris.iLOEvents.<version>.SystemPowerAllocationNotOptimized
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/enclosure/{UUID}
アクション
1. このアラートのイベントの詳細にリストされている IML イベントを表示して、この問題に対する考え
られる原因と推奨される処置を確認してください。
2. 原因を特定できない場合は、アプライアンスの電源をオフにします。
3. アプライアンスを取り外し、エンクロージャーに再挿入してください。
4. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストにお問い合わせください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The appliance could not be powered
症状
ステータス X の FRU デバイス読み取りエラーのため、アプライアンスの電源を入れることができません
でした。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：hpris.iLOEvents.<version>.SystemPowerOnDenied
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/enclosure/{UUID}
アクション
1. アプライアンスの電源が切断されていることを確認してください。
2. アプライアンスを取り外し、エンクロージャーに再挿入してください。
3. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストにお問い合わせください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The appliance temperature is outside the normal operating range
症状
アプライアンスの温度が、位置 X の正常な動作範囲から外れています。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：hpris.iLOEvents.<version>.ThermalStatusDegradedSysContinue
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：温度
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リソース URI：/rest/enclosure/{UUID}
アクション
1. エンクロージャーのファンまたは冷却アラートを解決してください。
2. アプライアンスの電源をオフにします。
3. アプライアンスを取り外し、何もエンクロージャーの冷却入り口を塞いでいないことを確認してから
再度挿入します。
4. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The appliance temperature is outside the normal operating range
症状
アプライアンスの温度が、位置 X の正常な動作範囲から外れています。アプライアンスはシャットダウン
します。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：hpris.iLOEvents.<version>.ThermalStatusDegradedSysShutdown
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：温度
リソース URI：/rest/enclosure/{UUID}
アクション
1. エンクロージャーのファンまたは冷却アラートを解決してください。
2. アプライアンスの電源をオフにします。
3. アプライアンスを取り外し、何もエンクロージャーの冷却入り口を塞いでいないことを確認してから
再度挿入します。
4. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The appliance temperature has exceeded the critical threshold
症状
アプライアンスの温度が位置 X でクリティカルしきい値を超えました。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：hpris.iLOEvents.<version>.ThermalStatusFailure
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：温度
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リソース URI：/rest/enclosure/{UUID}
アクション
1. エンクロージャーのファンまたは冷却アラートを解決してください。
2. アプライアンスの電源をオフにします。
3. アプライアンスを取り外し、何もエンクロージャーの冷却入り口を塞いでいないことを確認してから
再度挿入します。
4. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The appliance temperature has returned to the normal operating range
症状
アプライアンスの温度が、正常な動作範囲に戻りました。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：hpris.iLOEvents.<version>.ThermalStatusOK
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：温度
リソース URI：/rest/enclosure/{UUID}
アクション
対応する必要はありません。

Authentication failures detected on the appliance iLO
症状
アプライアンス iLO で X 回を超える認証失敗が検出されました。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：hpris.iLOEvents.<version>.UnauthorizedLoginAttempts
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：なし
リソース URI：/rest/enclosure/{UUID}
アクション
1. 最近アプライアンスでハードウェアセットアップが行われた場合は、エンクロージャーを更新します。
2. 問題が解決しない場合は、アプライアンスの iLO イベントログを確認してログイン試行の原因を特定
し、必要に応じてセキュリティ対策を講じてください。
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環境リソースマネージャのエラー
Power delivery device is missing a value
症状
電力供給デバイス X の値が欠落しています。
ID：ERM.config_missing.ANALYSIS_CONFIG_MESSAGE_NOCAP
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/power-devices/{id}
アクション
X を編集して、容量を指定してください。

Worst case power consumption for the power delivery device
症状
電力供給デバイス X の消費電力の最悪のケースは Y ですが、これは容量を Z 超えています。
ID：ERM.overload.ANALYSIS_CONFIG_MESSAGE_MAXCAP
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/power-devices/{id}
アクション
1. X の容量が正しく指定されていることを確認します。
2. システム構成を変更するか、接続されたデバイスが容量を超えないようにするために消費電力上限を
適用してください。

Worst case power consumption for the power delivery device
症状
電力供給デバイス X の消費電力の最悪のケースは Y ですが、これは最小消費電力 Z を下回っています。
ID：ERM.config_error.ANALYSIS_CONFIG_MESSAGE_MINMAX
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/power-devices/{id}
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アクション
最小値と最悪のケースの消費電力値が正しく指定されていることを確認してください。

Worst case power consumption is not specified
症状
システム X の消費電力の最悪のケースが指定されていません。
ID：ERM.config_missing.ANALYSIS_CONFIG_MESSAGE_NOMAX
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/server-hardware/{id} or /rest/unmanaged-devices/{id}
アクション
1. リソースを更新して、再度実行します。
2. あるいは、X を編集して、手動で消費電力値の最悪のケースを指定します。

Power delivery device has no attached device
症状
電力供給デバイス X にはデバイスが接続されていませんが、電力測定結果は何かが接続されていることを
示しています。
ID：ERM.config_missing.ANALYSIS_CONFIG_MESSAGE_MISSINGCHILD
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/power-devices/{id}
アクション
1. デバイス X の子デバイスとして、不足しているシステムを接続します。
2. システムが検出されない場合、"非管理デバイス"を作成して接続してください。

Maximum power consumption is less than peak observed power
症状
最大消費電力(X)が電力供給デバイス Z の実際の最大電力(Y)を下回っています。
ID：ERM.config_error.ANALYSIS_CONFIG_MESSAGE_RESETPEAK
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/power-devices/{id}
原因
以下のいくつかの問題によって不一致が発生する可能性があります：
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• 接続された 1 つまたは複数のシステムの最大消費電力をアップデートする必要がある。
• 1 つまたは複数の電力消費システムが構成に見つからない。
• 電力消費システムが構成から削除されており、実際の最大電力がこの新しい構成にまだ反映されてい
ない。
アクション
原因を確認し、適切に対応してください。
実際の最大電力は 24 時間以内に自動的に再計算されます。

Incorrect phase type for power delivery device
症状
電力供給デバイス X のフェーズタイプが正しくありません。X のフェーズタイプは A と指定されていま
すが、B と指定された Y に電力を供給します。
ID：ERM.config_error.ANALYSIS_CONFIG_MESSAGE_PHASETYPE
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/power-devices/{id}
アクション
フェーズタイプが正しく構成されていることを確認してください。

The capacity of X is less than the capacity of Y
症状
X の容量が Y の容量を下回っています。電力供給デバイスの容量は、電力が供給されるデバイスの容量よ
り大きくなければなりません。
ID：ERM.config_error.ANALYSIS_CONFIG_MESSAGE_CAPACITY
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/power-devices/{id}
アクション
指定された電力供給デバイスを編集して、手動で容量をアップデートしてください。

{Device} is physically mounted in rack A
症状
X はラック A に物理的にマウントされていますが、ラック B 内の Y により電力供給されています。
ID：ERM.config_missing.ANALYSIS_CONFIG_MESSAGE_MISSINGCHILD
重大度：警告
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ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/racks/{id}
アクション
指定されたデバイスを編集して、構成を修正してください。

Worst case power consumption for the rack
症状
ラック X の消費電力の最悪のケースは Y ですが、これは電力容量を Z 超えています。
ID：ERM.overload.ANALYSIS_CONFIG_MESSAGE_RACKCAP
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/racks/{id}
アクション
1. X の電力容量が正しく指定されていることを確認します。
2. ラック構成を変更するか、接続されたデバイスが容量を超えないようにするために消費電力上限を適
用してください。

Worst case power consumption for the rack
症状
ラック X の消費電力の最悪のケースは Y ですが、これは温度制限を Z 超えています。
ID：ERM.overload.ANALYSIS_CONFIG_MESSAGE_RACKTHERMALLIMIT
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/racks/{id}
アクション
1. X の温度制限が正しく指定されていることを確認します。
2. ラック構成を変更するか、接続されたデバイスが容量を超えないようにするために消費電力上限を適
用してください。

The system is not configured for redundant power
症状
X の接続された電力入力があるため、システムは冗長電力に構成されていません。冗長電力にするため
に、システムは少なくとも Y の接続された電力入力が必要です。
ID：ERM.redundancy.ANALYSIS_REDUNDANCY_MESSAGE_POWERINPUT
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：電源
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リソース URI：/rest/server-hardware/{id} and /rest/enclosures/{id}
アクション
• より多くの冗長電力供給デバイスを使用してシステムを構成します。
• 構成がターゲットシステムと一致することを確認します。

The system is not configured for redundant power
症状
A 側に X 個の冗長電力供給デバイスがあるため、システムは冗長電力用に構成されていません。システム
が冗長電力を使用するには、それぞれの側に少なくとも Y 個の冗長電力供給デバイスが必要です。
ID：ERM.redundancy.ANALYSIS_REDUNDANCY_MESSAGE_POWERPATHA
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/server-hardware/{id} and /rest/enclosures/{id}
アクション
• より多くの冗長電力供給デバイスを A 側に使用してシステムを構成します。
• 構成がターゲットシステムと一致していることを確認します。

The system is not configured for redundant power
症状
B 側に X 個の冗長電力供給デバイスがあるため、システムは冗長電力用に構成されていません。システム
が冗長電力を使用するには、それぞれの側に少なくとも Y 個の冗長電力供給デバイスが必要です。
ID：ERM.redundancy.ANALYSIS_REDUNDANCY_MESSAGE_POWERPATHB
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/server-hardware/{id} and /rest/enclosures/{id}
アクション
• より多くの冗長電力供給デバイスを B 側に使用してシステムを構成します。
• 構成がターゲットシステムと一致していることを確認します。

The system is not configured for redundant power
症状
A 側に X 個の冗長電力供給デバイス、B 側に Y 個の冗長電力供給デバイスがあるため、システムは冗長電
力用に構成されていません。システムが冗長電力を使用するには、それぞれの側に少なくとも Z 個の冗長
電力供給デバイスが必要です。
ID：ERM.redundancy.ANALYSIS_REDUNDANCY_MESSAGE_POWERPATHAB
重大度：警告
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ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/server-hardware/{id} and /rest/enclosures/{id}
アクション
• システムの A 側と B 側により多くの冗長電力供給デバイスを構成します。
• 構成がターゲットシステムと一致していることを確認します。

Utilization data has not been successfully collected
症状
X 分間および Y 試行の間、利用データは正常に収集されていません。
ID：ERM.DEVICE_HISTORY_DATA_COLLECTION_FAILURE
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：なし
リソース URI：/rest/server-hardware/{id} and /rest/enclosures/{id}
アクション
既存のネットワークの接続に関する問題を解決し、iLO がアクセス可能であることを確認してください。

Unable to update the rack name for the enclosure
症状
エンクロージャーのラック名をアップデートできません。
ID：Enclosure.erm.rackNameUpdate
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：エンクロージャー
リソース URI：/rest/enclosures/{id}
アクション
1. エンクロージャーへのネットワーク接続を確認します。
2. 操作を再試行してください。

SAN Manager エラー
A SAN switch is not accessible
症状
SAN スイッチ（{スイッチ名}）はアクセスできません。
このアラートは、HPE OneView 3.1 では変更されました。
ID：Sanrm.San.BadSwitch
重大度：クリティカル
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ヘルスカテゴリ：fc-sans
リソース URI：/rest/fc-sans/managed-sans/{id}
アクション
SAN Manager が SAN のスイッチを認識していることと、そのステータスが正常であることを確認しま
す。

A SAN interconnect port is not configured correctly
症状
SAN インターコネクトポートが正しく構成されていません。
ID：Sanrm.San.CannotAddPort
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：fc-sans
リソース URI：/rest/fc-sans/managed-sans/{id}
アクション
インターコネクトポート構成を確認してください。

A device is being configured
症状
デバイスは{スイッチ名}を構成中です。
ID：Sanrm.San.Configuring
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：fc-sans
リソース URI：/rest/fc-sans/managed-sans/{id}
アクション
SAN 構成が完了するのを待って、再度実行してください。

Unable to communicate with a required service
症状
必須サービスと通信できません。サービスがきわめてビジーな状態にあるか、あるいは現在利用できませ
ん。
ID：Sanrm.San.ConnectivityServiceBusy
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：fc-sans
リソース URI：/rest/fc-sans/managed-sans/{id}
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原因
必要なサービスはビジーです。
アクション
システムがビジーでなくなるまで待って、SAN を更新してください。

Unable to communicate with a required service
症状
必須サービスと通信できません。
ID：Sanrm.San.ConnectivityServiceCommunicationFailed
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：fc-sans
リソース URI：/rest/fc-sans/managed-sans/{id}
原因
必要なサービスへの通信に失敗しました。
アクション
1. 数分待ってからリソースを更新してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

A device reports that its performance is degraded
症状
デバイスはパフォーマンスの劣化をレポートしています{スイッチ名}。
ID：Sanrm.San.Degraded
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：fc-sans
リソース URI：/rest/fc-sans/managed-sans/{id}
原因
SAN パフォーマンスが劣化しています。
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アクション
SAN の負荷を調査してください。

A required SAN is empty
症状
必要な SAN が空です。
ID：Sanrm.San.EmptySan
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：fc-sans
リソース URI：/rest/fc-sans/managed-sans/{id}
アクション
すべての SAN がポートを持っていて、SAN Manager で管理されていることを確認してください。

A device reports an unspecified error
症状
デバイスは未指定エラーをレポートしています{スイッチ名}。
ID：Sanrm.San.Error
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：fc-sans
リソース URI：/rest/fc-sans/managed-sans/{id}
原因
SAN スイッチは予期しないエラーをレポートしました。
アクション
詳しい情報は SAN Manager を確認してください。

A device predicts that it will fail soon
症状
デバイスは近い将来に障害が発生すると予測しています{スイッチ名}。
ID：Sanrm.San.FailurePredicted
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：fc-sans
リソース URI：/rest/fc-sans/managed-sans/{id}
原因
SAN スイッチに近いうちに障害が発生する可能性があります。
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アクション
詳しい情報は SAN Manager を確認してください。

A SAN detected an FC network status error
症状
SAN が FC ネットワーク状態エラーを検出しました。
ID：Sanrm.San.FCNetworkStatusError
重大度：警告/クリティカル
ヘルスカテゴリ：fc-sans
リソース URI：/rest/fc-sans/managed-sans/{id}
原因
FC ネットワークのエラーです。
アクション
FC ネットワークを修正してください。

Unable to perform SAN zoning operations
症状
現在のゾーニング構成では SAN ゾーニングの操作を実行できません。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：Sanrm.San.InvalidZoneConfiguration
重大度：警告/クリティカル
ヘルスカテゴリ：fc-sans
リソース URI：/rest/fc-sans/managed-sans/{id}
アクション
1. 数分待ってからリソースを更新してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。

The maximum number of sessions has been reached
症状
デバイスでセッションの最大数に達しました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：Sanrm.San.MaxLoginSessionsReached
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：fc-sans
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リソース URI：/rest/fc-sans/managed-sans/{id}
アクション
• より多くの同時セッションを許可するようにデバイスをアップデートします。
• 1 つ以上のセッションが終了するまで待ってから、操作を再試行します。

A required SAN has no Principal switch
症状
必要な SAN がプリンシパルスイッチを持っていません。
ID：Sanrm.San.MissingPrincipalSwitch
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：fc-sans
リソース URI：/rest/fc-sans/managed-sans/{id}
原因
SAN はプリンシパルスイッチ WWN を持っていません。
アクション
SAN 構成を確認してください。

A required SAN cannot be found
症状
必要な SAN が見つかりません。
ID：Sanrm.San.MissingSan
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：fc-sans
リソース URI：/rest/fc-sans/managed-sans/{id}
原因
SAN が見つかりません。
アクション
すべての SAN が SAN Manager で管理されていることを確認してください。

A device has reported a non-recoverable error
症状
デバイスは回復不能なエラーをレポートしました{スイッチ名}。
ID：Sanrm.San.NonRecoverableError
重大度：クリティカル
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ヘルスカテゴリ：fc-sans
リソース URI：/rest/fc-sans/managed-sans/{id}
原因
SAN スイッチは回復不能なエラーをレポートしました。
アクション
詳しい情報は SAN Manager を確認してください。

The user does not have permission to perform the requested action
症状
ユーザーには、デバイスで要求された操作を実行するためのパーミッションがありません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：Sanrm.San.PermissionDenied
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：fc-sans
リソース URI：/rest/fc-sans/managed-sans/{id}
アクション
デバイスに対するユーザーパーミッションを変更して、操作を再度実行します。

Communication to the SAN has been lost
症状
SAN への通信が失われました。
ID：Sanrm.San.SanCommunicationLost
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：fc-sans
リソース URI：/rest/fc-sans/managed-sans/{id}
原因
SAN Manager とスイッチ間の接続の問題
アクション
SAN Manager がすべてのスイッチと通信できることを確認してください。

A required service did not respond in a timely fashion
症状
必要なサービスがタイムリーに応答しませんでした。
ID：Sanrm.San.ServiceTimeout
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重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：fc-sans
リソース URI：/rest/fc-sans/managed-sans/{id}
原因
必要なサービスはビジーです。
アクション
1. このサービスがあまりビジーでないときに、この操作をやりなおしてください。
2. 問題が解決されない場合は、アプライアンスを再起動してください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

A device reports that it is under stress
症状
デバイスはストレス状態であることをレポートしています{スイッチ名}。
ID：Sanrm.San.Stressed
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：fc-sans
リソース URI：/rest/fc-sans/managed-sans/{id}
原因
SAN スイッチはストレス状態です。
アクション
詳しい情報は SAN Manager を確認してください。

A device reports that an entity on which it depends is in an error state
症状
デバイスは依存するエンティティがエラー状態であることをレポートしています{スイッチ名}。
ID：Sanrm.San.SupportingEntityError
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：fc-sans
リソース URI：/rest/fc-sans/managed-sans/{id}
原因
SAN スイッチは依存するエンティティがエラー状態であることをレポートしました。
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アクション
追加情報は SAN Manager を確認してください。

An unexpected error occurred
症状
予期しないエラーが発生しました。
ID：Sanrm.San.UnexpectedProblem
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：fc-sans
リソース URI：/rest/fc-sans/managed-sans/{id}
アクション
1. 操作を再試行してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

An unexpected error occurred during refresh
症状
更新中に予期しないエラーが発生しました。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：Sanrm.San.UnhandledRefreshError
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：fc-sans
リソース URI：/rest/fc-sans/managed-sans/{id}
アクション
デバイスがサポートされている構成で実行されていることを確認してください。問題の解決を試みるた
めに、別の SAN の更新が自動的に開始しました。

An unexpected error occurred during refresh
症状
更新中に予期しないエラーが発生しました。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：Sanrm.San.UnhandledRefreshError
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：fc-sans
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リソース URI：/rest/fc-sans/managed-sans/{id}
アクション
デバイスがサポートされている構成で実行されていることを確認してください。問題の解決を試みるた
めに、別の SAN の更新が自動的に開始しました。

An unknown error has occurred
症状
原因不明のエラーが発生しました。
ID：Sanrm.San.Unknown
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：fc-sans
リソース URI：/rest/fc-sans/managed-sans/{id}
アクション
詳しい情報は SAN Manager を確認してください。

SAN is in unsupported zoning mode
症状
SAN がサポートされないゾーンモードです。
ID：Sanrm.San.UnsupportedZoneMode
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：fc-sans
リソース URI：/rest/fc-sans/managed-sans/{id}
原因
SAN は enhanced ゾーンモードです。
アクション
SAN 操作のために、SAN のゾーンモードを basic ゾーンモードに変更します。

Incorrect credentials for the SAN manager
症状
SAN Manager の認証情報が間違っています。
ID：Sanrm.SanManager.BadCredential
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：fc デバイスマネージャー
リソース URI：/rest/fc-sans/device-managers/{id}
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原因
無効なユーザー名またはパスワードです。
アクション
SAN Manager にアクセスするには、有効なユーザー名とパスワードを入力します。

Communication with the SAN manager failed
症状
SAN Manager との通信が失敗しました。
ID：Sanrm.SanManager.CommunicationLost
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：fc-sans
リソース URI：/rest/fc-sans/device-managers/{id}
原因
ネットワークの接続に関する問題。
アクション
SAN Manager との接続に関する問題を解決します。

The SAN manager is not configured correctly
症状
SAN Manager が正しく構成されていません。
ID：Sanrm.SanManager.ConfigurationProblem
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：fc デバイスマネージャー
リソース URI：/rest/fc-sans/device-managers/{id}
原因
構成が無効です
アクション
SAN Manager 構成を修正してください。

Unable to communicate with a required service
症状
必須サービスと通信できません。
ID：Sanrm.SanManager.ConnectivityServiceCommunicationFailed
重大度：クリティカル
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ヘルスカテゴリ：fc デバイスマネージャー
リソース URI：/rest/fc-sans/device-managers/{id}
原因
必要なサービスへの通信に失敗しました。
アクション
1. 数分待ってからリソースを更新してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

SNMPv3 user does not have write permission
症状
SNMPv3 ユーザーは書き込み権限を持っていません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 では削除されました。
ID：Sanrm.SanManager.SNMPWriteError
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：fc デバイスマネージャー
リソース URI：/rest/fc-sans/device-managers/{id}
アクション
1. スイッチで SNMP ユーザーの書き込み権限を構成します。
2. 操作を再試行してください。

An unknown error has occurred
症状
An unknown error has occurred.
ID：Sanrm.SanManager.Unknown
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：fc デバイスマネージャー
リソース URI：/rest/fc-sans/device-managers/{id}
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アクション
詳しい情報は SAN Manager を確認してください。

Switch mode is not supported
症状
スイッチモードはサポートされません。
ID：Sanrm.SanManager.UnsupportedSwitchMode
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：fc デバイスマネージャー
リソース URI：/rest/fc-sans/device-managers/{id}
アクション
SAN Manager ソフトウェアおよび構成がサポートされる構成と一致することを確認してください。
一部のデバイスの中には、アップデートおよび再起動後、正常に検出されるまでに最大 5 分かかるものが
あります。

ダイレクトファブリックリソースマネージャーエラー
Unable to retrieve the current health status of the drive enclosure
症状
ドライブエンクロージャーの現在のヘルスステータスを取得できません。
ID：dfrm.AlertsNotInSync
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ドライブエンクロージャー
リソース URI：/rest/drive-enclosures/
アクション
1. ヘルスインジケーターのライトがグリーンであることを確認してから、ドライブエンクロージャーを
更新します。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Drive inserted into drive bay
症状
ドライブがドライブベイ X に挿入されました。
ID：dfrm.DriveAdded
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重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ドライブエンクロージャー
リソース URI：/rest/drive-enclosures/
アクション
対応する必要はありません。

Drive removed from drive bay
症状
ドライブがドライブベイ X から取り外されました。
ID：dfrm.DriveRemoved
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ドライブエンクロージャー
リソース URI：/rest/drive-enclosures/
アクション
対応する必要はありません。

I/O adapter inserted into slot
症状
I/O アダプターがスロット X に挿入されました。
ID：dfrm.IOModuleAdded
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ドライブエンクロージャー
リソース URI：/rest/drive-enclosures/
アクション
対応する必要はありません。

I/O adapter removed from slot
症状
I/O アダプターがスロット X から取り外されました。
ID：dfrm.IOModuleRemoved
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ドライブエンクロージャー
リソース URI：/rest/drive-enclosures/
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アクション
対応する必要はありません。

Unable to retrieve the current health status of the interconnect
症状
インターコネクトの現在のヘルスステータスを取得できません。
ID：dfrm.AlertsNotInSync
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：SAS インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-interconnects/
アクション
1. ヘルスインジケーターのライトがグリーンであることを確認してから、インターコネクトを更新しま
す。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

An unexpected was encountered updating the current alerts
症状
現在のアラートのアップデート中に予期しない問題が発生しました。
ID：dfrm.AlertsNotInSync
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：
• SAS インターコネクト
• ドライブエンクロージャー
• 論理インターコネクト
リソース URI：
• /rest/sas-interconnects
• /rest/drive-enclosures
• /rest/sas-logical-interconnects
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アクション
サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供してください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The drive enclosure has been powered off to protect it
症状
ドライブエンクロージャーを保護するために、電源がオフになりました。ドライブエンクロージャー内の
1 つ以上のコンポーネントの温度が、クリティカルな温度しきい値を超えていることがレポートされまし
た。
ID：dfrm.BladeThermalAlert
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ドライブエンクロージャー
リソース URI：/rest/drive-enclosures/
アクション
1. ドライブエンクロージャーのドロワーが閉じられ、冷却通気口が塞がれておらず、十分な数のファン
が設置されていることを確認します。
2. 動作温度と周囲温度が適切であることを確認します。
3. 温度が適切なレベルに達した後で、ドライブエンクロージャーの電源をオンにします。

One or more components in the drive enclosure is reporting a temperature which
exceeds the warning threshold
症状
ドライブエンクロージャー内の 1 つ以上のコンポーネントの温度が、警告しきい値を超えたことがレポー
トされています。ドライブエンクロージャー内のコンポーネントのいずれかがクリティカルな温度しき
い値を超えると、コンポーネントを保護するためにドライブエンクロージャー全体の電源がオフになりま
す。
ID：dfrm.BladeThermalAlert
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ドライブエンクロージャー
リソース URI：/rest/drive-enclosures/
アクション
1. 次を確認します。
• ドライブエンクロージャーのドロワーが閉じられている。
• 冷却通気口が塞がれていない。
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• 十分な数のファンが設置され、動作している。
• 周囲温度が適切である。
2. 問題を解決してから、ドライブエンクロージャーの電源をオンにします。

The drive enclosure temperature is within operational limits
症状
ドライブエンクロージャーの温度が動作制限内です。
ID：dfrm.BladeThermalAlert
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ドライブエンクロージャー
リソース URI：/rest/drive-enclosures/
アクション
対応する必要はありません。

Alerts are now up-to-date
症状
アラートは現在最新です。
ID：AlertsNotInSync
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：
• ドライブエンクロージャー
• SAS インターコネクト
• 論理インターコネクト
リソース URI：
• /rest/sas-interconnects
• /rest/drive-enclosures
• /rest/sas-logical-interconnects
アクション
対応する必要はありません。

Renamed due to SAS logical interconnect group name change
症状
SAS 論理インターコネクトグループ名が変更されたため X に名前が変更されました。
ID：dfrm.NameChange
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重大度：OK
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-logical-interconnects
アクション
対応する必要はありません。

An interconnect of type X is expected in Y, interconnect bay Z
症状
タイプ X のインターコネクトが Y、インターコネクトベイ Z で予期されています。
ID：dfrm.SasLiMissingSwitch（このメッセージの後に欠落しているスイッチのベイ番号が続く）
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-logical-interconnects
アクション
指定されたタイプのインターコネクトを取り付けます。

An interconnect of the proper type is now present
症状
適切なタイプのインターコネクトが存在しています。
ID：dfrm.SasLiMissingSwitch
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-logical-interconnects
アクション
対応する必要はありません。

An interconnect of type X is expected in enclosure Y
症状
タイプ X のインターコネクトが、エンクロージャー Y、インターコネクトベイ Z で予期されています。論
理 JBOD への接続は失われます。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：dfrm.SasLiMissingSwitch（このメッセージの後に欠落しているスイッチのベイ番号が続く）
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：SAS 論理 JBOD
リソース URI：/rest/sas-logical-jbod
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アクション
指定されたタイプのインターコネクトを取り付けます。

The drive enclosure with serial number X is missing
症状
シリアル番号 X のドライブエンクロージャーが見つかりません。
ID：dfrm.DriveEnclosureMissing（このメッセージの後に欠落しているドライブエンクロージャーのシリ
アル番号が続く）
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-logical-interconnects
アクション
• ドライブエンクロージャーを再び取り付けます。
• 元のドライブエンクロージャーに障害が発生した場合は、次の手順を使用して、見つからないドライ
ブエンクロージャーを、同じベイにドライブが挿入されていないドライブエンクロージャーと交換し
てください。
1. ドライブエンクロージャーを交換する前に、ドライブエンクロージャーを使用しているすべての
サーバープロファイルの電源をオフにします。
2. 見つからないドライブエンクロージャーをドライブが挿入されていないドライブエンクロー
ジャーと交換します。
3. "見つからないドライブエンクロージャーの交換"アクションを実行します。
4. 各ドライブを前のドライブエンクロージャーから、交換用ドライブエンクロージャー内の一致する
ドライブベイに転送します。
5. ドライブエンクロージャーを使用しているすべてのサーバープロファイルの電源をオンにします。

The missing drive enclosure has now been replaced
症状
見つからないドライブエンクロージャーが交換されました。
ID：dfrm.DriveEnclosureMissing
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-logical-interconnects
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アクション
対応する必要はありません。

All server profiles using this drive enclosure have been deleted
症状
このドライブエンクロージャーを使用しているすべてのサーバープロファイルが検出されました。
ID：dfrm.DriveEnclosureMissing
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-logical-interconnects
アクション
対応する必要はありません。

The logical JBOD has lost connectivity to drive enclosure
症状
論理 JBOD がドライブエンクロージャーへの接続を失っています。シリアル番号 X のドライブエンク
ロージャーが見つかりません。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：dfrm.DriveEnclosureMissing（このメッセージの後に欠落しているドライブエンクロージャーのシリ
アル番号が続く）
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：sas-logical-jbod
リソース URI：/rest/sas-logical-jbod
解決方法 1
原因
ドライブエンクロージャーが存在しません。
アクション
ドライブエンクロージャーを再び取り付けます。
解決方法 2
原因
ドライブエンクロージャーが故障しました。
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アクション
1. ドライブエンクロージャーを使用しているサーバープロファイルの電源をオフにします。
2. 指定されたドライブエンクロージャーをドライブが挿入されていないドライブエンクロージャーと交
換します。
3. "見つからないドライブエンクロージャーの交換"アクションを実行します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘル
プを参照してください。
4. 各ドライブを前のドライブエンクロージャーから、交換用ドライブエンクロージャー内の一致するド
ライブベイに転送します。
5. ドライブエンクロージャーを使用しているサーバープロファイルの電源をオンにします。

The logical JBOD has lost connectivity to drive enclosure
症状
論理 JBOD がドライブエンクロージャーへの接続を失っています。シリアル番号 X のドライブエンク
ロージャーが見つかりません。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：dfrm.DriveEnclosureMissing（このメッセージの後に欠落しているドライブエンクロージャーのシリ
アル番号が続く）
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：sas-logical-jbod
リソース URI：/rest/sas-logical-jbod
解決方法 1
原因
ドライブエンクロージャーが存在しません。
アクション
ドライブエンクロージャーを再度取り付けて、電源が入っていることを確認してください。
解決方法 2
原因
ドライブエンクロージャーが故障しました。
アクション
1. 指定されたドライブエンクロージャーをドライブが挿入されていないドライブエンクロージャーと交
換します。
2. "見つからないドライブエンクロージャーの交換"アクションを実行します。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘル
プを参照してください。
3. 各ドライブを前のドライブエンクロージャーから、交換用ドライブエンクロージャー内の一致するド
ライブベイに転送します。

No I/O adapter was found in adapter slot 1
症状
アダプタースロット 1 で I/O アダプターが見つかりませんでした。シングルパスドライブ（SATA）が存
在する場合は、アクセスできません。
このアラートは、HPE OneView 4.0 で更新されました。
ID：dfrm.IOModuleMissingInSlot.1
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ドライブエンクロージャー
リソース URI：/rest/drive-enclosures/
アクション
アダプタースロット 1 に I/O アダプターを取り付けます。

An I/O adapter is now present in adapter slot 1
症状
現在、アダプタースロット 1 に I/O アダプターが存在します。
ID：dfrm.IOModuleMissingInSlot.1
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ドライブエンクロージャー
リソース URI：/rest/drive-enclosures/
アクション
対応する必要はありません。

Renamed SAS logical interconnect name
症状
論理エンクロージャー名が変更されたため、SAS 論理インターコネクト名が X に変更されました。
ID：dfrm.NameChange
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-logical-interconnects
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アクション
対応する必要はありません。

The SAS logical interconnect can be made consistent
症状
SAS 論理インターコネクトと SAS 論理インターコネクトグループとの整合性を取るには、グループから
SAS 論理インターコネクトをアップデートします。整合性が必要ない場合、このアラートはクリアできま
す。
ID：dfrm.SasLiInconsistent
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-logical-interconnects
アクション
対応する必要はありません。

The SAS logical interconnect is consistent
症状
SAS 論理インターコネクトと SAS 論理インターコネクトグループ X には整合性があります。
ID：dfrm.SasLiInconsistent
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-logical-interconnects
アクション
対応する必要はありません。

The SAS logical interconnect no longer has a missing drive
症状
SAS 論理インターコネクトで、ベイ X にドライブがない問題は解消されました。
ID：dfrm.ljbodMissing
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-logical-interconnects
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アクション
対応する必要はありません。

The drive in drive bay X in drive enclosure Y is expected to be a Z drive, but is missing
症状
ドライブエンクロージャー Y 内のドライブベイ X のドライブは Z ドライブであることが予想されます
が、見つかりません。
ID：dfrm.ljbodMissing."driveBayLocation"
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-logical-interconnects
アクション
指定されているベイに、欠落しているドライブを取り付けます。

The logical JBOD no longer has a missing drive
症状
論理 JBOD で、ベイ X にドライブがない問題は解消されました。
ID：dfrm.ljbodMissing
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-logical-interconnects
アクション
対応する必要はありません。

The drive in drive bay X in drive enclosure Y is expected to be of minimum Z
症状
ドライブエンクロージャー Y 内のドライブベイ X のドライブは最小 Z で A を超えないドライブであるこ
とが予想されますが、見つかりません。
ID：dfrm.ljbodMissing."driveBayLocation"
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-logical-interconnects
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アクション
指定されているベイに、欠落しているドライブを取り付けます。

The interconnect firmware for the interconnects in logical interconnect X is not at the
same version
症状
論理インターコネクト X 内のインターコネクトのインターコネクトファームウェアが同じバージョンで
ありません。
ID：firmwareupdate.status
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-logical-interconnects
アクション
指定されている論理インターコネクトのファームウェアを更新します。

The two I/O adapters in the drive enclosure X have different firmware versions
症状
ドライブエンクロージャー X 内の 2 つの I/O アダプターのファームウェアが別々のバージョンです。
ID：firmwareupdate.status."bayNumber"
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-logical-interconnects
アクション
指定されている論理インターコネクトのファームウェアを更新します。

The I/O adapter firmware for the two I/O adapters is not at the same version
症状
2 つの I/O アダプターの I/O アダプターファームウェアが同じバージョンでありません。
ID：firmwareupdate.status."bayNumber"
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-logical-interconnects
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アクション
ファームウェアを更新します。

The interconnect firmware for the interconnects are now at the same version
症状
現在、論理インターコネクト X 内のインターコネクトのインターコネクトファームウェアが同じバージョ
ンです。
ID：firmwareupdate.status
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-logical-interconnects
アクション
対応する必要はありません。

The two I/O adapters are now at the same version
症状
現在、ドライブエンクロージャー X 内の 2 つの I/O アダプターが同じバージョンです。
ID：firmwareupdate.status
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-logical-interconnects
アクション
対応する必要はありません。

The I/O adapter firmware is now at the same version
症状
現在、2 つの I/O アダプターの I/O アダプターファームウェアが同じバージョンです。
ID：firmwareupdate.status
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-logical-interconnects
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アクション
対応する必要はありません。

The I/O adapter firmware is at the same version
症状
現在、2 つの I/O アダプターの I/O アダプターファームウェアが同じバージョンです。
ID：firmwareupdate.status
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-logical-interconnects
アクション
対応する必要はありません。

The logical interconnect has been deleted
症状
ドライブエンクロージャーの構成を管理している論理インターコネクト X が削除されました。
ID：firmwareupdate.status
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-logical-interconnects
アクション
対応する必要はありません。

The drive enclosure has been removed
症状
X からドライブエンクロージャーが取り外されました。
ID：firmwareupdate.status
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-logical-interconnects
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アクション
対応する必要はありません。

The firmware on the interconnects and/or drive enclosures managed by X does not
match the firmware versions specified in the firmware baseline
症状
X で管理されているインターコネクトまたはドライブエンクロージャー（あるいはその両方）のファーム
ウェアが、ファームウェアベースラインに指定されたファームウェアバージョンと一致しません。
ID：firmwareupdate.baseline
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-logical-interconnects
アクション
指定されている論理インターコネクトのファームウェアを更新します。

The firmware on the interconnects and drive enclosures now match
症状
現在、X で管理されているインターコネクトおよびドライブエンクロージャーのファームウェアは、
ファームウェアベースラインに指定されたファームウェアバージョンと一致しています。
ID：firmwareupdate.baseline
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-logical-interconnects
アクション
対応する必要はありません。

The I/O adapter in slot 1 requires a SAS interconnect in enclosure X
症状
スロット 1 の I/O アダプターには、エンクロージャー X のインターコネクトベイ Y 内の SAS インターコ
ネクトが必要です。シングルパスドライブ（SATA）が存在する場合は、アクセスできません。
このアラートは、HPE OneView 4.0 で更新されました。
ID：dfrm.ioAdapter1.Interconnect
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ドライブエンクロージャー
リソース URI：/rest/drive-enclosures/
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アクション
サポートされている SAS インターコネクトが、エンクロージャー X のインターコネクトベイ Y にあり、
電源がオンになっていることを確認してください。

The I/O adapter in slot 2 requires a SAS interconnect in enclosure X
症状
スロット 2 の I/O アダプターには、エンクロージャー X のインターコネクトベイ Y 内の SAS インターコ
ネクトが必要です。
ID：dfrm.ioAdapter2.Interconnect
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ドライブエンクロージャー
リソース URI：/rest/drive-enclosures/
アクション
• サポートされている SAS インターコネクトが、エンクロージャー X のインターコネクトベイ Y にあ
り、電源がオンになっていることを確認してください。
• また、デュアルドメイン接続が必要でない場合は、スロット 2 の I/O アダプターを取り外してくださ
い。

The I/O adapter now has a SAS interconnect
症状
現在、スロット X の I/O アダプターのインターコネクトベイ Y 内に SAS インターコネクトが存在します。
ID：dfrm.ioAdapter1.Interconnect
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ドライブエンクロージャー
リソース URI：/rest/drive-enclosures/
アクション
対応する必要はありません。

An I/O adapter is not present in slot 2
症状
スロット 2 に I/O アダプターが存在していません。デュアルドメイン接続を使用できません。
ID：dfrm.ioAdapter2.Interconnect
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ドライブエンクロージャー
リソース URI：/rest/drive-enclosures/
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アクション
対応する必要はありません。

A mismatch between the logical interconnect configuration and the interconnect
configuration has been detected
症状
論理インターコネクトの構成とインターコネクトの構成との間に不一致が検出されました。参照されて
いない論理 JBOD が検出されました。これらはハードウェアで構成される論理 JBOD ですが、サーバー
プロファイルからの参照はありません。論理インターコネクトの構成が再適用されると、これらの論理
JBOD は削除され、データは失われます。
ID：dfrm.ConfigMismatch.From.Physical.To.Logical
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-logical-interconnects
アクション
• 指定されたサーバーハードウェア上の論理ドライブと論理 JBOD データをバックアップします。
• 論理インターコネクトの構成を再適用して、参照されていない JBOD を削除してください。
• 影響を受けるサーバープロファイルを編集し、前のステップで削除した JBOD の代わりの論理 JBOD
を追加します。
• バックアップからデータを復元します。

Interconnect configuration has been detected but there is no logical interconnect
associated with the interconnect
症状
インターコネクトの構成が検出されましたが、そのインターコネクトに関連付けられている論理インター
コネクトがありません。参照されていない論理 JBOD が検出されました。これらはハードウェアで構成
される論理 JBOD ですが、サーバープロファイルからの参照はありません。SAS 論理インターコネクト
を持つ論理エンクロージャーが作成されると、これらの論理 JBOD は削除され、データは失われます。
ID：dfrm.ConfigMismatch.From.Physical.To.Logical
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：SAS インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-interconnects/
アクション
• データを保持するには、サーバープロファイルと論理 JBOD を含むバックアップをリストアします。
• バックアップが利用できない場合は、次の手順を実行します。
1. 指定されたサーバーハードウェア上の論理ドライブと論理 JBOD データをバックアップします。
2. 参照されていない JBOD を削除した SAS 論理インターコネクトを持つ論理エンクロージャーを作
成し、このアラートをクリアします。
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3. 指定されたサーバーハードウェアのサーバープロファイルを作成し、前のステップで削除されたも
のと置き換えるために論理 JBOD を追加します。
4. バックアップからデータを復元します。

A mismatch between the logical interconnect configuration and the interconnect
configuration has been detected
症状
論理インターコネクトの構成とインターコネクトの構成との間に不一致が検出されました。見つからな
かった論理 JBOD が検出されました。これらはサーバープロファイルによって参照される論理 JBOD で
すが、ハードウェアで構成されていません。これらの論理 JBOD は、論理インターコネクトの構成が再適
用されると再構成されますが、それによって、これらの論理 JBOD に含まれる論理ドライブ構成がリスト
アされることはありません。
ID：dfrm.ConfigMismatch.From.Logical.To.Physical
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：SAS インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-interconnects/
アクション
1. 論理インターコネクトの構成を再適用して、見つからなかった JBOD を再構成します。
2. 指定された論理 JBOD のいずれかがサーバープロファイルによって論理ドライブとして使用された場
合は、それらのサーバープロファイルを編集し、論理ドライブを削除してから再作成してください。

A mismatch between the logical interconnect configuration and the interconnect
configuration has been detected
症状
論理インターコネクトの構成とインターコネクトの構成との間に不一致が検出されました。参照されて
いない論理 JBOD が検出されました。これらはハードウェアで構成される論理 JBOD ですが、サーバー
プロファイルからの参照はありません。論理インターコネクトの構成が再適用されると、これらの論理
JBOD は削除され、データは失われます。また、見つからなかった論理 JBOD が検出されました。これら
はサーバープロファイルによって参照される論理 JBOD ですが、ハードウェアで構成されていません。こ
れらの論理 JBOD は、論理インターコネクトの構成が再適用されると再構成されますが、それによって、
これらの論理 JBOD に含まれる論理ドライブ構成がリストアされることはありません。
ID：dfrm.ConfigMismatch.From.Physical.To.Logical
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：SAS インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-interconnects/
アクション
1. 指定されたサーバーハードウェア上の論理ドライブと論理 JBOD データをバックアップします。
2. 論理インターコネクトの構成を再適用し、参照されていない JBOD を削除して見つからなかった論理
JBOD を再構成します。
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3. 影響を受けるサーバープロファイルを編集し、前のステップで削除した JBOD の代わりの論理 JBOD
を追加します。
4. バックアップからデータを復元します。
5. これらの論理 JBOD のいずれかがサーバープロファイルによって論理ドライブとして使用された場合
は、それらのサーバープロファイルを編集し、論理ドライブを削除してから再作成してください。

Interconnect configuration has been detected but there is no logical interconnect
associated with the interconnect
症状
インターコネクトの構成が検出されましたが、そのインターコネクトに関連付けられている論理インター
コネクトがありません。参照されていない論理 JBOD が検出されました。これらはハードウェアで構成
される論理 JBOD ですが、サーバープロファイルからの参照はありません。SAS 論理インターコネクト
を持つ論理エンクロージャーが作成されると、これらの論理 JBOD は削除され、データは失われます。
ID：dfrm.ConfigMismatch.From.Physical.To.Logical
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：SAS インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-interconnects/
アクション
1. データを保持するには、サーバープロファイルと論理 JBOD を含むバックアップをリストアします。
2. バックアップが利用できない場合は、次の手順を実行します。
a. エンクロージャー X のベイ Y に存在するサーバーハードウェアで論理ドライブと論理 JBOD デー
タをバックアップします。
b. 参照されていない JBOD を削除した SAS 論理インターコネクトを持つ論理エンクロージャーを作
成し、このアラートをクリアします。
c. 指定されたサーバーハードウェアのサーバープロファイルを作成し、前のステップで削除されたも
のと置き換えるために論理 JBOD を追加します。
d. バックアップからデータを復元します。

A mismatch between the logical interconnect configuration and the interconnect
configuration has been detected
症状
論理インターコネクトの構成とインターコネクトの構成との間に不一致が検出されました。展開解除さ
れた論理 JBOD が見つかりました。これらはハードウェアで構成されています。論理インターコネクト
の構成が再適用されると、これらの論理 JBOD は削除されます。
ID：dfrm.ConfigMismatch.From.Physical.To.Logical
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：SAS インターコネクト/論理インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-interconnects/

HPE OneView のエラーとアラート

905

アクション
論理インターコネクトの構成を再適用して、参照されていない JBOD を削除してください。

A mismatch between the logical interconnect configuration and the interconnect
configuration has been detected
症状
論理インターコネクトの構成とインターコネクトの構成との間に不一致が検出されました。展開解除さ
れた論理 JBOD が見つかりました。これらはハードウェアで構成されていません。論理インターコネク
トの構成が再適用されると、これらの論理 JBOD は再構成されます。
ID：dfrm.ConfigMismatch.From.Physical.To.Logical
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：SAS インターコネクト/論理インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-interconnects/
アクション
論理インターコネクトの構成を再適用して、参照されていない JBOD を削除してください。

A mismatch between the logical interconnect configuration and the interconnect
configuration has been detected
症状
論理インターコネクトの構成とインターコネクトの構成との間に不一致が検出されました。SAS 論理イ
ンターコネクトで構成されているよりも多くの論理 JBOD がハードウェアで検出されました。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：dfrm.ConfigMismatch.From.Physical.To.Logical
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：SAS インターコネクト/論理インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-interconnects/
アクション
SAS 論理インターコネクト上で構成を再適用してください。

A mismatch between the logical interconnect configuration and the interconnect
configuration has been detected
症状
論理インターコネクトの構成とインターコネクトの構成との間に不一致が検出されました。SAS 論理イ
ンターコネクトで多くの論理 JBOD が見つかりましたが、ハードウェアで構成されたものではありませ
ん。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：dfrm.ConfigMismatch.From.Physical.To.Logical
重大度：クリティカル
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ヘルスカテゴリ：SAS インターコネクト/論理インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-interconnects/
アクション
SAS 論理インターコネクト上で構成を再適用してください。

Unable to fully discover and configure the interconnect
症状
インターコネクトを完全に検出および構成することができません。（このメッセージの後に追加の詳細が
続く場合がある。）
ID：dfrm.discoverConfigureError
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：SAS インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-interconnects/
解決方法 1
原因
不明なエラーが発生しました。（警告テキストの後には追加の詳細は表示されません。）
アクション
1. SAS インターコネクトの更新を実行します。
2. 更新しても問題が解決されない場合は、SAS インターコネクトのソフトリセットを試します。
3. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
解決方法 2
原因
無効な SAS インターコネクトタイプ
アクション
1. 有効な SAS インターコネクトを挿入します。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
解決方法 3
原因
SAS インターコネクトの管理アカウントを設定できません。
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アクション
1. SAS インターコネクトの更新を実行します。
2. 更新しても問題が解決されない場合は、SAS インターコネクトのソフトリセットを試します。
3. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
解決方法 4
原因
SAS インターコネクトと通信できません。
アクション
1. 他方のベイの SAS インターコネクトの電源がオンになっていることを確認します。
2. 他方のベイのインターコネクトのソフトリセットを実行します。
3. 指定されたインターコネクトを更新します。
4. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
解決方法 5
原因
SAS インターコネクトを認証できません。
アクション
1. 管理アクセスをリストアするには、SAS インターコネクトを更新します。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Renamed due to enclosure name change
症状
エンクロージャー名が変更されたため X に名前が変更されました。
ID：dfrm.nameChange
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ドライブエンクロージャー
リソース URI：/rest/drive-enclosures/
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アクション
対応する必要はありません。

Interconnects in the SAS logical interconnect X are not fully configured
症状
SAS 論理インターコネクト X のインターコネクトが、完全には構成されていません。
ID：dfrm.sasLi.claimError
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-logical-interconnects
原因
無効な SAS インターコネクトタイプ
アクション
1. SAS 論理インターコネクト X 上の構成を再適用してください。
2. 論理インターコネクトと関連付けられた論理 JBOD があり、論理ドライブとしてサーバープロファイ
ルにより使用されている場合、以下を実行してください。
• 論理ドライブと論理 JBOD データをバックアップします。
• それらのサーバープロファイルを編集します。
• 論理ドライブを削除します。
3. 論理インターコネクト構成を再適用し、論理ドライブを再度作成してください。

The SAS interconnect X is powered off
症状
SAS インターコネクト X の電源はオフです。
ID：dfrm.sasic.power.operations
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：SAS インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-interconnects/
アクション
指定された SAS インターコネクトの電源を入れます。

The SAS interconnect is now powered on
症状
SAS インターコネクト X の電源がオンになりました。
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ID：dfrm.sasic.power.operations
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：SAS インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-interconnects/
アクション
対応する必要はありません。

The drive enclosure X is powered off
症状
ドライブエンクロージャー X の電源がオフになっています。
ID：dfrm.de.power.operations
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ドライブエンクロージャー
リソース URI：/rest/drive-enclosures/
アクション
指定されたドライブエンクロージャーの電源をオンにしてください。

The drive enclosure is now powered on
症状
ドライブエンクロージャー X の電源がオンになりました。
ID：dfrm.de.power.operations
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ドライブエンクロージャー
リソース URI：/rest/drive-enclosures/
アクション
対応する必要はありません。

The drive enclosure X is powered off
症状
ドライブエンクロージャー X の電源がオフになっています。論理 JBOD がドライブエンクロージャーへ
の接続を失っています。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：dfrm.de.power.operations
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：sas-logical-jbod
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リソース URI：/rest/sas-logical-jbod/
アクション
1. 指定されたドライブエンクロージャーの電源をオンにしてください。
2. デュアルドメイン接続が必要な場合、I/O アダプターがスロット 1 と 2 に存在することを確認してくだ
さい。

The drive enclosure drawer is open
症状
ドライブエンクロージャーのドロアーが開いています。
ID：dfrm.messaging.EnclosureRisEventListener.MessageId.DeviceManagerCanmicInfoblockUpdated
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ドライブエンクロージャー
リソース URI：/rest/drive-enclosures/
アクション
ドライブエンクロージャーの冷却を適切に保つために、ドライブエンクロージャーのドロアーを閉じてく
ださい。

The drive enclosure drawer is closed
症状
ドライブエンクロージャーのドロアーは閉じています。
ID：dfrm.messaging.EnclosureRisEventListener.MessageId.DeviceManagerCanmicInfoblockUpdated
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ドライブエンクロージャー
リソース URI：/rest/drive-enclosures/
アクション
対応する必要はありません。

The drive in drive bay X has failed
症状
ドライブベイ X のドライブに障害が発生しましたが、障害の理由が不明です。
このアラートは、HPE OneView 4.2 でアップデートされました。
ID：hpris.HpSmartStorageDiskDrive.None
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ドライブエンクロージャー
リソース URI：/rest/drive-enclosures/
リソース ID：/rest/drive-enclosures/drives/{drive-bay}
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アクション
1. 指定されたドライブベイにあるドライブを取り外し、再び取り付けます。
2. 問題が解決されない場合は、ドライブを交換してください。

The drive in drive bay X has failed
症状
ドライブベイ X のドライブに障害が発生しましたが、障害の理由が不明です。このドライブは、論理
JBOD Y の一部で、サーバープロファイル Z によって使用されています。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：hpris.HpSmartStorageDiskDrive.None.attachedjbod
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ドライブエンクロージャー
リソース URI：/rest/drive-enclosures/
アクション
1. 指定されたドライブベイにあるドライブを取り外し、再び取り付けます。
2. 問題が解決されない場合は、ドライブを交換してください。
3. Smart Storage Administrator を使用して、ドライブのステータスとボリュームの完全性を確認します。
• このドライブにフォールトトレラント機能が構成されていない場合は、すべてのデータのバック
アップを作成してからドライブを交換し、次にすべてのデータをリストアしてください。
• このドライブにフォールトトレラント機能が構成されている場合は、ボリューム内の他のすべての
ドライブがオンラインでない限り、このドライブを交換しないでください。

The drive in drive bay X has failed
症状
ドライブベイ X のドライブに障害が発生しましたが、障害の理由が不明です。このドライブは、論理
JBOD Y の一部です。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：hpris.HpSmartStorageDiskDrive.None.jbod
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ドライブエンクロージャー
リソース URI：/rest/drive-enclosures/
アクション
1. 指定されたドライブベイにあるドライブを取り外し、再び取り付けます。
2. 問題が解決されない場合は、ドライブを交換してください。
3. または、論理 JBOD を削除してください。
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The drive in drive bay X has an unknown failure
症状
ドライブベイ X のドライブに不明な障害があります。
ID：hpris.HpSmartStorageDiskDrive.Unknown
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ドライブエンクロージャー
リソース URI：/rest/drive-enclosures/
アクション
1. 指定されたドライブベイにあるドライブを取り外し、再び取り付けます。
2. 問題が解決されない場合は、ドライブを交換してください。

The drive in bay X has an unknown failure
症状
ドライブベイ X のドライブに不明な障害があります。このドライブは、論理 JBOD Y の一部です。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：hpris.HpSmartStorageDiskDrive.Unknown.jbod
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ドライブエンクロージャー
リソース URI：/rest/drive-enclosures/
アクション
1. 指定されたドライブベイにあるドライブを取り外し、再び取り付けます。
2. 問題が解決されない場合は、ドライブを交換してください。

The drive in bay X has an unknown failure
症状
ドライブベイ X のドライブに不明な障害があります。このドライブは、論理 JBOD Y の一部で、サーバー
プロファイル Z によって使用されています。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：hpris.HpSmartStorageDiskDrive.Unknown.attachedJbod
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ドライブエンクロージャー
リソース URI：/rest/drive-enclosures/
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アクション
1. 指定されたドライブベイにあるドライブを取り外し、再び取り付けます。
2. 問題が解決されない場合は、ドライブを交換してください。

Unable to communicate with the drive in drive bay X
症状
ドライブベイ X のドライブと通信できません。
ID：hpris.HpSmartStorageDiskDrive.CommunicationFailure
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ドライブエンクロージャー
リソース URI：/rest/drive-enclosures/
アクション
1. 指定されたドライブベイにあるドライブを取り外し、再び取り付けます。
2. 問題が解決されない場合は、ドライブを交換してください。

Unable to communicate with the drive in bay X
症状
ベイ X のドライブと通信できません。このドライブは、論理 JBOD Y の一部です。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：hpris.HpSmartStorageDiskDrive.CommunicationFailure.jbod
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ドライブエンクロージャー
リソース URI：/rest/drive-enclosures/
アクション
1. 指定されたドライブベイにあるドライブを取り外し、再び取り付けます。
2. 問題が解決されない場合は、ドライブを交換してください。
3. または、論理 JBOD を削除してください。

Unable to communicate with the drive in bay X
症状
ベイ X のドライブと通信できません。このドライブは、論理 JBOD Y の一部であり、サーバープロファイ
ル Z によって使用されています。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：hpris.HpSmartStorageDiskDrive.CommunicationFailure.attachedJbod
重大度：クリティカル
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ヘルスカテゴリ：ドライブエンクロージャー
リソース URI：/rest/drive-enclosures/
アクション
1. 指定されたドライブベイにあるドライブを取り外し、再び取り付けます。
2. 問題が解決されない場合は、ドライブを交換してください。
3. Smart Storage Administrator を使用して、ドライブのステータスとボリュームの完全性を確認します。
• このドライブにフォールトトレラント機能が構成されていない場合は、すべてのデータのバック
アップを作成してからドライブを交換し、次にすべてのデータをリストアしてください。
• このドライブにフォールトトレラント機能が構成されている場合は、ボリューム内の他のすべての
ドライブがオンラインでない限り、このドライブを交換しないでください。

The drive in drive bay X is currently zoned
症状
ドライブベイ X のドライブは現在ゾーン設定されています。表示できるのは基本情報のみです。
このアラートは、HPE OneView 4.2 でアップデートされました。
ID：hpris.HpSmartStorageDiskDrive.Zoned
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ドライブエンクロージャー
リソース URI：/rest/drive-enclosures/
リソース ID：/rest/drive-enclosures/{drive-enclosure-serial-number}/drive-bays/{drive-bayID}
アクション
対応する必要はありません。

The drive in drive bay X is currently in process of an erase operation
症状
ドライブベイ X のドライブは現在消去操作を進行中です。消去操作の進行中は、ドライブがオフラインに
なります。
このアラートは、HPE OneView 4.2 でアップデートされました。
ID：hpris.HpSmartStorageDiskDrive.EraseInProgress
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ドライブエンクロージャー
リソース URI：/rest/drive-enclosures/
リソース ID：/rest/drive-enclosures/{drive-enclosure-serial-number}/drive-bays/{drive-bayID}
アクション
操作が完了するのを待ってください。
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消去操作の進行状況は HPE Smart Storage Administrator を使用して監視できます。

The drive in drive bay X has completed the erase operation
症状
ドライブベイ X のドライブの消去操作が完了しました。ドライブはオフラインになりますが、Smart
Storage Administrator を使用してオンラインにすることができます。
このアラートは、HPE OneView 4.2 でアップデートされました。
ID：hpris.HpSmartStorageDiskDrive.EraseCompleted
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ドライブエンクロージャー
リソース URI：/rest/drive-enclosures/
リソース ID：/rest/drive-enclosures/{drive-enclosure-serial-number}/drive-bays/{drive-bayID}
アクション
必要に応じて、HPE Smart Storage Administrator を使用してドライブを再度有効にしてください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/smartstorage-docs）
にある HPE Smart Storage Administrator ユーザーガイドを参照してください。

The drive in drive bay X has failed
症状
ドライブベイ X のドライブに障害が発生しました。
このアラートは、HPE OneView 4.2 でアップデートされました。
ID：hpris.HpSmartStorageDiskDrive.Failed
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ドライブエンクロージャー
リソース URI：/rest/drive-enclosures/
リソース ID：/rest/drive-enclosures/{drive-enclosure-serial-number}/drive-bays/{drive-bayID}
アクション
ドライブベイ X のドライブを交換してください。

The drive in bay X has failed
症状
ベイ X のドライブに障害が発生しました。ドライブは、論理 JBOD Y の一部です。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：hpris.HpSmartStorageDiskDrive.Failed.jbod
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ドライブエンクロージャー

HPE OneView のエラーとアラート

916

リソース URI：/rest/drive-enclosures/
アクション
1. ドライブベイ X のドライブを交換してください。
2. または、論理 JBOD を削除してください。

The drive in drive bay X has failed
症状
ドライブベイ X のドライブに障害が発生しました。このドライブは、論理 JBOD Y の一部で、サーバープ
ロファイル Z によって使用されています。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：hpris.HpSmartStorageDiskDrive.Failed.attachedJbod
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ドライブエンクロージャー
リソース URI：/rest/drive-enclosures/
アクション
1. ドライブエンクロージャーの電源がオンになっていることを確認してください。
2. サーバープロファイルおよび関連付けられたサーバーハードウェアでアラートがないかどうかを確認
し、推奨される処置に従ってください。
3. 問題が解決されない場合は、ドライブを交換してください。

The drive in drive bay X is not an authentic drive
症状
ドライブベイ X のドライブは純正品ではありません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.HpSmartStorageDiskDrive.NonAuthenticDrive
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ドライブエンクロージャー
リソース URI：/rest/drive-enclosures/
リソース ID：/rest/drive-enclosures/{drive-enclosure-serial-number}/drive-bays/{drive-bayID}
アクション
1. ドライブベイ X のドライブが純正品の場合は、ドライブを取り付けなおしてください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
2. ドライブベイ X のドライブを純正品のドライブと交換してください。

HPE OneView のエラーとアラート

917

The drive in drive bay X is not an authentic drive
症状
ドライブベイ X のドライブは純正品ではありません。ドライブは、論理 JBOD Y の一部です。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.HpSmartStorageDiskDrive.NonAuthenticDrive.jbod
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ドライブエンクロージャー
リソース URI：/rest/drive-enclosures/
アクション
1. ドライブベイ X のドライブが純正品の場合は、ドライブを取り付けなおしてください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
2. 問題が解決されない場合は、次のいずれかの操作を行います。
a. 指定されたドライブを純正品のドライブと交換します。
b. 論理 JBOD を削除します。

The drive in drive bay X is not an authentic drive
症状
ドライブベイ X のドライブは純正品ではありません。このドライブは、論理 JBOD Y の一部で、サーバー
プロファイル Z によって使用されています。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.HpSmartStorageDiskDrive.NonAuthenticDrive.attachedJbod
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ドライブエンクロージャー
リソース URI：/rest/drive-enclosures/
アクション
1. ドライブベイ X のドライブが純正品の場合は、ドライブを取り付けなおしてください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
2. 問題が解決しない場合は、指定されたドライブを純正品のドライブと交換します。
3. Smart Storage Administrator を使用して、ドライブのステータスとボリュームの完全性を確認します。
• このドライブにフォールトトレラント機能が構成されていない場合は、すべてのデータのバック
アップを作成してからドライブを交換し、次にすべてのデータをリストアしてください。
• このドライブにフォールトトレラント機能が構成されている場合は、ボリューム内の他のすべての
ドライブがオンラインでない限り、このドライブを交換しないでください。
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The carrier for the drive in drive bay X has a communication fault
症状
ドライブベイ X のドライブのキャリアに通信障害が発生しています。
このアラートは、HPE OneView 4.2 でアップデートされました。
ID：hpris.HpSmartStorageDiskDrive.CarrierCommunicationFailure
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ドライブエンクロージャー
リソース URI：/rest/drive-enclosures/
リソース ID：/rest/drive-enclosures/{drive-enclosure-serial-number}/drive-bays/{drive-bayID}
アクション
1. 指定されたドライブベイにあるドライブを取り外し、再び取り付けます。
2. 問題が解決されない場合は、ドライブを交換してください。

The carrier for the drive in drive bay X has a communication fault
症状
ドライブベイ X のドライブのキャリアに通信障害が発生しています。ドライブは、論理 JBOD Y の一部で
す。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：hpris.HpSmartStorageDiskDrive.CarrierCommunicationFailure.jbod
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ドライブエンクロージャー
リソース URI：/rest/drive-enclosures/
アクション
1. 指定されたドライブベイにあるドライブを取り外し、再び取り付けます。
2. 問題が解決されない場合は、ドライブを交換してください。
3. または、論理 JBOD を削除してください。

The drive in drive bay X is not an authentic drive
症状
ドライブベイ X のドライブのキャリアに通信障害が発生しています。このドライブは、論理 JBOD Y の一
部で、サーバープロファイル Z によって使用されています。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：hpris.HpSmartStorageDiskDrive.CarrierCommunicationFailure.attachedJbod
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ドライブエンクロージャー
リソース URI：/rest/drive-enclosures/
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アクション
1. 指定されたドライブベイにあるドライブを取り外し、再び取り付けます。
2. Smart Storage Administrator を使用して、ドライブのステータスとボリュームの完全性を確認します。
• このドライブにフォールトトレラント機能が構成されていない場合は、すべてのデータのバック
アップを作成してからドライブを交換し、次にすべてのデータをリストアしてください。
• このドライブにフォールトトレラント機能が構成されている場合は、ボリューム内の他のすべての
ドライブがオンラインでない限り、このドライブを交換しないでください。
3. 問題が解決されない場合は、ドライブを交換してください。

A drive failure is imminent for the drive in drive bay X
症状
ドライブベイ X のドライブにドライブ障害が発生しようとしています。ドライブが、そのいずれかの障害
予測インジケーターのしきい値を超えています。
このアラートは、HPE OneView 4.2 でアップデートされました。
ID：hpris.HpSmartStorageDiskDrive.PredictiveFail
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ドライブエンクロージャー
リソース URI：/rest/drive-enclosures/
リソース ID：/rest/drive-enclosures/{drive-enclosure-serial-number}/drive-bays/{drive-bayID}
アクション
ドライブベイ X のドライブを交換してください。

A drive failure is imminent for the drive in bay X
症状
ベイ X のドライブにドライブ障害が発生しようとしています。ドライブが、そのいずれかの障害予測イン
ジケーターのしきい値を超えています。ドライブは、論理 JBOD Y の一部です。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：hpris.HpSmartStorageDiskDrive.PredictiveFail.jbod
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ドライブエンクロージャー
リソース URI：/rest/drive-enclosures/
アクション
1. ドライブベイ X のドライブを交換してください。
2. または、論理 JBOD を削除してください。
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A drive failure is imminent for the drive in bay X
症状
ベイ X のドライブにドライブ障害が発生しようとしています。ドライブが、そのいずれかの障害予測イン
ジケーターのしきい値を超えています。ドライブは、論理 JBOD Y の一部で、サーバープロファイル Z に
よって使用されています。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：hpris.HpSmartStorageDiskDrive.PredictiveFail.attachedjbod
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ドライブエンクロージャー
リソース URI：/rest/drive-enclosures/
アクション
1. ドライブベイ X のドライブを交換してください。
2. Smart Storage Administrator を使用して、ドライブのステータスとボリュームの完全性を確認します。
• このドライブにフォールトトレラント機能が構成されていない場合は、すべてのデータのバック
アップを作成してからドライブを交換し、次にすべてのデータをリストアしてください。
• このドライブにフォールトトレラント機能が構成されている場合は、ボリューム内の他のすべての
ドライブがオンラインでない限り、このドライブを交換しないでください。

The drive in drive bay X is in an unrecoverable condition
症状
ドライブベイ X のドライブは回復不可能な状況です。
このアラートは、HPE OneView 4.2 でアップデートされました。
ID：hpris.HpSmartStorageDiskDrive.Unrecoverable
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ドライブエンクロージャー
リソース URI：/rest/drive-enclosures/
リソース ID：/rest/drive-enclosures/{drive-enclosure-serial-number}/drive-bays/{drive-bayID}
アクション
ドライブベイ X のドライブを交換してください。

The status is normal
症状
状態は正常です。
ID：hpris.HpSmartStorageSasSwitch.None
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：SAS インターコネクト
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リソース URI：/rest/sas-interconnects/
アクション
対応する必要はありません。

One or more internal switch components are having communication issues
症状
1 つ以上の内部スイッチコンポーネントで通信の問題が発生しています。
ID：hpris.HpSmartStorageSasSwitch.CommunicationError
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：SAS インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-interconnects/
アクション
1. ベイ X のインターコネクトを取り外してから再度取り付けます。
2. 問題が解決されない場合は、インターコネクトを交換してください。

The SAS interconnect is experiencing errors when discovering attached devices
症状
接続されているデバイスの検出中に、SAS インターコネクトでエラーが発生しています。ドライブエンク
ロージャーを検出できません。
ID：hpris.HpSmartStorageSasSwitch.TopologyError
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：SAS インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-interconnects/
アクション
1. ベイ X のインターコネクトを取り外してから再度取り付けます。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The claim status of the interconnect indicates that it has been moved to a different
enclosure
症状
インターコネクトの獲得状態は、インターコネクトが別のエンクロージャーに移動されたことを示してい
ます。
ID：hpris.HpSmartStorageSasSwitch.MisClaimed
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重大度：警告
ヘルスカテゴリ：SAS インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-interconnects/
アクション
1. ベイ X のインターコネクトを更新してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The interconnect has not been claimed
症状
インターコネクトは獲得されていません。構成は未獲得状態では許可されません。
ID：hpris.HpSmartStorageSasSwitch.Unclaimed
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：SAS インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-interconnects/
アクション
1. ベイ X のインターコネクトを更新してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。

The interconnect is currently configured for dual domain but is unable to establish
communication
症状
インターコネクトが現在デュアルドメイン用に構成されていますが、パートナーインターコネクトと通信
を確立できません。
このアラートは、HPE OneView 4.0 で更新されました。
ID：hpris.HpSmartStorageSasSwitch.PartnerSwitchNotPresent
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：SAS インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-interconnects
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解決方法 1
アクション
1. HPE OneView バージョン 3.1 で、SAS インターコネクトがベイ 1 および 4 に取り付けられていること
を確認します。
2. インターコネクトを取り外してから他方のベイに再度取り付けます。
3. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
解決方法 2
アクション
1. HPE OneView バージョン 4.0 で、SAS インターコネクトがベイ 1 および 4 に取り付けられていて、電
源がオンになっていることを確認します。
2. インターコネクトが論理エンクロージャーの一部として構成されている場合、指定されたベイのイン
ターコネクトのソフトリセットを実行してください。
3. 問題が解決されない場合は、同じインターコネクトのハードリセットを実行してください。
4. インターコネクトが論理エンクロージャーの一部として構成されていない場合は、論理エンクロー
ジャーを作成するか、既存の論理エンクロージャーにインターコネクトを追加するか、パートナー SAS
インターコネクトが含まれる論理インターコネクトに構成を再適用することで、古くなったすべての
構成をインターコネクトから削除してください。
5. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The interconnect is currently configured for dual domain but communication with
partner switch has failed
症状
インターコネクトが現在デュアルドメイン用に構成されていますが、パートナーインターコネクトとの通
信に失敗しました。
このアラートは、HPE OneView 4.0 で更新されました。
ID：hpris.HpSmartStorageSasSwitch.PartnerSwitchCommunicationFailure
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：SAS インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-interconnects
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解決方法 1
アクション
1. HPE OneView バージョン 3.1 で、SAS インターコネクトがベイ 1 および 4 に取り付けられていること
を確認します。
2. 他方のベイのインターコネクトのソフトリセットを実行します。
3. 問題が解決されない場合は、他方のベイのインターコネクトのハードリセットを実行してください。
4. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
解決方法 2
アクション
1. HPE OneView バージョン 4.0 で、SAS インターコネクトがベイ 1 および 4 に取り付けられていること
を確認します。
2. 他方のベイのインターコネクトのソフトリセットを実行します。
3. 問題が解決されない場合は、他方のベイのインターコネクトのハードリセットを実行してください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The interconnect is currently configured for redundancy but the firmware version is
different between the redundant interconnects
症状
インターコネクトは現在冗長に構成されていますが、冗長インターコネクト間でファームウェアバージョ
ンが異なります。
ID：HpSmartStorageSasSwitch.PartnerSwitchVersionMismatch
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：SAS インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-interconnects
アクション
ファームウェアアップデートを実行して、インターコネクトのファームウェアバージョンを同じにしてく
ださい。
詳しくは
サポートケースをオープンにする
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The interconnect is currently configured for redundancy but the zoning configuration is
different
症状
インターコネクトは現在冗長に構成されていますが、冗長インターコネクト間でゾーニング構成が異なり
ます。
ID：hpris.HpSmartStorageSasSwitch.PartnerSwitchPZRMismatch
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：SAS インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-interconnects
アクション
1. 論理インターコネクトの構成を再適用してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The interconnect is currently configured for redundancy but the WWID is different
症状
インターコネクトは現在冗長に構成されていますが、冗長インターコネクト間で WWID が異なります。
ID：hpris.HpSmartStorageSasSwitch.PartnerSwitchWWIDMismatch
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：SAS インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-interconnects/
アクション
1. 論理インターコネクトの構成を再適用してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The interconnect is degraded for an unspecified reason
症状
インターコネクトは詳細不明な理由で劣化しています。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.HpSmartStorageSasSwitch.EnclosureManagerStateDegraded
重大度：警告
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ヘルスカテゴリ：SAS インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-interconnects/
アクション
1. 接続モジュールを取り外してから、再度取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
2. 接続モジュールがインターコネクトベイ 1 または 4 に取り付けられていることを確認します。
3. 問題が続く場合は、サーバーのサポートされているメザニンカードがインターコネクトベイと一致し
ている適切なスロットにあることを確認します。
4. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The status of the interconnect cannot be determined
症状
インターコネクトの状態を特定できません。
ID：hpris.HpSmartStorageSasSwitch.Unknown
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：SAS インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-interconnects/
アクション
1. 指定されたベイのインターコネクトのソフトリセットを実行します。
2. 問題が解決されない場合は、インターコネクトのハードリセットを実行してください。
3. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The interconnect subcomponent firmware is inconsistent
症状
インターコネクトのサブコンポーネントファームウェアが一致していません。
ID：hpris.HpSmartStorageSasSwitch.SubcomponentFWInconsistency
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：SAS インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-interconnects/
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アクション
1. インターコネクトに SAS 論理インターコネクトが存在することを確認してから、ファームウェアを更
新してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Port X has normal status
症状
ポート X は正常な状態です。
このアラートは、HPE OneView 4.2 でアップデートされました。
ID：hpris.HpSmartStoragePortConnector.None
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：SAS インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-interconnects/
アクション
対応する必要はありません。

I/O Adapter X, Port Y has normal status
症状
I/O アダプター X、ポート Y は正常な状態です。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：hpris.HpSmartStoragePortConnector.None.IOAdapter
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：SAS インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-interconnects/
アクション
対応する必要はありません。

Link errors have been detected on port X
症状
ポート X 上でリンクエラーが検出され、低下したパフォーマンス状態で動作しています。
ID：hpris.HpSmartStoragePortConnector.SignalIntegrity
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：SAS インターコネクト
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リソース URI：/rest/sas-interconnects/
アクション
1. このデバイスと、ポート X に接続されたデバイスを再度取り付けてください。
2. 問題が解決されない場合は、ハードウェアを交換してください。

I/O adapter X, link errors have been detected
症状
I/O アダプター X、ポート X 上でリンクエラーが検出され、パフォーマンスが低下した状態で動作してい
ます。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：hpris.HpSmartStoragePortConnector.SignalIntegrity.IOAdapter
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：SAS インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-interconnects/
アクション
1. このデバイスと、ポート X に接続されたデバイスを再度取り付けてください。
2. 問題が解決されない場合は、ハードウェアを交換してください。

Port X does not support the device type attached
症状
ポート X は接続されているデバイスタイプをサポートしていません。
ID：hpris.HpSmartStoragePortConnector.UnknownDevice
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：SAS インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-interconnects/
アクション
ポート X に接続されているデバイスを取り外してください。

I/O Adapter X, Port Y does not support the device type attached
症状
I/O アダプター X、ポート Y は接続されているデバイスタイプをサポートしていません。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：hpris.HpSmartStoragePortConnector.UnknownDevice.IOAdapter
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：SAS インターコネクト
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リソース URI：/rest/sas-interconnects/
アクション
ポート X に接続されているデバイスを取り外してください。

Port X is currently offline
症状
ポート X は現在オフラインです。
ID：hpris.HpSmartStoragePortConnector.Offline
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：SAS インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-interconnects/
アクション
1. インターコネクトがオンラインであることを確認してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

I/O Adapter X, Port Y is currently offline
症状
I/O アダプター X、ポート Y は現在オフラインです。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：hpris.HpSmartStoragePortConnector.Offline.IOAdapter
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：SAS インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-interconnects/
アクション
1. インターコネクトがオンラインであることを確認してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

HPE OneView のエラーとアラート

930

The drive enclosure is reporting an unrecognized error reason
症状
ドライブエンクロージャーが認識できないエラー理由 X をレポートしています。
ID：hpris.HpSmartStorageStorageEnclosure.badReason
重大度：RIS アラートから継承
ヘルスカテゴリ：ドライブエンクロージャー
リソース URI：/rest/drive-enclosures/
原因
新バージョンの SAS インターコネクトファームウェアに追加のエラー理由が導入されました。
アクション
サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供してください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The drive enclosure has normal status
症状
ドライブエンクロージャーは正常な状態です。
ID：hpris.HpSmartStorageStorageEnclosure.None
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ドライブエンクロージャー
リソース URI：/rest/drive-enclosures/
アクション
対応する必要はありません。

Two I/O adapters have been detected but only one functioning communication path can
be identified
症状
2 つの I/O アダプターが検出されましたが、機能していて識別できる通信パスは 1 つのみです。
ID：hpris.HpSmartStorageStorageEnclosure.PathFailure
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ドライブエンクロージャー
リソース URI：/rest/drive-enclosures/
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アクション
1. 2 つ目の I/O アダプターを使用するには、2 つ目のインターコネクトを設置してください。
2. インターコネクトが設置されている場合は、電源がオンになっていて、論理エンクロージャーで使用
するように構成されていることを確認してください。

There is a firmware mismatch between the I/O adapters
症状
ドライブエンクロージャー内の I/O アダプター間にファームウェアの不一致があります。
hpris.HpSmartStorageStorageEnclosure.FirmwareMismatch
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ドライブエンクロージャー
リソース URI：/rest/drive-enclosures/
アクション
1. ドライブエンクロージャーにファームウェアを再度適用してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The drive drawer is open
症状
ドライブのドロアーが開いています。
ID：hpris.HpSmartStorageStorageEnclosure.DrawerOpen
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ドライブエンクロージャー
リソース URI：/rest/drive-enclosures/
アクション
ドライブエンクロージャーの冷却を適切に保つために、ドライブのドロアーを閉じてください。

The drive enclosure drawer has been open for an extended duration
症状
ドライブエンクロージャーのドロアーが長期間にわたり開いていました。ドライブの過熱を避けるため
に、ドロアーを閉じてください。
ID：hpris.HpSmartStorageStorageEnclosure.DrawerOpenTooLong
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ドライブエンクロージャー

HPE OneView のエラーとアラート

932

リソース URI：/rest/drive-enclosures/
アクション
ドライブエンクロージャーが適切に冷却されるよう、すぐにドライブのドロアーを閉じてください。

The drive enclosure is offline
症状
ドライブエンクロージャーはオフラインです。
ID：hpris.HpSmartStorageStorageEnclosure.Offline
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ドライブエンクロージャー
リソース URI：/rest/drive-enclosures/
アクション
1. ドライブエンクロージャーをリセットするか電源をオンにしてください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

There is a communication failure between the drive enclosure and the associated SAS
interconnects
症状
ドライブエンクロージャーと、関連付けられた SAS インターコネクトの間で通信障害が発生しています。
ID：hpris.HpSmartStorageStorageEnclosure.CommunicationFailure
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ドライブエンクロージャー
リソース URI：/rest/drive-enclosures/
アクション
1. インターコネクトに電源が入っており、正常に機能していることを確認してください。
2. ドライブエンクロージャーがサーバープロファイルによって使用されていない場合は、以下の操作を
行います。
a. このドライブエンクロージャーを使用しているすべてのサーバープロファイルをシャットダウンし
ます。
b. ドライブのエンクロージャーのハードリセットを実行します。
c. 問題が解決されない場合は、関連付けられているインターコネクトをリセットしてください。
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d. 問題が解決されない場合は、含まれている I/O アダプターを取り付けなおしてください。
e. 問題が解決されない場合は、ドライブエンクロージャーを取り付けなおしてください。
3. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The drive enclosure is reporting an internal hardware problem
症状
ドライブエンクロージャーが内部ハードウェアの問題をレポートしています。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：hpris.HpSmartStorageStorageEnclosure.Error
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ドライブエンクロージャー
リソース URI：/rest/drive-enclosures/
アクション
1. インターコネクトに電源が入っており、正常に機能していることを確認してください。
2. ドライブのいずれかが問題を示している場合は、アクティブなサーバープロファイルによって使用さ
れていないことを確認してから、それらのドライブを取り付けなおします。
3. 問題が続く場合は、このドライブエンクロージャーを使用しているすべてのサーバープロファイルを
シャットダウンします。
4. ドライブのエンクロージャーのハードリセットを実行します。
5. 問題が解決されない場合は、関連付けられているインターコネクトのハードリセットを実行します。
6. 問題が解決されない場合は、含まれている I/O アダプターを取り付けなおしてから、ドライブエンク
ロージャーを取り付けなおします。
7. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The firmware image is inconsistent in the I/O adapters
症状
I/O アダプター内のファームウェアイメージに整合性がありません。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：hpris.HpSmartStorageStorageEnclosure.FirmwareUpdateRequired
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ドライブエンクロージャー
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リソース URI：/rest/drive-enclosures/
アクション
1. ドライブエンクロージャーにファームウェアを再度適用してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The I/O adapter is reporting an unrecognized error reason
症状
スロット X の I/O アダプターが認識できないエラー理由をレポートしています。
ID：hpris.HpSmartStorageIOModule.badReason
重大度：RIS アラートから継承
ヘルスカテゴリ：ドライブエンクロージャー
リソース URI：/rest/drive-enclosures/
リソース ID：/rest/drive-enclosures/drives/{drive-bay}
原因
新バージョンの SAS インターコネクトファームウェアに追加のエラー理由が導入されました。
アクション
サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供してください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The I/O adapter in slot X has normal status
症状
スロット X の I/O アダプターは正常な状態です。
ID：hpris.HpSmartStorageIOModule.None
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ドライブエンクロージャー
リソース URI：/rest/drive-enclosures/
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アクション
対応する必要はありません。

The status of I/O adapter in slot X cannot be determined
症状
SAS インターコネクトトポロジにエラーがあるため、スロット X の I/O アダプターの状態を特定できませ
ん。
ID：hpris.HpSmartStorageIOModule.TopologyError
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ドライブエンクロージャー
リソース URI：/rest/drive-enclosures/
アクション
1. I/O アダプターを削除し、再インストールします。
2. 問題が解決されない場合は、I/O アダプターを交換してください。

Communication with I/O adapter in slot X has been lost
症状
スロット X の I/O アダプターとの通信が失われました。
ID：hpris.HpSmartStorageIOModule.CommunicationFailure
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ドライブエンクロージャー
リソース URI：/rest/drive-enclosures/
アクション
1. スロット X の I/O アダプターを取り外してから再度挿入してください。
2. 問題が解決されない場合は、ドライブエンクロージャーを取り付けなおしてください。
3. 問題が解決されない場合は、I/O アダプターを交換してください。

The I/O adapter in slot X has an unknown failure
症状
スロット X の I/O アダプターに不明な障害があります。
ID：hpris.HpSmartStorageIOModule.Unknown
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ドライブエンクロージャー
リソース URI：/rest/drive-enclosures/
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アクション
サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供してください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The I/O adapter in slot X is reporting an internal hardware error
症状
スロット X の I/O アダプターが内部ハードウェアエラーをレポートしています。
ID：hpris.HpSmartStorageIOModule.Error
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ドライブエンクロージャー
リソース URI：/rest/drive-enclosures/
アクション
1. インターコネクトに電源が入っており、正常に機能していることを確認してください。
2. ドライブエンクロージャーがサーバープロファイルによって使用されていない場合は、以下の操作を
行います。
a. このドライブエンクロージャーを使用しているすべてのサーバープロファイルをシャットダウンし
ます。
b. ドライブのエンクロージャーのハードリセットを実行します。
c. 問題が解決されない場合は、関連付けられているインターコネクトをリセットしてください。
d. 問題が解決されない場合は、含まれている I/O アダプターを取り付けなおしてください。
e. 問題が解決されない場合は、ドライブエンクロージャーを取り付けなおしてください。
3. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

An issue with the I/O adapter links in slot X has been detected
症状
スロット X でドライブエンクロージャーからサーバープロファイルにドライブが割り当てられない I/O
アダプターリンクの問題が検出されました。この問題が解決されるまで、ドライブインベントリを使用で
きない可能性があります。
ID：hpris.HpSmartStorageIOModule.ZoningFailure
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ドライブエンクロージャー
リソース URI：/rest/drive-enclosures/
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アクション
1. 影響を受けるすべてのサーバープロファイルの電源をオフにしてから、I/O アダプターを再挿入してく
ださい。
2. 問題が解決されない場合は、ドライブエンクロージャーの電源を再投入してください。
3. 問題が解決したら、サーバープロファイルの電源をオンにしてください。
4. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Logical JBOD X is reporting an unrecognized error reason
症状
論理 JBOD X が認識できないエラー理由 Y をレポートしています。
ID：hpris.HpSmartStorageZoneGroup.badReason
重大度：RIS アラートから継承
ヘルスカテゴリ：ドライブエンクロージャー
リソース URI：/rest/drive-enclosures/
原因
新バージョンの SAS インターコネクトファームウェアに追加のエラー理由が導入されました。
アクション
サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供してください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Zone group X has normal status
症状
ゾーングループ X は正常な状態です。
ID：hpris.HpSmartStorageZoneGroup.None
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ドライブエンクロージャー
リソース URI：/rest/drive-enclosures/
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アクション
対応する必要はありません。

The status for logical JBOD X cannot be determined
症状
論理 JBOD X の状態を特定できません。
ID：hpris.HpSmartStorageZoneGroup.Unknown
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ドライブエンクロージャー
リソース URI：/rest/drive-enclosures/
アクション
サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供してください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The configuration for logical JBOD X is not consistent with the hardware state
症状
論理 JBOD X の構成とハードウェア状態との整合性がありません。
ID：hpris.HpSmartStorageZoneGroup.Mismatch
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ドライブエンクロージャー
リソース URI：/rest/drive-enclosures/
アクション
論理インターコネクトに構成を再適用してください。

The configuration of logical JBOD X cannot be applied to the port
症状
ゾーニング可能なデバイスが接続されているため、論理 JBOD X の構成をポートに適用できません。
ID：hpris.HpSmartStorageZoneGroup.Inactive
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ドライブエンクロージャー
リソース URI：/rest/drive-enclosures/
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アクション
ドライブエンクロージャーがサーバープロファイル用のベイのロケーションに設置されている場合は、そ
のドライブエンクロージャーを取り外してください。

Logical JBOD X has one or more drive enclosures that are either missing or offline
症状
論理 JBOD X には、見つからないか、オフラインになっている 1 つ以上のドライブエンクロージャーが含
まれています。
ID：hpris.HpSmartStorageZoneGroup.Offline
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ドライブエンクロージャー
リソース URI：/rest/drive-enclosures/
アクション
見つからないドライブエンクロージャーの電源をオンにするか、再度取り付けてください。

The zoning configuration for X does not reference any ports or bays
症状
X のゾーニング構成が、ポートまたはベイを参照していません。
ID：hpris.HpSmartStorageZoneGroup.Empty
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ドライブエンクロージャー
リソース URI：/rest/drive-enclosures/
アクション
サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供してください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The SAS interconnect is not present in bay X of enclosure Y
症状
エンクロージャー Y のベイ X に SAS インターコネクトが存在しません。デュアルドメイン接続を使用
できません。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：dfrm.sasLi.dualDomain.icmMissing
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-logical-interconnects
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アクション
インターコネクトをエンクロージャー Y のベイ X に挿入します。

The interconnects are missing
症状
インターコネクトがありません。SAS 論理 JBOD への接続が存在する場合、接続は失われます。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：dfrm.sasLi.dualDomain.icmMissing
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-logical-interconnects
アクション
エンクロージャーのベイ X および Y にインターコネクトを取り付けます。

An interconnect of type X is expected in enclosure Y
症状
タイプ X のインターコネクトが、エンクロージャー Y、インターコネクトベイ Z で予期されています。論
理 JBOD へのデュアルドメイン接続は失われます。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：dfrm.sasLi.dualDomain.icmMissing
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：sas-logical-jbod
リソース URI：/rest/sas-logical-jbod
アクション
インターコネクトをエンクロージャー Y のベイ X に挿入します。

An interconnect of type X is expected in enclosure Y
症状
タイプ X のインターコネクトが、エンクロージャー Y、インターコネクトベイ Z で予期されています。論
理 JBOD へのデュアルドメイン接続は失われます。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：dfrm.sasLi.dualDomain.icmMissing
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：sas-logical-jbod
リソース URI：/rest/sas-logical-jbod
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アクション
インターコネクトをエンクロージャー Y のベイ X に挿入します。

Interconnects of type X are expected in enclosure Y
症状
ベイ Y のタイプ X のインターコネクトと、ベイ A のタイプ Z のエンクロージャーがエンクロージャー B
で予期されています。論理 JBOD へのデュアルドメイン接続は失われます。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：dfrm.sasLi.dualDomain.icmMissing
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：sas-logical-jbod
リソース URI：/rest/sas-logical-jbod
アクション
インターコネクトをエンクロージャー Z のベイ X および Y に挿入します。

An I/O adapter in slot X of drive enclosure Y is missing
症状
ドライブエンクロージャー Y のスロット X の I/O アダプターが見つかりません。デュアルドメイン接続
が失われています。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：dfrm.dualDomain.iom.missing
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-logical-interconnects
アクション
ドライブエンクロージャー Y のスロット X に I/O アダプターを取り付けてください。

An I/O adapter in slot X of drive enclosure Y is missing
症状
ドライブエンクロージャー Y のスロット X の I/O アダプターが見つかりません。論理 JBOD へのデュア
ルドメイン接続が失われています。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：dfrm.sasLi.dualDomain.icmMissing（この後にドライブエンクロージャーのシリアル番号が続く）
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：sas-logical-jbod
リソース URI：/rest/sas-logical-jbod
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アクション
ドライブエンクロージャー Y のスロット X に I/O アダプターを取り付けてください。

The drive enclosure X is not part of dual domain configuration of SAS logical
interconnect
症状
ドライブエンクロージャー X は SAS 論理インターコネクトのデュアルドメイン構成の一部ではありませ
ん。このドライブエンクロージャーの SAS 論理 JBOD への接続は失われます。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：dfrm.dualDomain.de.poweredoff
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-logical-interconnects
アクション
1. ドライブエンクロージャー X の電源をオンにします。
2. デュアルドメイン接続が必要な場合、I/O アダプターがスロット 1 と 2 に存在することを確認してくだ
さい。

The drive enclosure X is not part of dual domain configuration of SAS logical
interconnect
症状
ドライブエンクロージャー X は SAS 論理インターコネクトのデュアルドメイン構成の一部ではありませ
ん。このドライブエンクロージャーの SAS 論理 JBOD への接続は失われます。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：dfrm.dualDomain.de.poweredoff
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-logical-interconnects
アクション
1. ドライブエンクロージャー X の電源をオンにします。
2. デュアルドメイン接続が必要な場合、I/O アダプターがスロット 1 と 2 に存在することを確認してくだ
さい。

The interconnect X is powered off
症状
インターコネクト X はオフです。デュアルドメイン接続が失われています。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
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ID：dfrm.sasic.bay1.power.operations
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-logical-interconnects
アクション
インターコネクトの電源を入れてください。

The interconnect X is powered off
症状
インターコネクト X はオフです。論理 JBOD への接続は失われています。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：dfrm.sasic.bay1.power.operations
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：sas-logical-jbod
リソース URI：/rest/sas-logical-jbod
アクション
インターコネクトの電源を入れてください。

The interconnect X is powered off
症状
インターコネクト X はオフです。論理 JBOD への接続は失われています。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：dfrm.sasic.bay1.power.operations
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：sas-logical-jbod
リソース URI：/rest/sas-logical-jbod
アクション
インターコネクトの電源を入れてください。

The SAS interconnects in the logical interconnect X are powered off
症状
論理インターコネクト X 内の SAS インターコネクトは、電源がオフになっています。論理 JBOD への接
続は失われています。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：dfrm.sasic.bay1.power.operations
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重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：sas-logical-jbod
リソース URI：/rest/sas-logical-jbod
アクション
インターコネクトの電源を入れてください。

The interconnect X is powered off
症状
インターコネクト X はオフです。デュアルドメイン接続が失われています。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：dfrm.sasic.bay4.power.operations
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-logical-interconnects
アクション
インターコネクトの電源を入れてください。

The interconnect X is powered off
症状
インターコネクト X はオフです。論理 JBOD への接続は失われています。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：dfrm.sasic.bay4.power.operations
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：sas-logical-jbod
リソース URI：/rest/sas-logical-jbod
アクション
インターコネクトの電源を入れてください。

The interconnect X is powered off
症状
インターコネクト X はオフです。論理 JBOD への接続は失われています。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：dfrm.sasic.bay4.power.operations
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：sas-logical-jbod
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リソース URI：/rest/sas-logical-jbod
アクション
インターコネクトの電源を入れてください。

The SAS interconnects in the logical interconnect X are powered off
症状
論理インターコネクト X 内の SAS インターコネクトは、電源がオフになっています。論理 JBOD への接
続は失われています。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：dfrm.sasic.bay4.power.operations
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：sas-logical-jbod
リソース URI：/rest/sas-logical-jbod
アクション
インターコネクトの電源を入れてください。

The SAS interconnects in the logical interconnect configuration are powered off
症状
論理インターコネクト構成内の SAS インターコネクトは、電源がオフになっています。SAS 論理 JBOD
への接続が存在する場合、接続は失われます。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：dfrm.sasic.bay1.power.operations
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-logical-interconnects
アクション
インターコネクトの電源をオンにしてください。

The SAS interconnects in the logical interconnect X are powered off
症状
論理インターコネクト X 内の SAS インターコネクトは、電源がオフになっています。論理 JBOD への接
続は失われています。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：dfrm.sasic.bay1.power.operations
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：sas-logical-jbod
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リソース URI：/rest/sas-logical-jbod
アクション
インターコネクトの電源をオンにしてください。

The SAS interconnects in the logical interconnect configuration are powered off
症状
論理インターコネクト構成内の SAS インターコネクトは、電源がオフになっています。SAS 論理 JBOD
への接続が存在する場合、接続は失われます。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：dfrm.sasic.bay4.power.operations
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-logical-interconnects
アクション
インターコネクト X および Y の電源をオンにしてください。

The SAS interconnects in the logical interconnect X are powered off
症状
論理インターコネクト X 内の SAS インターコネクトは、電源がオフになっています。論理 JBOD への接
続は失われています。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：dfrm.sasic.bay4.power.operations
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：sas-logical-jbod
リソース URI：/rest/sas-logical-jbod
アクション
インターコネクトの電源をオンにしてください。

SAS interconnect is currently not supported for FIPS/CNSA security compliance
症状
現在、SAS インターコネクトは FIPS/CNSA セキュリティコンプライアンスに対応していません。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：Cryptography.compatibilityReport.sas-interconnects
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：アプライアンス
リソース URI：/rest/appliance
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アクション
1. SAS インターコネクトは非準拠モードで動作を継続します。
2. SAS インターコネクトをエンクロージャーから削除するか、暗号化モードを現在の設定のままにして
おくこともできます。

Drive enclosure is currently not supported for FIPS/CNSA security compliance
症状
現在、ドライブエンクロージャーは FIPS/CNSA セキュリティコンプライアンスに対応していません。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：Cryptography.compatibilityReport.drive-enclosures
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：アプライアンス
リソース URI：/rest/appliance
アクション
1. ドライブエンクロージャーは非準拠モードで動作を継続します。
2. ドライブエンクロージャーをエンクロージャーから削除するか、暗号化モードを現在の設定のままに
しておくこともできます。

The interconnect, X, sub-component firmware is inconsistent
症状
インターコネクト X のサブコンポーネントファームウェアが一致していません。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：dfrm.SubcomponentFWInconsistency
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-logical-interconnects
アクション
1. ファームウェアをアップデートします。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The interconnects, X and Y, sub-component firmware is inconsistent
症状
インターコネクトのサブコンポーネントファームウェアが一致していません。
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このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：dfrm.SubcomponentFWInconsistency
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-logical-interconnects
アクション
1. ファームウェアをアップデートします。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The interconnect sub-component firmware is now consistent
症状
インターコネクトのサブコンポーネントファームウェアが一致するようになりました。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：dfrm.SubcomponentFWInconsistency
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-logical-interconnects
アクション
対応する必要はありません。

Erase operation started on drive
症状
ドライブベイ X のドライブで消去操作が開始されました。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：dfrm.SubcomponentFWInconsistency
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ドライブエンクロージャー
リソース URI：/rest/drive-enclosures/
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アクション
対応する必要はありません。

Erase operation completed on drive
症状
ドライブベイ X のドライブで消去操作が完了しました。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：dfrm.SubcomponentFWInconsistency
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ドライブエンクロージャー
リソース URI：/rest/drive-enclosures/
アクション
対応する必要はありません。

The erase operation has failed
症状
ドライブエンクロージャー X、ドライブベイ Y のドライブの消去操作が失敗し、使用できなくなっていま
す。
このアラートは、HPE OneView 4.2 でアップデートされました。
ID：dfrm.de.drive.eraseFailed
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：
• /rest/drive-enclosures/
• /rest/sas-logical-interconnects
アクション
ドライブを交換します。

Unable to initiate erase operation
症状
ドライブエンクロージャー X、ドライブベイ Y のドライブの消去操作を開始できません。ドライブ上の
データは消去されません。
ID：dfrm.de.drive.eraseFailed.NotInitiated
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
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リソース URI：/rest/sas-logical-interconnects
アクション
1. Smart Storage Administrator を使用してドライブを再度有効にして、消去操作を再度実行してくださ
い。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/smartstoragedocs）にある HPE Smart Storage Administrator ユーザーガイドを参照してください。
2. 指定されたドライブを取り外し、ドライブ消去ツールを使用して手動で消去します。

One or more logical JBODs may still have dual domain connectivity
症状
1 つ以上の論理 JBOD に、デュアルドメイン接続が引き続き構成されている可能性があります。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：dfrm.dualDomain.updatePortConnectorFailure
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-logical-interconnects/
アクション
構成を再適用してください。

Unable to communicate with the SAS interconnect
症状
SAS インターコネクトと通信できません。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：StatusPoll.SasInterconnectStatus
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：SAS インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-interconnects
アクション
1. SAS インターコネクトの電源がオンであることを確認してください。
2. 問題は一時的である可能性があります。インターコネクトを更新してください。
3. 問題が解決されない場合は、以下の操作を実行します。
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a. ソフトリセットを実行します。
b. ハードリセットの実行。
c. インターコネクトを取り付けなおします。
4. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

One or more logical JBODs may not have been configured for dual domain connectivity
症状
1 つ以上の論理 JBOD に、デュアルドメイン接続が構成されていない可能性があります。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：dfrm.singleDomain.updatePortConnectorFailure
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-logical-interconnects/
アクション
構成を再適用してください。

Connectivity to SAS interconnect is missing
症状
SAS インターコネクトへの接続がありません。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：dfrm.no.connection.from.de.to.sasicm
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ドライブエンクロージャー
リソース URI：/rest/drive-enclosures
アクション
1. ドライブエンクロージャー内の I/O アダプターに対応する SAS インターコネクトがあることを確認し
てください。
2. I/O アダプターがスロット 1 に取り付けられている場合は、サポートされている SAS のインターコネ
クトがベイ X 内に存在し、電源がオンになっていることを確認します。
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3. I/O アダプターがスロット 2 に取り付けられている場合は、サポートされている SAS のインターコネ
クトがベイ Y 内に存在し、電源がオンになっていることを確認します。
4. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The SAS interconnect X does not support FIPS mode
症状
SAS インターコネクト X は FIPS モードをサポートしていません。SAS インターコネクトは、FIPS に準
拠しない方法で動作を継続します。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：dfrm.sasicmIsNotFipsCapable（このメッセージの後にスイッチのベイ番号が続く）
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：論理インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-logical-interconnects
アクション
FIPS モードをサポートするバージョン（バージョン X 以上）にファームウェアをアップデートするか、
インターコネクトを削除してください。

Unable to enable FIPS mode on SAS interconnect
症状
SAS インターコネクトで FIPS モードを有効にできません。SAS インターコネクトは、FIPS に準拠しな
い方法で動作を継続します。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：dfrm.sasicmFipsEnableError（このメッセージの後にスイッチのベイ番号が続く）
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：SAS インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-interconnects
アクション
1. SAS インターコネクトを更新してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする
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Unable to create logical JBOD
症状
論理 JBOD を作成できません。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：dfrm.ljbod.createfailed
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：SAS 論理 JBOD
リソース URI：/rest/sas-logical-jbod
アクション
1. 論理 JBOD を削除します。
2. 操作を再試行してください。

Unable to create logical JBOD
症状
論理 JBOD を作成できません。利用できるドライブが不足しています。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：dfrm.ljbod.createfailed.nodrives
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：SAS 論理 JBOD
リソース URI：/rest/sas-logical-jbod
アクション
1. 利用可能なドライブの数が十分あることを確認してください。
2. ドライブのステータスを確認し、障害が発生したすべてのドライブを交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用のコンピュートモジュールのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
3. 操作を再試行してください。

Unable to create logical JBOD
症状
論理 JBOD を作成できません。利用できるドライブエンクロージャーが不足しています。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：dfrm.ljbod.createfailed.nodriveenlosures
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：SAS 論理 JBOD
リソース URI：/rest/sas-logical-jbod
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アクション
1. 利用可能なドライブエンクロージャーの数が十分にあり、電源がオンであることを確認してください。
2. 操作を再試行してください。

Unable to create logical JBOD
症状
論理 JBOD を作成できません。SAS 論理インターコネクト X のドライブエンクロージャーは、サポート
ダンプまたはファームウェアアップデート操作が進行中のためメンテナンス状態にあります。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：dfrm.ljbod.createfailed.limaintenance
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：SAS 論理 JBOD
リソース URI：/rest/sas-logical-jbod
アクション
この操作が完了するまで待ってから、再度実行してください。

Unable to create logical JBOD
症状
論理 JBOD を作成できません。SAS 論理インターコネクト X がクリティカル状態です。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：dfrm.ljbod.createfailed.limismatch
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：SAS 論理 JBOD
リソース URI：/rest/sas-logical-jbod
アクション
1. SAS 論理インターコネクトを確認し、正常な状態へ戻すために必要なステップを実行してください。
2. 操作を再試行してください。

Unable to create logical JBOD
症状
論理 JBOD を作成できません。SAS 論理インターコネクト X はドライブ消去をサポートしていません。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：dfrm.ljbod.createfailed.li.eraseunsupported
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：SAS 論理 JBOD
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リソース URI：/rest/sas-logical-jbod
アクション
1. SAS 論理インターコネクト X のファームウェアをバージョン 1.2.4.0 以上にアップデートしてくださ
い。
2. 操作を再試行してください。

The drive enclosure does not support FIPS mode
症状
ドライブエンクロージャーは FIPS モードをサポートしていません。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：dfrm.deIsNotFipsCapable
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：SAS 論理 JBOD
リソース URI：/rest/sas-logical-jbod
アクション
1. インターコネクト用の SAS 論理インターコネクトが存在することを確認してください。
2. 論理インターコネクトのファームウェアを、FIPS モードをサポートするバージョンにアップデートし
てください。

A mismatch in logical JBOD configuration is detected
症状
SAS インターコネクトで論理 JBOD 構成の不一致が検出されました。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：dfrm.ljbod.configMismatchOnSASICM
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：SAS 論理 JBOD
リソース URI：/rest/sas-logical-jbod
アクション
SAS 論理インターコネクトの構成を再適用してください。

The logical JBOD is not configured
症状
SAS インターコネクトで論理 JBOD が構成されていません。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：dfrm.ljbod.notConfiguredOnSASICM
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重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：SAS 論理 JBOD
リソース URI：/rest/sas-logical-jbod
アクション
SAS 論理インターコネクトの構成を再適用してください。

FIPS mode is enabled on SAS interconnect
症状
SAS インターコネクトで FIPS モードが有効になっています。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：dfrm.fipsModeEnabledOnSasICM
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：SAS インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-interconnect/
アクション
対応する必要はありません。

FIPS mode is disabled on SAS interconnect
症状
SAS インターコネクトで FIPS モードが無効になっています。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：dfrm.fipsModeDisabledOnSasICM
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：SAS インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-interconnect/
アクション
対応する必要はありません。

Unable to establish trusted communication with the SAS interconnect
症状
SAS インターコネクト X との信頼された通信を確立できません。トラストストア内の証明書が無効で
す。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：dfrm.sasSwitch.certAddFailed
重大度：クリティカル
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ヘルスカテゴリ：SAS インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-interconnect
アクション
1. アプライアンスのトラストストアから証明書を削除してください。
2. 証明書を手動で再度追加してください。
3. インターコネクトを更新して、操作を再度実行してください。

Unable to establish trusted communication with the SAS interconnect
症状
SAS インターコネクト X との信頼できる通信を確立できません。証明書がアプライアンスのトラストス
トアに存在しません。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：dfrm.sasSwitch.certMissing
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：SAS インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-interconnect
アクション
1. アプライアンスのトラストストアに証明書を追加してください。
2. インターコネクトを更新して、操作を再度実行してください。

Unable to establish trusted communication with the SAS interconnect
症状
SAS インターコネクト X との信頼できる通信を確立できません。証明書が無効であるか、アプライアン
スのトラストストアに存在しません。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：dfrm.sasSwitch.certInvalid
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：SAS インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-interconnect
アクション
1. アプライアンスのトラストストアに証明書が存在する場合は削除してください。
2. アプライアンスのトラストストアに証明書を手動で追加してください。
3. インターコネクトを更新してください。
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Unable to communicate with the interconnect
症状
インターコネクトと通信できません。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：dfrm.sasSwitch.certAddFailed.CommError
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：SAS インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-interconnect
アクション
1. インターコネクトのソフトリセットを実行してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Unable to establish trusted communication with the SAS interconnect
症状
SAS インターコネクト X との信頼された通信を確立できません。証明書が期限切れです。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：dfrm.sasSwitch.certExpired
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：SAS インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-interconnect
アクション
1. [設定]ページにアクセスし、セキュリティ設定をクリックして編集します。
2. [証明書]セクションで、"リーフ証明書の期限切れをチェックする"オプションのチェックを外して、[OK]
をクリックします。
3. インターコネクトのファームウェアを指定されたバージョンまたはそれ以降のバージョンに更新しま
す。
4. ファームウェアのアップデート後に、セキュリティ設定を編集し、"リーフ証明書の期限切れをチェッ
クする"オプションを設定します。

The SAS interconnect now has a valid certificate
症状
SAS インターコネクト X に有効な証明書が含まれるようになりました。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
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ID：dfrm.sasSwitch.certOk
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：SAS インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-interconnect/
アクション
対応する必要はありません。

The certificate on the interconnect has expired
症状
インターコネクトの証明書の有効期限が切れました。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：dfrm.sasSwitch.has.ExpiredCert
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：SAS インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-interconnects
アクション
1. インターコネクト用の SAS 論理インターコネクトが存在することを確認してください。
2. ファームウェアを指定されたバージョンまたはそれ以降のバージョンにアップグレードしてくださ
い。

The interconnect is currently configured for redundancy
症状
インターコネクトは現在冗長に構成されていますが、冗長インターコネクト間で論理 JBOD 構成が異なり
ます。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：dfrm.PZRMismatch
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：
• SAS インターコネクト
• 論理インターコネクト
リソース URI：
• /rest/sas-interconnects/
• /rest/sas-logical-interconnects
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アクション
1. 指定されたサーバーから論理ドライブと論理 JBOD データをバックアップします。
2. サーバーの電源をオフにします。
3. SAS 論理インターコネクト X の論理インターコネクト構成を再適用します。
4. バックアップからデータを復元します。
5. サーバープロファイルによって論理ドライブとして使用されている場合は、論理インターコネクト X
の一部であるすべての論理 JBOD のサーバープロファイルを編集します。
6. 論理ドライブを削除し、再作成します。

The interconnect is currently configured for redundancy
症状
インターコネクトは現在冗長に構成されていますが、冗長インターコネクト間で論理 JBOD 構成が異なり
ます。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：dfrm.PZRMismatch
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：
• SAS インターコネクト
• 論理インターコネクト
リソース URI：
• /rest/sas-interconnects/
• /rest/sas-logical-interconnects
アクション
論理インターコネクト X 構成を再適用してください。

Unreferenced logical JBOD configuration is detected
症状
参照されていない論理 JBOD 構成が検出されましたが、そのインターコネクトに関連付けられている
SAS 論理インターコネクトがありません。これらの論理 JBOD は、どのサーバープロファイルからも参
照されておらず、このインターコネクトの SAS 論理インターコネクトを持つ論理エンクロージャーが作
成されると削除されます。それによってデータが消失する可能性もあります。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：dfrm.PZRMismatch
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：SAS インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-interconnects/
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アクション
• これらの論理 JBOD を参照しているサーバープロファイルを含むバックアップをリストアしてくださ
い。
• 参照されていない論理 JBOD をクリアするには、インターコネクトの SAS 論理インターコネクトを含
む論理エンクロージャーを作成します。

The logical JBOD configuration is different between the redundant interconnects
症状
冗長インターコネクト間で論理 JBOD 構成が異なります。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：dfrm.PZRMismatch
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：sas-logical-jbod
リソース URI：/rest/sas-logical-jbods
アクション
SAS 論理インターコネクト X 上の構成を再適用してください。

The link rate is less than the maximum capacity of the port
症状
ドライブエンクロージャー X と SAS 接続モジュール Y の間のリンク速度がポート Z の最大容量を下
回っています。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：hpris.HpSmartStoragePortConnector.LinkRateDegraded
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：SAS インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-interconnects
アクション
1. 指定された SAS 接続モジュールのハードリセットを実行します。
2. 問題が解決されない場合は、ドライブエンクロージャーの指定されたスロットにある I/O アダプターを
交換してください。
3. 問題が解決されない場合は、指定された SAS 接続モジュールを交換してください。
4. 問題が解決されない場合は、ドライブエンクロージャーを交換してください。
5. それでも問題が解決されない場合は、ドライブエンクロージャーを別のデバイスベイに移動してくだ
さい。
この手順で問題が解決する場合は、Synergy フレームのミッドプレーンを交換してください。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

The link rate is less than the maximum capacity of the port
症状
サーバー X と SAS 接続モジュール Y の間のリンク速度がポート Z の最大容量を下回っています。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：hpris.HpSmartStoragePortConnector.LinkRateDegraded.Server
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：SAS インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-interconnects
アクション
1. サーバーハードウェアを再起動します。
2. 問題が解決されない場合は、サーバーハードウェアを取り付け直してください。
3. 問題が解決されない場合は、SAS 接続モジュールを取り付け直してください。
4. 問題が解決されない場合は、別のベイにサーバーを移動してください。
5. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストにお問い合わせください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Interconnect X has the port(s) disabled to device(s)
症状
タイプの不一致により、インターコネクト X で、デバイス Y - メザニンカード Z へのポートが無効になっ
ています。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：dfrm.em.InterconnectConfigurationFault.UnSupportedIcmBay
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：SAS インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-interconnects
アクション
1. インターコネクトベイ 1 または 4 の接続モジュールを取り外して再度取り付けます。
2. エンクロージャーのサーバーで、インターコネクトベイに一致するスロットにサポートされているメ
ザニンカードがあることを確認します。
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Interconnect X has the port(s) disabled to device(s)
症状
タイプの不一致により、インターコネクト X で、デバイス Y - メザニンカード Z へのポートが無効になっ
ています。
このアラートは、HPE OneView 5.2 でアップデートされました。
ID：dfrm.em.InterconnectConfigurationFault.UnSupportedMezzCard
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：SAS インターコネクト
リソース URI：/rest/sas-interconnects
アクション
1. 指定されたベイからデバイスを取り外します。
2. メザニンカードをインターコネクトベイに一致するスロットに移動します。
3. ドライブを再度取り付けます。

Drive enclosure information may not be up-to-date
症状
ドライブエンクロージャー情報が最新でない可能性があります。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：dfrm.DriveEnclosureInvalidBayNumber
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ドライブエンクロージャー
リソース URI：/rest/drive-enclosures/
アクション
ドライブエンクロージャーを更新します。

HPE Synergy Image Streamer のエラー
The appliance could not be clustered
症状
アプライアンスをクラスタリングできませんでした。{アプライアンス名}はスタンドアロンアプライアン
スとして実行しています。アプライアンスはクラスター形成を定期的に再試行します。
ID：HACluster.Incompatibility
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：アプライアンス
場所：Image Streamer
リソース URI：/rest/appliance
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アクション
1. クラスターの非互換性またはフレーム通信の問題を確認し、推奨される処置に従います。
2. アプライアンスの工場出荷時設定へのリセットを実行します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある『HPE Synergy Image Streamer ユーザーガイド』を参照してください。
3. アプライアンスを取り外してから、再び取り付けます。
4. 問題が解決されない場合は、アクションメニューを使用してアプライアンスを再起動してください。

An unexpected error occurred
症状
予期しないエラーが発生しました。
ID：image-streamer.cluster
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：アプライアンス
場所：OneView
リソース URI：/rest/i3sappliance
アクション
詳細について指定された展開アプライアンスをチェックし、推奨される処置に従います。

{NTP server} is not responding as a NTP server
症状
{NTP サーバー}は NTP サーバーとして応答していません。
ID：FTS.NTP
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：アプライアンス
場所：Image Streamer
リソース URI：/rest/appliance
アクション
Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://www.hpe.com/support/hpesc）を
使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

{Gateway} is not a valid gateway
症状
{ゲートウェイ}は有効なゲートウェイではありません。
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ID：FTS.GATEWAY
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：アプライアンス
場所：Image Streamer
リソース URI：/rest/appliance
アクション
Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://www.hpe.com/support/hpesc）を
使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

An error occurred during network interface configuration of the appliance
症状
アプライアンスのネットワークインターフェイス構成中にエラーが発生しました。
ID：FTS.NETWORKINTERFACE
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：アプライアンス
場所：Image Streamer
リソース URI：/rest/appliance
アクション
1. アプライアンスを再起動します。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

IPv4 Gateway is not reachable
症状
IPv4 のゲートウェイに到達できません。
ID：FTS.GATEWAY
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：アプライアンス
場所：Image Streamer
リソース URI：/rest/appliance
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アクション
アプライアンスとゲートウェイサーバー間のネットワーク接続の問題を解決してください。

An unexpected error occurred
症状
予期しないエラーが発生しました。
ID：image-streamer.fts
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：アプライアンス
場所：OneView
リソース URI：/rest/i3sappliance
アクション
詳細について指定された展開アプライアンスをチェックし、推奨される処置に従います。

Unable to restore from backup
症状
バックアップからリストアすることができません。
ID：backups.restores
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：アプライアンス
場所：Image Streamer
リソース URI：/rest/appliance
アクション
1. リストアする別のバックアップを選択してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

An unexpected error occurred
症状
予期しないエラーが発生しました。
ID：image-streamer.restore
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：アプライアンス
場所：OneView
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リソース URI：/rest/i3sappliance
アクション
詳細について指定された展開アプライアンスをチェックし、推奨される処置に従います。

Internal Communication Error
症状
内部通信エラー。
ID：AppHealth.RISCommunicationToILOFailure
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：アプライアンス
場所：Image Streamer
リソース URI：/rest/appliance
アクション
1. アプライアンスを再起動します。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

An unexpected error occurred
症状
予期しないエラーが発生しました。
ID：image-streamer.ilo
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：アプライアンス
場所：OneView
リソース URI：/rest/i3sappliance
アクション
詳細について指定された展開アプライアンスをチェックし、推奨される処置に従います。

OS volume X not found in image streamer appliance for server profile Y
症状
サーバープロファイル Y で OS ボリューム X が Image Streamer アプライアンスに見つかりません。
ID：image-streamer.topology.verification.deployment
重大度：クリティカル
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ヘルスカテゴリ：アプライアンス
場所：OneView
リソース URI：/rest/i3sappliance
アクション
OS ボリュームを作成するようにサーバープロファイルを再適用してください。

Image Streamer cluster not found for logical enclosure
症状
論理エンクロージャーの Image Streamer クラスターが見つかりません。
ID：image-streamer.topology.verification.logicalenclosure
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：アプライアンス
場所：OneView
リソース URI：/rest/i3sappliance
アクション
1. Image Streamer クラスターを作成するように、論理エンクロージャーを再適用してください。
2. サーバープロファイルを再適用してください。

Logical enclosure not found for image streamer cluster
症状
Image Streamer クラスターの論理エンクロージャーが見つかりません。
ID：image-streamer.topology.verification.logicalenclosure.2
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：アプライアンス
場所：OneView
リソース URI：/rest/i3sappliance
アクション
1. すべての OS ボリュームを手動で削除します。
2. Image Streamer アプライアンスで工場出荷時設定へのリセットを実行します。
3. 論理エンクロージャーを再作成します。

Unable to read the storage system details on the Image Streamer deployment appliance
症状
Image Streamer 展開アプライアンス X のストレージシステム詳細を読み取れません。
ID：image-streamer.svs.{クラスター ipv4}.node.unstable
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重大度：クリティカル/警告
ヘルスカテゴリ：アプライアンス
場所：OneView
リソース URI：/rest/i3sappliance
アクション
1. 指定された Image Streamer 展開アプライアンス上のストレージペアが存在していて有効な論理エン
クロージャーが関連付けられていることを確認してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The quorum is not configured for the storage system in the Image Streamer deployment
appliance
症状
Image Streamer 展開アプライアンス X でストレージシステムにクォーラムが構成されていません。
ID：image-streamer.svs.{クラスター ipv4}.quorum.configured
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：アプライアンス
場所：OneView
リソース URI：/rest/i3sappliance
アクション
1. Image Streamer によりクォーラム構成に関する問題が修正されているかを確認してください。
2. 問題が解決されない場合は、指定された展開アプライアンスで論理エンクロージャーを再作成してく
ださい。

Unable to read the storage system cluster details on the Image Streamer deployment
appliance
症状
Image Streamer 展開アプライアンス X のストレージシステムクラスター詳細を読み取れません。
ID：image-streamer.svs.{クラスター ipv4}.cluster.status
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：アプライアンス
場所：OneView
リソース URI：/rest/i3sappliance
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アクション
1. 指定された展開アプライアンス上のストレージペアが存在していて有効な論理エンクロージャーが関
連付けられていることを確認してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The Image Streamer OS volume specified in the profile X is unavailable
症状
プロファイル X で指定された Image Streamer OS ボリュームは利用不能です。
ID：image-streamer.svs.{クラスター ipv4}.volume.availability.{ボリューム名}
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：アプライアンス
場所：OneView
リソース URI：/rest/i3sappliance
アクション
サーバープロファイルを編集して、OS 展開プランを割り当ててください。このアクションにより新しい
OS ボリュームが作成されます。

Image Streamer OS volume specified in the profile X is degraded
症状
プロファイル X で指定された Image Streamer OS ボリュームは劣化しています。
このアラートは、HPE OneView 5.0 では削除されました。
ID：image-streamer.svs.{クラスター ipv4}.volume.status.{ボリューム名}
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：アプライアンス
場所：OneView
リソース URI：/rest/i3sappliance
アクション
1. ストレージペアが存在していて有効な論理エンクロージャーが関連付けられていることを確認してく
ださい。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする
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To configure an image streamer pair the interconnect link topology must consist of at
least 3 enclosures
症状
Image Streamer ペアを構成するには、インターコネクトリンクトポロジが 3 台以上のエンクロージャー
で構成されている必要があります。
ID：dmrm.UnsupportedEnclosureNumber
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：アプライアンス
場所：OneView
リソース URI：/rest/deployment-servers
アクション
1. 次のいずれかを実行します。
• インターコネクトリンクトポロジにエンクロージャーを 3 つ以上追加します。
• Image Streamer アプライアンスを別のインターコネクトリンクトポロジに移動します。

An interconnect link topology for enclosure X was not found
症状
エンクロージャー X のインターコネクトリンクトポロジが見つかりませんでした。
ID：dmrm.ILTMissingForEnclosure
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：アプライアンス
場所：OneView
リソース URI：/rest/deployment-servers
アクション
インターコネクトモジュールが正しく取り付けられ、かつ正しく接続されていることを確認してくださ
い。

The interconnect link topology containing enclosure X has Y Image Streamer
appliances, but 2 are required
症状
エンクロージャー X のあるインターコネクトリンクトポロジは、Y Image Streamer アプライアンスを含
んでいますが、必要なのは 2 つです
ID：dmrm.UnsupportedI3sNumberInILT
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：アプライアンス
場所：OneView
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リソース URI：/rest/deployment-servers
アクション
インターコネクトリンクトポロジ内の Image Streamer アプライアンスが 2 つになるように Image
Streamer アプライアンスを取り外すか、取り付けてください。

Enclosure X contains two Image Streamer appliances
症状
エンクロージャー X は、2 つの Image Streamer アプライアンスを含んでいます。Image Streamer アプラ
イアンスは、別々のエンクロージャー内に存在する必要があります。
ID：dmrm.UnsupportedI3sNumberInEnclosure
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：アプライアンス
場所：OneView
リソース URI：/rest/deployment-servers
アクション
Image Streamer アプライアンスの 1 つを同じインターコネクトリンクトポロジ内の別のエンクロー
ジャーに移動してください。

Enclosure X cannot have both image streamer and OneView appliance
症状
エンクロージャー X に Image Streamer と OneView アプライアンスの両方を含めることはできません。
ID：dmrm.OV&I3SPlacementError
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：アプライアンス
場所：OneView
リソース URI：/rest/deployment-servers
アクション
Image Streamer アプライアンスを同じインターコネクトリンクトポロジ内の別のエンクロージャーに移
動してください。

The number of "Virtual Connect SE 40Gb F8 Module for Synergy" interconnects is not
supported for Image Streamer
症状
"Virtual Connect SE 40Gb F8 Module for Synergy"インターコネクトの数が Image Streamer でサポート
されません。エンクロージャー X に関連付けられたインターコネクトトポロジで Y 側インターコネクト
ベイのインターコネクトが見つかりません。
ID：dmrm.PotashMissingInI3sEnclosure
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重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：アプライアンス
場所：OneView
リソース URI：/rest/deployment-servers
アクション
OS 展開サーバーが作成される前に、インターコネクトリンクトポロジはそれぞれ A 側と B 側インターコ
ネクトベイで 1 つの"Virtual Connect SE 40Gb F8 Module for Synergy"インターコネクトが必要です。

The MGMT port of enclosure X, link module Y is being used for management by a
OneView appliance
症状
エンクロージャー X、リンクモジュール Y の MGMT ポートは OneView アプライアンスの管理に使用され
ています。
ID：dmrm.ActiveMGMTInI3sEnclosureError
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：アプライアンス
場所：OneView
リソース URI：/rest/deployment-servers
アクション
1. HPE OneView で、管理ケーブルをエンクロージャーに移動します。
2. エンクロージャー X のメンテナンスコンソールにログインして、指定されたエンクロージャーマネー
ジャーベイ管理ポートモードを Image Streamer に切り替えます。

The MGMT port of enclosure X, link module Y is not linked
症状
エンクロージャー X、リンクモジュール Y の MGMT ポートがリンクされていません。
ID：dmrm.MGMTPortDisconnected
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：アプライアンス
場所：OneView
リソース URI：/rest/deployment-servers
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アクション
エンクロージャー X、リンクモジュール Y のマネジメントポートを展開ネットワークに接続してくださ
い。

The MGMT port on enclosure X, link module Y is not cabled correctly for use by Image
Streamer
症状
エンクロージャー X、リンクモジュール Y の MGMT ポートが Image Streamer で使用できるように正し
くケーブル接続されていません。
ID：dmrm.IncorrectImageStreamerCabling
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：アプライアンス
場所：OneView
リソース URI：/rest/deployment-servers
アクション
エンクロージャー X、リンクモジュール Y から指定されたポートに管理ポートをケーブル接続します。

Image Streamer claimed by other OneView
症状
他の OneView から要求されている Image Streamer。
このアラートは、HPE OneView 4.1 でアップデートされました。
ID：dmrm.ApplianceClaimedByOtherOneView
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：アプライアンス
場所：OneView
リソース URI：/rest/deployment-servers
アクション
1. 次のいずれかを実行します。
• Image Streamer を対応する HPE OneView に移動します。
• Image Streamer アプライアンスの構成を再実行するために、アラートから工場出荷時設定へのリ
セットアクションを選択します。
これにより、Image Streamer アプライアンスが工場出荷時設定にリセットされ、再獲得されます。
Image Streamer を工場出荷時設定にリセットして、再獲得するのに、最大で 60 分かかる場合があ
ります。この間、エンクロージャーを更新したり、Image Streamer アプライアンスをシャットダ
ウンしたりしないでください。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）
にある『HPE Synergy Image Streamer ユーザーガイド』を参照してください。

Image Streamer claim failed
症状
Image Streamer の要求に失敗しました。
このアラートは、HPE OneView 4.1 でアップデートされました。
ID：dmrm.ApplianceClaimError
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：アプライアンス
場所：OneView
リソース URI：/rest/deployment-servers
アクション
Image Streamer アプライアンスの構成を再実行するために、アラートから工場出荷時設定へのリセット
アクションを選択します。
これにより、Image Streamer アプライアンスが工場出荷時設定にリセットされ、再獲得されます。Image
Streamer を工場出荷時設定にリセットして、再獲得するのに、最大で 60 分かかる場合があります。この
間、エンクロージャーを更新したり、Image Streamer アプライアンスをシャットダウンしたりしないで
ください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る『HPE Synergy Image Streamer ユーザーガイド』を参照してください。

Enclosure X has more than one image streamer
症状
エンクロージャー X に 2 つ以上の Image Streamer が装着されています。
ID：dmrm.UnsupportedI3sNumberInSingleEnclosure
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：アプライアンス
場所：OneView
リソース URI：/rest/deployment-servers
アクション
エンクロージャーから 1 つの Image Streamer アプライアンスを取り外してください。

Image Streamer OS volume specified in the profile X is not highly available
症状
プロファイル X で指定された Image Streamer OS ボリュームが高可用性ではありません。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
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ID：image-streamer.svs.{クラスター ipv4}.volume.status.{ボリューム名}
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：アプライアンス
場所：イメージストリーマー
リソース URI：/rest/i3sappliance
アクション
1. ストレージペアが存在していて有効な論理エンクロージャーが関連付けられていることを確認してく
ださい。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Display enclosure details on OSDS page when an upgrade is in progress
症状
アップグレードが進行中に OSDS ページにエンクロージャーの詳細が表示されます。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
ID：i3s.upgradeInProgress.standbySerialNumber
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：アプライアンス
場所：イメージストリーマー
リソース URI：/rest/i3sappliance
アクション
対応は不要です。このアラートにより cimEnclosure の名前が表示されます。

Unable to verify the configuration of the Image Streamer deployment appliances
症状
OneView のリストア後に Image Streamer 展開アプライアンスの構成を検証できません。
このアラートは、HPE OneView 5.0 でアップデートされました。
ID：dmrm.I3SPrimary.Validation
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：アプライアンス
場所：HPE OneView
リソース URI：/rest/deployment-servers
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アクション
1. Image Streamer プライマリアプライアンスが挿入され、電源が入っていることを確認してください。
2. OS 展開サーバーの状態が“接続済み”に変わったら、Image Streamer アプライアンスの構成の検証
を再試行します。
3. OS 展開サーバーが“接続済み”状態に移行していない場合や問題が続く場合は、担当のサポートスペ
シャリストに連絡し、サポートダンプファイルを提供します。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Incompatible version of Frame Link Module detected
症状
Image Streamer で互換性のないバージョンのフレームリンクモジュールが検出されました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：dmrm.HelixI3SCombo
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：アプライアンス
場所：HPE OneView
リソース URI：/rest/deployment-servers
アクション
1. Image Streamer の工場出荷時設定へのリセットを実行します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE Synergy イメージストリーマーのユーザーガイドを参照してください。
2. 2 ポートのフレームリンクモジュールがあるベイに Image Streamer を配置します。

Incompatible version of Frame Link Module detected
症状
Image Streamer で互換性のないバージョンのフレームリンクモジュールが検出されました（その後にシ
リアル番号が続きます）。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：dmrm.HelixI3SCombo
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：アプライアンス
場所：HPE OneView
リソース URI：/rest/deployment-servers
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アクション
サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供してください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

サービスイベント
Service Event
症状
サービスイベント
このアラートは、HPE OneView 5.0 でアップデートされました。
ID：remote-support.serviceIndication
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：リモートサポート
リソース URI：/rest/appliance/remote-support
原因
サポートリクエストが自動的に Hewlett Packard Enterprise サポートセンターに送信されます。
アクション
ただちに処置する必要はありません。

Remote Support Notice
症状
Remote Support 通知
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：remote support.correlated.notice
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：リモートサポート
リソース URI：/rest/appliance/remote-support
アクション
イベント詳細のガイダンスに従ってイベントを解決するか、サポートスペシャリストに連絡してサポート
チケットを開いてください。

Remote support is not currently enabled for this device
症状
Remote Support はこのデバイスに対して現在有効になっていません。
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ID：remote-support.deviceSync
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：リモートサポート
リソース URI：/rest/appliance/remote-support
原因
リモートサポートは有効になっていません。
アクション
{リソース名}を更新して、リモートサポートの構成を再度実行してください。

Remote support is unable to connect to HPE
症状
Remote Support を HPE に接続できません。
ID：remote-support.notConnectedToHP
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：リモートサポート
リソース URI：/rest/appliance/remote-support
原因
• ネットワークの接続に関する問題
• プロキシの設定が無効または正しくない
アクション
ネットワーク接続性およびプロキシ設定をチェックしてから、再度実行してください。

Internal error - remote support has stopped working
症状
内部エラー - Remote Support が動作を停止しました。
ID：remote-support.fatalError
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：リモートサポート
リソース URI：/rest/appliance/remote-support
アクション
サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供してください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする
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Remote support has failed to process an actionable event
症状
Remote Support は X からのすぐに実施可能なイベントの処理に失敗しました。
ID：remote-support.actionableEventError
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：リモートサポート
リソース URI：/rest/appliance/remote-support
原因
失敗したイベントのサービスイベントは Hewlett Packard Enterprise に送信されませんでした。
アクション
サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供してください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Remote support has failed to complete the Service Event
症状
Remote Support は X からのサービスイベントの完了に失敗しました。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：remote-support.failedToCompleteEventError
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：リモートサポート
リソース URI：/rest/appliance/remote-support
原因
サービスイベントを処理中にエラーが発生しました。
アクション
Hewlett Packard Enterprise サポートセンターにお問い合わせください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Remote support has failed to process an event
症状
Remote Support は X からのイベントの処理に失敗しました。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：remote-support.failedToProcessEventError
重大度：クリティカル
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ヘルスカテゴリ：リモートサポート
リソース URI：/rest/appliance/remote-support
原因
ケースを開く前にサービスイベントの処理中にエラーが発生しました。
アクション
Hewlett Packard Enterprise サポートセンターにお問い合わせください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

A problem occurred in the communication with the HPE Remote Support Data Center
症状
HPE Remote Support データセンターとの通信中に問題が発生しました。
ID：remote-support.supportDataCenterCommunicationFailure
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：リモートサポート
リソース URI：/rest/appliance/remote-support
アクション
問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供してくだ
さい。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

A problem occurred while enabling the remote support on the appliance
症状
アプライアンスの Remote Support の有効化中に問題が発生しました。
ID：remote-support.enableRemoteSupportOnApplianceFailure
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：リモートサポート
リソース URI：/rest/appliance/remote-support
アクション
1. 操作を再試行します。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする
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A problem occurred while disabling the remote support on the appliance
症状
アプライアンスの Remote Support の無効化中に問題が発生しました。
ID：remote-support.disableRemoteSupportOnApplianceFailure
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：リモートサポート
リソース URI：/rest/appliance/remote-support
アクション
1. 操作を再試行します。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The enable remote support operation is not supported
症状
Remote Support の有効化操作は、このデバイスのファームウェアバージョンでサポートされていません。
デバイスは Remote Support で無効になります。
ID：remote-support.unsupportedFirmwareVersion
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：リモートサポート
リソース URI：/rest/appliance/remote-support
原因
デバイスファームウェアは、サポートされている最小バージョンを満たしていません。
アクション
1. デバイスファームウェアを指定の最小バージョン以降にアップグレードします。
2. デバイスを更新します。

The warranty or contracts on some devices have expired
症状
一部のデバイスの保証または契約の期限が切れています。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：remote-support.unEntitledDevice
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：リモートサポート
リソース URI：/rest/appliance/remote-support
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原因
保証または契約の期限が切れています。
アクション
1. デバイスリストをダウンロードしてから、次のいずれかを実行します。
• サポートスペシャリストに連絡して、契約を更新します。
• 対象デバイスのリモートサポートを無効にします。
2. 完了後に、このアラートを手動でクリアしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

{Resource name} is not entitled for Remote Support
症状
{リソース名}は Remote Support の資格がありません。このデバイスに資格が付与されている場合は、サ
ポートチケットが作成されているはずです。
このアラートは、HPE OneView 5.2 では削除されました。
ID：remote-support.deviceNotEntitled
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：リモートサポート
リソース URI：/rest/appliance/remote-support
原因
指定されたデバイスがリモートサポートに対応していません。
アクション
Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://www.hpe.com/support/hpesc）を
使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The warranty or contracts on some devices are about to expire
症状
一部のデバイスの保証または契約がもうすぐ期限切れになります。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
ID：remote-support.entitlementAboutToExpire
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：リモートサポート
リソース URI：/rest/appliance/remote-support
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原因
保証または契約の期限間近
アクション
1. デバイスリストをダウンロードし、サポートスペシャリストに連絡して、リストされているデバイス
の契約を更新してください。
2. 完了後に、このアラートを手動でクリアしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Remote Support will not be able to participate in the compliance report generation due
to an internal error
症状
Remote Support は内部エラーのためコンプライアンスレポート作成に参加できません。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：Cryptography.compatibilityReport.support
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：アプライアンス
リソース URI：/rest/appliance
アクション
1. アプライアンスを再起動します。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

A failure occurred while attempting to change the enable status of the device for
Remote Support
症状
Remote Support 用にデバイスの有効ステータスを変更中に障害が発生しました。
このアラートは、HPE OneView 4.0 以降の新機能です。
ID：remote-support.deviceProcessingFailed
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：リモートサポート
リソース URI：/rest/appliance/remote-support
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アクション
1. リソースを更新してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Registration has not yet been able to complete successfully
症状
登録はまだ正常に完了できません。登録が完了するまで、このデバイスの Remote Support は完全に動作
しません。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：remote-support.registrationRetryInProgress
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：リモートサポート
リソース URI：/rest/appliance/remote-support
アクション
登録の試みが終了するまで待ってから、このデバイスの Remote Support を使用してください。登録が成
功すると、この警告は自動的にクリアされます。

All attempts to register this device have failed
症状
このデバイスを登録するすべての試みが失敗しました。
このアラートは、HPE OneView 5.0 でアップデートされました。
ID：remote-support.registrationRetryFailed
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：リモートサポート
リソース URI：/rest/appliance/remote-support
アクション
1. ネットワーク接続性およびプロキシ設定を確認してから、後で再度実行してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする
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Remote support contact encryption failed due to an unexpected problem
症状
予期しない問題のため、リモートサポートの連絡先の暗号化に失敗しました。一部の連絡先が削除されて
います。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：remote-support.contactMigrationFailed
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：リモートサポート
リソース URI：/rest/appliance/remote-support
アクション
1. 欠落している連絡先を再作成してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Remote Support reclassification failed due to an unexpected problem
症状
予期しない問題のためリモートサポートの再分類に失敗しました。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：remote-support.oosMigrationFailed
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：リモートサポート
リソース URI：/rest/appliance/remote-support
アクション
1. リソースを更新してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

All attempts to register this device have failed
症状
このデバイスを登録するすべての試みが失敗しました。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：remote-support.cannotLockSolutionForRegistration
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重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：リモートサポート
リソース URI：/rest/appliance/remote-support
アクション
1. 後でもう一度やりなおしてください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The solution is not in a supported configuration for Remote Support
症状
ソリューションはリモートサポートでサポートされる構成に含まれていません。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：remote-support.invalidSolutionConfiguration
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：リモートサポート
リソース URI：/rest/appliance/remote-support
アクション
1. リソースの構成を確認し、リソースを更新してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

All attempts to register this device have failed
症状
このデバイスを登録するすべての試みが失敗しました。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：remote-support.cannotLockSolutionForRegistration
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：リモートサポート
リソース URI：/rest/appliance/remote-support
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アクション
1. 後でもう一度やりなおしてください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The solution is not in a supported configuration for Remote Support
症状
ソリューションはリモートサポートでサポートされる構成に含まれていません。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：remote-support.invalidSolutionConfiguration
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：リモートサポート
リソース URI：/rest/appliance/remote-support
アクション
1. リソースの構成を確認し、リソースを更新してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Cluster Resource Manager のアラート
The hypervisor manager is not reachable
症状
ハイパーバイザーマネージャーに到達できません。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：clrm.HypervisorManager.Connect
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：HypervisorManager
リソース URI：/rest/hypervisor-managers/{id}
アクション
1. ハイパーバイザーマネージャーとのネットワーク接続を確認してください。
2. ハイパーバイザーマネージャーの設定が変更されている場合は、ハイパーバイザーマネージャーを編
集して有効な IPv4 アドレスまたはホスト名、およびポートを指定します。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘル
プを参照してください。

Unable to establish communication with the hypervisor manager
症状
認証情報が無効であるため、ハイパーバイザーマネージャーと通信を確立できません。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：clrm.HypervisorManager.Connect
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：HypervisorManager
リソース URI：/rest/hypervisor-managers/{id}
アクション
ハイパーバイザーのマネージャーを編集し、有効な認証情報を入力してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプを
参照してください。

Unable to establish trusted communication with the hypervisor manager
症状
ハイパーバイザーマネージャーと信頼された通信を確立できません。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：clrm.HypervisorManager.Connect
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：HypervisorManager
リソース URI：/rest/hypervisor-managers/{id}
アクション
1. HPE OneView アプライアンスに正しいシステム日付と時刻が構成されていることを確認します。
2. ハイパーバイザーマネージャーに有効な証明書を保持していることを確認します。
3. 問題を修正するために変更されたハイパーバイザーマネージャー証明書で HPE OneView トラストス
トアをアップデートします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘル
プを参照してください。
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The hypervisor manager is connected
症状
ハイパーバイザーマネージャーが接続されています。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：clrm.HypervisorManager.Connect
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：HypervisorManager
リソース URI：/rest/hypervisor-managers/{id}
アクション
対応する必要はありません。

The hypervisor manager is disconnected
症状
ハイパーバイザーマネージャー X が切断されました。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：clrm.HypervisorManager.Connect
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：HypervisorClusterProfile
リソース URI：/rest/hypervisor-cluster-profiles/{id}
アクション
エラーに関する情報については、指定されたハイパーバイザーマネージャーを参照して、推奨される処置
に従ってください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプを
参照してください。

The hypervisor manager is connected
症状
ハイパーバイザーマネージャーが接続されています。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：clrm.HypervisorManager.Connect
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：HypervisorClusterProfile
リソース URI：/rest/hypervisor-cluster-profiles/{id}
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アクション
対応する必要はありません。

Hypervisor cluster was removed from the hypervisor manager
症状
このハイパーバイザークラスタープロファイルによって管理されているハイパーバイザークラスターが、
ハイパーバイザーマネージャー X から削除されました。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：clrm.HypervisorCluster.Deleted
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：HypervisorClusterProfile
リソース URI：/rest/hypervisor-cluster-profiles/{id}
アクション
ハイパーバイザークラスタープロファイルを削除してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプを
参照してください。

The hypervisor cluster profile is not consistent with the server profile template
症状
ハイパーバイザークラスタープロファイルは、サーバープロファイルテンプレート X と整合性がありませ
ん。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：clrm.ClusterProfile.Template
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：HypervisorClusterProfile
リソース URI：/rest/hypervisor-cluster-profiles/{id}
アクション
サーバープロファイルテンプレートの最新の変更をハイパーバイザークラスタープロファイルに反映さ
せます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプを
参照してください。
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The hypervisor cluster profile is consistent with the server profile template
症状
ハイパーバイザークラスタープロファイルは、サーバープロファイルテンプレート X と整合性がありま
す。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：clrm.ClusterProfile.Template
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：HypervisorClusterProfile
リソース URI：/rest/hypervisor-cluster-profiles/{id}
アクション
対応する必要はありません。

The hypervisor cluster is not consistent with the hypervisor cluster profile
症状
ハイパーバイザークラスターは、ハイパーバイザークラスタープロファイルと整合性がありません。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：clrm.ClusterProfile.Compliance
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：HypervisorClusterProfile
リソース URI：/rest/hypervisor-cluster-profiles/{id}
アクション
ハイパーバイザークラスターの一貫性を確保するには、ハイパーバイザークラスタープロファイルから
アップデートします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプを
参照してください。

The hypervisor cluster is consistent with the hypervisor cluster profile
症状
ハイパーバイザークラスターは、ハイパーバイザークラスタープロファイルと整合性があります。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：clrm.ClusterProfile.Compliance
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：HypervisorClusterProfile
リソース URI：/rest/hypervisor-cluster-profiles/{id}
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アクション
対応する必要はありません。

The hypervisor profile X is inconsistent
症状
ハイパーバイザープロファイル X は、ハイパーバイザークラスタープロファイルと整合性がありません。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：clrm.HostProfile.Compliance
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：HypervisorClusterProfile
リソース URI：/rest/hypervisor-cluster-profiles/{id}
アクション
ハイパーバイザープロファイルの一貫性を確保するには、ハイパーバイザークラスタープロファイルから
アップデートします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプを
参照してください。

Hypervisor profiles are inconsistent
症状
X ハイパーバイザープロファイルは、ハイパーバイザークラスタープロファイルと整合性がありません。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：clrm.HostProfile.Compliance
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：HypervisorClusterProfile
リソース URI：/rest/hypervisor-cluster-profiles/{id}
アクション
ハイパーバイザープロファイルの一貫性を確保するには、ハイパーバイザークラスタープロファイルから
アップデートします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプを
参照してください。

The hypervisor profiles are consistent
症状
ハイパーバイザープロファイルは、ハイパーバイザークラスタープロファイルと整合性があります。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。

HPE OneView のエラーとアラート

994

ID：clrm.HostProfile.Compliance
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：HypervisorClusterProfile
リソース URI：/rest/hypervisor-cluster-profiles/{id}
アクション
対応する必要はありません。

The hypervisor cluster and the hypervisor profile X are inconsistent
症状
ハイパーバイザークラスターおよびハイパーバイザープロファイル X が、ハイパーバイザークラスタープ
ロファイルと整合性がありません。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：clrm.ClusterProfile.Compliance
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：HypervisorClusterProfile
リソース URI：/rest/hypervisor-cluster-profiles/{id}
アクション
ハイパーバイザークラスターとプロファイルを整合するには、それらをハイパーバイザークラスタープロ
ファイルからアップデートします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプを
参照してください。

The hypervisor cluster and X hypervisor profiles are inconsistent
症状
ハイパーバイザークラスターおよび X ハイパーバイザープロファイルが、ハイパーバイザークラスタープ
ロファイルと整合性がありません。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：clrm.ClusterProfile.Compliance
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：HypervisorClusterProfile
リソース URI：/rest/hypervisor-cluster-profiles/{id}
アクション
ハイパーバイザークラスターとプロファイルを整合するには、それらをハイパーバイザークラスタープロ
ファイルからアップデートします。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプを
参照してください。

The hypervisor cluster and the hypervisor profiles are consistent
症状
ハイパーバイザークラスターとハイパーバイザープロファイルは、ハイパーバイザークラスタープロファ
イルと整合性があります。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：clrm.ClusterProfile.Compliance
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：HypervisorClusterProfile
リソース URI：/rest/hypervisor-cluster-profiles/{id}
アクション
対応する必要はありません。

One or more hypervisors in the hypervisor cluster are disconnected
症状
ハイパーバイザーのクラスター内の 1 つまたは複数のハイパーバイザーが切断されています。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：clrm.HypervisorHost.Connect
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：HypervisorClusterProfile
リソース URI：/rest/hypervisor-cluster-profiles/{id}
アクション
1. 電源が切ってある場合は、切断されているハイパーバイザーの電源を入れてください。
2. それでもエラーが解決しない場合は、ネットワーク接続を確認して、問題があれば解決してください。

The hypervisors in the hypervisor cluster are connected
症状
ハイパーバイザークラスター内のハイパーバイザーが接続されています。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：clrm.HypervisorHost.Connect
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：HypervisorClusterProfile
リソース URI：/rest/hypervisor-cluster-profiles/{id}
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アクション
対応する必要はありません。

The server profile template used by this hypervisor cluster profile has been deleted
症状
このハイパーバイザークラスタープロファイルが使用していたサーバープロファイルテンプレートは削
除されました。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：clrm.ClusterProfile.SptDelete
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：HypervisorClusterProfile
リソース URI：/rest/hypervisor-cluster-profiles/{id}
アクション
1. ハイパーバイザークラスタープロファイルから、ハイパーバイザープロファイルを削除します。
2. ハイパーバイザークラスタープロファイルを編集し、有効なサーバープロファイルテンプレートを指
定します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘル
プを参照してください。

The server profile template is assigned to the hypervisor cluster profile
症状
サーバープロファイルテンプレート X はハイパーバイザークラスタープロファイルに割り当てられてい
ます。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：clrm.ClusterProfile.SptDelete
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：HypervisorClusterProfile
リソース URI：/rest/hypervisor-cluster-profiles/{id}
アクション
対応する必要はありません。

The OS deployment plan used by this hypervisor cluster profile has been deleted
症状
このハイパーバイザークラスタープロファイルで使用されている OS の展開プランが削除されています。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：clrm.ClusterProfile.BuildPlanDelete
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重大度：警告
ヘルスカテゴリ：HypervisorClusterProfile
リソース URI：/rest/hypervisor-cluster-profiles/{id}
アクション
ハイパーバイザークラスタープロファイルを編集し、有効な OS 展開プランを指定します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプを
参照してください。

The OS deployment server used by this hypervisor cluster profile has been removed
症状
このクラスタープロファイルで使用される OS の展開サーバーが削除されています。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：clrm.ClusterProfile.BuildPlanDelete
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：HypervisorClusterProfile
リソース URI：/rest/hypervisor-cluster-profiles/{id}
アクション
ハイパーバイザークラスタープロファイルを編集し、OS 展開プランを削除します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプを
参照してください。

The OS deployment plan is assigned to the hypervisor cluster profile
症状
OS デプロイメントプラン X はハイパーバイザークラスタープロファイルに割り当てられています。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：clrm.ClusterProfile.BuildPlanDelete
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：HypervisorClusterProfile
リソース URI：/rest/hypervisor-cluster-profiles/{id}
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アクション
対応する必要はありません。

The storage volumes used by this hypervisor cluster profile are in critical state
症状
このハイパーバイザークラスタープロファイルが使用するストレージボリュームがクリティカル状態で
す。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：clrm.ClusterProfile.VolumeStatus
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：HypervisorClusterProfile
リソース URI：/rest/hypervisor-cluster-profiles/{id}
アクション
エラーについては、ストレージボリュームを調査し、推奨される処置を推奨処置に従ってください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプを
参照してください。

The storage volumes used by this hypervisor cluster profile are OK
症状
このハイパーバイザークラスタープロファイルが使用するストレージボリュームが OK 状態です。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：clrm.ClusterProfile.VolumeStatus
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：HypervisorClusterProfile
リソース URI：/rest/hypervisor-cluster-profiles/{id}
アクション
対応する必要はありません。

One or more hypervisor profiles are in error state
症状
ハイパーバイザークラスタープロファイルに関連付けられている 1 つ以上のハイパーバイザープロファ
イルがエラー状態です。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：clrm.HostProfile.Error
重大度：警告
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ヘルスカテゴリ：HypervisorClusterProfile
リソース URI：/rest/hypervisor-cluster-profiles/{id}
アクション
1. 不整合の修正またはファームウェアアップデート操作によってハイパーバイザープロファイルがエ
ラー状態になった場合は、これらのハイパーバイザープロファイルのエラーを解決するための手順を
行った後、操作を再試行します。
2. その他のシナリオでは、ハイパーバイザークラスタープロファイルを編集して、エラー状態のハイパー
バイザープロファイルを削除してから、必要に応じてそれらを追加しなおします。

The hypervisor profiles are in OK state
症状
ハイパーバイザークラスタープロファイルに関連付けられているハイパーバイザープロファイルが OK
状態です。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：clrm.HostProfile.Error
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：HypervisorClusterProfile
リソース URI：/rest/hypervisor-cluster-profiles/{id}
アクション
対応する必要はありません。

The hypervisor manager is disconnected
症状
ハイパーバイザーマネージャー X が切断されました。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：clrm.HypervisorManager.Connect
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：HypervisorHostProfile
リソース URI：/rest/hypervisor-host-profiles/{id}
アクション
エラーに関する情報については、指定されたハイパーバイザーマネージャーを参照して、推奨される処置
に従ってください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプを
参照してください。
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The hypervisor manager is connected
症状
ハイパーバイザーマネージャー X が接続されています。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：clrm.HypervisorManager.Connect
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：HypervisorHostProfile
リソース URI：/rest/hypervisor-host-profiles/{id}
アクション
対応する必要はありません。

The hypervisor managed by this hypervisor profile is removed
症状
このハイパーバイザープロファイルによって管理されているハイパーバイザーが、ハイパーバイザーマ
ネージャー Y のハイパーバイザークラスター X から削除されます。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：clrm.HypervisorHost.Deleted
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：HypervisorHostProfile
リソース URI：/rest/hypervisor-host-profiles/{id}
アクション
• ハイパーバイザーマネージャー X を使用して、ハイパーバイザークラスターにハイパーバイザーを手
動で追加します。
• または、ハイパーバイザープロファイルをハイパーバイザークラスタープロファイル Y から削除しま
す。ハイパーバイザープロファイルを削除すると、関連付けられているサーバープロファイルが削除
され、ハイパーバイザーマネージャーからハイパーバイザーが削除されます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
ある HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘル
プを参照してください。

The hypervisor managed by this hypervisor profile is added
症状
このハイパーバイザープロファイルによって管理されているハイパーバイザーが、ハイパーバイザーマ
ネージャー Y のハイパーバイザークラスター X に追加されました。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：clrm.HypervisorHost.Deleted
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重大度：OK
ヘルスカテゴリ：HypervisorHostProfile
リソース URI：/rest/hypervisor-host-profiles/{id}
アクション
対応する必要はありません。

The hypervisor profile is inconsistent
症状
ハイパーバイザープロファイルは、ハイパーバイザークラスタープロファイル X と整合性がありません。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：clrm.HostProfile.Compliance
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：HypervisorHostProfile
リソース URI：/rest/hypervisor-host-profiles/{id}
アクション
ハイパーバイザープロファイルの一貫性を確保するには、ハイパーバイザークラスタープロファイルから
アップデートします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプを
参照してください。

The hypervisor profile is consistent
症状
ハイパーバイザープロファイルは、ハイパーバイザークラスタープロファイル X と整合性があります。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：clrm.HostProfile.Compliance
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：HypervisorHostProfile
リソース URI：/rest/hypervisor-host-profiles/{id}
アクション
対応する必要はありません。

The hypervisor is disconnected from the hypervisor manager
症状
このハイパーバイザープロファイルに関連付けられているサーバープロファイルが削除されたため、ハイ
パーバイザーはハイパーバイザーマネージャー X から切断されています。
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このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：clrm.HypervisorHost.Connect
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：HypervisorHostProfile
リソース URI：/rest/hypervisor-host-profiles/{id}
アクション
指定されたハイパーバイザークラスタープロファイルを編集して、ハイパーバイザープロファイルを削除
します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプを
参照してください。

The hypervisor is disconnected from the hypervisor manager
症状
このハイパーバイザープロファイルに関連付けられているサーバープロファイル Y がサーバーハード
ウェアから割り当て解除されたため、ハイパーバイザーはハイパーバイザーマネージャー X から切断され
ています。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：clrm.HypervisorHost.Connect
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：HypervisorHostProfile
リソース URI：/rest/hypervisor-host-profiles/{id}
アクション
指定されたサーバープロファイルを編集し、有効なサーバーハードウェアを割り当てます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプを
参照してください。

The hypervisor is disconnected from the hypervisor manager
症状
ハイパーバイザーはハイパーバイザーマネージャー X から切断されています。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：clrm.HypervisorHost.Connect
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：HypervisorHostProfile
リソース URI：/rest/hypervisor-host-profiles/{id}
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アクション
1. 電源が切ってある場合は、切断されているハイパーバイザーの電源を入れてください。
2. それでもエラーが解決しない場合は、ネットワーク接続を確認して、問題があれば解決してください。

The hypervisor is connected to the hypervisor manager
症状
ハイパーバイザーはハイパーバイザーマネージャー X に接続されています。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：clrm.HypervisorHost.Connect
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：HypervisorHostProfile
リソース URI：/rest/hypervisor-host-profiles/{id}
アクション
対応する必要はありません。

The server profile associated with this hypervisor profile was deleted
症状
このハイパーバイザープロファイルに関連付けられているサーバープロファイルが削除されました。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：clrm.HostProfile.ServerProfileDelete
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：HypervisorHostProfile
リソース URI：/rest/hypervisor-host-profiles/{id}
アクション
指定されたハイパーバイザークラスタープロファイルを編集して、ハイパーバイザープロファイルを削除
します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプを
参照してください。

The server profile associated with this hypervisor profile was unassigned
症状
このハイパーバイザーのプロファイルに関連付けられているサーバープロファイル X がサーバーハード
ウェアから割り当て解除されました。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：clrm.HostProfile.Error
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重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：HypervisorHostProfile
リソース URI：/rest/hypervisor-host-profiles/{id}
アクション
指定されたサーバープロファイルを編集し、有効なサーバーハードウェアを割り当てます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプを
参照してください。

The hypervisor profile moved to maintenance mode
症状
ハイパーバイザープロファイルはメンテナンスモードになりました。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：clrm.HostProfile.Maintenance
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：HypervisorHostProfile
リソース URI：/rest/hypervisor-host-profiles/{id}
アクション
対応する必要はありません。

The hypervisor profile exited from maintenance mode
症状
ハイパーバイザープロファイルはメンテナンスモードを終了しました。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：clrm.HostProfile.Maintenance
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：HypervisorHostProfile
リソース URI：/rest/hypervisor-host-profiles/{id}
アクション
対応する必要はありません。

Server hardware was assigned to the server profile
症状
サーバーハードウェアは、このハイパーバイザープロファイルに関連付けられているサーバープロファイ
ル X に割り当てられました。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
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ID：clrm.HostProfile.ServerHardwareAssociation
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：HypervisorHostProfile
リソース URI：/rest/hypervisor-host-profiles/{id}
アクション
対応する必要はありません。

The server profile X associated with this hypervisor profile was unassigned
症状
このハイパーバイザーのプロファイルに関連付けられているサーバープロファイル X がサーバーハード
ウェアから割り当て解除されました。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：clrm.HostProfile.ServerHardwareAssociation
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：HypervisorHostProfile
リソース URI：/rest/hypervisor-host-profiles/{id}
アクション
指定されたサーバープロファイルを編集し、有効なサーバーハードウェアを割り当てます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドまたは HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプを
参照してください。

Hypervisor profile X moved to error state
症状
ハイパーバイザープロファイル X がエラー状態に移行しました。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：clrm.HypervisorHostProfile.Error
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：HypervisorHostProfile
リソース URI：/rest/hypervisor-host-profiles/{id}
アクション
詳しくは、関連付けられたタスクを確認し、推奨される処置に従ってください。

The hypervisor profile is consistent with the hypervisor cluster profile
症状
ハイパーバイザープロファイルは、ハイパーバイザークラスタープロファイルと整合性があります。
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このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：clrm.HypervisorHostProfile.Error
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：HypervisorHostProfile
リソース URI：/rest/hypervisor-host-profiles/{id}
アクション
対応する必要はありません。

The hypervisor-managers will not be able to participate in the compliance report
generation
症状
ハイパーバイザーマネージャーは内部エラーのためコンプライアンスレポート生成に参加できません。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：Cryptography.compatibilityReport
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：アプライアンス
リソース URI：/rest/appliance
アクション
1. アプライアンスを再起動します。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Superdome Flex のエラー
Power supply is operating normally
症状
電源装置 X は正常に動作しています。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：hpris.RmcRegistry.<RMC registry version>.ChassisPsOk
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ラックマネージャー
リソース URI：/rest/server-hardware/{uuid}
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アクション
対応する必要はありません。

電源装置に障害が発生しました
症状
電源装置 X が故障。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：hpris.RmcRegistry.<RMC registry version>.ChassisPsCritical
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ラックマネージャー
リソース URI：/rest/server-hardware/{uuid}
アクション
電源装置を交換します。

Chassis intake air temperature is within a normal range
症状
シャーシ X の吸気温度は正常範囲内です。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：hpris.RmcRegistry.<RMC registry version>.ChassisThermalOk
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ラックマネージャー
リソース URI：/rest/server-hardware/{uuid}
アクション
対応する必要はありません。

Chassis intake air temperature has passed the critical threshold
症状
シャーシ X の吸気温度が高すぎて、クリティカルしきい値を超えました。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：hpris.RmcRegistry.<RMC registry version>.ChassisThermalCritical
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ラックマネージャー
リソース URI：/rest/server-hardware/{uuid}
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アクション
1. コンピュータールームの室温をチェックし、シャーシの吸気口が塞がれていないことを確認します。
2. 状態が変化しない場合は、システムの動作を停止し、問題が解決されるまで装置の電源をオフにしま
す。

Chassis intake air temperature has passed the warning threshold
症状
シャーシ X の吸気温度が高すぎて、警告しきい値を超えました。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：hpris.RmcRegistry.<RMC registry version>.ChassisThermalWarning
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ラックマネージャー
リソース URI：/rest/server-hardware/{uuid}
アクション
コンピュータールームの室温をチェックし、シャーシの吸気口が塞がれていないことを確認します。

Fan is running normally
症状
ファン X は正常に動作しています。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：hpris.RmcRegistry.<RMC registry version>.FanOk
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ラックマネージャー
リソース URI：/rest/server-hardware/{uuid}
アクション
対応する必要はありません。

Fan is running slowly or stopped
症状
ファン X は動作が遅いか、停止しています。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：hpris.RmcRegistry.<RMC registry version>.FanCritical
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ラックマネージャー
リソース URI：/rest/server-hardware/{uuid}
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アクション
1. 通気の妨げになるものがないかファンをチェックし、ファンが正しく取り付けられていることを確認
します。
2. 問題が解決されない場合は、ファンを交換します。

The resource issue has been resolved
症状
X は解放され、指摘されなくなります。これはリソースの問題が解決されたことを意味します。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：hpris.RmcRegistry.<RMC registry version>.ResourceAcquitted
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ラックマネージャー
リソース URI：/rest/server-hardware/{uuid}
アクション
対応する必要はありません。

Resource was reconfigured
症状
リソース X が再構成されました。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：hpris.RmcRegistry.<RMC registry version>.ResourceReconfigured
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ラックマネージャー
リソース URI：/rest/server-hardware/{uuid}
アクション
対応する必要はありません。

Resource was deconfigured
症状
リソース X の構成が解除されたため、パーティションで使用されなくなります。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：hpris.RmcRegistry.<RMC registry version>.ResourceDeconfigured
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ラックマネージャー
リソース URI：/rest/server-hardware/{uuid}
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アクション
1. イベントの詳細は、RMC CLI から show health コマンドを使用するか、または Remote Support を
使用して表示できます。
2. 構成解除は、イベントの詳細に基づいてリソースの問題を解決することによってクリアできます。
3. 問題が解決されたら、acquit RMC CLI コマンドを使用して、構成解除をキャンセルできます。

Resource was indicted
症状
リソース X が指摘されました。RMC は、このリソースが正常動作に戻るまで注意を要すると判断しまし
た。サービスイベントが生成されました。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
ID：hpris.RmcRegistry.<RMC registry version>.ResourceIndicted
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ラックマネージャー
リソース URI：/rest/server-hardware/{uuid}
アクション
1. サービスイベントの詳細は、RMC CLI から show health コマンドを使用するか、または Remote
Support を使用して表示できます。
2. 問題が解決されたら、acquit RMC CLI コマンドを使用して、指摘をクリアできます。

Resource health rollup has changed to critical
症状
リソースのヘルスロールアップがクリティカルに変わりました。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：hpris.RmcRegistry.<RMC registry version>.HealthRollupCritical
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ラックマネージャー
リソース URI：/rest/server-hardware/{uuid}
アクション
対応する必要はありません。

Resource health rollup has changed to OK
症状
リソースのヘルスロールアップが OK に変わりました。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：hpris.RmcRegistry.<RMC registry version>.HealthRollupOk
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重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ラックマネージャー
リソース URI：/rest/server-hardware/{uuid}
アクション
対応する必要はありません。

Resource health rollup has changed to warning
症状
リソースのヘルスロールアップが警告に変わりました。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：hpris.RmcRegistry.<RMC registry version>.HealthRollupWarning
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ラックマネージャー
リソース URI：/rest/server-hardware/{uuid}
アクション
対応する必要はありません。

A resource has changed status to critical
症状
リソースのステータスはクリティカルに変更されました。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：hpris.RmcRegistry.<RMC registry version>.ResourceCritical
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ラックマネージャー
リソース URI：/rest/server-hardware/{uuid}
アクション
対応する必要はありません。

A resource has changed its state
症状
リソースの状態が X に変わりました。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：hpris.RmcRegistry.<RMC registry version>.StateChange
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ラックマネージャー
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リソース URI：/rest/server-hardware/{uuid}
アクション
対応する必要はありません。

A resource has changed status to OK
症状
リソースのステータスは OK に変更されました。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：hpris.RmcRegistry.<RMC registry version>.ResourceOk
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ラックマネージャー
リソース URI：/rest/server-hardware/{uuid}
アクション
対応する必要はありません。

A resource has changed status to warning
症状
リソースのステータスは警告に変更されました。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
ID：hpris.RmcRegistry.<RMC registry version>.ResourceWarning
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ラックマネージャー
リソース URI：/rest/server-hardware/{uuid}
アクション
対応する必要はありません。

Unable to contact the Rack Management Controller
症状
OV から Rack Management Controller（RMC）に接続できません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：rmrm.RmcNotReachable
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ラックマネージャー
リソース URI：/rest/rack-managers/{uuid}
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アクション
1. RMC が動作中であることを確認します。
2. 接続または証明書の問題を確認して修正します。

Event subscription from the Rack Management Controller is broken
症状
Rack Management Controller（RMC）からのイベントサブスクリプションが破損しています。RMC のサ
ブスクリプションの上限に達したため、サブスクリプションの再作成に失敗しました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：rmrm.RmrmEventSubLimitExceeded
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ラックマネージャー
リソース URI：/rest/rack-managers/{uuid}
アクション
1. 既存のいずれかのイベントサブスクリプションを RMC インターフェイスを使用して確認し、手動で削
除します。
2. ラックマネージャーを更新します。

Event subscription from the Rack Management Controller is broken
症状
Rack Management Controller（RMC）からのイベントサブスクリプションが破損しています。問題の自動
的な修正に失敗しました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：rmrm.RmrmEventSubscriptionIssue
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ラックマネージャー
リソース URI：/rest/rack-managers/{uuid}
アクション
1. Rack Management Controller（RMC）ファームウェアが HPE OneView のこのバージョンと互換性が
あることを確認します。
2. 詳しくは RMC のユーザーガイドまたは HPE OneView サポートマトリックスを参照するか、認定サ
ポート担当者にお問い合わせください。

Unable to receive notifications from the Rack Management Controller
症状
Rack Management Controller（RMC）から通知を受信できません。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
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ID：rmrm.RmrmEventNotReceived
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ラックマネージャー
リソース URI：/rest/server-hardware/{uuid}
アクション
証明書の問題とともに RMC からこのアプライアンスへの接続を確認します。

The rack manager is being managed by another management system
症状
ラックマネージャーは別の管理システムによって管理されています（新しい管理システムへのリンク）。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：rmrm.RackManagerStolenForceMonitored
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ラックマネージャー
リソース URI：/rest/server-hardware/{uuid}
アクション
ラックマネージャーを削除します。

The rack manager is being managed by another management system
症状
ラックマネージャーは別の管理システムによって管理されています（新しい管理システムへのリンク）。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
ID：rmrm.RackManagerStolenForceMonitored
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ラックマネージャー
リソース URI：/rest/rack-manager/{uuid}
アクション
ラックマネージャーを削除します。

サーバー iLO SNMP トラップ
Cold start
症状
アラートタイプ ID：trap.coldStart
説明：コールドスタート。
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重大度：OK
ヘルスカテゴリ：なし
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：RFC1215-MIB
原因
送信プロトコルエンティティが再初期化されて、エージェントの構成またはプロトコルエンティティの実
装が変化することがあります。
アクション
対応する必要はありません。

Link down
症状
アラートタイプ ID：trap.linkDown
説明：リンクが停止しています。
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ネットワーク
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：RFC1215-MIB
原因
送信プロトコルエンティティが、エージェント構成内の通信リンクの 1 つでエラーを検出しました。
アクション
サーバー iLO へのネットワーク接続性が利用可能であることを確認し、アラートが自動的にクリアされる
まで待ちます。アラートが自動的にクリアされない場合は、iLO を再起動します。

Link up
症状
アラートタイプ ID：linkUp
説明：リンクが稼働しています。
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ネットワーク
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：RFC1215-MIB
原因
送信プロトコルエンティティが、エージェント構成内の通信リンクの 1 つが動作中になったことを検出し
ました。
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アクション
対応する必要はありません。

Authentication failure
症状
アラートタイプ ID：trap.authenticationFailure
説明：認証エラー。
重大度：不明
ヘルスカテゴリ：なし
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：RFC1215-MIB
原因
送信プロトコルエンティティは、適切に認証されていないプロトコルメッセージの宛先です。SNMP の実
装ではこのトラップを生成できるようにする必要がありますが、実装固有のメカニズムにより、このよう
なトラップの出力を抑制できるようにする必要もあります。
アクション
SNMP 経由で iLO にアクセスしようとしている他のアプリケーションやツールがないかを確認します。
ある場合は、アプリケーションまたはツールがこのアクセス用に正しいコミュニティ文字列を使用してい
ることを確認します。

The state of the processor in slot X is Y
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqSeCpuStatusChange
説明：スロット X のプロセッサーの状態は Y です。
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：プロセッサー
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQSTDEQ-MIB
原因
CPU ステータスが変更されました。
ユーザーの処置：なし

A read error occurred on the Flash Media in Slot X of a USB storage device attached to
the system
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqSeUSBStorageDeviceReadErrorOccurred
説明：システムに接続されている USB ストレージデバイスのスロット X のフラッシュメディアで、読み
取りエラーが発生しました。
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重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQSTDEQ-MIB
原因
接続されている USB ストレージデバイスで読み取りエラーが発生しました。
アクション
対応する必要はありません。

A write error occurred on the Flash Media in Slot X of a USB storage device attached to
the system
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqSeUSBStorageDeviceWriteErrorOccurred
説明：システムに接続されている USB ストレージデバイスのスロット X のフラッシュメディアで、書き
込みエラーが発生しました。
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQSTDEQ-MIB
原因
接続されている USB ストレージデバイスで書き込みエラーが発生しました。
アクション
対応する必要はありません。

Redundancy is lost on a USB storage device attached to the system
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqSeUSBStorageDeviceRedundancyLost
説明：システムに接続されている USB ストレージデバイスで冗長性が失われました。スロット X のフ
ラッシュメディアが故障しました。
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQSTDEQ-MIB
原因
接続されている USB ストレージデバイスで冗長性が失われました。
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アクション
故障した USB ストレージデバイスを交換してください。

Redundancy is restored on a USB storage device attached to the system
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqSeUSBStorageDeviceRedundancyRestored
説明：システムに接続されている USB ストレージデバイスで冗長性が復元されました。
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQSTDEQ-MIB
原因
接続されている USB ストレージデバイスで冗長性が復元されました。
アクション
対応する必要はありません。

Sync operation to restore redundancy failed on a USB storage device attached to the
system
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqSeUSBStorageDeviceSyncFailed
説明：システムに接続されている USB ストレージデバイスで冗長性を復元するための同期操作が失敗し
ました。
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQSTDEQ-MIB
原因
接続されている USB ストレージデバイスの冗長性を回復するための同期操作に失敗しました。
アクション
故障した USB ストレージデバイスを交換してください。

The temperature of the PCIe disk at location X has crossed the upper critical threshold
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqSePCIeDiskTemperatureFailed
説明：ロケーション X の PCIe ディスクの温度が上限クリティカルしきい値を超えました。
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重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQSTDEQ-MIB
原因
ディスクの温度が上限クリティカルしきい値を超えました。
アクション
システムのハードウェア障害をチェックし、環境が適切に冷却されていることを確認してください。

The temperature of the PCIe disk at location X is normal
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqSePCIeDiskTemperatureOk
説明：ロケーション X の PCIe ディスクの温度は正常です。
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQSTDEQ-MIB
原因
• ディスクの温度が OK に設定されました。
• PCIe ディスクの温度が正常な動作範囲に戻りました。
アクション
対応する必要はありません。

The status of the PCIe disk at location X is Y
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqSePCIeDiskConditionChange
説明：ロケーション X の PCIe ディスクのステータスは Y です。
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQSTDEQ-MIB
原因
PCIe ディスクの状態の変化が検出されました。cpqSePCIeDiskCondition 変数が、現在の PCIe ディ
スク状態を示しています。
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アクション
cpqSePCIeDiskCondition の場合は、ドライブを交換してください。

The PCIe disk wear status for the disk at location X is Y
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqSePCIeDiskWearStatusChange
説明：ロケーション X にあるディスクの PCIe ディスク消耗ステータスは Y です。
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQSTDEQ-MIB
原因
エージェントが、PCIe ディスク消耗ステータスが変化したことを検出しました。
cpqSePCIeDiskWearStatus 変数が、現在の消耗ステータスを示しています。
アクション
PCIe ディスク消耗ステータスが ssdWearOut の場合は、ドライブを交換してください。

A PCI device at Bus X, Device Y, Function Z has been added to the system or powered
on
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqSePciDeviceAddedOrPoweredOn
説明：バス X、デバイス Y、機能 Z の PCI デバイスがシステムに追加されたか電源オンされました。
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQSTDEQ-MIB
原因
PCI デバイスが追加されたか、電源がオンになりました。
アクション
対応する必要はありません。

A PCI device at Bus X, Device Y, Function Z has been removed from the system or
powered off
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqSePciDeviceRemovedOrPoweredOff
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説明：バス X、デバイス Y、機能 Z の PCI デバイスがシステムから削除されたか電源オフされました。
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQSTDEQ-MIB
原因
PCI デバイスが削除されたか、電源がオフになりました。
アクション
対応する必要はありません。

Host controller has a new status of X
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqFca3HostCntlrStatusChange
説明：ホストコントローラーのステータスが X に変化しました。
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ネットワーク
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQFCA-MIB
原因
エージェントが、ファイバーチャネルホストコントローラーのステータスが変化したことを検出しまし
た。cpqFcaHostCntlrStatus 変数が、コントローラーの現在のステータスを示しています。
アクション
コントローラーのステータスが障害の場合は、コントローラーを交換してください。

Controller status is now X for controller located in Y
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqDa6CntlrStatusChange
説明：コントローラーの現在のステータスは X です（コントローラーの場所 Y）。
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQIDA-MIB
原因
エージェントが、ドライブアレイコントローラーのステータスが変化したことを検出しました。
cpqDaCntlrBoardStatus 変数が、コントローラーの現在のステータスを示しています。
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注記: cpqDACntrlBoardStatus のすべての変数および各変数の意味を表示するには、MIB ファイルを
参照してください。
アクション
1. コントローラーのステータスが generalFailure の場合は、サーバーを再起動するかコントロー
ラーを交換します。
2. cpqDaCntlrLastLockupCode 変数でコントローラーの最後のロックアップコードを確認して、以下
の手順を実行します。
a. cpqDaCntlrBoardStatus 変数が cableProblem の場合は、コントローラーとストレージシス
テム間のケーブル接続を確認してください。
b. cpqDaCntlrBoardStatus 変数が cacheModuleMissing である場合、アレイコントローラーは
サポートされていない構成で動作しており、キャッシュモジュールをコントローラーに接続する必
要があります。

Logical drive status is now X for drive Y on controller located in Z
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqDa6LogDrvStatusChange
説明：論理ドライブの現在のステータスは X です（ドライブ Y、コントローラーの場所 Z）。
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQIDA-MIB
原因
エージェントが、ドライブアレイ論理ドライブのステータスが変化したことを検出しました。
cpqDaLogDrvStatus 変数が、論理ドライブの現在のステータスを示しています。
注記: cpqDaLogDrvStatus のすべての変数および各変数の意味を表示するには、MIB ファイルを参照し
てください。
アクション
1. 論理ドライブのステータスが recovering である場合、少なくとも 1 つのドライブで障害が発生して
いますが、データは失われていません。
2. 論理ドライブステータスが failed である場合、データは失われています。故障した物理ドライブを
交換してください。

Cache module board status is now X for board located in Y
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqDa6AccelStatusChange
説明：キャッシュモジュールボードの現在のステータスは X です（ボードの場所 Y）。
重大度：クリティカル
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ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQIDA-MIB
原因
エージェントがキャッシュモジュールボードのステータス変化を検出しました。cpqDaAccelStatus
変数が、現在のステータスを示しています。
注記: cpqDaAccelStatus のすべての変数および各変数の意味を表示するには、MIB ファイルを参照し
てください。
アクション
1. ボードのステータスが permDisabled の場合は、キャッシュモジュールボードの交換が必要になる場
合があります。
2. ボードのステータスが cacheModFlashMemNotAttached の場合は、フラッシュメモリを取り付けて
ください。

Cache module board lost backup power: data loss possible
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqDa6AccelBadDataTrap
説明：キャッシュモジュールボードはバックアップ電源を失いました。データが消失した可能性がありま
す（コントローラーの場所：X）。
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQIDA-MIB
原因
エージェントが、キャッシュモジュールボードのバックアップ電源消失を検出しました。サーバーの電源
が消失したときにキャッシュモジュールメモリにデータを保存していた場合は、データが消失していま
す。cpqDaAccelBackupPowerSource 変数が、バックアップ電源を示しています。
アクション
データが消失していないことを確認してください。障害の原因を調べて、修正アクションを実行してくだ
さい。

Cache module board backup power source status is failed for controller located in X
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqDa6AccelBatteryFailed
説明：X に配置されているコントローラーのキャッシュモジュールボードのバックアップ電源ステータス
が障害になっています。
重大度：クリティカル
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ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQIDA-MIB
原因
エージェントが、キャッシュモジュールボードに関連するバックアップ電源の故障を検出しました。
cpqDaAccelBackupPowerSource 変数が、バックアップ電源を示しています。
アクション
バックアップ電源を交換してください。

Physical drive status is now X for drive at location Y connected to controller in Z
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqDa7PhyDrvStatusChange
説明：物理ドライブの現在のステータスは X です（ドライブの場所 Y、Z でコントローラーに接続）。
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQIDA-MIB
原因
エージェントが、ドライブアレイ物理ドライブのステータスが変化したことを検出しました。
cpaDaPhyDrvStatus 変数は、現在の物理ドライブのステータスを示しています。
注記: cpqDaPhyDrvStatus のすべての変数および各変数の意味を表示するには、MIB ファイルを参照し
てください。
アクション
物理ドライブのステータスが failed、predictiveFailure、ssdWearOut、または
notAuthenticated の場合は、ドライブを交換してください。

Spare status is now X for drive at location Y connected to controller in Z
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqDa7SpareStatusChange
説明：スペアの現在のステータスは X です（ドライブの場所 Y、Z でコントローラーに接続）。
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQIDA-MIB
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原因
エージェントが、ドライブアレイスペアドライブのステータスが変化したことを検出しました。
cpqDaSpareStatus 変数が、現在のスペアドライブのステータスを示しています。
注記: cpqDaSpareStatus のすべての変数および各変数の意味を表示するには、MIB ファイルを参照し
てください。
アクション
スペアドライブのステータスが failed の場合は、ドライブを交換してください。

Solid state disk wear status is now X for drive at location Y connected to controller in Z
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqDaPhyDrvSSDWearStatusChange
説明：ソリッドステートディスクの現在の消耗ステータスは X です（ドライブの場所 Y、Z でコントロー
ラーに接続）。
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQIDA-MIB
原因
エージェントが、ドライブアレイ物理ドライブの SSD Wear ステータスが変化したことを検出しました。
cpqDaPhyDrvSSDWearStatus 変数が、現在の SSD 消耗ステータスを示しています。
注記: cpqDaPhyDrvSSDWearStatus のすべての変数および各変数の意味を表示するには、MIB ファイル
を参照してください。
アクション
SSD Wear ステータスが ssdWearOut の場合、ドライブを交換してください。

Server is operational again after thermal shutdown
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqHe3ThermalConfirmation
説明：異常高温によってシャットダウンされたサーバーが、動作を再開しました。
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：温度
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
原因
熱イベントによって以前にシャットダウンされたサーバーが、動作を再開しました。
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アクション
対応する必要はありません。

Power On Self Test (POST/UEFI) errors occurred during server restart
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqHe3PostError
説明：サーバーの再起動中に、電源投入時セルフテスト（POST/UEFI）エラーが発生しました。
このアラートは、HPE OneView 3.1 では変更されました。
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ログ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
原因
サーバーの起動プロセス中に、POST エラーが発生しました。
アクション
POST/UEFI エラーについて詳しくは、インテグレーテッドマネジメントログを参照してください。

The power supplies are no longer redundant on chassis X
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqHe3FltTolPowerRedundancyLost
説明：シャーシ X の電源装置の冗長性が失われています。
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
原因
指定されたシャーシのフォールトトレラント電源装置の冗長性が失われました。
アクション
システムの電源装置の障害を確認してください。

The power supply has been installed on chassis X, bay Y
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqHe3FltTolPowerSupplyInserted
説明：電源装置がシャーシ X、ベイ Y に取り付けられました。
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重大度：OK
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
原因
指定されたシャーシおよびベイ位置にフォールトトレラント電源が取り付けられました。
アクション
対応する必要はありません。

The power supply has been removed on chassis X, bay Y
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqHe3FltTolPowerSupplyRemoved
説明：電源装置がシャーシ X、ベイ Y から取り外されました。
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
原因
指定されたシャーシおよびベイ位置からフォールトトレラント電源装置が取り外されました。
アクション
対応する必要はありません。

The fan degraded on chassis X, fan Y
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqHe3FltTolFanDegraded
説明：シャーシ X およびファン位置 Y のファンの性能が劣化しました。
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファン
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
原因
指定されたシャーシおよびファン位置のフォールトトレラントファンの状態が、劣化に設定されました。
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アクション
故障しているファンを交換してください。

The fan failed on chassis X, fan Y
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqHe3FltTolFanFailed
説明：シャーシ X およびファン位置 Y のファンが故障しました。
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファン
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
原因
指定されたシャーシおよびファン位置のフォールトトレラントファンの状態が、障害に変化しました。
アクション
故障したファンを交換してください。

The fans are no longer redundant on chassis X
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqHe3FltTolFanRedundancyLost
説明：シャーシ X のファンの冗長性が失われています。
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ファン
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
原因
指定されたシャーシのフォールトトレラントファンの冗長性が失われました。
アクション
システムファンの障害を確認してください。

The fan has been inserted on chassis X, fan Y
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqHe3FltTolFanInserted
説明：ファンがシャーシ X、ファン位置 Y に挿入されました。
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ファン
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リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
原因
指定されたシャーシおよびファン位置にフォールトトレラントファンが挿入されました。
アクション
対応する必要はありません。

The fan has been removed on chassis X, fan Y
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqHe3FltTolFanRemoved
説明：ファンがシャーシ X、ファン位置 Y から取り外されました。
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ファン
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
原因
指定されたシャーシおよびファン位置からフォールトトレラントファンが取り外されました。
アクション
対応する必要はありません。

Temperature out of range on chassis X, location Y
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqHe3TemperatureDegraded
説明：シャーシ X の位置 Y の温度が、正常な範囲から外れています。システムがシャットダウンされる
場合があります。
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：温度
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
原因
指定されたシャーシおよび位置の温度ステータスが、劣化に変化しました。
サーバーの温度が、正常な動作範囲から外れています。cpqHeThermalDegradedAction 変数がシャッ
トダウンに変化すると、サーバーがシャットダウンされます。
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アクション
システムのハードウェア障害をチェックし、環境が適切に冷却されていることを確認してください。

Temperature normal on chassis X, location Y
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqHe3TemperatureOk
説明：シャーシ X の位置 Y の温度は正常です。
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：温度
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
原因
指定されたシャーシおよび位置の温度ステータスが、OK に変化しました。
アクション
対応する必要はありません。サーバーの温度が、正常な動作範囲に戻りました。

The power supply is OK on bay X, status Y, model Z, serial number A, firmware B
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqHe4FltTolPowerSupplyOk
説明：ベイ X、ステータス Y、モデル Z、シリアル番号 A、ファームウェア B の電源装置は OK になって
います。
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
原因
指定されたシャーシおよびベイ位置のフォールトトレラント電源の状態が、OK に設定されています。
アクション
対応する必要はありません。

The power supply is degraded on chassis X, bay Y, status Z, model A, serial number B,
firmware C
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqHe4FltTolPowerSupplyDegraded
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説明：シャーシ X、ベイ Y、ステータス Z、モデル A、シリアル番号 B、ファームウェア C で電源装置が
劣化しています。
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
原因
指定されたシャーシおよびベイ位置のフォールトトレラント電源の状態が、劣化に変化しました。
アクション
故障している電源を交換してください。

The power supply is failed on chassis X, bay Y, status Z, model A, serial number B,
firmware C
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqHe4FltTolPowerSupplyFailed
説明：シャーシ X、ベイ Y、ステータス Z、モデル A、シリアル番号 B、ファームウェア C で電源装置が
故障しています。
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
原因
指定されたシャーシおよびベイ位置のフォールトトレラント電源の状態が、障害に変化しました。
アクション
故障した電源を交換してください。

The Advanced Memory Protection subsystem has engaged the online spare memory
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqHeResilientMemMirroredMemoryEngaged
説明：アドバンストメモリプロテクションサブシステムが、オンラインスペアメモリをアクティブにしま
した。
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：メモリ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
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原因
アドバンストメモリプロテクションサブシステムが、メモリ障害を検出しました。ミラーメモリがアク
ティブになりました。
アクション
障害のあるメモリを交換してください。

The power supplies are now redundant on chassis X
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqHe3FltTolPowerRedundancyRestored
説明：シャーシ X の電源装置が冗長になりました。
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
原因
指定されたシャーシのフォールトトレラント電源装置が、冗長状態に戻りました。
アクション
対応する必要はありません。

The fans are now redundant on chassis X
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqHe3FltTolFanRedundancyRestored
説明：シャーシ X のファンが冗長になりました。
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ファン
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
原因
指定されたシャーシのフォールトトレラントファンが、冗長状態に戻りました。
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アクション
対応する必要はありません。

Correctable \ uncorrectable memory errors require a replacement of the memory
module in slot X, cpu Y, riser Z, socket A
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqHe5CorrMemReplaceMemModule
説明：訂正可能/訂正不可能メモリエラーが発生したため、スロット X、CPU Y、ライザー Z、ソケット A
のメモリモジュールを交換する必要があります。
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：メモリ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
原因
メモリエラーは訂正されましたが、メモリモジュールを交換してください。CPU の値「0」はメモリがプ
ロセッサーベースではないことを意味します。
アクション
故障したメモリモジュールを交換してください。

The power supply AC power loss in X, bay Y status Z, model A, serial number B,
firmware C
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqHe4FltTolPowerSupplyACpowerloss
説明：X、ベイ Y、ステータス Z、モデル A、シリアル番号 B、ファームウェア C で電源装置の AC 電源
が切断されました。
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
原因
指定されたシャーシおよびベイ位置のフォールトトレラント電源の AC 電源が切断されました。
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アクション
指定された電源装置の電源を調べてください。

The Battery Has Failed on Chassis X, Index Y, Status Z, Model A, Serial Num B, Spare
Part C
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqHeSysBatteryFailed
説明：シャーシ X、インデックス Y、ステータス Z、モデル A、シリアル番号 B、スペア部品 C でバッテ
リが故障しました。
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：バッテリ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
原因
指定されたシャーシおよびインデックス位置のシステムバッテリの状態が、障害に設定されました。
アクション
故障したバッテリを交換してください。

The Battery Has Been Removed on Chassis X, Index Y
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqHeSysBatteryRemoved
説明：バッテリがシャーシ X、インデックス Y から取り外されました。
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：バッテリ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
原因
指定されたシャーシおよびインデックス位置のシステムバッテリが削除されました。
アクション
システムバッテリーを取り付けます。

Server power allocation could not be optimized
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqHeSysPwrAllocationNotOptimized
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説明：サーバーの電力割り当てを最適化できませんでした。サーバーエンクロージャーの電力リクエスト
が増えました。
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
原因
• サーバーの電力スロットルの設定中にエラーが発生しました。
• サーバーエンクロージャーの電力リクエストが増えました。
• サーバーの電力割り当てが最適化されていません。
アクション
1. 追加の詳細は、インテグレーテッドマネジメントログを参照してください。
2. サーバーの電源を切ります。
3. サーバーを取り外して、再度取り付けます。
4. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

FRU device read error, status X
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqHeSysPwrOnDenied
説明：FRU デバイス読み取りエラー、ステータス X。
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
原因
フィールド交換ユニット（FRU）のいずれかが、システムの電源投入を許可していません。
アクション
1. 追加の詳細は、インテグレーテッドマネジメントログを参照してください。
2. ベースボード FRU 読み取りエラーの場合：
a. サーバーを取り外して、再度取り付けます。
b. サーバーの電源を入れます。
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3. メザニンカード読み取りエラーの場合：
a. メザニンカードを取り外します。
b. サーバーの電源を入れます。
4. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

A device connected to or embedded on the system board has an error
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqHePowerFailureError
説明：システムボードに接続または内蔵されているデバイスでエラーが発生しています。サービス情報：
障害のタイプ：X、領域：Y、グループ：Z。
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
原因
システムボードに接続または内蔵されているデバイスでエラーが発生しています。
アクション
1. 追加の詳細は、インテグレーテッドマネジメントログを参照してください。
2. AC 電源をいったん切断してから、電源を入れなおします。
3. サーバーを起動します。
4. 問題が解決されない場合は、障害が発生しているデバイスを取り外してから再度取り付けてください。
5. サーバーを起動します。
6. この問題が解消されない場合は、障害が発生しているデバイスを正常なことがわかっているデバイス
と取り替えます。
7. サーバーを起動します。
8. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

There is a device missing or improperly seated on the system board
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqHeInterlockFailureError
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説明：デバイスが見つからないか、またはシステムボードに正しく固定されていません。サービス情報：
障害のタイプ：X、デバイスの欠落また不適切な固定（Y）。
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
原因
デバイスがシステムボードにない、または適切に取り付けられていません。
アクション
1. 追加の詳細は、インテグレーテッドマネジメントログを参照してください。
2. 障害が発生しているデバイスを取り外してから再度取り付けます。
3. サーバーを起動します。
4. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Persistent data backup failed and data is irrecoverably lost
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqHeNvdimmBackupError
説明：NVDIMM エラー - バックアップエラー - プロセッサー X、DIMM Y（SN:A-B-C-D）。永続データ
バックアップが失敗し、データは復旧不能なまでに失われました。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
重大度：クリティカル
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
ヘルスカテゴリ：メモリ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
原因
永続データバックアップが失敗し、データは復旧不能なまでに失われました。
アクション
1. NVDIMM をサニタイズします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/NVDIMM-docs）
にある HPE 16GB NVDIMM User Guide を参照してください。
2. 問題が解決されない場合は、NVDIMM を交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
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Persistent data restore failed and data is not available
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqHeNvdimmRestoreError
説明：復元エラー - プロセッサ X、DIMM Y（SN:A-B-C-D）。永続データのリストアが失敗し、データは
利用できません。問題が解決した場合、データは失われません。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
重大度：クリティカル
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
ヘルスカテゴリ：メモリ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
問題が解決されない場合は、NVDIMM を交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
るご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

This NVDIMM will not be available to the operating system and data may have been lost
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqHeNvdimmUncorrectableMemoryError
説明：訂正不能なメモリエラー - プロセッサー X、DIMM Y（SN:A-B-C-D）。この NVDIMM をオペレー
ティングシステムは使用できません。データが失われている可能性があります。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
重大度：クリティカル
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
ヘルスカテゴリ：メモリ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. Persistent Memory アドレス範囲スクラブオプションを使用してデータリカバリを試みて、NVDIMM を
サニタイズします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/NVDIMM-docs）
にある HPE 16GB NVDIMM User Guide を参照してください。
2. 問題が解決されない場合は、NVDIMM を交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

NVDIMM backup power has been lost and a future backup is not possible
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqHeNvdimmBackupPowerError
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説明：NVDIMM バックアップ電源が失われました。これ以上のバックアップは不可能です。電源を復旧
できない場合、成功した最後のバックアップのデータはそのまま残りますが、成功した最後のバックアッ
プ以降に変更されたデータは失われます。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
重大度：クリティカル
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
ヘルスカテゴリ：メモリ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. バックアップ電源を使用できることを確認してください。
2. 他のメディアに NVDIMM の内容をバックアップしてデータを保護します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/NVDIMM-docs）
にある HPE 16GB NVDIMM User Guide を参照してください。

An error was found with the NVDIMM controller
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqHeNvdimmNVDIMMControllerError
説明：NVDIMM コントローラーのエラー - プロセッサー X、DIMM Y（SN:A-B-C-D）。NVDIMM コント
ローラーでエラーが見つかりました。OS では NVDIMM は使用されません。成功した最後のバックアッ
プのデータは依然として使用できますが、コントローラーエラーが解決されない場合は失われます。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
重大度：クリティカル
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
ヘルスカテゴリ：メモリ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. 可能な場合は他のメディアに NVDIMM の内容を保存してデータを保護してください。
2. NVDIMM ファームウェアを更新します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/NVDIMM-docs）
にある HPE 16GB NVDIMM User Guide を参照してください。
3. エラーが解決されない場合は、NVDIMM を交換します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

NVDIMM could not be erased by the NVDIMM controller firmware and future backups are
not possible
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqHeNvdimmEraseError
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説明：消去エラー - プロセッサー X、DIMM Y（SN:A-B-C-D）。NVDIMM コントローラーファームウェア
が NVDIMM を消去できませんでした。これ以上のバックアップは不可能です。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
重大度：クリティカル
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
ヘルスカテゴリ：メモリ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. データを保持するために、NVDIMM の内容を他のメディアに保存します。
2. NVDIMM を交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

NVDIMM could not be armed and future backups are not possible
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqHeNvdimmArmingError
説明：装備エラー - プロセッサー X、DIMM Y（SN:A-B-C-D）。NVDIMM を取り付けることができません
でした。これ以上のバックアップは不可能です。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
重大度：クリティカル
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
ヘルスカテゴリ：メモリ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. 他のメディアに NVDIMM の内容を保存してデータを保護してください。
2. 問題が解決されない場合は、NVDIMM を交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

Processor X, DIMM Y. This NVDIMM-N was selected for Sanitizing/Erasing
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqHeNvdimmSanitizationOk
説明：プロセッサー X、DIMM Y。この NVDIMM-N はサニタイズ/消去の対象として選択されました。
NVDIMM に保存されているデータはすべて消去されます。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：メモリ
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リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
アクション
対応は不要です。

This NVDIMM-N was selected for sanitizing/erasing, but this process was not successful
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqHeNvdimmSanitizationError
説明：サニタイズエラー - プロセッサー X、DIMM Y（SN:A-B-C-D）。この NVDIMM-N はサニタイズ/消
去の対象として選択されましたが、このプロセスが正常に終了しませんでした。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
重大度：クリティカル
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
ヘルスカテゴリ：メモリ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. NVDIMM のサニタイズを再試行します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/NVDIMM-docs）
にある HPE 16GB NVDIMM User Guide を参照してください。
2. 問題が解決されない場合は、NVDIMM を交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

The controller firmware has been corrupted
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqHeNvdimmControllerFirmwareError
説明：NVDIMM コントローラーエラー - プロセッサー X、DIMM Y。コントローラーが壊れています。OS
では NVDIMM は使用されません。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
重大度：クリティカル
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
ヘルスカテゴリ：メモリ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. NVDIMM ファームウェアを更新します。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/NVDIMM-docs）
にある HPE 16GB NVDIMM User Guide を参照してください。
2. エラーが解決されない場合は、NVDIMM を交換します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

Received a memory initialization or uncorrectable error
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqHeNvdimmInterleaveOn
説明：プロセッサー X、DIMM Y（シリアル番号）。メモリの初期化エラーまたは訂正不能なエラーを受信
しました。プロセッサー X の NVDIMM はすべて無効です。Data on NVDIMM may have been lost.
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
重大度：クリティカル
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
ヘルスカテゴリ：メモリ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. Persistent Memory アドレス範囲スクラブオプションを使用してデータリカバリを試みて、プロセッ
サーのすべての NVDIMM をサニタイズします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/NVDIMM-docs）
にある HPE 16GB NVDIMM User Guide を参照してください。
2. 問題が解決されない場合は、NVDIMM を交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

NVDIMM has received a memory initialization or uncorrectable error
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqHeNvdimmInterleaveOff
説明：プロセッサー X、DIMM Y（SN:A-B-C-D）。NVDIMM がメモリの初期化エラーまたは訂正不能なエ
ラーを受信しました。NVDIMM が無効化されています。Data on NVDIMM may have been lost.
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
重大度：クリティカル
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
ヘルスカテゴリ：メモリ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. Persistent Memory アドレス範囲スクラブオプションを使用してデータリカバリを試みて、NVDIMM を
サニタイズします。

HPE OneView のエラーとアラート

1043

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/NVDIMM-docs）
にある HPE 16GB NVDIMM User Guide を参照してください。
2. 問題が解決されない場合は、NVDIMM を交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

Unable to set event notification for this NVDIMM to generate alerts for health changes,
including a loss of data persistency
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqHeNvdimmEventNotifyError
説明：プロセッサー X、DIMM Y（SN:A-B-C-D）。この NVDIMM のイベント通知を設定できないため、
データ永続性の喪失を含むヘルス状態の変化に関するアラートを生成できません。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
重大度：クリティカル
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
ヘルスカテゴリ：メモリ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. システム ROM とイノベーションエンジンファームウェアを、サポートされる最新のバージョンに更新
してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）にあるご使用の製品の HPE Synergy トラブルシューティングガイドの「ファーム
ウェアのアップデート」を参照してください。
2. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

NVDIMM persistency is lost and future data backup is not available
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqHeNvdimmPersistencyLost
説明：プロセッサー X、DIMM Y（SN:A-B-C-D）。NVDIMM の持続性が失われました。これ以上のデータ
バックアップは不可能です。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
重大度：クリティカル
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
ヘルスカテゴリ：メモリ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
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アクション
1. 他のメディアに NVDIMM の内容をバックアップしてデータを保護します。
2. NVDIMM を交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

NVDIMM persistency is restored and future data backup is available
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqHeNvdimmPersistencyRestored
説明：NVDIMM エラー - プロセッサー X、DIMM Y。NVDIMM の永続性が復元されました。これ以上の
データバックアップは可能です。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：メモリ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
アクション
対応する必要はありません。

NVDIMM lifetime has reached
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqHeNvdimmLifecycleWarning
説明：プロセッサー X、DIMM Y（SN:A-B-C-D）。NVDIMM の寿命に達しました。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
重大度：警告
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
ヘルスカテゴリ：メモリ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. 他のメディアに NVDIMM の内容をバックアップしてデータを保護します。
2. NVDIMM を交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用の製品のエンクロージャーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
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One or more logical NVDIMM errors occurred
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqHeNvdimmLogicalNvdimmError
説明：論理 NVDIMM のエラーが発生しました。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
重大度：警告
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
ヘルスカテゴリ：メモリ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
論理 NVDIMM のエラーについて詳しくは、インテグレーテッドマネジメントログを参照してください。

NVDIMM configuration errors occurred
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqHeNvdimmConfigurationError
説明：NVDIMM 構成エラーが発生しました。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
重大度：クリティカル
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
ヘルスカテゴリ：メモリ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
NVDIMM 構成のエラーについて詳しくは、インテグレーテッドマネジメントログを参照してください。

NVDIMM battery is not charged sufficiently to support the energy-backed persistent
memory installed in the system
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqHeNvdimmBatteryNotChargedwithWait
説明：NVDIMM バッテリは、システムに取り付けられたエネルギーバックアップ式 Persistent Memory を
サポートするほど十分に充電されていません。システムはバッテリが十分に充電されるまで待機してか
らブートを続行します。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
重大度：警告
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
ヘルスカテゴリ：メモリ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
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アクション
対応は不要です。

NVDIMM battery is not charged sufficiently to support the energy-backed persistent
memory installed in the system
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqHeNvdimmBatteryNotChargedwithNoWait
説明：NVDIMM バッテリは、システムに取り付けられたエネルギーバックアップ式 Persistent Memory を
サポートするほど十分に充電されていません。システムをバッテリが充電されるまで待機しないように
構成します。OS で Persistent Memory 領域を使用できない可能性があります。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
重大度：警告
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
ヘルスカテゴリ：メモリ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
対応は不要です。

Uncorrectable Memory Error - The failed memory module could not be determined
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqHeNvdimmMemoryMapChanged
説明：訂正不能なメモリエラー - 障害が発生しているメモリモジュールを判別できませんでした。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
重大度：警告
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
ヘルスカテゴリ：メモリ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
インテグレーテッドマネジメントログで、障害が発生しているメモリモジュールを示す可能性がある別の
イベントがないか確認してください。

Persistent Memory Address Range Scrub has detected an error
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqHeNvdimmPersistantMemoryAddressError
説明：Persistent Memory アドレス範囲スクラブでエラーが検出されました。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
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重大度：クリティカル
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
ヘルスカテゴリ：メモリ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
オペレーティングシステムを復旧できない場合は、インテグレーテッドマネジメントログを参照して、追
加の情報がないかどうかを確認してください。

Storage system fan status changed to X for location Y connected to controller Z
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqSs6FanStatusChange
説明：ストレージシステムのファンのステータスが X に変化しました（位置 Y、コントローラー Z に接
続）。
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファン
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQSTSYS-MIB
原因
エージェントが、ストレージシステムのファンのステータスが変化したことを検出しました。
cpqSsBoxFanStatus 変数が、ファンの現在のステータスを示しています。
注記: cpqSsBoxFanStatus のすべての変数および各変数の意味を表示するには、MIB ファイルを参照し
てください。
アクション
ファンのステータスが劣化または障害の場合は、故障したファンまたはファンモジュールを交換してくだ
さい。

Storage system temperature status changed to X for location Y connected to controller
Z
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqSs6TempStatusChange
説明：ストレージシステムの温度のステータスが X に変化しました（位置 Y、コントローラー Z に接続）。
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：温度
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQSTSYS-MIB
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原因
エージェントが、ストレージシステムの温度のステータスが変化したことを検出しました。
cpqSsBoxTempStatus 変数が、温度の現在のステータスを示しています。
これらは、cpqSs6TempStatusChange の値です。
other(1)
温度の監視はこのシステムでサポートされていないか、ドライバーでサポートされていません。
ok(2)
温度は正常な動作範囲内です。
degraded(3)
温度は正常な動作温度範囲外です。
failed(4)
温度は、システムに永続的な損傷を与える可能性があります。この状態が検出された場合、ストレージシ
ステムは自動的にシャットダウンします。
noTemp(5)
このユニットは、温度の監視をサポートしません。
アクション
1. 温度のステータスが劣化または障害の場合は、ストレージシステムをシャットダウンしてください。
2. コンポーネントが高温にならないように、環境が適切に冷却されていることを確認してください。

Storage system power supply status changed to X for location Y connected to
controller Z
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqSs6PwrSupplyStatusChange
説明：ストレージシステムの電源ステータスが X に変化しました（位置 Y、コントローラー Z に接続）。
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQSTSYS-MIB
原因
エージェントが、ストレージシステムの電源ステータスが変化したことを検出しました。変数
cpqSsBoxFltTolPwrSupplyStatus が、現在の電源ステータスを示しています。
注記: cpqSsBoxFltTolPwrSupplyStatus のすべての変数および各変数の意味を表示するには、MIB
ファイルを参照してください。
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アクション
電源装置のステータスが低下の場合は、電源を入れなおすか、障害が発生した電源装置を交換してくださ
い。

Storage system connection status changed to X for location Y connected to controller Z
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqSsConnectionStatusChange
説明：ストレージシステムの接続ステータスが X に変化しました（位置 Y、コントローラー Z に接続）。
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQSTSYS-MIB
原因
エージェントが、ストレージシステムの接続ステータスが変化したことを検出しました。
cpqSSboxConnectionStatus 変数が、現在の接続のステータスを示しています。
これらは、cpqSSBoxConnectionStatus の値です。
other(1)
エージェントは、ストレージシステムの接続ステータスを判別できません。
notSupported(2)
このストレージシステムの接続ステータスの報告はサポートされていません。
connected(3)
ストレージシステムは接続されています。
notConnected(4)
ストレージシステムは接続されていません。
アクション
接続ステータスが notConnected の場合は、HBA とストレージシステム間の接続をリストアしてくださ
い。

Server reset detected
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqSm2ServerReset
説明：サーバーのリセットが検出されました。
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：DeviceBay
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQSM2-MIB
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原因
リモート Insight/iLO ファームウェアがサーバーのリセットを検出しました。
アクション
対応する必要はありません。

Integrated Lights-Out detected more than X unauthorized login attempts
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqSm2UnauthorizedLoginAttempts
説明：Integrated Lights-Out が、不正なログインの試みが X 回を超えたことを検出しました。
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：なし
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQSM2-MIB
原因
リモート Insight/iLO ファームウェアが、承認されていないログインを検出しました。
アクション
詳しくは、iLO ログを参照してください。

Remote Insight/Integrated LightsOut self test error
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqSm2SelfTestError
説明：リモート Insight/Integrated LightsOut のセルフテストエラー。
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：なし
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQSM2-MIB
原因
リモート Insight/iLO ファームウェアがセルフテストエラーを検出しました。
注記: cpqSm2CntrlSelfTestErrors のすべての変数および各変数の意味を表示するには、MIB ファイ
ルを参照してください。
アクション
1. 詳しくは、以下の情報を参照してください。
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• cpqSm2CntlrSelfTestErrors の説明
• iLO ログおよび診断ページ

Remote Insight/Integrated Lights-Out firmware has detected the security override
jumper has been engaged
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqSm2SecurityOverrideEngaged
説明：リモート Insight/Integrated Lights-Out ファームウェアは、セキュリティオーバーライドジャンパー
が有効になったことを検出しました。
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：なし
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQSM2-MIB
原因
リモート Insight/iLO ファームウェアは、セキュリティオーバーライドジャンパーが有効の位置に切り替え
られたことを検出しました。
アクション
対応する必要はありません。

Remote Insight/Integrated Lights-Out firmware has detected the security override
jumper has been disengaged
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqSm2SecurityOverrideDisengaged
説明：リモート Insight/Integrated Lights-Out ファームウェアは、セキュリティオーバーライドジャンパー
が無効になったことを検出しました。
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：なし
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQSM2-MIB
原因
リモート Insight/iLO ファームウェアは、セキュリティオーバーライドジャンパーが無効の位置に切り替え
られたことを検出しました。
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アクション
対応する必要はありません。

The server has been powered on
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqSm2ServerPowerOn
説明：サーバーの電源が入りました。
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQSM2-MIB
原因
サーバーの電源が入りました。
アクション
対応する必要はありません。

The server has been powered off
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqSm2ServerPowerOff
説明：サーバーの電源が切られました。
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQSM2-MIB
原因
オペレーティングシステムまたは電源ボタンによって、サーバーの電源が切られました。
アクション
対応する必要はありません。

The server could not be powered on
症状
サーバーの電源を入れる要求がありましたが、サーバーが障害状態にあったために電源を入れることがで
きませんでした。
アラートタイプ ID：trap.cpqSm2ServerPowerOnFailure
重大度：クリティカル
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ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQSM2-MIB
アクション
Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://www.hpe.com/support/hpesc）を
使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The iLO to Insight Remote Support or Insight Online communication failed
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqSm2IrsCommFailure
説明：iLO と Insight Remote Support または Insight Online との通信が失敗しました。
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：リモートサポート
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQSM2-MIB
原因
iLO と Insight Remote Support または Insight Online との通信が失敗しました。
アクション
Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://www.hpe.com/support/hpesc）を
使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Power threshold has been exceeded
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqHo2PowerThresholdTrap
説明：電力しきい値を超えました（警告タイプ：<cpqPwrWarnType>、しきい値：X ワット、時間：Y
分）
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQHOST-MIB
原因
電源しきい値を超えました。
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アクション
Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://www.hpe.com/support/hpesc）を
使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

SAS/SATA physical drive status is now X for drive at location Y connected to controller
in Z
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqSasPhyDrvStatusChange
説明：SAS/SATA 物理ドライブの現在のステータスは X です（ドライブの位置 Y、Z でコントローラーに
接続）。
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQSCSI-MIB
原因
ストレージエージェントが、SAS または SATA 物理ドライブのステータス変化を検出しました。
cpqSasPhyDrvStatus 変数が、物理ドライブの現在のステータスを示しています。
注記: cpqSasPhyDrvStatus のすべての変数および各変数の意味を表示するには、MIB ファイルを参照
してください。
アクション
物理ドライブのステータスが predictiveFailure、failed、ssdWearOut、または notAuthenticated の場合は、
ドライブを交換してください。

Solid state disk wear status is now X for drive at location Y connected to controller in Z
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqSasPhyDrvSSDWearStatusChange
説明：ソリッドステートディスクの現在の消耗ステータスは X です（ドライブの場所 Y、Z でコントロー
ラーに接続）。
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQSCSI-MIB
原因
エージェントが、SAS または SATA 物理ドライブの SSD Wear ステータスが変化したことを検出しまし
た。cpqSasPhyDrvSSDWearStatus 変数が、現在の SSD 消耗ステータスを示しています。
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注記: cpqSasPhyDrvSSDWearStatus のすべての変数および各変数の意味を表示するには、MIB ファイ
ルを参照してください。
アクション
SSD Wear ステータスが ssdWearOut の場合、ドライブを交換してください。

ATA disk drive status is now X for drive Y
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqIdeAtaDiskStatusChange
説明：ATA ディスクドライブの現在のステータスは X です（ドライブ Y）。
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQIDE-MIB
原因
エージェントが、ATA ディスクドライブのステータスが変化したことを検出しました。
cpqIdeAtaDiskStatus 変数が、ディスクドライブの現在のステータスを示しています。
アクション
ディスクドライブのステータスが smartError、failed、または ssdWearOut の場合は、ドライブを交換し
てください。

Connectivity is restored for adapter in slot X port Y
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqNic3ConnectivityRestored
説明：スロット X、ポート Y にあるアダプターの接続が回復しました。
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ネットワーク
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQNIC-MIB
原因
論理アダプターとの接続が回復しました。このトラップは、単一アダプター構成内の物理アダプターが
OK 状態に復帰したり、論理アダプターグループ内の少なくとも 1 台の物理アダプターが OK 状態に復帰
すると発生します。
このトラップは、障害が発生したケーブルの交換または外されていたケーブルの再接続によって発生しま
す。
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アクション
対応する必要はありません。

Connectivity lost for adapter in slot X, port Y
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqNic3ConnectivityLost
説明：スロット X、ポート Y にあるアダプターの接続が失われました。
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ネットワーク
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQNIC-MIB
原因
論理アダプターのステータスが障害に変化しました。このトラップは、単一アダプター構成内のアダプ
ターに障害が発生したり、冗長構成内の最後のアダプターに障害が発生すると発生します。
このトラップは、アダプター、ハブ、またはスイッチからケーブルが外されたことによるリンクの消失に
よって発生します。
この状態は、内蔵アダプター、ハブ、またはスイッチの障害によっても発生します。
アクション
1. アダプターへの接続を確認し、サーバーからすべての外付デバイスへの接続（ケーブル接続も含む）
を検証してください。
2. 接続の問題が存在しない場合は、アダプターまたはその他の接続デバイスを交換しなければならない
可能性があります。

Redundancy increased by adapter in slot X, port Y
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqNic3RedundancyIncreased
説明：スロット X、ポート Y にあるアダプターによって、冗長性が強化されました。
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ネットワーク
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQNIC-MIB
原因
接続されている論理アダプターグループ内の障害が発生していた物理アダプターが、良好な状態に復帰し
ます。
このトラップは、障害が発生したケーブルの交換または外されていたケーブルの再接続によって発生しま
す。
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アクション
対応する必要はありません。

Redundancy decreased by adapter in slot X, port Y
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqNic3RedundancyReduced
説明：スロット X、ポート Y にあるアダプターによって、冗長性が低下しました。
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ネットワーク
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQNIC-MIB
原因
論理アダプターグループ内の物理アダプターが障害状態に変化し、少なくとも 1 台の物理アダプターが良
好な状態に残っています。
このトラップは、アダプター、ハブ、またはスイッチからケーブルが外されたことによるリンクの消失に
よって発生します。この状態は、内蔵アダプター、ハブ、またはスイッチの障害によっても発生します。
アクション
1. アダプターへの接続を確認し、サーバーからすべての外付デバイスへの接続（ケーブル接続も含む）
を検証してください。
2. 接続の問題が存在しない場合は、アダプターまたはその他の接続デバイスを交換しなければならない
可能性があります。

iSCSI link is up
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqiScsiLinkUp
説明：iSCSI リンクがアップ状態です。
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQISCSI-MIB
原因
このトラップは、iSCSI セッションがアップ状態であると送信されます。
これは、iSCSI イニシエーター/ターゲットセッションが設定されている、または切断された既存の iSCSI
イニシエーター/ターゲットセッションが復元されているときに発生する可能性があります。
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アクション
対応する必要はありません。

iSCSI link is down
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqiScsiLinkDown
説明：iSCSI リンクが停止しています。
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQISCSI-MIB
原因
このトラップは、iSCSI セッションが停止していると送信されます。このトラップは、iSCSI イニシエー
ター/ターゲットセッションが無効になっている、または iSCSI イニシエータードライバーがアンインス
トールされていることによるセッションの消失によって発生します。
アクション
1. iSCSI イニシエータードライバーのステータスと iSCSI イニシエーター/ターゲット接続を確認しま
す。
2. 接続の問題が発生していない場合は、iSCSI イニシエータードライバーをインストールするか、iSCSI
仮想ディスクの位置を設定しなければならない可能性があります。

The overall condition of the processor subsystem is critical
症状
アラートタイプ ID：
• Trap.HealthStatusArrayCategoryStatus
• StatusPoll.HealthStatusArrayCategoryStatus
説明：プロセッサーサブシステム全体のコンディションは、クリティカルです。
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：プロセッサー
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQSTDEQ-MIB
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アクション
詳しくは、iLO にログインして、[システム情報]ページの[プロセッサー]タブを表示します。

The overall condition of the processor subsystem is in the error state
症状
アラートタイプ ID：
• Trap.HealthStatusArrayCategoryStatus
• StatusPoll.HealthStatusArrayCategoryStatus
説明：プロセッサーサブシステム全体のコンディションは、エラー状態です。
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：プロセッサー
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQSTDEQ-MIB
アクション
詳しくは、iLO にログインして、[システム情報]ページの[プロセッサー]タブを表示します。

The overall condition of the processor subsystem is OK
症状
プロセッサーサブシステム全体のコンディションは、良好です。
アラートタイプ ID：
• Trap.HealthStatusArrayCategoryStatus
• StatusPoll.HealthStatusArrayCategoryStatus
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：プロセッサー
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQSTDEQ-MIB
アクション
対応する必要はありません。

The condition of the memory subsystem is critical
症状
アラートタイプ ID：
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• Trap.HealthStatusArrayCategoryStatus
• StatusPoll.HealthStatusArrayCategoryStatus
説明：メモリサブシステムのコンディションは、クリティカルです。
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：メモリ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQSTDEQ-MIB
アクション
詳しくは、iLO にログインして、[システム情報]ページの[メモリ]タブを表示します。

The system is running in an error state because the Advanced Memory Protection
subsystem has been engaged
症状
アラートタイプ ID：
• Trap.HealthStatusArrayCategoryStatus
• StatusPoll.HealthStatusArrayCategoryStatus
説明：アドバンストメモリ保護サブシステムが有効になっているため、システムはエラー状態で動作して
います。
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：メモリ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
アクション
詳しくは、iLO にログインして、[システム情報]ページの[メモリ]タブを表示します。

The memory subsystem is operating normally
症状
アラートタイプ ID：
• Trap.HealthStatusArrayCategoryStatus
• StatusPoll.HealthStatusArrayCategoryStatus
説明：メモリサブシステムは、正常に動作しています。
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：メモリ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
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ソース MIB：CPQHLTH-MIB
アクション
対応する必要はありません。

A required fan is not operating properly
症状
アラートタイプ ID：
• Trap.HealthStatusArrayCategoryStatus
• StatusPoll.HealthStatusArrayCategoryStatus
説明：必要なファンが正常に動作していません。
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファン
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
アクション
詳しくは、iLO にログインして、[システム情報]ページの[ファン]タブを表示します。

A non-required fan is not operating properly
症状
アラートタイプ ID：
• Trap.HealthStatusArrayCategoryStatus
• StatusPoll.HealthStatusArrayCategoryStatus
説明：必要でないファンが正常に動作していません。
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ファン
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
アクション
詳しくは、iLO にログインして、[システム情報]ページの[ファン]タブを表示します。

All fans are operating properly
症状
アラートタイプ ID：
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• Trap.HealthStatusArrayCategoryStatus
• StatusPoll.HealthStatusArrayCategoryStatus
説明：すべてのファンが正常に動作しています。
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ファン
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
アクション
対応する必要はありません。

A temperature sensor detected a condition that could permanently damage the system
症状
アラートタイプ ID：
• Trap.HealthStatusArrayCategoryStatus
• StatusPoll.HealthStatusArrayCategoryStatus
説明：温度センサーは、システムに永続的な損傷を与える可能性があるコンディションを検出しました。
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：温度
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
アクション
Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://www.hpe.com/support/hpesc）を
使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

A temperature sensor is outside of normal operating range
症状
アラートタイプ ID：
• Trap.HealthStatusArrayCategoryStatus
• StatusPoll.HealthStatusArrayCategoryStatus
説明：温度センサーが正常な動作範囲外にあります。
重大度：警告
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ヘルスカテゴリ：温度
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
アクション
詳しくは、iLO にログインして、[システム情報]ページの[温度]タブを表示します。

All temperature sensors are within normal operating range
症状
アラートタイプ ID：
• Trap.HealthStatusArrayCategoryStatus
• StatusPoll.HealthStatusArrayCategoryStatus
説明：すべての温度センサーは正常な動作範囲内にあります。
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：温度
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
アクション
対応する必要はありません。

The overall condition of the fault tolerant power supply subsystem is critical
症状
アラートタイプ ID：
• Trap.HealthStatusArrayCategoryStatus
• StatusPoll.HealthStatusArrayCategoryStatus
説明：フォールトトレラント電源サブシステム全体のコンディションが、クリティカルです。
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
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アクション
詳しくは、iLO にログインして、[システム情報]ページの[電源]タブを表示します。

The overall condition of the fault tolerant power supply subsystem is in the error state
症状
アラートタイプ ID：
• Trap.HealthStatusArrayCategoryStatus
• StatusPoll.HealthStatusArrayCategoryStatus
説明：フォールトトレラント電源サブシステム全体のコンディションが、エラー状態になっています。
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
アクション
詳しくは、iLO にログインして、[システム情報]ページの[電源]タブを表示します。

The overall condition of the fault tolerant power supply subsystem is OK
症状
アラートタイプ ID：
• Trap.HealthStatusArrayCategoryStatus
• StatusPoll.HealthStatusArrayCategoryStatus
説明：フォールトトレラント電源サブシステム全体のコンディションは、良好です。
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
アクション
対応する必要はありません。

There are failed entries in the iLO Integrated Management Log
症状
アラートタイプ ID：
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• Trap.HealthStatusArrayCategoryStatus
• StatusPoll.HealthStatusArrayCategoryStatus
説明：iLO インテグレーテッドマネジメントログに障害エントリーがあります。このアラートは自動的に
クリアされます。
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ログ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
アクション
詳しくは、インテグレーテッドマネジメントログを参照してください。

Automatic Server Recovery (ASR) reboot count is greater than or equal to the reboot
count limit
症状
アラートタイプ ID：
• Trap.HealthStatusArrayCategoryStatus
• StatusPoll.HealthStatusArrayCategoryStatus
説明：自動サーバー復旧（ASR）の再起動回数が再起動の制限回数以上です。
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ログ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
アクション
詳しくは、インテグレーテッドマネジメントログを参照してください。

Last reboot was an Automatic Server Recovery (ASR) reboot but the reboot count is
less than the reboot limit
症状
アラートタイプ ID：
• Trap.HealthStatusArrayCategoryStatus
• StatusPoll.HealthStatusArrayCategoryStatus
説明：最後の再起動は自動サーバー復旧（ASR）の再起動ですが、再起動の回数は、再起動の制限回数以
下です。
重大度：警告
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ヘルスカテゴリ：ログ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
アクション
詳しくは、インテグレーテッドマネジメントログを参照してください。

Last reboot was not an Automatic Server Recovery (ASR) reboot
症状
アラートタイプ ID：
• Trap.HealthStatusArrayCategoryStatus
• StatusPoll.HealthStatusArrayCategoryStatus
説明：最後の再起動は、自動サーバー復旧（ASR）の再起動ではありませんでした。
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ログ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
アクション
対応する必要はありません。

The overall status of the drive array subsystem is critical
症状
アラートタイプ ID：
• Trap.HealthStatusArrayCategoryStatus
• StatusPoll.HealthStatusArrayCategoryStatus
説明：ドライブアレイサブシステム全体の状態は、クリティカルです。
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQIDA-MIB

HPE OneView のエラーとアラート

1067

アクション
詳しくは、iLO にログインして、[システム情報]ページの[ドライブおよびストレージ]タブを表示します。

The overall status of the drive array subsystem is in the error condition
症状
アラートタイプ ID：
• Trap.HealthStatusArrayCategoryStatus
• StatusPoll.HealthStatusArrayCategoryStatus
説明：ドライブアレイサブシステム全体の状態は、エラー状態です。
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQIDA-MIB
アクション
詳しくは、iLO にログインして、[システム情報]ページの[ドライブおよびストレージ]タブを表示します。

The overall status of the drive array subsystem is OK
症状
アラートタイプ ID：
• Trap.HealthStatusArrayCategoryStatus
• StatusPoll.HealthStatusArrayCategoryStatus
説明：ドライブアレイサブシステム全体の状態は、良好です。
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQIDA-MIB
アクション
対応する必要はありません。

The overall status of the SCSI drive subsystem is critical
症状
アラートタイプ ID：
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• Trap.HealthStatusArrayCategoryStatus
• StatusPoll.HealthStatusArrayCategoryStatus
説明：SCSI ドライブサブシステム全体の状態は、クリティカルです。
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQSCSI-MIB
アクション
詳しくは、iLO にログインして、[システム情報]ページの[ドライブおよびストレージ]タブを表示します。

The overall status of the SCSI drive subsystem is in the error state
症状
アラートタイプ ID：
• Trap.HealthStatusArrayCategoryStatus
• StatusPoll.HealthStatusArrayCategoryStatus
説明：SCSI ドライブサブシステム全体の状態は、エラー状態です。
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQSCSI-MIB
アクション
詳しくは、iLO にログインして、[システム情報]ページの[ドライブおよびストレージ]タブを表示します。

The overall status of the SCSI drive subsystem is OK
症状
アラートタイプ ID：
• Trap.HealthStatusArrayCategoryStatus
• StatusPoll.HealthStatusArrayCategoryStatus
説明：SCSI ドライブサブシステム全体の状態は、良好です。
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQSCSI-MIB
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アクション
対応する必要はありません。

The overall status of the storage enclosure is critical
症状
アラートタイプ ID：
• Trap.HealthStatusArrayCategoryStatus
• StatusPoll.HealthStatusArrayCategoryStatus
説明：ストレージエンクロージャー全体の状態は、クリティカルです。
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQSTSYS-MIB
アクション
詳しくは、iLO にログインして、[システム情報]ページの[ドライブおよびストレージ]タブを表示します。

The overall status of the storage enclosure is in the error state
症状
アラートタイプ ID：
• Trap.HealthStatusArrayCategoryStatus
• StatusPoll.HealthStatusArrayCategoryStatus
説明：ストレージエンクロージャー全体の状態は、エラー状態です。
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQSTSYS-MIB
アクション
詳しくは、iLO にログインして、[システム情報]ページの[ドライブおよびストレージ]タブを表示します。

The overall status of the storage enclosure is OK
症状
アラートタイプ ID：
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• Trap.HealthStatusArrayCategoryStatus
• StatusPoll.HealthStatusArrayCategoryStatus
説明：ストレージエンクロージャー全体の状態は、良好です。
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQSTSYS-MIB
アクション
対応する必要はありません。

The overall status of the IDE disk subsystem is critical
症状
アラートタイプ ID：
• Trap.HealthStatusArrayCategoryStatus
• StatusPoll.HealthStatusArrayCategoryStatus
説明：IDE ディスクサブシステム全体の状態は、クリティカルです。
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQIDE-MIB
アクション
詳しくは、iLO にログインして、[システム情報]ページの[ドライブおよびストレージ]タブを表示します。

The overall status of the IDE disk subsystem is in the error state
症状
アラートタイプ ID：
• Trap.HealthStatusArrayCategoryStatus
• StatusPoll.HealthStatusArrayCategoryStatus
説明：IDE ディスクサブシステム全体の状態は、エラー状態です。
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQIDE-MIB
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アクション
詳しくは、iLO にログインして、[システム情報]ページの[ドライブおよびストレージ]タブを表示します。

The overall status of the IDE disk subsystem is OK
症状
アラートタイプ ID：
• Trap.HealthStatusArrayCategoryStatus
• StatusPoll.HealthStatusArrayCategoryStatus
説明：IDE ディスクサブシステム全体の状態は、良好です。
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQIDE-MIB
アクション
対応する必要はありません。

The Fiber Channel (FC) status is critical
症状
アラートタイプ ID：
• Trap.HealthStatusArrayCategoryStatus
• StatusPoll.HealthStatusArrayCategoryStatus
説明：ファイバーチャネル（FC）の状態は、クリティカルです。
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ネットワーク
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQFCA-MIB
アクション
1. 詳しくは、以下のいずれかを参照してください。
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• インテグレーテッドマネジメントログ
• システム情報ページのネットワークまたは NIC タブ

The Fiber Channel (FC) status is in the error state
症状
アラートタイプ ID：
• Trap.HealthStatusArrayCategoryStatus
• StatusPoll.HealthStatusArrayCategoryStatus
説明：ファイバーチャネル（FC）の状態は、エラー状態です。
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ネットワーク
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQFCA-MIB
アクション
1. 詳しくは、以下のいずれかを参照してください。
• インテグレーテッドマネジメントログ
• システム情報ページのネットワークまたは NIC タブ

The Fiber Channel (FC) status is OK
症状
アラートタイプ ID：
• Trap.HealthStatusArrayCategoryStatus
• StatusPoll.HealthStatusArrayCategoryStatus
説明：ファイバーチャネル（FC）の状態は、良好です。
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ネットワーク
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQFCA-MIB
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アクション
対応する必要はありません。

The overall status of the system network is critical
症状
アラートタイプ ID：
• Trap.HealthStatusArrayCategoryStatus
• StatusPoll.HealthStatusArrayCategoryStatus
説明：システムネットワーク全体の状態は、クリティカルです。
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ネットワーク
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQNIC-MIB
アクション
1. 詳しくは、以下のいずれかを参照してください。
• インテグレーテッドマネジメントログ
• システム情報ページのネットワークまたは NIC タブ

The overall status of the system network is in the error state
症状
アラートタイプ ID：
• Trap.HealthStatusArrayCategoryStatus
• StatusPoll.HealthStatusArrayCategoryStatus
説明：システムネットワーク全体の状態は、エラー状態になっています。
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ネットワーク
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQNIC-MIB
アクション
1. 詳しくは、以下のいずれかを参照してください。

HPE OneView のエラーとアラート

1074

• インテグレーテッドマネジメントログ
• システム情報ページのネットワークまたは NIC タブ

The overall status of the system network is OK
症状
アラートタイプ ID：
• Trap.HealthStatusArrayCategoryStatus
• StatusPoll.HealthStatusArrayCategoryStatus
説明：システムネットワーク全体の状態は、良好です。
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ネットワーク
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQNIC-MIB
アクション
対応する必要はありません。

The firmware integrity scan detected an anomaly that requires the X firmware to be
updated
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqSm2FirmwareValidationScanFailed
説明：ファームウェア整合性スキャンで、X ファームウェアのアップデートを必要とする異常が検出され
ました。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
重大度：クリティカル
ソース MIB：CPQNIC-MIB
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
1. 自動リカバリが構成されている場合、修復が自動的に試みられます。
2. 自動リカバリが構成されていない場合、または自動リカバリが失敗した場合は、手動リカバリが必要
です。

The firmware integrity anomaly previously detected has been repaired
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqSm2FirmwareValidationScanErrorRepaired
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説明：以前検出されたファームウェアの整合性異常は修復されました。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQSM2-MIB
アクション
対応する必要はありません。

Integrated Lights-Out failed to automatically repair the X firmware
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqSm2FirmwareValidationAutoRepairFailed
説明：Integrated Lights-Out は X ファームウェアの自動修復に失敗しました。
このアラートは、HPE OneView 3.1 以降の新機能です。
重大度：警告
ソース MIB：CPQNIC-MIB
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
アクション
示されたファームウェアを手動でアップデートする必要があります。ファームウェアを更新するまで、
サーバーを再起動しないでください。

The overall condition of the iLO is critical
症状
アラートタイプ ID：
• Trap.HealthStatusArrayCategoryStatus
• StatusPoll.HealthStatusArrayCategoryStatus
説明：iLO 全体の状態は、クリティカルです。
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ManagementProcessor
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQSM2-MIB
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アクション
詳しくは、iLO にログインして、インテグレーテッドマネジメントログを確認してください。

The overall condition of the iLO is in the error state
症状
アラートタイプ ID：
• Trap.HealthStatusArrayCategoryStatus
• StatusPoll.HealthStatusArrayCategoryStatus
説明：iLO 全体の状態は、エラー状態になっています。
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：ManagementProcessor
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQSM2-MIB
アクション
詳しくは、iLO にログインして、インテグレーテッドマネジメントログを確認してください。

The overall condition of the iLO is OK
症状
アラートタイプ ID：
• Trap.HealthStatusArrayCategoryStatus
• StatusPoll.HealthStatusArrayCategoryStatus
説明：iLO 全体の状態は、良好です。
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ManagementProcessor
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQSM2-MIB
アクション
対応する必要はありません。

The BIOS/Hardware status is critical
症状
アラートタイプ ID：
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• Trap.HealthStatusArrayCategoryStatus
• StatusPoll.HealthStatusArrayCategoryStatus
説明：BIOS/Hardware ステータスは、クリティカルです。
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：BIOS
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
アクション
詳しくは、iLO にログインして、インテグレーテッドマネジメントログを確認してください。

The BIOS/Hardware is in the error state
症状
アラートタイプ ID：
• Trap.HealthStatusArrayCategoryStatus
• StatusPoll.HealthStatusArrayCategoryStatus
説明：BIOS/Hardware は、エラー状態です。
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：BIOS
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
アクション
詳しくは、iLO にログインして、インテグレーテッドマネジメントログを確認してください。

The BIOS status/Hardware is OK
症状
アラートタイプ ID：
• Trap.HealthStatusArrayCategoryStatus
• StatusPoll.HealthStatusArrayCategoryStatus
説明：BIOS/ハードウェアステータスは、OK です。
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：BIOS
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
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アクション
対応する必要はありません。

The overall condition of the battery backup subsystem is critical
症状
アラートタイプ ID：
• Trap.HealthStatusArrayCategoryStatus
• StatusPoll.HealthStatusArrayCategoryStatus
説明：バッテリバックアップサブシステム全体のコンディションは、クリティカルです。
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：バッテリ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
アクション
詳しくは、iLO にログインして、インテグレーテッドマネジメントログを確認してください。

The overall condition of the battery backup subsystem is in the error state
症状
アラートタイプ ID：
• Trap.HealthStatusArrayCategoryStatus
• StatusPoll.HealthStatusArrayCategoryStatus
説明：バッテリバックアップサブシステム全体のコンディションは、エラー状態です。
重大度：警告
ヘルスカテゴリ：バッテリ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
アクション
詳しくは、iLO にログインして、インテグレーテッドマネジメントログを確認してください。

The overall condition of the battery backup subsystem is OK
症状
アラートタイプ ID：
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• Trap.HealthStatusArrayCategoryStatus
• StatusPoll.HealthStatusArrayCategoryStatus
説明：バッテリバックアップサブシステム全体のコンディションは、良好です。
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：バッテリ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
アクション
対応する必要はありません。

Battery Backup Unit Repaired
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqHeBbuErrorRepaired
説明：バッテリバックアップユニットが修復されました：（電源装置シャーシ X、ベイ Y）
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
アクション
対応する必要はありません。

No power supply or power backplanes were detected
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqHeNoPowerSupplyDetected
説明：電源装置または電源バックプレーンは検出されませんでした。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
アクション
システム CPLD および必要であればシャーシファームウェアが最新であることを確認してください。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
る HPE OneView（HPE Synergy 用）ファームウェアおよびドライバーアップデートガイドを参照してく
ださい。

System board power protection fault detected
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqHePowerProtectionFault
説明：システムボードの電源保護障害が検出されました。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
アクション
エラーに関連するイベントのインテグレーテッドマネジメントログを確認し、推奨される操作に従ってく
ださい。

Integrated Lights-Out initiated an automatic operating system shutdown
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqSm2AutoShutdownInitiated
説明：Integrated Lights-Out がオペレーティングシステムの自動シャットダウンを開始しました。原因：
{このメッセージの後に詳細が続く}
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQSM2-MIB
アクション
1. アラートメッセージに示された原因に基づき必要な処置を行います。
2. エラーに関連するイベントのインテグレーテッドマネジメントログを確認し、推奨される操作に従っ
てください。

Integrated Lights-Out canceled previously initiated automatic operating system
shutdown
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqSm2AutoShutdownCancelled
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説明：Integrated Lights-Out が以前に開始したオペレーティングシステムの自動シャットダウンをキャン
セルしました。原因：{このメッセージの後に詳細が続く}
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQSM2-MIB
アクション
1. アラートメッセージに示された原因に基づき必要な処置を行います。
2. エラーに関連するイベントのインテグレーテッドマネジメントログを確認し、推奨される操作に従っ
てください。

Firmware upload or update failed
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqSm2FwUpdateUploadFailed
説明：ファームウェアアップデートまたはアップロードに失敗しました。理由：{このメッセージの後に
詳細が続く}
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ファームウェア
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQSM2-MIB
アクション
詳しくは、エラーに表示される障害コードを確認してください。

Security state changed to X
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqSm2SecurityStateChange
説明：セキュリティの状態が X に変化しました。
このアラートは、HPE OneView 4.1 以降の新機能です。
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：セキュリティ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQSM2-MIB
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アクション
対応する必要はありません。

All links down in adapter in slot X
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqNicAllLinksDown
説明：スロット X 中のアダプターのリンクがすべてダウンしています。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
重大度：メジャー
ヘルスカテゴリ：ネットワーク
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQNIC.MIB
アクション
1. アダプターへの接続を確認し、サーバーと外部デバイス間の接続（ケーブル接続も含む）を検証して
ください。
2. 問題が見つからない場合は、アダプターまたはその他の接続デバイスを交換してください。

At least a link repaired in adapter in slot X
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqNicAllLinksDownRepaired
説明：スロット X のアダプターの少なくとも 1 つのリンクが修復されました。
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
重大度：OK
ヘルスカテゴリ：ネットワーク
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQNIC.MIB
アクション
対応する必要はありません。

The Management processor detected Watchdog timer timeout
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqSm2WDTimerReset
説明：管理プロセッサーはウォッチドッグタイマータイムアウトを検出しました。詳細：{このメッセー
ジの後に詳細が続く}
このアラートは、HPE OneView 4.2 以降の新機能です。
重大度：警告
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ヘルスカテゴリ：ManagementProcessor
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQSM2.MIB
アクション
管理プロセッサーのイベントログおよび関連するすべてのオペレーティングシステムの履歴を確認し、追
加情報がないか調べてください。

A degraded power event has been detected
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqHePowerFuseDegraded
説明：電源の劣化が検出され、サーバーのシステムボードを交換する必要があります。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：電源
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQHLTH.MIB
アクション
サーバーの電源をオフにし、電源からサーバーを取り外して、サーバーのシステムボードの交換を依頼し
てください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）にあ
るご使用のコンピュートモジュールのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

Trusted Platform Module has failed the Secure Erase Operation
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqHeTPMSecureEraseFailed
説明：Trusted Platform Module で完全消去操作に失敗しました。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQHLTH.MIB
アクション
1. Trusted Platform Module のファームウェアをアップデートしてから、完全消去操作を再度実行してく
ださい。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストにお問い合わせください。
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詳しくは
サポートケースをオープンにする

Secure Erase of System Firmware Configuration has failed
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqHeSPISecureEraseFailed
説明：システムファームウェア構成の完全消去に失敗しました。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQHLTH.MIB
アクション
1. 完全消去を再度実行してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストにお問い合わせください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Secure Erase of Intel Optane DC Persistent Memory has failed
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqHeNvdimmSecureEraseFailed
説明：インテル Optane DC 不揮発性メモリの完全消去に失敗しました。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQHLTH.MIB
アクション
1. 完全消去を再度実行してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストにお問い合わせください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Secure Erase of the management processor's embedded media device has failed
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqHeNANDSecureEraseFailed
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説明：管理プロセッサーの内蔵メディアデバイスの完全消去に失敗しました。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQHLTH.MIB
アクション
1. 完全消去を再度実行してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストにお問い合わせください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Device encryption error
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqHeSedPassphrasefail
説明：デバイスの暗号化エラー。暗号化の有効化または無効化あるいはパスフレーズの変更に失敗しまし
た。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQHLTH.MIB
アクション
1. 正しいパスフレーズで再試行してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/persistentmemorydocs）にある HPE Persistent Memory User Guide を参照してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストにお問い合わせください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Three wrong attempts were made to unlock Self-Encrypting Device
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqHeSedUnlockfail
説明：自己暗号化デバイスのロックを解除する不正な試行が 3 回実行されました。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
重大度：メジャー
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ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQHLTH.MIB
アクション
サーバーを再起動してから、再度実行してください。

Secure Erase of Smart Array has failed
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqDaSmartArraySecureEraseFailed
説明：Smart アレイの完全消去に失敗しました。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQIDA.MIB
アクション
1. 完全消去を再度実行してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストにお問い合わせください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Secure Erase of SATA drive has failed
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqIdeAtaSecureEraseFailed
説明：SATA ドライブの完全消去に失敗しました。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQIDE.MIB
アクション
詳細情報および必要なアクションについては、詳細情報リンクをクリックしてください。
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FlexLOM slot failed to train
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqNicFlexLomTrainingFailed
説明：Flexlom スロットは連結に失敗しました。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ネットワーク
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQNIC.MIB
アクション
1. FlexibleLOM カードを再度取り付けてください。
2. 問題が解決されない場合は、カードファームウェアを更新します。
3. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストにお問い合わせください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The system telemetry metric value has either exceeded upper threshold
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqSiSysTelemetryThresholdAlert
説明：システムテレメトリのメトリック値が上限しきい値を超過したか、または下限しきい値を下回って
います。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
重大度：情報
ヘルスカテゴリ：なし
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQSINFO.MIB
アクション
現在構成されているサーバーワークロードを確認してください。

The overall security state of the system is at risk
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqSm2OverallSecStateAtRisk
説明：システムの全体的なセキュリティ状態がリスクにさらされています。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
重大度：メジャー
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ヘルスカテゴリ：セキュリティ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQSM2.MIB
アクション
iLO Web UI で情報セクションのセキュリティダッシュボードタブに移動して、構成に潜在的なリスクが
ないか評価し、システムセキュリティを向上するためのアドバイスを確認します。

Overall security status changed
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqSm2OverallSecStatusChange
説明：全体セキュリティステータスが変更されました。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
重大度：メジャー
ヘルスカテゴリ：セキュリティ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQSM2.MIB
アクション
iLO のユーザーマニュアルまたはセキュリティダッシュボードのヘルプページを参照してください。

Secure Erase of NVMe drive has failed
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqSeNVMeSecureEraseFailed
説明：NVMe ドライブの完全消去に失敗しました。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQSTDEQ.MIB
アクション
詳細情報および必要なアクションについては、詳細情報リンクをクリックしてください。

PCI Express slot failed to train
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqSePcieTrainingFailed
説明：PCI Express スロットは、連結に失敗しました。
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このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ネットワーク
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQSTDEQ.MIB
アクション
対応する必要はありません。

Reset operation on PCI controller in slot X failed
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqSePciResetFail
説明：スロット X の PCI コントローラーでのリセット操作が失敗しました。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ネットワーク
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQSTDEQ.MIB
アクション
対応する必要はありません。

The HPE Persistent Memory Module has experienced an issue
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqHePMMHealthFailure
説明：HPE Persistent Memory モジュールに問題が発生したため、操作性または耐障害性がなくなってい
ます。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：メモリ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQHLTH.MIB
アクション
他のメディアに HPE Persistent Memory モジュールの内容をバックアップしてデータを保護します。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/persistentmemorydocs）にある HPE Persistent Memory ユーザーガイド（HPE ProLiant Gen10 サーバーおよび HPE
Synergy 用）を参照してください。

HPE Persistent Memory Percentage Remaining Alert
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqHePMMLessUsageRemainingAlert
説明：HPE Persistent Memory の残存寿命パーセントの警告。HPE Persistent Memory モジュールの残り
使用量が少なくなっています。この HPE Persistent Memory モジュールの以後のエラーはデータの損失
を招く恐れがあります。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：メモリ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQHLTH.MIB
アクション
1. 他のメディアに HPE Persistent Memory モジュールの内容をバックアップしてデータを保護します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/persistentmemorydocs）にある HPE Persistent Memory ユーザーガイド（HPE ProLiant Gen10 サーバーおよび HPE
Synergy 用）を参照してください。
2. HPE Persistent Memory モジュールを交換します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

One or more PMM Configuration errors occurred
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqHePMMConfigErr
説明：1 つ以上の PMM 構成のエラーが発生しました。PMM 構成のエラーメッセージについて詳しくは、
インテグレーテッドマネジメントログをご覧ください。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：メモリ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQHLTH.MIB
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アクション
サポートされている構成の詳細は、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/
docs/memory-population-rules）にあるメモリの取り付けに関するルールを参照してください。

HPE Persistent Memory Health Warning
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqHePMMShutdownWarning
説明：HPE Persistent Memory のヘルスが警告状態。HPE Persistent Memory モジュールは、安全でない
シャットダウンを報告しました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：メモリ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQHLTH.MIB
アクション
1. エラーに関連するイベントのインテグレーテッドマネジメントログを確認し、推奨される操作に従っ
てください。
2. 問題が解決しない場合は、システムプログラマブルロジックデバイスとシステム ROM を含め、システ
ムファームウェアが最新であることを確認します。
3. 電源装置を確認し、必要に応じて交換します。

Correctable Memory Error Threshold Exceeded
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqHeNvdimmCorrErrThreshold
説明：Correctable Memory Error Threshold Exceeded.
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
重大度：メジャー
ヘルスカテゴリ：メモリ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQHLTH.MIB
アクション
1. 次のいずれかを実行します。
a. システムを再起動します。
b. DIMM を取り付けなおしてください。
2. システムファームウェアをアップデートします。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）
3. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

HPE Persistent Memory Error
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqHePMMBootStatusRegWarning
説明：HPE Persistent Memory エラー - HPE Memory モジュールは、前回の起動で障害を報告しました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：メモリ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQHLTH.MIB
アクション
1. エラーに関連するイベントのインテグレーテッドマネジメントログを確認し、推奨される操作に従っ
てください。
2. 問題が解決しない場合は、システムプログラマブルロジックデバイスとシステム ROM を含め、システ
ムファームウェアが最新であることを確認します。
3. 電源装置を確認し、必要に応じて交換します。

Secure Boot Authentication Failure
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqSeSecureBootAuthFail
説明：セキュアブート認証の失敗 - イメージの認証に失敗し、実行されませんでした。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
重大度：メジャー
ヘルスカテゴリ：ログ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQSTDEQ.MIB
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アクション
1. 既知の信頼できるバージョンにイメージをアップデートします。
2. 現在のイメージが信頼されている場合は、セキュアブートが許可されたデータベース（DB）を証明書
またはイメージのハッシュでアップデートします。
セキュアブートについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/
info/UEFI/docs）にあるご使用の製品の UEFI システムユーティリティユーザーガイドを参照してくだ
さい。

Secure Boot Certificate Authentication Failure
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqSeSecureBootCertAuthFail
説明：セキュアブート証明書認証の失敗 - イメージが、証明書が無効なため承認されず、実行されません
でした。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
重大度：メジャー
ヘルスカテゴリ：ログ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQSTDEQ.MIB
アクション
イメージの署名に使用した証明書とイメージハッシュがセキュアブート禁止のデータベース（DBX）に存
在しない新しいバージョンにイメージをアップデートします。
セキュアブートについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/
info/UEFI/docs）にあるご使用の製品の UEFI システムユーティリティユーザーガイドを参照してくださ
い。

Uncorrectable processor error was detected
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqSeCpuUncorrectableError
説明：訂正不能プロセッサーエラーが検出されました。
このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：プロセッサー
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQSTDEQ.MIB
アクション
1. プロセッサーを取り付けなおしてください。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)
2. 最新のファームウェアバージョンにアップデートしてください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のトラブルシューティング
ガイドの次のトピックを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10—「システムの最新状態の維持」（https://www.hpe.com/info/gen10troubleshooting）
• HPE Synergy—「ファームウェアのアップデート」（https://www.hpe.com/info/synergytroubleshooting）
3. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

ATA disk drive status is now {status}
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqIdeAtaDiskSSDWearStatusChange2
説明：ドライブ X の ATA ディスクドライブの現在のステータスは{status}です。
このアラートは、HPE OneView 5.0 以降の新機能です。
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQIDE.MIB
アクション
1. ディスクドライブのステータスが'smartError(3)'、'failed(4)'、または'ssdWearOut(5)'の場合は、ドライ
ブを交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

Solid-state disk wear status is now {status}
症状
アラートタイプ ID：trap.cpqIdeAtaDiskSSDWearStatusChange2
説明：ドライブ X のソリッドステートディスクの現在の消耗ステータスは{status}です。
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このアラートは、HPE OneView 5.2 以降の新機能です。
重大度：クリティカル
ヘルスカテゴリ：ストレージ
リソース URI：/rest/server-hardware/{UUID}
ソース MIB：CPQIDE.MIB
アクション
1. SSD 消耗ステータスが'ssdWearOut(6)'の場合は、ドライブを交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス&
サービスガイドを参照してください。
• HPE ProLiant Gen10 (https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
• HPE Synergy (https://www.hpe.com/info/synergy-docs)

CI マネージャー iLO SNMP のトラップ
Cold start
症状
コールドスタート
ID：trap.coldStart
重大度：OK
ソース MIB：RFC1215-MIB
ヘルスカテゴリ：ApplianceBay 1 / ApplianceBay2
原因
送信プロトコルエンティティが再初期化されて、エージェントの構成またはプロトコルエンティティの実
装が変化することがあります。
アクション
対応する必要はありません。

Authentication failure
症状
認証エラー
ID：trap.authenticationFailure
重大度：不明
ソース MIB：RFC1215-MIB
ヘルスカテゴリ：ApplianceBay 1 / ApplianceBay2
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原因
送信プロトコルエンティティは、適切に認証されていないプロトコルメッセージの宛先です。SNMP の実
装ではこのトラップを生成できるようにする必要がありますが、実装固有のメカニズムにより、このよう
なトラップの出力を抑制できるようにする必要もあります。
アクション
対応する必要はありません。

The state of the processor in slot X is Y
症状
スロット X のプロセッサーの状態は Y です。
重大度：警告
ソース MIB：CPQSTDEQ-MIB
ヘルスカテゴリ：ApplianceBay 1 / ApplianceBay2
原因
プロセッサーのステータスが変更されました。
アクション
1. 対応する必要はありません。
2. 必要に応じて、次のいずれかの手順を実行します。プロセッサーを停止状態にし、O.S アクティブセッ
トから削除するか、プロセッサーを実行状態に戻し、O.S アクティブセットのメンバーにします。

The appliance is operational again after thermal shutdown
症状
温度異常によるシャットダウン後、アプライアンスが動作を再開しました。
ID：trap.cpqHe3ThermalConfirmation
重大度：警告
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
ヘルスカテゴリ：ApplianceBay 1 / ApplianceBay2
原因
熱イベントによって以前にシャットダウンされたアプライアンスが、動作を再開しました。
アクション
対応する必要はありません。

Power On Self Test (POST) errors occurred during appliance restart
症状
アプライアンスの再起動中に、POST（Power On Self Test）エラーが発生しました。
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ID：trap.cpqHe3PostError
重大度：警告
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
ヘルスカテゴリ：ApplianceBay 1 / ApplianceBay2
原因
サーバーアプライアンスのプロセス中に、POST エラーが発生しました。
アクション
1. POST エラーの解決方法について詳しくは、
「POST エラーメッセージ」にある特定のエラーコードを
参照してください。
2. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The appliance temperature is outside the normal operating range
症状
アプライアンスの温度が、正常な動作範囲から外れています。
ID：trap.cpqHe3TemperatureDegraded
重大度：クリティカル
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
ヘルスカテゴリ：ApplianceBay 1 / ApplianceBay2
原因
アプライアンスの温度が正常な動作範囲から外れており、温度ステータスが劣化に設定されています。
アクション
1. エンクロージャーのファンが動作することを確認します。
2. アプライアンスを取り外し、何もエンクロージャーの冷却入り口を塞いでいないことを確認します。
3. アプライアンスを再び取り付けます。
4. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The appliance has been reset
症状
アプライアンスがリセットされました。
ID：trap.cpqSm2ServerReset
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重大度：クリティカル
ソース MIB：CPQSM2-MIB
ヘルスカテゴリ：ApplianceBay 1 / ApplianceBay2
原因
アプライアンスのリセットが検出されました。
アクション
対応する必要はありません。

Remote Insight/Integrated Lights-Out self test error
症状
リモート Insight/Integrated Lights-Out のセルフテストエラー
ID：trap.cpqSm2SelfTestError
重大度：クリティカル
ソース MIB：CPQSM2-MIB
ヘルスカテゴリ：ApplianceBay 1 / ApplianceBay2
原因
リモート Insight/iLO ファームウェアがセルフテストエラーを検出しました。
アクション
サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供してください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The appliance has been powered on
症状
アプライアンスの電源が入りました。
ID：trap.cpqSm2ServerPowerOn
重大度：OK
ソース MIB：CPQSM2-MIB
ヘルスカテゴリ：ApplianceBay 1 / ApplianceBay2
原因
アプライアンスの電源が入りました。
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アクション
対応する必要はありません。

The appliance has been powered off
症状
アプライアンスの電源が切られました。
ID：trap.cpqSm2ServerPowerOff
重大度：OK
ソース MIB：CPQSM2-MIB
ヘルスカテゴリ：ApplianceBay 1 / ApplianceBay2
原因
オペレーティングシステムまたは電源ボタンによって、アプライアンスの電源が切られました。
アクション
対応する必要はありません。

The appliance could not be powered on
症状
アプライアンスは電源オンできませんでした。
ID：trap.cpqSm2ServerPowerOnFailure
重大度：OK
ソース MIB：CPQSM2-MIB
ヘルスカテゴリ：ApplianceBay 1 / ApplianceBay2
原因
アプライアンスの電源が入りました。
アクション
Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://www.hpe.com/support/hpesc）を
使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The iLO to Insight Remote Support or Insight Online communication failed
症状
iLO と Insight Remote Support または Insight Online との通信が失敗しました。
ID：trap.cpqSm2IrsCommFailure
重大度：警告
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ソース MIB：CPQSM2-MIB
ヘルスカテゴリ：ApplianceBay 1 / ApplianceBay2
原因
iLO と Insight Remote Support または Insight Online との通信が失敗しました。
アクション
Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://www.hpe.com/support/hpesc）を
使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

Power threshold has been exceeded
症状
電力しきい値を超えました。
ID：trap.cpqHo2PowerThresholdTrap
重大度：警告
ソース MIB：CPQHOST-MIB
ヘルスカテゴリ：ApplianceBay 1 / ApplianceBay2
原因
電源しきい値を超えました。
アクション
Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://www.hpe.com/support/hpesc）を
使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The disk drive status is X
症状
ディスクドライブステータスは X です。
ID：trap.cpqIdeAtaDiskStatusChange
重大度：クリティカル
ソース MIB：CPQIDE-MIB
ヘルスカテゴリ：ApplianceBay 1 / ApplianceBay2
原因
エージェントが、アプライアンスのディスクドライブのステータスが変化したことを検出しました。
cpqIdeAtaDiskStatus 変数が、ディスクドライブの現在のステータスを示しています。
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アクション
ディスクドライブのステータスが smartError、failed、または ssdWearOut の場合は、ドライブを交換し
てください。

The overall condition of the processor subsystem is critical
症状
プロセッサーサブシステム全体のコンディションは、クリティカルです。
トラップ ID：
• Trap.HealthStatusArrayCategoryStatus
• StatusPoll.HealthStatusArrayCategoryStatus
重大度：クリティカル
ソース MIB：CPQSTDEQ-MIB
ヘルスカテゴリ：ApplianceBay 1 / ApplianceBay2
アクション
Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://www.hpe.com/support/hpesc）を
使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The overall condition of the processor subsystem is in the error state
症状
トラップ ID：
• Trap.HealthStatusArrayCategoryStatus
• StatusPoll.HealthStatusArrayCategoryStatus
重大度：警告
ソース MIB：CPQSTDEQ-MIB
ヘルスカテゴリ：ApplianceBay 1 / ApplianceBay2
アクション
Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://www.hpe.com/support/hpesc）を
使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする
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The condition of the memory subsystem is critical
症状
トラップ ID：
• Trap.HealthStatusArrayCategoryStatus
• StatusPoll.HealthStatusArrayCategoryStatus
重大度：クリティカル
ソース MIB：CPQSTDEQ-MIB
ヘルスカテゴリ：ApplianceBay 1 / ApplianceBay2
アクション
Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://www.hpe.com/support/hpesc）を
使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

A temperature sensor is outside of normal operating range
症状
温度センサーが正常な動作範囲外にあります。
トラップ ID：
• Trap.HealthStatusArrayCategoryStatus
• StatusPoll.HealthStatusArrayCategoryStatus
重大度：警告
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
ヘルスカテゴリ：ApplianceBay 1 / ApplianceBay2
アクション
Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://www.hpe.com/support/hpesc）を
使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

All temperature sensors are within normal operating range
症状
すべての温度センサーは正常な動作範囲内にあります。
トラップ ID：
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• Trap.HealthStatusArrayCategoryStatus
• StatusPoll.HealthStatusArrayCategoryStatus
重大度：OK
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
ヘルスカテゴリ：ApplianceBay 1 / ApplianceBay2
アクション
対応する必要はありません。

Hardware fault detected
症状
ハードウェアの故障が検出されました（IML_551）。
トラップ ID：
• Trap.HealthStatusArrayCategoryStatus
• StatusPoll.HealthStatusArrayCategoryStatus
重大度：クリティカル
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
ヘルスカテゴリ：ApplianceBay 1 / ApplianceBay2
アクション
1. 以下のいずれかまたは両方の操作を行います。アプライアンスを再挿入するか、アプライアンスを交
換してください。
2. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプファイルを提供して
ください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The overall status of the IDE disk subsystem is critical
症状
IDE ディスクサブシステム全体の状態は、クリティカルです。
トラップ ID：
• Trap.HealthStatusArrayCategoryStatus
• StatusPoll.HealthStatusArrayCategoryStatus
重大度：クリティカル
ソース MIB：CPQIDE-MIB
ヘルスカテゴリ：ApplianceBay 1 / ApplianceBay2

HPE OneView のエラーとアラート

1104

アクション
Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://www.hpe.com/support/hpesc）を
使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The overall status of the IDE disk subsystem is in the error state
症状
IDE ディスクサブシステム全体の状態は、エラー状態です。
トラップ ID：
• Trap.HealthStatusArrayCategoryStatus
• StatusPoll.HealthStatusArrayCategoryStatus
重大度：警告
ソース MIB：CPQIDE-MIB
ヘルスカテゴリ：ApplianceBay 1 / ApplianceBay2
アクション
Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://www.hpe.com/support/hpesc）を
使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The appliance management processor condition is critical
症状
アプライアンスの管理プロセッサーのコンディションは、クリティカルです。
トラップ ID：
• Trap.HealthStatusArrayCategoryStatus
• StatusPoll.HealthStatusArrayCategoryStatus
重大度：クリティカル
ソース MIB：CPQSM2-MIB
ヘルスカテゴリ：ApplianceBay1 / ApplianceBay2
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アクション
Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://www.hpe.com/support/hpesc）を
使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The appliance management processor condition is in error state
症状
アプライアンスの管理プロセッサーのコンディションは、エラー状態です。
トラップ ID：
• Trap.HealthStatusArrayCategoryStatus
• StatusPoll.HealthStatusArrayCategoryStatus
重大度：警告
ソース MIB：CPQSM2-MIB
ヘルスカテゴリ：ApplianceBay 1 / ApplianceBay2
アクション
Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://www.hpe.com/support/hpesc）を
使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The BIOS/Hardware status is critical
症状
BIOS/Hardware ステータスは、クリティカルです。
トラップ ID：
• Trap.HealthStatusArrayCategoryStatus
• StatusPoll.HealthStatusArrayCategoryStatus
重大度：クリティカル
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
ヘルスカテゴリ：ApplianceBay 1 / ApplianceBay2
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アクション
Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://www.hpe.com/support/hpesc）を
使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The BIOS/Hardware is in the error state
症状
BIOS/Hardware は、エラー状態です。
トラップ ID：
• Trap.HealthStatusArrayCategoryStatus
• StatusPoll.HealthStatusArrayCategoryStatus
重大度：クリティカル
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
ヘルスカテゴリ：ApplianceBay 1 / ApplianceBay2
アクション
Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://www.hpe.com/support/hpesc）を
使用してサポートケースをオープンにしてください。
詳しくは
サポートケースをオープンにする

The BIOS status/Hardware is ok
症状
BIOS/ハードウェアステータスは、OK です。
トラップ ID：
• Trap.HealthStatusArrayCategoryStatus
• StatusPoll.HealthStatusArrayCategoryStatus
重大度：OK
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
ヘルスカテゴリ：ApplianceBay 1 / ApplianceBay2
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アクション
対応する必要はありません。

The appliance management processor condition is OK
症状
アプライアンスの管理プロセッサーのコンディションは、良好です。
トラップ ID：
• Trap.HealthStatusArrayCategoryStatus
• StatusPoll.HealthStatusArrayCategoryStatus
重大度：OK
ソース MIB：CPQSM2-MIB
ヘルスカテゴリ：ApplianceBay 1 / ApplianceBay2
アクション
対応する必要はありません。

The overall status of the IDE disk subsystem is OK
症状
IDE ディスクサブシステム全体の状態は、良好です。
トラップ ID：
• Trap.HealthStatusArrayCategoryStatus
• StatusPoll.HealthStatusArrayCategoryStatus
重大度：OK
ソース MIB：CPQIDE-MIB
ヘルスカテゴリ：ApplianceBay 1 / ApplianceBay2
アクション
対応する必要はありません。

The overall condition of the processor subsystem is OK
症状
プロセッサーサブシステム全体のコンディションは、良好です。
トラップ ID：
• Trap.HealthStatusArrayCategoryStatus
• StatusPoll.HealthStatusArrayCategoryStatus

HPE OneView のエラーとアラート
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重大度：OK
ソース MIB：CPQSTDEQ-MIB
ヘルスカテゴリ：ApplianceBay 1 / ApplianceBay2
アクション
対応する必要はありません。

The memory subsystem is operating normally
症状
メモリサブシステムは、正常に動作しています。
トラップ ID：
• Trap.HealthStatusArrayCategoryStatus
• StatusPoll.HealthStatusArrayCategoryStatus
重大度：OK
ソース MIB：CPQSTDEQ-MIB
ヘルスカテゴリ：ApplianceBay 1 / ApplianceBay2
アクション
対応する必要はありません。

The appliance temperature has returned to the normal operating range
症状
アプライアンスの温度が、正常な動作範囲に戻りました。
重大度：OK
ソース MIB：CPQHLTH-MIB
ヘルスカテゴリ：ApplianceBay 1 / ApplianceBay2
原因
アプライアンスの温度が正常な動作範囲に戻り、温度ステータスが、OK に変化しました。
アクション
対応する必要はありません。

HPE OneView のエラーとアラート

1109

CONREP エラー
CONREP の使用
CONREP ユーティリティは、ProLiant サーバーまたは Synergy コンピュートモジュールのハードウェア
コンフィギュレーションを、他の ProLiant サーバーまたは Synergy コンピュートモジュール上に複製す
るために使用されるシステムコンフィギュレーション XML ファイルを生成します。CONREP ユーティ
リティは、ハードウェア構成 XML ファイルを使用してシステムを識別し、構成します。このファイルは、
デフォルトでは XML ファイルです。デフォルトは、-x オプションを使用して変更することができます。
実際のシステム構成ファイルは、XML データファイルとして取得されます。デフォルト名は、
conrep.dat です。
重要: iLO 5 を使用する Gen10 サーバーの場合、デフォルトの XML ファイルは
conrep_gen10.xml です。それ以前のすべてのサーバー世代では、conrep.xml がデフォルトの
xml ファイルです。
注意: CONREP データファイルを不適切に修正すると、データが消失する可能性があります。デー
タファイルの修正は、必ず Scripting Toolkit の経験豊富なユーザーが行ってください。データ消失の
危険を防ぐため、障害が発生してもミッションクリティカルなシステムがオンラインでありつづけ
るように、すべての必要な注意事項に従ってください。
CONREP ユーティリティは、システム環境設定の状態を読み取ります。次に、ユーティリティはサーバー
構成を決定し、編集可能なファイルに結果を書き込みます。CONREP ユーティリティは、生成したデー
タをターゲットサーバーハードウェアの構成に使用します。
CONREP ユーティリティでは、XML 定義ファイルを使用して、サーバーから取り出す情報やサーバーに
戻す情報を特定します。このファイルは、構成を取り込むときに新しい機能をアップデートしたり機能を
制約したりするように修正することができます。デフォルトの XML ファイルには、Oxx ROM ファミリを
使用する ProLiant 100 シリーズサーバーを除き、ほとんどの ProLiant サーバーまたは Synergy コン
ピュートモジュールに対応する共通ハードウェアコンフィギュレーションの設定が含まれています。一
部のプラットフォームには、他の XML ファイルに含まれる特別な設定が必要です。これらのファイルは、
Scripting Toolkit に含まれており、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト http://www.hpe.com の各プ
ラットフォームのサポートページから入手できます。これらのファイルを、-x オプションを適用して使用
することにより、デフォルトのハードウェア構成ファイルによってサポートされないシステムを構成する
ことができます。
デフォルトの XML ファイルの多くのフィールドには、フィールドの意味を設定できるヘルプテキストが
含まれています。この情報は、conrep.dat ファイルにも追加できます。既存のプラットフォームまたは
ROM バージョンによってサポートされていないハードウェア機能が、conrep.dat ファイルに示されて
います。
重要: DOS バージョンの CONREP のファイルフォーマットと現バージョンの CONREP には、互換
性がありません。
ヒント: BIOS 設定について詳しくは、ご使用のサーバーの該当するガイドを参照してください。
• ROM ベースセットアップユーティリティユーザーガイド（従来の BIOS サーバー用）：http://
www.hpe.com/support/rbsu
• UEFI システムユーティリティユーザーガイド：http://www.hpe.com/info/UEFI/docs
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CONREP リターンコード
値

0

意味
コマンドは正常に実行されました。

1

ハードウェア定義データファイル（デフォルトの XML ファイル）は壊れて
いるか検出されません。

2

システム構成データファイル（conrep.dat）は壊れているか検出されませ
ん。

3

この動作にはヘルスドライバーが必要ですがロードされていません。

4

システム管理者パスワードが設定されています。このパスワードがクリア
されなければ設定を変更できません。

5

XML ハードウェア定義ファイル（デフォルトの XML ファイル）は壊れてい
るか現在のプラットフォームに適していません。

6
7
255

XML タグがありません。
無効なコマンドラインまたは使用法のエラー。
一般的なエラー。詳しくはエラーメッセージを参照してください。

CONREP の画面出力
CONREP が生成する代表的な画面出力は、次のようなものです。
conrep 4.4.0.0 - HP Scripting Toolkit Configuration Replication Program
Copyright (c) 2007-2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
System Type: ProLiant DL380 Gen9
ROM Date: 02/11/2015
ROM Family: P89
Processor Manufacturer: Intel(R) Corporation
XML System Configuration: conrep.xml
Hardware Configuration: DL380Gen9.dat
Global Restriction: [3.40] OK
Platform check:
[ProLiant DL3] match
[ProLiant DL5] no match
Saving configuration data to DL380Gen9.dat

CONREP エラー
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Conrep Return Code: 0
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HPE iLO のメッセージ、トラップ、およびエ
ラー
イベントログのエントリー
イベントログの表示

イベントログの説明

Access options IPMI/DCMI modified by: [ユーザー
名]

IPMI/DCMI 経由で iLO にアクセスするためのオプ
ションが、示されているユーザーによって変更され
ました。

Access settings modified by: [ユーザー名]

iLO にアクセスするための設定が、示されているユ
ーザーによって変更されました。

Active Health System cleared by: [ユーザー名]

Active Health System が、示されているユーザーに
よってクリアされました。

Active Health System disabled by: [ユーザー名]

Active Health System が、示されているユーザーに
よって無効にされました。

Active Health System enabled by: [ユーザー名]

Active Health System が、示されているユーザーに
よって有効にされました。

Active Health System logging hardware disabled

Active Health System がハードウェアで無効にされ
ました。

Active Health System logging hardware enabled

Active Health System がハードウェアで有効にされ
ました。

Added group [グループ名] by: [ユーザー名]

示されているディレクトリグループが、示されてい
るユーザーによって追加されました。

AlertMail modified by: [ユーザー名]

AlertMail 設定が、示されているユーザーによって変
更されました。

AlertMail sent to: [ユーザー名]

AlertMail が、示されているユーザーに送信されまし
た。

APO: iLO attempting to power-on the system

iLO が、自動電源オンの設定に基づいてシステムの
電源を入れようとしました。

APO: Last power state restored

自動電源オンの設定が、システムへの電源が復旧し
たときに最後の電源状態を復元するように設定さ
れました。

APO: Restored power state to standby

システムの電源が、自動電源オンの設定に基づいて
スタンバイ状態に復元されました。

APO: Settings modified by: [ユーザー名]

自動電源オンの設定が、示されているユーザーによ
って変更されました。

APO: System configured to always remain off after
power was restored

自動電源オンの設定が、システムへの電源が復旧し
た後もオフのままであるように設定されました。

Asset tag changed by: [ユーザー名]

サーバー資産タグが、示されているユーザーによっ
て変更されました。
表は続く

HPE iLO のメッセージ、トラップ、およびエラー

1113

イベントログの表示

イベントログの説明

Attempting to install language pack [名前]

iLO が、示されている言語パックをインストールし
ようとしました。

BMC IPMI iLO: [イベントメッセージ]

BMC IPMI イベント

BMC IPMI Watchdog Timer Timeout: [詳細]

BMC IPMI ウォッチドッグタイマーがタイムアウ
トしました。詳細は示されているとおりです。

Brown-out: recovery

システムは電圧低下から回復しました。

Brown-out: System configured to always remain off システムが電源復旧後もオフのままであるように
after power was restored
構成されているため、システムの電圧低下からの回
復は発生しませんでした。
Browser login failure from: [IP アドレスおよび DNS iLO Web ユーザーインターフェイスへのログイン
名]
の試みが失敗しました。ログインの要求元は、示さ
れている IP アドレスおよび DNS 名でした。
Browser login: [ユーザー名] - [IP アドレスおよび
DNS 名]

示されているユーザーが、示されている IP アドレ
スおよび DNS 名から Web ユーザーインターフェ
イス経由で iLO にログインしました。

Browser logout: [ユーザー名] - [IP アドレスおよび
DNS 名]

示されているユーザーが、示されている IP アドレ
スおよび DNS 名から Web ユーザーインターフェ
イス経由で iLO からログアウトしました。

Certificate Warning: Subject [証明書の件名] does
not match server name [サーバー名]

サーバー名がサーバーの SSL 証明書と一致しなか
ったため、iLO と示されているサーバー間の接続が
安全ではありませんでした。

Cleared REST API State by: [ユーザー名]. External 示されているユーザーによって、REST API の状態
Providers required to re-register.
がクリアされます。
Default language settings modified by: [ユーザー名] デフォルトの言語設定が、示されているユーザーに
よって変更されました。
Deleted group [グループ名] by: [ユーザー名]

示されているディレクトリグループが、示されてい
るユーザーによって削除されました。

Deleted user: [ユーザー名]

示されているユーザーアカウントが削除されまし
た。

Directory settings modified by: [ユーザー名]

ディレクトリ設定が、示されているユーザーによっ
て変更されました。

Duplicate IP address [IP アドレス] detected on
network.

示されている IP アドレスの重複が検出されまし
た。

Dynamic Power Cap disabled by : [ユーザー名]

サーバーの動的消費電力上限が、示されているユー
ザーによって無効にされました。

Dynamic Power Cap set to [値] by : [ユーザー名]

サーバーの動的消費電力上限が、示されているユー
ザーによって、示されている値に設定されました。

Embedded Flash/SD-CARD: [ステータス詳細]

内蔵フラッシュ/SD カードのステータス。

Enclosure Manager RIS communication error: [エ
ラーコード].

iLO がフレームリンクモジュールとの通信中にエ
ラーに遭遇しました。

Enforce AES/3DES encryption disabled: [ユーザー
名]

AES/3DES 暗号化の強制が、示されているユーザー
によって無効にされました。
表は続く
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イベントログの表示

イベントログの説明

Enforce AES/3DES encryption enabled: [ユーザー
名]

AES/3DES 暗号化の強制が、示されているユーザー
によって有効にされました。

eRS - [ステータス]

内蔵リモートサポートサブシステムのステータス。

Event log cleared

iLO イベントログが消去されました。

Event log cleared by: [ユーザー名]

iLO イベントログは、示されたユーザーによって消
去されました。

Excessive network delay while communicating with 仮想メディア接続は、示されている仮想メディアデ
virtual [仮想メディアデバイス]
バイスとの通信中に過度のネットワーク遅延が原
因でタイムアウトしました。
FIPS Mode Enabled

FIPS-compliant モードが有効にされました。

FIPS Mode was disabled and iLO was reset
because of multiple Known Answer Test failures.

わかっている答えのテスト（KAT）の失敗が複数あ
ったため、FIPS モードは無効にされ、iLO は工場出
荷時の設定にリセットされました。

Firmware reset by [ソース] for network
modifications.

iLO は、ネットワーク変更のために示されているソ
ースによってリセットされました。

Firmware reset to use new hardware

iLO は、新しいハードウェアを使用するためにリセ
ットされました。

Firmware upgrade complete

ファームウェアのアップグレードが完了しました。

Firmware upgrade started from: [IP アドレスおよび 示されている IP アドレスおよび DNS 名からファ
DNS 名]
ームウェア更新が開始されました。
Firmware upgrade via CLI failed

CLI 経由でのファームウェアの更新の試みが失敗
しました。

Firmware upgrade via online flash component
failed

オンラインフラッシュコンポーネントを使用した
ファームウェアの更新の試みが失敗しました。

Firmware upgrade via web page failed

ファームウェアの更新が正常に完了しませんでし
た。ファームウェアイメージファイルが正しいこ
とを確認してください。

Firmware upgrade via XML failed

RIBCL スクリプトを介したファームウェアアップ
グレードが失敗しました。ファームウェアイメー
ジファイルが正しいことを確認してください。

Firmware upgraded to version [バージョン]

ファームウェアが、示されているバージョンに正常
に更新されました。

Group Power Cap for [グループ] disabled by: [ユー 示されている iLO 連携グループのグループ消費電
ザー名]
力上限が、示されているユーザーによって無効にさ
れました。
Group Power Cap for [グループ] set to [値] by: [ユ
ーザー名]

示されている iLO 連携グループのグループ消費電
力上限が、示されているユーザーによって、示され
ている値に設定されました。

Host server reset by: [ユーザー名]

サーバーが、示されているユーザーによってリセッ
ト（ウォームリブート）されました。

Hotkey modified by: [ユーザー名]

ホットキーの設定が、示されているユーザーによっ
て変更されました。
表は続く
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イベントログの表示

イベントログの説明

iLO clock has been synchronized with [IP アドレス] iLO クロックが、示されている IP アドレスで NTP
サーバーと同期されています。
iLO clock has been synchronized with the Onboard iLO クロックが、BladeSystem Onboard
Administrator
Administrator と同期されています。
iLO Federation Group [グループ] added by: [ユーザ 示されている iLO 連携グループが、示されているユ
ー名]
ーザーによってこの iLO に追加されました。
iLO Federation Group [グループ] deleted by: [ユー
ザー名]

示されている iLO 連携グループが、示されているユ
ーザーによって iLO から削除されました。

iLO Federation Group [グループ] modified by: [ユー 示されている iLO 連携グループが、示されているユ
ザー名]
ーザーによって変更されました。
iLO Federation Management login failure from: [IP
アドレスおよび DNS 名]

iLO 連携管理によるログイン試行が失敗しました。

iLO Federation Management login: [ユーザー名] [IP アドレスおよび DNS 名]

iLO 連携管理が、示されている IP アドレスおよび
DNS 名から、示されているユーザー名でログイン
しました。

iLO Federation Management logout: [ユーザー名] - iLO 連携管理が、示されている IP アドレスおよび
[IP アドレスおよび DNS 名]
DNS 名から、示されているユーザー名でログアウ
トしました。
iLO Management Processor reset

iLO が再起動されました。

iLO Management Processor reset

iLO がファームウェアによってリセットされまし
た。通常は設定の適用が目的です。

iLO Management Processor reset to factory
defaults

iLO が工場出荷時の設定にリセットされました。
すべての構成が工場出荷時の設定に復元されます。

iLO memory error detected at [アドレス]

iLO が、示されているアドレスで訂正可能なメモリ
エラーを検出しました。

iLO Network Configuration modified by [ユーザー
名]

iLO ネットワーク構成が、示されているユーザーに
よって変更されました。

iLO network link down

iLO がネットワークに接続されませんでした。

iLO network link up at [リンク速度]

iLO ネットワーク接続が、示されている速度で確立
されました。

iLO RBSU exited

iLO RBSU セッションが終了しました。ユーザー
がログアウトし、iLO RBSU が終了しました。

iLO RBSU login failure

iLO RBSU 経由での iLO へのログイン試行が失敗
しました。

iLO RBSU login: [ユーザー名]

示されているユーザーが iLO RBSU 経由で iLO に
ログインしました。

iLO reset by user diagnostics

iLO が診断のためにユーザーによりリセットされ
ました。これは通常、iLO Web ユーザーインターフ
ェイスの診断ページから開始されます。

iLO Reset due to Server Signature Change.
Network and Virtual Profile Settings have been
cleared.

サーバーの署名が変更され、その後リセットされた
ため、iLO が静的 IP および仮想プロファイル設定を
クリアしました。
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iLO reset for Firmware upgrade

ファームウェアの更新を適用するために iLO がリ
セットされました。

iLO Self Test Error: [error code]

iLO が内部テストに失敗しました。考えられる原
因は、重要なコンポーネントの故障です。このサー
バーで iLO を継続して使用することはおすすめで
きません。

iLO SNMP settings modified by: [ユーザー名]

SNMP が、示されているユーザーによって変更され
ました。

iLO time update failed. Unable to contact NTP
server

NTP サーバーに到達できないため、iLO は NTP サ
ーバーと時刻を同期できませんでした。

iLO updated the host Date and Time.

iLO がサーバーのオンボードクロックを更新しま
した。

iLO was hard reset by a local user or device

iLO がローカルユーザーまたはデバイスによって
ハードリセットされました。

iLO was reset because a FIPS Known Answer Test FIPS のわかっている答えのテスト（KAT）が失敗
failed
したため、iLO がリセットされました。
iLO was reset for network link auto-detection

iLO は、ネットワークリンクの自動検出のためにリ
セットされました。

iLO was soft reset by a local user, device or
enclosure

iLO は、ローカルユーザー、デバイス、またはエン
クロージャーによってソフトリセットされました。

Integrated Remote Console Trust Settings disabled IRC 信頼設定が、示されているユーザーによって無
by: [ユーザー名]
効にされました。IRC を起動するには、信頼された
SSL 証明書が必要です。
Integrated Remote Console Trust Settings Enabled IRC 信頼設定が、示されたユーザーによって有効に
by: [ユーザー名]
されました。IRC を起動するには、信頼された SSL
証明書が必要です。
IPMI/RMCP login by [ユーザー名] - [IP アドレスお
よび DNS 名]

示されているユーザーが、示されている IP アドレ
スおよび DNS 名から IPMI/RMCP 経由で iLO にロ
グインしました。

IPMI/RMCP login failure from: [IP アドレスおよび
DNS 名]

示されている IP アドレスおよび DNS 名からの
IPMI/RMCP 経由での iLO へのログイン試行が失敗
しました。

IPMI/RMCP logout: [ユーザー名] - [IP アドレスおよ 示されているユーザーが、示されている IP アドレ
び DNS 名]
スおよび DNS 名から IPMI/RMCP 経由で iLO から
ログアウトしました。
Key manager configuration modified by: [ユーザー
名]

キーマネージャー構成が、示されているユーザーに
よって変更されました。

Key manager redundancy modified by: [ユーザー
名]

キーマネージャーの冗長性設定が、示されているユ
ーザーによって変更されました。

Language pack added

言語パックがインストールされました。

[Language Pack] installation complete.

リストされている言語パックのインストールが完
了しました。
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Language pack removed

言語パックが削除されました。

Language pack upgrade failed

iLO が言語パックを更新しようとしたときにエラ
ーが発生しました。

License activation error by: [ユーザー名]

ライセンスアクティベーションキーをインストー
ルすることができません。おそらく、アクティベー
ションキーが無効か、サポートされていません。

License added by: [ユーザー名]

ライセンスアクティベーションキーが、示されてい
るユーザーによってインストールされました。

License expired

ライセンスの期限が切れました。ライセンスが付
与された機能は無効化されます。

Login security banner disabled by: [ユーザー名]

ログインセキュリティバナーが、示されているユー
ザーによって無効にされました。

Login security banner enabled by: [ユーザー名]

ログインセキュリティバナーが、示されているユー
ザーによって有効にされました。

Modified group [グループ名] by: [ユーザー名]

示されているディレクトリグループが、示されてい
るユーザーによって変更されました。

Modified user: [ユーアー名]

示されているユーザーアカウントが変更されまし
た。

Multicast configuration modified by: [ユーザー名]

マルチキャスト構成が、示されているユーザーによ
って変更されました。

New user: [ユーザー名]

示されているユーザー名を持つ新しいユーザーア
カウントが追加されました。

No valid SNMP trap destinations. FQDN lookup
failed

有効な SNMP トラップ送信先がありません。iLO
は指定された FQDN を参照できませんでした。

On-board clock set; was [mm/dd/yyyy ##:##:##]

サーバーのオンボードクロックが設定または変更
されました。

Persistent mouse and keyboard DISABLED by: [ユ 永続的なマウスおよびキーボード設定が、示されて
ーザー名]
いるユーザーによって無効にされました。
Persistent mouse and keyboard ENABLED by: [ユ
ーザー名]

永続的なマウスおよびキーボード設定が、示されて
いるユーザーによって有効にされました。

Power consumption exceeded user-defined
threshold, SNMP warning issued

サーバーの消費電力がユーザー定義のしきい値を
超過し、SNMP 警告が発行されています。

Power on request received by: [ソース]

iLO が、示されているソースから電源投入要求を受
け取ります。ソースは、電源ボタン、Wake On
LAN、自動電源復旧の可能性があります。

Power Regulator setting changed by: [ユーザー名]

パワーレギュレーター設定が、示されているユーザ
ーによって変更されました。

Power-Off signal sent to host server by: [ユーザー
名]

サーバーの電源切断要求が、示されたユーザーによ
って送信されました。

Power-On signal sent to host server by: [ユーザー
名]

サーバーの電源投入要求が、示されたユーザーによ
って送信されました。
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Problem performing EFUSE communication error:
[エラーコード].

iLO が、通信エラーによりユニットの却下に失敗し
ました。ユニットは、リモートで却下するか、手動
で取り外し、再挿入する必要があります。

Recoverable iLO Error, code [エラーコード]

iLO で重要でないエラーが発生し、iLO 自体がリセ
ットされました。この問題が解決されない場合は、
サービス窓口に連絡してください。

Remote console computer lock Disabled by: [ユー
ザー名]

リモートコンソールの自動ロック設定が無効にさ
れました。サーバーコンソールのロックは手動で
実行する必要があります。

Remote console computer lock Enabled by: [ユー
ザー名]

リモートコンソールの自動ロック設定が有効にさ
れました。サーバーコンソールは、リモートコンソ
ールセッション終了時に自動的にロックされます。

Remote console login failure from: [IP アドレスお
よび DNS 名]

iLO リモートコンソールを使用するためのログイ
ン試行が失敗しました。要求は、示されている IP
アドレスおよび DNS 名からのものでした。

Remote console session shared by: [IP アドレスお 共有リモートコンソールセッションが、示されてい
よび DNS 名]
る IP アドレスおよび DNS 名に対して確立されま
した。
Remote console started by: [ユーザー名] - [IP アド
レスおよび DNS 名]

リモートコンソールセッションが、示されている IP
アドレスおよび DNS 名から、示されているユーザ
ーによって開始されました。

Remote console started by: [ユーザー名] - [IP アド
レスおよび DNS 名]

リモートコンソールセッションが、示されている IP
アドレスおよび DNS 名から、示されているユーザ
ーによって閉じられました。

Remote Syslog modified by: [ユーザー名]

リモート Syslog 設定が、示されているユーザーに
よって変更されました。

Rest API Info: Rest API Provider Added [プロバイ
ダーインデックス]

示されているインデックスに REST API プロバイ
ダーが追加されました。

Rest API Warning: Rest API memory cleared [理由] 示されている理由で REST API メモリがクリアさ
れました。
Rest API Warning: REST API Provider Failed to
Register [理由].

REST API プロバイダーが、示されている理由のた
めに登録に失敗しました。

Rest API Warning: Rest API Provider Removed [理 示されている理由で REST API プロバイダーが削
由]
除されました。
RIBCL AHS count cleared by: [ユーザー名]

RIBCL の AHS カウンターが、示されているユーザ
ーによってクリアされました。

RIS - Subscription Id: [サブスクリプション ID]
created by: [ユーザー名].

サブスクリプション ID が、示されているユーザー
によって作成されました。

RIS - Subscription Id: [サブスクリプション ID]
deleted by: [ユーザー名].

サブスクリプション ID が、示されているユーザー
によって削除されました。

RIS - Subscription Id: [サブスクリプション ID]
closed. Delivery attempts exhausted.

サブスクリプション ID がクローズしました。
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RIS - Subscription Id: [サブスクリプション ID]
updated.

サブスクリプション ID が更新されました。

RIS - Maximum number of subscriptions reached.

サブスクリプションの最大数に達しました。

RIS - Subscription Id: [サブスクリプション ID]
expired.

サブスクリプション ID の有効期限が切れました。

ROM Swap: System ROM has been swapped to
backup ROM by: [ユーザー名]

システム ROM が、示されているユーザーによって
バックアップ ROM へと交換されました。

Scriptable virtual media ejected by: [ユーザー名]

スクリプト化可能な仮想メディアが、示されている
ユーザーによって取り出されました。

Scriptable Virtual Media HTTP error [エラーコード] iLO が、スクリプト化可能な仮想メディアのホステ
ィングサーバーから、示されているエラーコードの
HTTP エラーを受け取りました。
Scriptable virtual media inserted by: [ユーザー名]

スクリプト化可能な仮想メディアが、示されている
ユーザーによって挿入されました。

Scripted Virtual Media could not establish a
connection to [URL]

iLO は、スクリプト化可能な仮想メディアデバイス
として使用するために、示されている URL との接
続を確立できませんでした。

Scriptable virtual media used for: [目的]

スクリプト化可能な仮想メディアが、示されている
目的のために使用されました。

Security jumper override detected. Security
disabled!

セキュリティオーバーライドジャンパーがシステ
ムボードに追加されました（推奨されません）。セ
キュリティは無効になりました（オーバーライドさ
れました）。

Security jumper setting normal

セキュリティオーバーライドジャンパーがシステ
ムボードに追加されていません（推奨）。セキュリ
ティ設定は正常に動作しています。

Serial CLI login failure

シリアル CLI からの iLO へのログイン試行が失敗
しました。

Serial CLI login: [ユーザー名]

示されているユーザーがシリアル CLI 経由で iLO
にログインしました。

Serial CLI logout: [ユーザー名]

示されているユーザーがシリアル CLI 経由で iLO
からログアウトしました。

Serial CLI session started

シリアル CLI セッションが開始されました。

Serial CLI session stopped

シリアル CLI セッションが停止しました。

Server Blade Enclosure Power Requested Denied: エンクロージャーがビジーなため、指定されたサー
Enclosure Busy (Enclosure Serial Number <シリア バーの電源オン要求が拒否されました。
ル番号>, Slot <ブレードのスロット位置>)
Server Blade Enclosure Power Requested Denied: 電源保持のため、指定されたサーバーの電源オン要
Power Hold by Manager Profile (Enclosure Serial
求が拒否されました。
Number <シリアル番号>, Slot <ブレードのスロッ
ト位置>)
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Server Blade Enclosure Power Requested Denied: 冷却が不十分なため、指定されたサーバーの電源オ
Not Enough Cooling (Enclosure Serial Number <シ ン要求が拒否されました。
リアル番号>, Slot <ブレードのスロット位置>)
Server Blade Enclosure Power Requested Denied: 電子キーイングまたは I/O 構成エラーのために、指
Electronic Keying or I/O Configuration Error
定されたサーバーの電源オン要求が拒否されまし
(Enclosure Serial Number <シリアル番号>, Slot < た。
ブレードのスロット位置>)
Server Blade Enclosure Power Requested Denied: エンクロージャーのエラーのため、指定されたサー
Enclosure Error (Enclosure Serial Number <シリア バーの電源オン要求が拒否されました。
ル番号>, Slot <ブレードのスロット位置>)
Server Blade Enclosure Power Requested Denied: 電力不足のため、指定されたサーバーの電源オン要
Not Enough Power (Enclosure Serial Number <シ 求が拒否されました。
リアル番号>, Slot <ブレードのスロット位置>)
Server cumulative power on time cleared by [ユー
ザー名] - [IP アドレスおよび DNS 名]

サーバーの累積電源投入時間が、示されている IP
アドレスおよび DNS 名から、示されているユーザ
ーによってクリアされました。

Server FQDN changed by: [ユーザー名]

サーバーの完全修飾ドメイン名が示されているユ
ーザーによって変更されました。

The server is not able to power on yet, the power
requirements are still being determined. Try again.

所要電力が判断されている間、サーバーの電源をオ
ンにすることはできません。

Server Name changed by: [ユーザー名]

サーバー名が、示されているユーザーによって変更
されました。

Server power loss caused by: [原因]. Attempt to
restore server power in [期間].

サーバーの電源が、示されている原因のために失わ
れました。iLO は、示されている期間が経過した
後、サーバー電源を復元しようとします。

Server power removed

サーバーの電源がオフになっています。

Server power restored

サーバーの電源がオンにされました。

Server reset

サーバーがリセット（ウォームリブート）されまし
た。

Server Signature changed. [理由コード]

次に示されている理由コードのいずれかにより、
サーバーの署名が変更されました。
• 0x00 = サーバーの署名の一致
• 0x01 = デバイスシグネチャーの変更
• 0x02 = サーバーベイの変更
• 0x04 = エンクロージャー UUID の変更
• 0x08 = OV ドメイン ID の変更

Shared remote console session has disconnected:
[IP アドレスおよび DNS 名]

共有リモートコンソールセッションが、示されてい
る IP アドレスおよび DNS 名から切断されました。
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SMH FQDN changed by: [ユーザー名]

System Management Homepage の完全修飾ドメ
イン名が、示されているユーザーによって変更され
ました。

SNMP Alert on Breach of Power Threshold
modified by: [ユーザー名]

消費電力がしきい値を超えたときの SNMP アラー
トの設定が、示されているユーザーによって変更さ
れました。

SNTP server settings modified by: [ユーザー名]

NTP サーバーが、示されているユーザーによって変
更されました。

SSH key for [ユーザー 1] added by: [ユーザー 2]

ユーザー 1 の SSH キーがユーザー 2 によって追加
されました。

SSH key for [ユーザー 1] removed by: [ユーザー 2]

ユーザー 1 の SSH キーがユーザー 2 によって削除
されました。

SSH login failure from: [IP アドレスおよび DNS 名] SSH 経由での、示されている IP アドレスおよび
DNS 名からの iLO へのログイン試行が失敗しまし
た。
SSH login: [ユーザー名] - [IP アドレスおよび DNS
名]

示されているユーザーが、示されている IP アドレ
スおよび DNS 名から SSH 経由で iLO にログイン
しました。

SSH logout: [ユーザー名] - [IP アドレスおよび
DNS 名]

示されているユーザーが、示されている IP アドレ
スおよび DNS 名から SSH 経由で iLO からログア
ウトしました。

SSL Certificate installed by : [ユーザー名]

SSL 証明書が、示されているユーザーによって iLO
にインストールされました。

SSO [ロール] role privileges set by user: [ユーザー
名]

SSO ロール（管理者、オペレーター、ユーザー...）
が、示されているユーザーによって、示されている
役割に設定されました。

SSO login attempt from [IP アドレス] via [SSO サ
ーバー] as [SSO ロール] by user: [ユーザー名]

示されているユーザーが、示されている IP アドレ
スおよび SSO サーバーから SSO を使用して iLO
にログインしようとしました。

SSO rejected

SSO を使用した iLO へのログイン試行が拒否され
ました。

SSO rejected: Certificate mismatch

SSO 証明書が信頼されなかったため、SSO を使用
した iLO へのログイン試行が拒否されました。

SSO rejected: not enabled

SSO が有効にされなかったため、SSO を使用した
iLO へのログイン試行が拒否されました。

SSO rejected: Unknown host

ホスト名が信頼されなかったため、SSO を使用し
た iLO へのログイン試行が拒否されました。

SSO server [インデックス] removed by user: [ユー 示されているインデックスにある SSO サーバー
ザー名]
が、示されているユーザーによって削除されまし
た。
SSO server [サーバー名] added by user: [ユーザー 示されている SSO サーバー名が、示されているユ
名]
ーザーによって追加されました。
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SSO server [サーバー名] removed by user: [ユーザ 示されている SSO サーバー名が、示されているユ
ー名]
ーザーによって削除されました。
SSO Trust Mode set to [モード] by user: [ユーザー
名]

SSO 信頼モードが、示されているユーザーによっ
て、示されているモードに設定されました。

Stale host ROM detected. Please use System
ROM [mm/dd/yyyy] or later.

システム BIOS がこの iLO ファームウェアの最小
要件を満たしていません。示されている日付以降
のシステム BIOS バージョンを使用してください。

System Boot Mode modified by: [ユーザー名]

サーバーのブートモード設定が、示されているユー
ザーによって変更されました。

System Boot Order modified by: [ユーザー名]

サーバーのデバイスブート順序が、示されているユ
ーザーによって変更されました。

System One-Time Boot modified by: [ユーザー名]

システムのワンタイムブートの選択が、示されてい
るユーザーによって変更されました。

System power was cycled for update to take effect

更新を有効にするために、システムの電源が切られ
入れなおされました。

System Programmable Logic Device update
complete. Mandatory system A/C power cycle is
required for update to take effect.

システムプログラマブルロジックデバイスが正常
に更新されました。更新を有効にするには、システ
ムの A/C 電源を切って入れなおします。

System Programmable Logic Device update failed

システムプログラマブルロジックデバイスの更新
に失敗しました。

System Programmable Logic Device update
starting

システムプログラマブルロジックデバイスの更新
が開始されました。

Textcons session started by: [ユーザー名] - [IP アド テキストリモートコンソール（TEXTCONS）セッ
レスおよび DNS 名]
ションが、示されている IP アドレスおよび DNS 名
から、示されているユーザーによって開始されまし
た。
Textcons session stopped by: [ユーザー名] - [IP ア
ドレスおよび DNS 名]

テキストリモートコンソール（TEXTCONS）セッ
ションが、示されている IP アドレスおよび DNS 名
から、示されているユーザーによって停止されまし
た。

Unable to export key from key manager

iLO はキーマネージャーからキーをエクスポート
できませんでした。

Unable to import key into key manager

iLO はキーマネージャーへキーをインポートでき
ませんでした。

Update of Power Management Controller failed

Power Management Controller の更新が失敗しま
した。

Update of Power Management Controller from
version [バージョン番号] starting.

Power Management Controller の更新が開始され
ました。現在のバージョンが表示されます。

Update of Power Management Controller to version Power Management Controller が、示されているバ
[バージョン番号] complete
ージョンに正常に更新されました。
User [ユーザー 1] added by [ユーザー 2]

ユーザーアカウントが追加されました。

User [ユーザー 1] deleted by [ユーザー 2]

ユーザーアカウントが削除されました。
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イベントログの説明

User [ユーザー 1] modified by [ユーザー 2]

ユーザーアカウントが変更されました。

Utility data center lock disabled by: [ユーザー名]

ユーティリティデータセンターのロックが、示され
ているユーザーによって無効にされました。

Utility data center lock enabled by: [ユーザー名]

ユーティリティデータセンターのロックが、示され
ているユーザーによって有効にされました。

Virtual media connected by: [ユーザー名]

仮想メディアデバイスが、示されているユーザーに
よって接続されました。

Virtual media disconnected by: [ユーザー名]

仮想メディアデバイスが、示されているユーザーに
よって取り外されました。

Virtual NMI selected by: [ユーザー名]

仮想マスク不可能割り込みが、示されているユーザ
ーによって生成されました。

Virtual Profile Settings have been cleared due to
Server Signature change.

仮想プロファイル設定がクリアされました。

Virtual Serial Port started by: [ユーザー名] - [IP ア
ドレスおよび DNS 名]

仮想シリアルポートが、示されている IP アドレス
および DNS 名から、示されているユーザーによっ
て開始されました。

Virtual Serial Port stopped by: [ユーザー名] - [IP ア 仮想シリアルポートが、示されている IP アドレス
ドレスおよび DNS 名]
および DNS 名から、示されているユーザーによっ
て停止されました。
Web UI inaccessible. Rebooting #iLO.

iLO が再起動中です。

XML login failure from: [IP アドレスおよび DNS 名] RIBCL インターフェイス経由での、示されている
IP アドレスおよび DNS 名からの iLO へのログイ
ン試行が失敗しました。
XML login: [ユーザー名] - [IP アドレスおよび DNS
名].

示されているユーザーが、示されている IP アドレ
スおよび DNS 名から RIBCL インターフェイス経
由で iLO にログインしました。

XML logout: [ユーザー名] - [IP アドレスおよび
DNS 名].

示されているユーザーが、示されている IP アドレ
スおよび DNS 名から RIBCL インターフェイス経
由で iLO からログアウトしました。

RIBCL エラーメッセージ
このガイドの他に、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトには、RIBCL XML スクリプティング言
語を使用して受信されたエラーメッセージのトラブルシューティングを行うための以下のリソースがあ
ります。
• HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドラインガイド
• HPE iLO 4 ユーザーガイド

AHS is already disabled
症状
AHS はすでに無効になっています。
原因
AHS がすでに無効になっているときに AHS を無効にしようとしました。
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修正方法
対応する必要はありません。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

AHS is already enabled
症状
AHS はすでに有効になっています。
原因
AHS がすでに有効になっているときに AHS を有効にしようとしました。
修正方法
対応する必要はありません。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

An invalid Virtual Media option has been given
症状
無効な仮想メディアオプションが指定されています。
原因
DEVICE パラメーターの値が無効です。
修正方法
DEVICE の有効な値である FLOPPY または CDROM を入力します。
この値では、大文字と小文字が区別されます。ブランクのままにした場合は、FLOPPY が使用されます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

AUTHN_PASSPHRASE value is too long
症状
AUTHN_PASSPHRASE の値が長すぎます。
原因
AUTHN_PASSPHRASE パラメーターの値が最大長を超えています。
修正方法
AUTHN_PASSPHRASE の有効な値を 8～49 文字の長さで入力します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

AUTHN_PROTOCOL cannot be left blank
症状
AUTHN_PROTOCOL をブランクのままにすることはできません。
原因
AUTHN_PROTOCOL パラメーターがブランクです。
修正方法
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AUTHN_PROTOCOL の有効な値を入力します。
• 0—MD5
• 1—SHA
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

AUTHN_PROTOCOL valid values are 0:MD5 or 1:SHA
症状
AUTHN_PROTOCOL の有効な値は 0（MD5 の場合）または 1（SHA の場合）です。
原因
AUTHN_PROTOCOL パラメーターの値が無効です。
修正方法
AUTHN_PROTOCOL の有効な値を入力します。
• 0—MD5
• 1—SHA
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

Boolean value not specified
症状
Boolean 値が指定されていません。
原因
ADD_USER コマンドの次のいずれかの Boolean パラメーターの値が指定されていません。
• ADMIN_PRIV—ユーザーアカウント管理グループ
• REMOTE_CONS_PRIV—リモートコンソールアクセスグループ
• RESET_SERVER_PRIV—仮想電源およびリセットグループ
• VIRTUAL_MEDIA_PRIV—仮想メディアグループ
• CONFIG_ILO_PRIV—iLO 設定構成グループ
修正方法
Boolean パラメーターを使用する場合、値をブランクにしてはなりません。値を含めるか、コマンドから
パラメーターを省略します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

Cannot add group membership
症状
グループのメンバーシップを追加できません。メンバーシップの最大数 10 に達しました。
原因
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最大 10 個のグループがすでに存在します。
修正方法
未使用または不要なグループを削除します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

Cannot add user
症状
ユーザーを追加できません。ユーザー名はすでに存在します。
原因
USER_NAME パラメーターで送信した値がユーザーテーブルにすでに存在します。
修正方法
USER_NAME パラメーターに一意の値を指定してコマンドを再送信します。ユーザー名：
• 印刷可能文字の任意の組み合わせを使用でき、最大長は 39 文字です。
• 大文字と小文字は区別されません。
• ブランクにすることはできません。
• 一意でなければなりません。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

Cannot connect to proxy server
症状
プロキシサーバーに接続できません。
原因
• プロキシサーバーがオフラインまたはアクセス不能です。
• 以下のパラメーターの 1 つ以上に無効な値が入力されました。
◦ ERS_WEB_PROXY_URL
◦ ERS_WEB_PROXY_PORT
◦ ERS_WEB_PROXY_USERNAME
◦ ERS_WEB_PROXY_PASSWORD
修正方法
手順
1. プロキシサーバーがオンラインであることを確認します。
2. プロキシサーバーの設定を確認し、パラメーターを修正します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンド
ラインガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。
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Cannot delete user information for currently logged in user
症状
現在ログイン中のユーザーのユーザー情報は削除できません。
原因
コマンドの USER_NAME パラメーターが現在ログイン中のユーザーと一致していません。
修正方法
次のいずれかを実行します。
• USER_NAME パラメーターが正しいことを確認します。
• 後でコマンドを再試行します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

Cannot modify user information for currently logged in user
症状
現在ログイン中のユーザーのユーザー情報を変更できません。
原因
コマンドの USER_NAME パラメーターが現在ログイン中のユーザーと一致していません。
修正方法
次のいずれかを実行します。
• USER_NAME パラメーターが正しいことを確認します。
• 後でコマンドを再試行します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

COMPUTER_LOCK value must be set to custom to use the COMPUTER_LOCK_KEY tag
症状
COMPUTER_LOCK_KEY タグを使用するには、COMPUTER_LOCK の値を custom に設定する必要がありま
す。
原因
COMPUTER_LOCK パラメーターの値が「custom」に設定されていません。
修正方法
COMPUTER_LOCK_KEY タグを使用するには、COMPUTER_LOCK パラメーターの値を「custom」に設定し
ます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。
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The COMPUTER_LOCK key command was used without a preceding
COMPUTER_LOCK value command equal to custom
症状
COMPUTER_LOCK の値のコマンドが custom ではない状態で COMPUTER_LOCK キーコマンドが使用さ
れました。
原因
COMPUTER_LOCK の値のコマンドを custom に設定してから、COMPUTER_LOCK キーコマンドを使用する
必要があります。
修正方法
COMPUTER_LOCK value="custom"コマンドを送信してから、COMPUTER_LOCK キーコマンドのパラ
メーターを定義します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

CSR_COMMON_NAME is too long
症状
CSR_ORGANIZATIONAL_UNIT が長すぎます。
原因
CSR_ORGANIZATIONAL_UNIT パラメーターの値が長すぎます。
修正方法
有効なカスタマー署名要求の組織ユニット値を入力します。
この値は、iLO サブシステムを所有する企業または組織内の単位を指定します。詳しくは、Hewlett
Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドラインガイドの RIBCL
コマンドの説明を参照してください。

CSR_COUNTRY is too long
症状
CSR_COUNTRY が長すぎます。
原因
CSR_COUNTRY パラメーターの値が長すぎます。
修正方法
iLO サブシステムを所有する会社または組織がある国の 2 桁の国コードを入力します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

CSR_LOCALITY is too long
症状
CSR_LOCALITY が長すぎます。
原因
CSR_LOCALITY パラメーターの値が長すぎます。
修正方法
有効なカスタマー署名要求の地域の値を入力します。
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この値は、iLO サブシステムを所有する会社または組織がある市町村を指定します。詳しくは、Hewlett
Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドラインガイドの RIBCL
コマンドの説明を参照してください。

CSR_ORGANIZATION is too long
症状
CSR_ORGANIZATION が長すぎます。
原因
CSR_ORGANIZATION パラメーターの値が長すぎます。
修正方法
有効なカスタマー署名要求の組織値を入力します。
この値は、iLO サブシステムを所有する会社または組織の名前を指定します。詳しくは、Hewlett Packard
Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドラインガイドの RIBCL コマンド
の説明を参照してください。

CSR_ORGANIZATIONAL_UNIT is too long
症状
CSR_ORGANIZATIONAL_UNIT が長すぎます。
原因
CSR_ORGANIZATIONAL_UNIT パラメーターの値が長すぎます。
修正方法
有効なカスタマー署名要求の組織ユニット値を入力します。
この値は、iLO サブシステムを所有する企業または組織内の単位を指定します。詳しくは、Hewlett
Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドラインガイドの RIBCL
コマンドの説明を参照してください。

CSR_STATE is too long
症状
CSR_STATE が長すぎます。
原因
CSR_STATE パラメーターの値が長すぎます。
修正方法
有効なカスタマー署名要求の状態値を入力します。
この値は、iLO サブシステムを所有する会社または組織がある州を指定します。詳しくは、Hewlett
Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドラインガイドの RIBCL
コマンドの説明を参照してください。

Device is already registered
症状
デバイスはすでに登録されています。
原因
登録しようとしているデバイスはすでに登録されています。
修正方法
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対応する必要はありません。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

Directory information is open for read-only access
症状
ディレクトリ情報は、読み出し専用アクセス用に開かれています。この操作では、書き込みアクセスが必
要です。
原因
DIR_INFO コマンドの MODE パラメーターが READ に設定されています。
修正方法
DIR_INFO コマンドの MODE パラメーターを WRITE に設定します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

The DURATION value is invalid
症状
DURATION の値が無効です。1～240 までの値がサポートされます。
原因
DURATION パラメーターの値が無効です。
修正方法
有効な DURATION の値を分単位で入力します。
この値は 1 から 240 の間の数字で指定できますが、直近の 5 分の値に丸められます。詳しくは、Hewlett
Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドラインガイドの RIBCL
コマンドの説明を参照してください。

The ESKM_PASSWORD value is too long
症状
ESKM_PASSWORD の値が長すぎます。
原因
ESKM_PASSWORD パラメーターの値が最大長を超えています。
修正方法
有効なパスワードを入力します。
ESKM パスワードには、大文字と小文字の区別があり、印刷可能文字の任意の組み合わせを使用できま
す。詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンド
ラインガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

The ESKM_PASSWORD value must not be left blank
症状
ESKM_PASSWORD の値は、ブランクにすることができません。
原因
ESKM_PASSWORD パラメーターがブランクです。

HPE iLO のメッセージ、トラップ、およびエラー

1131

修正方法
有効なパスワードを入力します。
ESKM パスワードには、大文字と小文字の区別があり、印刷可能文字の任意の組み合わせを使用できま
す。詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンド
ラインガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

The ESKM_PRIMARY_SERVER_ADDRESS value is too long
症状
ESKM_PRIMARY_SERVER_ADDRESS の値が長すぎます。
原因
ESKM_PRIMARY_SERVER_ADDRESS パラメーターの値が最大長を超えています。
修正方法
メインの ESKM サーバーの IP アドレスを入力します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

The ESKM_PRIMARY_SERVER_PORT value specified is invalid. Values supported are
between 1 and 65535
症状
指定された ESKM_PRIMARY_SERVER_PORT の値が無効です。1～65535 までの値がサポートされます。
原因
ESKM_PRIMARY_SERVER_PORT パラメータの値が無効です。
修正方法
1～65535 の範囲の有効な値を入力してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

The ESKM_SECONDARY_SERVER_ADDRESS value is too long
症状
ESKM_SECONDARY_SERVER_ADDRESS の値が長すぎます。
原因
ESKM_SECONDARY_SERVER_ADDRESS パラメーターの値が最大長を超えています。
修正方法
バックアップ ESKM サーバーの IP アドレスを入力します。
このパラメーターは空白のまま残すことができます。入力する場合、値は有効な IP アドレスである必要
があります。詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティン
グ/コマンドラインガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

The ESKM_SECONDARY_SERVER_PORT value specified is invalid. Values supported
are between 1 and 65535
症状
指定された ESKM_SECONDARY_SERVER_PORT の値が無効です。1～65535 までの値がサポートされま
す。
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原因
ESKM_SECONDARY_SERVER_PORT パラメーターの値が無効です。
修正方法
1～65535 の範囲の有効な値を入力してください。
このパラメーターは空白のままでも問題ありません。詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サ
イトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドラインガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してく
ださい。

ESKM_USER_LOGIN value is too long
症状
ESKM_USER_LOGIN の値が長すぎます。
原因
ESKM_USER_LOGIN パラメーターの値が最大長を超えています。
修正方法
有効な ESKM 展開ユーザー名を入力します。
展開ユーザー名は大文字と小文字が区別され、ブランクにすることはできません。詳しくは、Hewlett
Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドラインガイドの RIBCL
コマンドの説明を参照してください。

The ESKM_USER_LOGIN value must not be left blank
症状
ESKM_USER_LOGIN の値は、ブランクにすることができません。
原因
ESKM_USER_LOGIN が未入力です。
修正方法
有効な ESKM 展開ユーザー名を入力します。
展開ユーザー名は大文字と小文字が区別され、ブランクにすることはできません。詳しくは、Hewlett
Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドラインガイドの RIBCL
コマンドの説明を参照してください。

Failed to connect to the url
症状
URL に接続できませんでした。
原因
PROFILE_URL パラメーターに指定されている URL に接続できません。
修正方法
次のいずれかを実行します。
• URL が正しい場合は、ネットワーク接続の問題を調べます。
• URL が正しくない場合には、正しい URL を入力します。この値は、BLOB_NAMESPACE および
BLOB_NAME パラメーターが使用されない場合に、iLO がローカルストレージ用のプロファイルをダウ
ンロードする URL です。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンド
ラインガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

FIPS is already enabled
症状
FIPS はすでに有効になっています。
原因
FIPS がすでに有効になっているときに、ENABLE_FIPS コマンドが送信されました。
修正方法
対応する必要はありません。

The GROUP_KEY is too long
症状
GROUP_KEY が長すぎます。
原因
GROUP_KEY パラメーターの値が最大長を超えています。
修正方法
有効な GROUP_KEY の値を入力します。
GROUP_KEY はグループのパスワードです。パスワードは、3～31 文字でなければなりません。詳しくは、
Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドラインガイド
の RIBCL コマンドの説明を参照してください。

The GROUP_KEY must not be left blank
症状
GROUP_KEY の値は、ブランクにすることができません。
原因
GROUP_KEY パラメーターがブランクです。
修正方法
有効な GROUP_KEY の値を入力します。
GROUP_KEY はグループのパスワードです。パスワードは、3～31 文字でなければなりません。詳しくは、
Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドラインガイド
の RIBCL コマンドの説明を参照してください。

The GROUP_NAME is too long
症状
GROUP_NAME が長すぎます。
原因
GROUP_NAME パラメーターの値が最大長を超えています。
修正方法
有効な GROUP_NAME の値を入力します。
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グループ名の文字数は 1～31 文字でなければなりません。詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の
Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドラインガイドの RIBCL コマンドの説明を参照
してください。

GROUP_NAME must not be left blank
症状
GROUP_NAME の値は、ブランクにすることができません。
原因
GROUP_NAME パラメーターがブランクです。
修正方法
有効な GROUP_NAME の値を入力します。
グループ名の文字数は 1～31 文字でなければなりません。詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の
Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドラインガイドの RIBCL コマンドの説明を参照
してください。

Group membership already exists
症状
グループのメンバーシップはすでに存在します。
原因
GROUP_NAME パラメーターで送信した値がすでに存在します。
修正方法
GROUP_NAME パラメーターに一意の値を指定してコマンドを再送信します。
グループ名の文字数は 1～31 文字でなければなりません。詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の
Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドラインガイドの RIBCL コマンドの説明を参照
してください。

Group name not found
症状
グループ名が見つかりません。
原因
GROUP_NAME パラメーター指定した値が見つかりませんでした。
修正方法
GROUP_NAME パラメーターに有効な値を指定してコマンドを再送信します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

Host power is already OFF
症状
ホストの電源は、すでにオフです。
原因
ターゲットホストサーバーの電源がすでにオフになっているときに、オフにしようとしました。
修正方法
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対応する必要はありません。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

Host power is already ON
症状
ホストの電源は、すでにオンです。
原因
ターゲットホストサーバーの電源がすでにオンになっているときに、オンにしようとしました。
修正方法
対応する必要はありません。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

Host power is OFF
症状
ホストの電源はオフです。
原因
ターゲットホストの電源がオフになっています。
修正方法
対応する必要はありません。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

Host power is ON
症状
ホストの電源はオンです。
原因
ターゲットホストの電源がオンになっています。
修正方法
対応する必要はありません。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

The hot key parameter specified is not valid
症状
指定されているホットキーのパラメーターは、無効です。
原因
無効なホットキーのパラメーターが入力されました。
修正方法
有効なホットキーのパラメーターが入力されました。
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• CTRL_T value
• CTRL_U value
• CTRL_V value
• CTRL_W value
• CTRL_X value
• CTRL_Y value
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

HP Passport account is locked out due to excessive login authentication failures
症状
ログイン認証の失敗回数を超えたため、HP パスポートアカウントがロックアウトされました。
原因
誤った HP パスポートのパスワードが何度も入力されました。
修正方法
Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイトを使用して HP パスポートアカウントのパ
スワードをリセットします。

HP Passport password entered is incorrect
症状
入力された HP パスポートのパスワードが不正です。
原因
ERS_HPP_PASSWORD パラメーターの値が誤っています。
修正方法
HP パスポートアカウントの正しいパスワードを入力します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

The ILO_GROUP_NAME value must not be left blank
症状
ILO_GROUP_NAME の値は、ブランクにすることができません。
原因
ILO_GROUP_NAME パラメーターは空白です。
修正方法
有効な iLO グループ名を入力してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

The iLO is not configured for this command
症状
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iLO がこのコマンド用に設定されていません。
原因
現在の iLO の設定は、このコマンドの使用をサポートしていません。
修正方法
必要な変更を加える場合は、現在の iLO 設定を確認してください。詳しくは、Hewlett Packard
Enterprise の Web サイトにある HPE iLO のユーザーガイドを参照してください。

iLO information is open for read-only access
症状
iLO 情報は、読み出し専用アクセス用に開かれています。この操作では、書き込みアクセスが必要です。
原因
RIB_INFO コマンドの MODE パラメーターが READ に設定されています。
修正方法
RIB_INFO コマンドの MODE パラメーターを WRITE に設定します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

iLO may not be disabled on this server
症状
このサーバーの iLO が無効になっていない可能性があります。
原因
ENABLE_NIC パラメーターがサーバー上で"no"に設定されています。
修正方法
必要に応じて、ENABLE_NIC パラメーターを yes に設定します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

The iLO subsystem is currently generating a Certificate Signing Request (CSR)
症状
iLO サブシステムは、現在、証明書署名要求（CSR）を生成しています。10 分以上経ってからスクリプト
を実行して CSR を受信してください。
原因
CSR が現在進行中です。
修正方法
10 分以上待機し、その後で、CSR スクリプトを再度実行してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

IMAGE_URL must not be blank
症状
IMAGE_URL はブランクにすることができません
原因
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IMAGE_URL パラメーターがブランクです。
修正方法
イメージの位置に対する有効な URL を入力します。
URL フォーマットは次のとおりです：protocol://username:password@hostname:port/
filename,cgi-helper
• protocol は必須で、http または https を指定します。
• username:password は、オプションです。
• hostname は、必須です。
• port は、オプションです。
• filename は、必須です。
• cgi-helper は、オプションです。これにより、仮想ディスケットが書き込み可能になります。
さらに、filename フィールドには、ホスト固有の文字列に展開されるトークンを含むことができます。
• %m は、MAC アドレスに展開されます。
• %i は、IP アドレス（ドット区切りの 4 つの数字で構成）に展開されます。
• %h は、ホスト名に展開されます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

Incorrect firmware version. SSO is only supported on iLO 4 v1.01 firmware or later
症状
ファームウェアバージョンが誤っています。SSO は iLO 4 v1.01 ファームウェア以降でのみサポートさ
れます。
原因
現在のファームウェアバージョンは SSO をサポートしません。
修正方法
iLO 4 ファームウェアをバージョン 1.01 以降に更新します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO のユーザーガイドを参照してくだ
さい。

Incorrect URL
症状
URL が間違っています。
原因
PROFILE_URL パラメーターに入力した URL が誤っています。
修正方法
PROFILE_URL パラメーターに有効な URL を入力します。
この値は、BLOB_NAMESPACE および BLOB_NAME パラメーターが使用されない場合に、iLO がローカル
ストレージ用のプロファイルをダウンロードする URL です。詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の
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Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドラインガイドの RIBCL コマンドの説明を参照
してください。

INDEX cannot be left blank
症状
INDEX をブランクのままにすることはできません。
原因
SNMP_USER_PROFILE INDEX パラメーターがブランクです。
修正方法
1、2、または 3 の有効な SNMP_USER_PROFILE INDEX の値を入力します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

Invalid COMPUTER_LOCK option
症状
COMPUTER_LOCK オプションが無効です。有効な値は windows、custom、または disabled です。
原因
COMPUTER_LOCK パラメーターの値に無効な値が含まれています。
修正方法
COMPUTER_LOCK パラメーターに次の値のいずれかを入力します。
• Windows
• Custom
• Disabled
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

Invalid mode
症状
モードが無効です。
原因
MODE パラメーターが無効です。
修正方法
コマンドの MODE パラメーターを read または write に設定します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

Invalid number of hot keys
症状
ホットキーの数が無効です。許可される最大数は 5 です。
原因
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ホットキーのパラメーターに 6 つ以上のキーが含まれています。
修正方法
各ホットキーのパラメーターに対して最大で 5 つのキーを入力します。
リモートコンソールのホットキーシーケンスで組み合わせることができる有効なキーのリストについて
は、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトの HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドラインガイドを
参照してください。

Invalid number of parameters. The maximum allowed is five
症状
パラメーターの数が無効です。許可される最大数は 5 です。
原因
COMPUTER_LOCK_CONFIG コマンドに入力されたパラメーターが多すぎます。
修正方法
最大 5 つのパラメーターを入力します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

Invalid proxy settings
症状
無効なプロキシ設定です
原因
以下のパラメーターの 1 つ以上に無効な値が入力されました。
• ERS_WEB_PROXY_URL
• ERS_WEB_PROXY_PORT
• ERS_WEB_PROXY_USERNAME
• ERS_WEB_PROXY_PASSWORD
修正方法
接続プロキシサーバーの設定を確認し、パラメーターを修正します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

The IPV6_MULTICAST_SCOPE value is invalid
症状
IPV6_MULTICAST_SCOPE の値が無効です。
原因
IPV6_MULTICAST_SCOPE の値に無効な値が含まれています。
修正方法
有効な IPV6_MULTICAST_SCOPE の値を入力します。有効な値は次のとおりです。
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• Link
• サイト
• 構成
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

The key parameter specified is not valid
症状
指定されているキーのパラメーターは無効です。
原因
COMPUTER_LOCK_KEY の値が無効です。
修正方法
COMPUTER_LOCK_KEY パラメーターの有効な値を入力します。
サポートされるカスタムキーの完全なリストについては、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトに
ある iLO ユーザーガイドを参照してください。

License is already active
症状
ライセンスは、すでに有効です。
原因
入力したライセンスキーはすでにアクティブになっています。
修正方法
対応する必要はありません。
これがエラーであると思われる場合は、正しいライセンスキーを入力したことを確認してください。25
文字のライセンスキーは、連続した 1 つのストリングとして入力する必要があります。カンマ、ピリオ
ド、またはその他の文字を、キー値の間にはさんで入力しないでください。詳しくは、Hewlett Packard
Enterprise の Web サイトにある HPE iLO ライセンスガイドを参照してください。

License key error
症状
ライセンスキーエラー。
原因
無効なライセンスキーが入力されました。
修正方法
有効な iLO ライセンスキーを入力します。
25 文字のライセンスキーは、連続した 1 つのストリングとして入力する必要があります。カンマ、ピリ
オド、またはその他の文字を、キー値の間にはさんで入力しないでください。詳しくは、Hewlett Packard
Enterprise の Web サイトにある HPE iLO ライセンスガイドを参照してください。

Logged-in user does not have required privilege for this command
症状

HPE iLO のメッセージ、トラップ、およびエラー

1142

ログインしたユーザーは、このコマンドの実行に必要な権限を持っていません。
原因
ユーザーアカウントに、このコマンドを実行するために必要な iLO アカウントの権限がありません。
修正方法
次のいずれかを実行します。
• コマンドを実行するために必要な iLO アカウントの権限を持つアカウントを使用してログインしま
す。
• ユーザーアカウントの権限を変更し、コマンドを実行する機能を含めます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

Login name is too long
症状
ログイン名が長すぎます。
原因
USER_LOGIN パラメーターの値が最大長を超えています。
修正方法
有効な USER_LOGIN 値を入力します。この値は：
• 印刷可能文字の任意の組み合わせを使用でき、最大長は 39 文字です。
• 大文字と小文字が区別されます。
• ブランクにすることはできません。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

The MULTICAST_ANNOUNCEMENT_INTERVAL value is invalid
症状
MULTICAST_ANNOUNCEMENT_INTERVAL の値が無効です。
原因
MULTICAST_ANNOUNCEMENT_INTERVAL の値は無効な値を含みます。
修正方法
有効な MULTICAST_ANNOUNCEMENT_INTERVAL の値を入力します。以下の値が有効です（数値は秒を表
します）。
• Disabled
• 30
• 60
• 120
• 300
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• 600
• 900
• 1800
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

The MULTICAST_TTL value is invalid
症状
MULTICAST_TTL の値が無効です。有効な値は、1～255 です。
原因
MULTICAST_TTL の値に無効な値が含まれています。
修正方法
1～255 の間の有効な MULTICAST_TTL の値を入力します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

Need a value for PROFILE_OPTIONS tag
症状
PROFILE_OPTIONS タグの値が必要です。
原因
PROFILE_OPTIONS パラメーターがブランクのままです。
修正方法
PROFILE_OPTIONS パラメーターを none に設定します。
このパラメーターは、現在使用されておらず、ブランクのままにすることはできません。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

Need a value for the CSR_COMMON_NAME tag
症状
CSR_COMMON_NAME タグの値が必要です。
原因
CSR_COMMON_NAME パラメーターがブランクです。
修正方法
有効なカスタマー署名要求の共通名の値を入力します。
この値は、iLO サブシステムを所有する企業または組織内の単位を指定します。詳しくは、Hewlett
Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドラインガイドの RIBCL
コマンドの説明を参照してください。

Need a value for the CSR_COUNTRY tag
症状
CSR_COUNTRY タグの値が必要です。
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原因
CSR_COUNTRY パラメーターがブランクです。
修正方法
有効なカスタマー署名要求の国の値を入力します。
iLO サブシステムを所有する会社または組織がある国の 2 桁の国コードを入力します。詳しくは、
Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドラインガイド
の RIBCL コマンドの説明を参照してください。

Need a value for the CSR_LOCALITY tag
症状
CSR_LOCALITY タグの値が必要です。
原因
CSR_LOCALITY パラメーターがブランクです。
修正方法
有効なカスタマー署名要求の地域の値を入力します。
この値は、iLO サブシステムを所有する会社または組織がある市町村を指定します。詳しくは、Hewlett
Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドラインガイドの RIBCL
コマンドの説明を参照してください。

Need a value for the CSR_ORGANIZATION tag
症状
CSR_ORGANIZATION タグの値が必要です。
原因
CSR_ORGANIZATION パラメーターがブランクです。
修正方法
有効なカスタマー署名要求の組織値を入力します。
この値は、iLO サブシステムを所有する会社または組織の名前を指定します。詳しくは、Hewlett Packard
Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドラインガイドの RIBCL コマンド
の説明を参照してください。

Need a value for the CSR_STATE tag
症状
CSR_STATE タグの値が必要です。
原因
CSR_STATE パラメーターがブランクです。
修正方法
有効なカスタマー署名要求の状態値を入力します。
この値は、iLO サブシステムを所有する会社または組織がある州を指定します。詳しくは、Hewlett
Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドラインガイドの RIBCL
コマンドの説明を参照してください。

Need a value for the PROFILE_DESC_NAME tag
症状
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PROFILE_DESC_NAME タグの値が必要です。
原因
PROFILE_DESC_NAME パラメーターがブランクのままです。
修正方法
有効な PROFILE_DESC_NAME を入力します。この値は：
• 一意でなければなりません。
• 最大 27 文字の半角英数字とアンダースコアを組み合わせることができます。
• ピリオド、スラッシュ、スペースを含めることはできません。
• ブランクにできません。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

Need a value for the PROFILE_URL tag
症状
PROFILE_URL タグの値が必要です。
原因
PROFILE_URL パラメーターがブランクのままです。
修正方法
BLOB_NAMESPACE および BLOB_NAME パラメーターが使用されていない場合に、iLO がローカルスト
レージ用のプロファイルをダウンロードする URL に PROFILE_URL パラメーターを設定します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

No image present in the Virtual Media drive
症状
仮想メディアドライブにイメージが存在しません。
原因
• 仮想メディアドライブに、取り出すイメージが含まれていません。
• DEVICE パラメーターが正しくありません。
修正方法
DEVICE パラメーターが FLOPPY または CDROM として正しく入力されていることを確認します。
この値では、大文字と小文字が区別されます。ブランクのままにした場合は、FLOPPY が使用されます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

Password is too long
症状
パスワードが長すぎます。
原因

HPE iLO のメッセージ、トラップ、およびエラー

1146

PASSWORD パラメーターの値が最大長を超えています。
修正方法
有効な PASSWORD の値を入力します。パスワード：
• 印刷可能文字の任意の組み合わせを使用でき、最大長は 39 文字です。
• 大文字と小文字が区別されます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

Password is too short
症状
パスワードが短すぎます。
原因
PASSWORD パラメーターの値が短すぎます。
修正方法
有効な PASSWORD の値を入力します。パスワード：
• 印刷可能文字の任意の組み合わせを使用でき、最大長は 39 文字です。
• iLO グローバル設定で定義されている最低長を満たす必要があります。デフォルト値は 8 文字です。
• 大文字と小文字が区別されます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

The power cap value is invalid
症状
消費電力上限の値が無効です。
原因
SET_POWER_CAP パラメーターの値が無効です。
修正方法
消費電力上限を無効にする 0、またはワット数で表される値（電力テストによって決定）を有効な
SET_POWER_CAP の値として入力します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

Power Regulator feature is not supported on this server
症状
このサーバーでは電源調整機能はサポートされていません。
原因
サーバーが、この機能をサポートしていません。
修正方法
対応する必要はありません。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（英語）にある製品の QuickSpecs を参照してく
ださい。

PRIVACY_PASSPHRASE value is too long
症状
PRIVACY_PASSPHRASE の値が長すぎます。
原因
PRIVACY_PASSPHRASE パラメーターの値が最大長を超えています。
修正方法
PRIVACY_PASSPHRASE の有効な値を 8～49 文字の長さで入力します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

PRIVACY_PASSPHRASE value needs a minimum of 8 characters
症状
PRIVACY_PASSPHRASE の値は 8 文字以上でなければなりません。
原因
PRIVACY_PASSPHRASE パラメーターの値が短すぎます。
修正方法
PRIVACY_PASSPHRASE の有効な値を 8～49 文字の長さで入力します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

AUTHN_PROTOCOL cannot be left blank
症状
PRIVACY_PROTOCOL をブランクのままにすることはできません。
原因
PRIVACY_PROTOCOL パラメーターがブランクです。
修正方法
PRIVACY_PROTOCOL の有効な値を入力します。
• 0—DES
• 1—AES
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

PRIVACY_PROTOCOL valid values are 0:DES or 1:AES
症状
PRIVACY_PROTOCOL の有効な値は 0（DES の場合）または 1（AES の場合）です。
原因
PRIVACY_PROTOCOL パラメーターの値が無効です。
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修正方法
PRIVACY_PROTOCOL の有効な値を入力します。
• 0—DES
• 1—AES
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

Problem manipulating EV
症状
EV 操作中の問題。
原因
資産タグを設定できませんでした。
修正方法
後で手順を再試行してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

Problem reading the EV
症状
EV 読み取りの問題。
原因
GET_ASSET_TAG コマンドで、環境変数を読み取ることができませんでした。
修正方法
後で手順を再試行してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

Profile descriptor name is not correct
症状
プロファイル記述子の名前が間違っています。
原因
PROFILE_DESC_NAME パラメーターの値が正しくありません。
修正方法
有効な PROFILE_DESC_NAME を入力します。この値は：
• 一意でなければなりません。
• 最大 27 文字の半角英数字とアンダースコアを組み合わせることができます。
• ピリオド、スラッシュ、スペースを含めることはできません。
• ブランクにできません。

HPE iLO のメッセージ、トラップ、およびエラー

1149

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

Profile descriptor too large
症状
プロファイル記述子の名前が間違っています。
原因
PROFILE_DESC_NAME パラメーターの値が長すぎます。
修正方法
有効な PROFILE_DESC_NAME を入力します。この値は：
• 一意でなければなりません。
• 最大 27 文字の半角英数字とアンダースコアを組み合わせることができます。
• ピリオド、スラッシュ、スペースを含めることはできません。
• ブランクにできません。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

PROFILE_ACTION does not have a valid value
症状
PROFILE_ACTION に有効な値がありません。
原因
PROFILE_ACTION パラメーターの値が無効です。
修正方法
PROFILE_ACTION パラメーターを以下のいずれかの値に設定します。
• Stage
• Apply_Now
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

PROFILE_ACTION is too long
症状
PROFILE_ACTION が長すぎます。
原因
PROFILE_ACTION パラメーターの値が長すぎます。
修正方法
PROFILE_ACTION パラメーターを以下のいずれかの値に設定します。
• Stage
• Apply_Now
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

PROFILE_DESC_NAME is not valid
症状
PROFILE_DESC_NAME が無効です。使用できるのは英数字とアンダースコアだけです。
原因
PROFILE_DESC_NAME パラメーターの値が無効です。
修正方法
有効な PROFILE_DESC_NAME を入力します。この値は：
• 一意でなければなりません。
• 最大 27 文字の半角英数字とアンダースコアを組み合わせることができます。
• ピリオド、スラッシュ、スペースを含めることはできません。
• ブランクにできません。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

PROFILE_DESC_NAME is too long
症状
PROFILE_DESC_NAME が長すぎます。
原因
PROFILE_DESC_NAME パラメーターの値が長すぎます。
修正方法
有効な PROFILE_DESC_NAME を入力します。この値は：
• 一意でなければなりません。
• 最大 27 文字の半角英数字とアンダースコアを組み合わせることができます。
• ピリオド、スラッシュ、スペースを含めることはできません。
• ブランクにできません。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

PROFILE_DESCRIPTION is too long
症状
PROFILE_DESCRIPTION が長すぎます。
原因
PROFILE_DESCRIPTION パラメーターの値が長すぎます。
修正方法
有効な PROFILE_DESCRIPTION を入力します。この値は：
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• 最大 512 文字の任意の自由形式のテキストを入力することができます。
• パラメーターが使用されている場合は、空白のままにすることはできません。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

PROFILE_NAME is too long
症状
PROFILE_NAME が長すぎます。
原因
PROFILE_NAME パラメーターの値が長すぎます。
修正方法
有効な PROFILE_NAME を入力します。この値は：
• 最大 512 文字の任意の自由形式のテキストを入力することができます。
• パラメーターが使用されている場合は、空白のままにすることはできません。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

PROFILE_OPTIONS is too long
症状
PROFILE_OPTIONS が長すぎます。
原因
PROFILE_OPTIONS パラメーターの値が長すぎます。
修正方法
PROFILE_OPTIONS パラメーターを none に設定します。
このパラメーターは、現在使用されておらず、ブランクのままにすることはできません。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

PROFILE_SCHEMA is too long
症状
PROFILE_SCHEMA が長すぎます。
原因
PROFILE_SCHEMA パラメーターの値が長すぎます。
修正方法
PROFILE_SCHEMA パラメーターに intelligentprovisioning.1.0.0.の値を入力します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。
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The PWRALERT value is invalid
症状
PWRALERT の値が無効です。
原因
PWRALERT パラメーターの値が無効です。
修正方法
有効な PWRALERT タイプを入力します。
• DISABLED - 電力アラートが設定されていません。
• PEAK - サンプリング期間の瞬間最高電力測定値を表します。
• AVERAGE - サンプル中の電力測定値の平均を表します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

Retry later
症状
後で再試行してください。
原因
リクエストは完了できません。
修正方法
後で手順を再試行してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

RIB information is open for read-only access
症状
RIB 情報は、読み出し専用アクセス用に開かれています。この操作では、書き込みアクセスが必要です。
原因
RIB_INFO コマンドの MODE パラメーターが READ に設定されています。
修正方法
RIB_INFO コマンドの MODE パラメーターを WRITE に設定します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

The RIBCL version is incorrect
症状
RIBCL バージョンが正しくありません。正しいバージョンは X.XX 以降です。
原因
VERSION パラメーターはクライアントアプリケーションが予想していたものと一致しませんでした。
修正方法
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RIBCL スクリプトを更新して、現在の RIBCL VERSION パラメーターと互換性を持つようにしてくださ
い。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

SECURITY_NAME value is too long
症状
SECURITY_NAME の値が長すぎます。
原因
SECURITY_NAME パラメーターの値が最大長を超えています。
修正方法
有効な SECURITY_NAME の値を入力してください。
セキュリティ名は、1 から 32 文字の英数字でなければならず、スペースを含めることはできません。詳
しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライン
ガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

Server information is open for read-only access
症状
サーバー情報は、読み出し専用アクセス用に開かれています。この操作では、書き込みアクセスが必要で
す。
原因
SERVER_INFO コマンドの MODE パラメーターが READ に設定されています。
修正方法
SERVER_INFO コマンドの MODE パラメーターを WRITE に設定します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

Server is currently powered off
症状
現在サーバーの電源は切断されています。
原因
ターゲットサーバーの電源がオフになっています。
修正方法
対応する必要はありません。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

Server is not a rack server; rack commands do not apply
症状
このサーバーはラックサーバーではありません。ラックコマンドは適用されません。
原因
ラックサーバーのコマンドが非ラックサーバーに送信されました。
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修正方法
ラックサーバーのコマンドのみをラックサーバーに送信してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

SERVER_INFO mode is not WRITE
症状
SERVER_INFO モードが WRITE ではありません。
原因
SERVER_INFO コマンドの MODE パラメーターが READ に設定されています。
修正方法
SERVER_INFO コマンドの MODE パラメーターを WRITE に設定します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

SNMP_ACCESS is being disabled, SNMP_PORT and SNMP_TRAP_PORT will not be
changed
症状
SNMP_ACCESS が無効になりつつあり、SNMP_PORT および SNMP_TRAP_PORT は変更されません。
原因
SNMP_ACCESS を無効中に SNMP_PORT および SNMP_TRAP_PORT の各値に変更を加えようとしました。
修正方法
構成に変更を加えるには、SNMP_ACCESS_ENABLED パラメーターの値を"Yes"に設定します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

SNMP_ACCESS is disabled, SNMP_PORT and SNMP_TRAP_PORT will not be changed
症状
SNMP_ACCESS が無効になっており、SNMP_PORT および SNMP_TRAP_PORT は変更されません。
原因
SNMP_ACCESS_ENABLED が"no"に設定されているときに、SNMP_PORT および SNMP_TRAP_PORT の各値
に変更を加えようとしました。
修正方法
構成に変更を加えるには、SNMP_ACCESS_ENABLED パラメーターの値を"Yes"に設定します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

The SNMP_PORT value must not be left blank
症状
SNMP_PORT の値は、ブランクにすることができません。
原因
SNMP_PORT パラメーターがブランクです。
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修正方法
1～65535 の範囲の有効な値を入力してください。
SNMP アクセスのデフォルトのポート値は 161 です。詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サ
イトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドラインガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してく
ださい。

The SNMP_PORT value specified is invalid. This port number cannot be used
症状
指定された SNMP_PORT の値が無効です。このポート番号は使用できません。
原因
指定したポート番号は使用できません。
修正方法
1～65535 の範囲の有効な値を入力してください。
SNMP アクセスのデフォルトのポート値は 161 です。詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サ
イトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドラインガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してく
ださい。

The SNMP_PORT value specified is invalid. Values supported are between 1 and 65535
症状
指定された SNMP_PORT の値が無効です。1～65535 までの値がサポートされます。
原因
SNMP_PORT パラメーターの値が無効です。
修正方法
1～65535 の範囲の有効な値を入力してください。
SNMP アクセスのデフォルトのポート値は 161 です。詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サ
イトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドラインガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してく
ださい。

The SNMP_TRAP_PORT value must not be left blank
症状
SNMP_TRAP_PORT の値をブランクにすることはできません。
原因
SNMP_TRAP_PORT パラメーターがブランクです。
修正方法
1～65535 の範囲の有効な値を入力してください。
SNMP トラップアクセスのデフォルトポートは 162 です。詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の
Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドラインガイドの RIBCL コマンドの説明を参照
してください。

The SNMP_TRAP_PORT value specified is invalid. This port number cannot be used
症状
指定された SNMP_TRAP_PORT の値が無効です。このポート番号は使用できません。
原因
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指定したポート番号は使用できません。
修正方法
1～65535 の範囲の有効な値を入力してください。
SNMP トラップアクセスのデフォルトポートは 162 です。詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の
Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドラインガイドの RIBCL コマンドの説明を参照
してください。

The SNMP_TRAP_PORT value specified is invalid. Values supported are between 1 and
65535
症状
指定された SNMP_TRAP_PORT の値が無効です。1～65535 までの値がサポートされます。
原因
SNMP_TRAP_PORT パラメーターの値が無効です。
修正方法
1～65535 の範囲の有効な値を入力してください。
SNMP トラップアクセスのデフォルトポートは 162 です。詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の
Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドラインガイドの RIBCL コマンドの説明を参照
してください。

SNMP_V3_ENGINE VALUE is too long
症状
SNMP_V3_ENGINE の値が長すぎます。
原因
SNMP_V3_ENGINE パラメーターの値が最大長を超えています。
修正方法
有効な SNMP_V3_ENGINE の値を入力します。
この値は、次のように指定する必要があります。
• 6～32 文字の 16 進数の文字列。
• 偶数の文字長。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

SSO_INFO must be in write mode
症状
SSO_INFO が WRITE でなければなりません。
原因
SSO_INFO コマンドの MODE パラメーターが"read"に設定されています。
修正方法
SSO_INFO コマンドの MODE パラメーターを"write"に設定します。

HPE iLO のメッセージ、トラップ、およびエラー

1157

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

Syntax error
症状
構文エラー：
（このメッセージの後にエラーの説明または場所が続く）
原因
エントリーに無効な XML タグが含まれています。
修正方法
指定された構文を訂正します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

The THRESHOLD value is invalid
症状
THRESHOLD の値が無効です。
原因
PWRALERT_SETTINGS THRESHOLD パラメーターの値が無効です。
修正方法
有効な PWRALERT_SETTINGS のしきい値を入力します。
• THRESHOLD - アラート制限値を設定します（W 単位）。
• DURATION - サンプル時間の長さを設定します（分単位）。
この値は 1 から 240 の間の数字で指定できますが、直近の 5 分の値に丸められます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

The TRAP_SOURCE_IDENTIFIER value must not be left blank
症状
TRAP_SOURCE_IDENTIFIER の値は、ブランクにすることができません。
原因
TRAP_SOURCE_IDENTIFIER パラメーターがブランクです。
修正方法
有効な iLO ホスト名または OS ホスト名を入力します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

The value specified for SERVER_AUTO_PWR is invalid or not accepted
症状
SERVER_AUTO_PWR で指定された値が無効であるか、ブレード上で許可されていません。
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原因
SERVER_AUTO_PWR パラメーターの値が無効です。
修正方法
有効な SERVER_AUTO_PWR パラメーターを入力します。
• Yes - 最小の遅延での自動電源投入（APO）を有効にします。
• No - APO は最後の電源状態をリストアします。
• 15、30、45、60 - APO の遅延時間を秒単位で設定します。
• Random - 自動電源投入に最長 2 分までのランダムな遅延を設定します。
• On - APO は常に電源を入れます。
• Off - APO は常にオフのままです。
• Restore - 電源中断以前の最後の電源状態を復元します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

The value specified is invalid
症状
指定された値が無効です。
原因
スクリプトの 1 つまたは複数のパラメーターの値が無効です。
修正方法
コマンドのスクリプトの内容を確認し、不足している情報を修正します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

There are missing parameters in the xml script
症状
XML スクリプトに指定されていないパラメーターがあります。
原因
XML スクリプトに 1 つ以上のパラメーターが見つかりません。
修正方法
コマンドのスクリプトの内容を確認し、不足している情報を修正します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

There is no EV by the name given
症状
指定された名前の EV がありません。
原因
SET_ASSET_TAG コマンドを使用して環境変数が設定されませんでした。
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修正方法
環境変数を SET_ASSET_TAG コマンドで設定します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

This feature requires an installed license key
症状
この機能にはインストールされたライセンスキーが必要です。
原因
iLO ライセンスがインストールされていません。
修正方法
有効な iLO ライセンスキーをインストールします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO ライセンスガイドを参照してくだ
さい。

This iLO information is read only. Write is not allowed
症状
この iLO 情報は読み取り専用です。書き込むことはできません。
原因
DIR_INFO コマンドの MODE パラメーターが READ に設定されています。
修正方法
DIR_INFO コマンドの MODE パラメーターを WRITE に設定します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

TRAP_SOURCE_IDENTIFIER value is too long
症状
TRAP_SOURCE_IDENTIFIER の値が長すぎます。
原因
TRAP_SOURCE_IDENTIFIER パラメーターの値が最大長を超えています。
修正方法
有効な iLO ホスト名または OS ホスト名を入力します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

UID is already OFF
症状
UID はすでにオフになっています。
原因
ターゲットサーバー UID の電源がすでにオフになっているときに、オフにしようとしました。
修正方法
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対応する必要はありません。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

UID is already ON
症状
UID はすでにオンになっています。
原因
ターゲットサーバー UID の電源がすでにオンになっているときに、オンにしようとしました。
修正方法
対応する必要はありません。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

Unable to parse Virtual Media URL
症状
仮想メディア URL を構文解析できません。
原因
IMAGE_URL パラメーターを解決できませんでした。
修正方法
イメージの位置に対する有効な URL を入力します。
URL フォーマットは次のとおりです：protocol://username:password@hostname:port/
filename,cgi-helper
• protocol は必須で、http または https を指定します。
• username:password は、オプションです。
• hostname は、必須です。
• port は、オプションです。
• filename は、必須です。
• cgi-helper は、オプションです。これにより、仮想ディスケットが書き込み可能になります。
さらに、filename フィールドには、ホスト固有の文字列に展開されるトークンを含むことができます。
• %m は、MAC アドレスに展開されます。
• %i は、IP アドレス（ドット区切りの 4 つの数字で構成）に展開されます。
• %h は、ホスト名に展開されます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

User does not have correct privilege for action. ADMIN_PRIV required
症状
ユーザーは、この操作を行うための適切な権限を持っていません。ADMIN_PRIV が必要です。
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原因
アカウントはユーザーアカウントの管理権限を持っていません。
修正方法
次のいずれかを実行します。
• 管理者権限を持つアカウントを使用して、ユーザーアカウントを管理します。
• ログインしたアカウントでユーザーアカウントを管理するために必要な管理者権限を取得します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

User does not have correct privilege for action. CONFIG_ILO_PRIV required
症状
ユーザーは、この操作を行うための適切な権限を持っていません。CONFIG_ILO_PRIV が必要です。
原因
このコマンドを実行するには、ユーザーが iLO 設定の構成特権を持たなければなりません。
修正方法
次のいずれかを実行します。
• iLO の設定権限を持つアカウントを使用します。
• このアカウントを使用して、iLO 設定の構成に必要な権限を取得します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

User does not have correct privilege for action. RESET_SERVER_PRIV required
症状
ユーザーは、この操作を行うための適切な権限を持っていません。RESET_SERVER_PRIV が必要です。
原因
このコマンドを実行するには、ユーザーが仮想電源およびリセットグループの特権を持たなければなりま
せん。
修正方法
次のいずれかを実行します。
• サーバーをリセットする権限を持つアカウントを使用します。
• このアカウントを使用してサーバーをリモートでリセットするために必要な権限を取得します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

User does not have correct privilege for action. VIRTUAL_MEDIA_PRIV required
症状
ユーザーは、この操作を行うための適切な権限を持っていません。VIRTUAL_MEDIA_PRIV が必要です。
原因
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このコマンドを実行するには、ユーザーが仮想メディア権限を持たなければなりません。
修正方法
次のいずれかを実行します。
• ローカル iLO システムでスクリプト方式の仮想メディアを使用する権限を持つアカウントを使用しま
す。
• このアカウントでスクリプト方式の仮想メディアを使用するのに必要な権限を取得します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

User has reached half the maximum allowed HP Passport login authentication failures
症状
ユーザーは、HP パスポートの許容ログイン認証失敗回数の最大値の半数に達しました。
原因
HP パスポートアカウントのパスワードを間違って数回入力しました。
修正方法
次のいずれかを実行します。
• HP パスポートアカウントのパスワードが正しく入力されたことを確認します。
• Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイトを使用して HP パスポートアカウント
のパスワードをリセットします。

User information is open for read-only access
症状
ユーザー情報は、読み出し専用アクセス用に開かれています。この操作では、書き込みアクセスが必要で
す。
原因
USER_INFO コマンドの MODE パラメーターが READ に設定されています。
修正方法
USER_INFO コマンドの MODE パラメーターを WRITE に設定します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

User login ID cannot be blank
症状
ユーザーのログイン ID をブランクにすることはできません。
原因
USER_LOGIN パラメーターがブランクです。
修正方法
有効な USER_LOGIN 値を入力します。この値は：
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• 印刷可能文字の任意の組み合わせを使用でき、最大長は 39 文字です。
• 大文字と小文字が区別されます。
• ブランクにすることはできません。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

User login name must not be blank
症状
ユーザーのログイン名をブランクにすることはできません。
原因
USER_LOGIN パラメーターがブランクです。
修正方法
有効な USER_LOGIN 値を入力します。この値は：
• 印刷可能文字の任意の組み合わせを使用でき、最大長は 39 文字です。
• 大文字と小文字が区別されます。
• ブランクにすることはできません。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

User login name was not found
症状
ユーザーのログイン名が見つかりません。
原因
USER_LOGIN パラメーターがユーザーテーブルのアカウントと一致しません。
修正方法
USER_LOGIN パラメーターに有効な値を指定してコマンドを再送信します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

User name cannot be blank
症状
ユーザー名をブランクにすることはできません。
原因
USER_NAME パラメーターがブランクです。
修正方法
有効な USER_LOGIN 値を入力します。この値は：
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• 印刷可能文字の任意の組み合わせを使用でき、最大長は 39 文字です。
• 大文字と小文字が区別されます。
• ブランクにすることはできません。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

User table is full
症状
ユーザーテーブルがいっぱいです。新規ユーザー用のスペースがありません。
原因
アカウントの最大数が存在します。
修正方法
不要なアカウントを削除し、ユーザーテーブル内にスペースを作ります。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

Version must not be blank
症状
バージョンをブランクにすることはできません。
原因
RIBCL コマンドに VERSION パラメーターが含まれていませんでした。
修正方法
VERSION パラメーターを含むように RIBCL スクリプトを更新します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

Virtual Media already connected through a script
症状
仮想メディアは、スクリプトによってすでに接続されています。新しいメディアを挿入するには、イジェ
クトまたは切断を行う必要があります。
原因
仮想メディアがスクリプトを介して現在接続されています。
修正方法
仮想メディアの取り出しまたは切断を行い、新しいメディアを挿入します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドライ
ンガイドの RIBCL コマンドの説明を参照してください。

Virtual Power Button feature is not supported on this server
症状
このサーバーでは仮想電源ボタン機能はサポートされていません。
原因
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サーバーが、この機能をサポートしていません。
修正方法
対応する必要はありません。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（英語）にある製品の QuickSpecs を参照してく
ださい。
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HPE Synergy のドキュメントおよびトラブル
シューティングの資料
HPE Synergy のトラブルシューティング資料
HPE Synergy のトラブルシューティング資料は、HPE OneView および Hewlett Packard Enterprise
Information Library（www.hpe.com/info/synergy-docs）から入手できます。

HPE Synergy トラブルシューティングガイド
HPE Synergy トラブルシューティングガイドは、Hewlett Packard Enterprise 情報ライブラリ
（www.hpe.com/info/synergy-docs）から入手できます。HPE Synergy ハードウェアおよびソフトウェ
アコンポーネントの両方に対し、一般的な問題の解決のための情報、障害の分離と識別のための手順、問
題の解決、および保守を提供します。

HPE Synergy と HPE OneView API リファレンスの HPE OneView ヘルプ
HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプおよび HPE OneView API リファレンスは、HPE OneView の
ユーザーインターフェイスで利用できる、アクセスしやすい組み込み型のオンラインヘルプです。これら
のヘルプファイルには、HPE Synergy 内の一般的な問題、および問題のトラブルシューティング手順と例
への「詳細情報」リンクが含まれています。
このヘルプファイルは、Hewlett Packard Enterprise Information Library（www.hpe.com/info/synergydocs）からも入手できます。

HPE Synergy QuickSpecs
HPE Synergy は、システム仕様、および個々の製品とコンポーネントの仕様になっています。仕様の完全
な情報については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/info/qs）から入手
できる HPE Synergy および個々の HPE Synergy 製品の QuickSpecs を参照してください。
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HPE ProLiant サーバーのドキュメントおよび
トラブルシューティングの資料
トラブルシューティングの資料
トラブルシューティングの資料は、以下のドキュメントの HPE Gen10 および Gen10 Plus サーバー製品
で使用できます。
• HPE ProLiant Gen10 および Gen10 Plus サーバートラブルシューティングガイドでは、一般的な問題
を解決するための手順を紹介し、障害を特定し識別するための一連の包括的な対策、問題の解決方法、
ソフトウェアのメンテナンスについて説明しています。
• HPE ProLiant Gen10 サーバーおよび HPE Synergy エラーメッセージガイドでは、エラーメッセージ
のリストを提供し、エラーメッセージの意味と解決方法について説明しています。
• HPE ProLiant Gen10 Plus サーバーおよび HPE Synergy エラーメッセージガイドでは、エラーメッ
セージのリストを提供し、エラーメッセージの意味と解決方法について説明しています。
• HPE ProLiant Gen10 および HPE Synergy ⽤のインテグレーテッドマネジメントログメッセージおよ
びトラブルシューティングガイドでは、クリティカルおよび警告 IML イベントを解決するための IML
メッセージおよび関連するトラブルシューティング情報を提供しています。
製品のトラブルシューティングに関する資料にアクセスするには、Hewlett Packard Enterprise
Information Library を参照してください。
• Gen10 サーバーについては、https://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting を参照してくださ
い。
• Gen10 Plus サーバーについては、https://www.hpe.com/info/gen10plus-troubleshooting 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。
https://www.hpe.com/info/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。
https://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
https://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
https://www.hpe.com/support/downloads
My HPE Software Center
https://www.hpe.com/software/hpesoftwarecenter
• 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。
https://www.hpe.com/support/e-updates-ja
• お客様の資格を表示、アップデート、または契約や保証をお客様のプロファイルにリンクするには、
Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの More Information on Access to Support Materials
ページに移動します。
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https://www.hpe.com/support/AccessToSupportMaterials
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。

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 データセンターケアサービス
http://www.hpe.com/services/datacentercare
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
https://www.hpe.com/jp/ja/services/proactive-care-central.html

保証情報
ご使用の製品の保証情報を確認するには、以下のリンクを参照してください。
HPE ProLiant と IA-32 サーバーおよびオプション
https://www.hpe.com/support/ProLiantServers-Warranties
HPE Enterprise および Cloudline サーバー
https://www.hpe.com/support/EnterpriseServers-Warranties
HPE ストレージ製品
https://www.hpe.com/support/Storage-Warranties
HPE ネットワーク製品
https://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。
https://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts
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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。
https://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。
https://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。
https://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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頭字語と略語
ADU
Array Diagnostics Utility。アレイ診断ユーティリティ
AHS
Active Health System
ASR
Automatic Server Recovery。自動サーバー復旧
CGI
Common Gateway Interface
CONREP
Configuration Replication utility。Configuration Replication ユーティリティ
DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol。動的ホスト構成プロトコル
DNS
domain name system。ドメインネームシステム
EV
environment variable。環境変数
FBWC
flash-backed write cache。フラッシュバックアップ式ライトキャッシュ
HBA
host bus adapter。ホストバスアダプター
HPE SSA
HPE Smart Storage Administrator
iLO
Integrated Lights-Out
IML
Integrated Management Log。インテグレーテッドマネジメントログ
IRC
Integrated Remote Console。統合リモートコンソール
NMI
nonmaskable interrupt。マスク不可能割り込み
NTP
network time protocol。ネットワークタイムプロトコル
NVRAM
nonvolatile memory。不揮発性メモリ
POST
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Power-On Self Test。電源投入時セルフテスト
QPI
QuickPath Interconnect。QuickPath インターコネクト
RBSU
ROM-Based Setup Utility。ROM ベースセットアップユーティリティ
RIBCL
Remote Insight Board Command Language。リモート Insight ボードコマンド言語
RIS
reserve information sector。リザーブインフォメーションセクター
SAS
serial attached SCSI。シリアル接続 SCSI
SATA
serial ATA。シリアル ATA
SMART
self-monitoring analysis and reporting technology
SR-IOV
Single root I/O Virtualization
SSD
solid-state drive。ソリッドステートドライブ
SSH
Secure Shell
SSL
Secure Sockets Layer
SSO
single sign-on。シングルサインオン
SPP
Service Pack for ProLiant
SSP
Selective Storage Presentation。セレクティブストレージプレゼンテーション
SUM
Smart Update Manager
SUT
Smart Update Tools（Smart Update ツール）
UEFI
Unified Extensible Firmware Interface
UID
unit identification。ユニット識別子
VC
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Virtual Connect
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症状情報のチェックリスト
問題をトラブルシューティングする前に、症状に関する以下の情報を収集してください。
手順
Active Health System ログをダウンロードします。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/support/ahsv-docs）に
ある Active Health System Log Viewer のユーザーガイドを参照してください。
サーバーまたはコンポーネントの電源はオンになりますか。
サーバーで POST は完了していますか。
サーバーで POST を完了していない場合、それぞれのサーバー LED はどのような状態および動作です
か。
ビデオディスプレイは使用できますか。
サーバーで POST が完了しており、ビデオを使用できる場合、POST エラーメッセージは表示されて
いますか。表示されている POST エラーメッセージのテキストをメモしてください。
サーバーのオペレーティングシステムまたはハイパーバイザーは正常に起動しますか。起動しない場
合、サーバーのディスプレイに以下のいずれかの症状は見られましたか。また、以下の症状はどの時
点で発生しましたか。
◦ 訂正不能なマシンチェック例外
◦ STOP エラーまたはブルースクリーン（Windows）
◦ 紫色の診断画面（Linux）
◦ Linux カーネルパニック
◦ システムの「ハング」
◦ システムの「フリーズ」
OS のインストール後に問題が発生しましたか。
問題は、新しいアプリケーションのロード中に発生しましたか。
サーバーが誤動作したとき、サーバーのディスプレイにはどのような症状が見られましたか。
たとえば、サーバーが再起動しましたか。
「LED コードが示された」、
「ヘルスログが記録された」、
「画
面にメッセージが表示された」などがありましたか。
誤作動がメモリエラー、PCI エラーなどとして報告されたことを示す何らかの兆候はありましたか。
今日のプロセッサーはメモリコントローラーおよび PCI Express コントローラーを備えているため、
他の領域での障害が、プロセッサーの誤動作を原因とする場合があります。
問題は、いつ発生しましたか。
問題が発生したタイミング（日時を含む）を正確に記録してください。複数回発生する場合は、発生
ごとのすべての症状のリストを保持してください。
障害の前に何かイベントが発生しましたか。問題は、どの手順を実行した後に発生しますか。
サーバーが動作していたときから何を変更しましたか。
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最近、ハードウェアまたはソフトウェアを追加もしくは削除しましたか。
その場合、サーバーのセットアップユーティリティで適切な設定を変更しましたか。
サーバーが問題の症状を示すのはどのくらいの長さの時間ですか。
問題がランダムに発生する場合、その期間または頻度はどのくらいですか。
HPE iLO イベントログ、IML、または HPE OneView に基づいて判断すると、何が故障していますか。
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