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摘要
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The system is overheating (Temperature Sensor 
%1, Location %2, Temperature %3)
エラークラス：0x0002 | エラーコード：0x0013

症状
システムがオーバーヒートしています。（温度センサー%1、場所%2、温度%3）

原因
プロセッサーヒートシンクがサーバーのドキュメントの指⽰どおりに取り付けられていな
い。

1. 

サポートされているファンがサーバーに取り付けられていない。2.
エアバッフルまたはブランクが⾒つからないか、正しく取り付けられていないことが原因
で、通気が妨げられている。

3. 

アクション
ファン、プロセッサーヒートシンク、およびエアバッフルの取り付けを確認します。

ドライブブランク、プロセッサーヒートシンクブランク、電源装置ブランクなど、すべての
エアバッフルおよび必要なブランクが取り付けられていることを確認します。

1. 

正しいプロセッサーヒートシンクが取り付けられていることを確認します。2.
システムで標準ファンとパフォーマンスファンの両⽅がサポートされている場合は、正しい
ファンが取り付けられていることを確認します。

3. 

詳細については、システムのドキュメントを参照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html


カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


External chassis overheating (Chassis %1, 
Temperature Sensor %2, Location %3, 
Temperature %4)
エラークラス：0x0002 | エラーコード：0x0014

症状
外部シャーシがオーバーヒートしています（シャーシ%1、温度センサー%2、場所%3、温度
%4）。
 

原因
考えられる原因：

プロセッサーヒートシンクがサーバーのドキュメントの指⽰どおりに取り付けられていな
い。

•

サポートされているファンがサーバーに取り付けられていない。•
エアバッフルまたはブランクが⾒つからないか、正しく取り付けられていないことが原因
で、通気が妨げられている。

•

 

アクション
ファン、プロセッサーヒートシンク、およびエアバッフルの取り付けを確認します。

ドライブブランク、プロセッサーヒートシンクブランク、電源装置ブランクなど、すべての
エアバッフルおよび必要なブランクが取り付けられていることを確認します。

1. 

正しいプロセッサーヒートシンクが取り付けられていることを確認します。2. 
システムで標準ファンとパフォーマンスファンの両⽅がサポートされている場合は、正しい
ファンが取り付けられていることを確認します。

3. 

詳細については、システムのドキュメントを参照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


リリースノート•
Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


%1 Storage system overheating (%2Slot %3, 
Temperature Sensor %4, Location %5, 
Temperature %6)
エラークラス：0x0002 | エラーコード：0x0015

症状
%1ストレージシステムがオーバーヒートしています（%2スロット%3、温度センサー%4、場所
%5、温度%6）
 

原因
考えられる原因：

プロセッサーヒートシンクがサーバーのドキュメントの指⽰どおりに取り付けられていな
い。

•

サポートされているファンがサーバーに取り付けられていない。•
エアバッフルまたはブランクが⾒つからないか、正しく取り付けられていないことが原因
で、通気が妨げられている。

•

 

アクション
ファン、プロセッサーヒートシンク、およびエアバッフルの取り付けを確認します。

ドライブブランク、プロセッサーヒートシンクブランク、電源装置ブランクなど、すべての
エアバッフルおよび必要なブランクが取り付けられていることを確認します。

1. 

正しいプロセッサーヒートシンクが取り付けられていることを確認します。2. 
システムで標準ファンとパフォーマンスファンの両⽅がサポートされている場合は、正しい
ファンが取り付けられていることを確認します。

3. 

詳細については、システムのドキュメントを参照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


リリースノート•
Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


%1 Overheating (Temperature Sensor %2, 
Location %3, Temperature %4, %5)
エラークラス：0x0002 | エラーコード：0x0016

症状
%1がオーバーヒートしています（温度センサー%2、場所%3、温度%4、%5）
 

原因
考えられる原因：

プロセッサーヒートシンクがサーバーのドキュメントの指⽰どおりに取り付けられていな
い。

•

サポートされているファンがサーバーに取り付けられていない。•
エアバッフルまたはブランクが⾒つからないか、正しく取り付けられていないことが原因
で、通気が妨げられている。

•

 

アクション
ファン、プロセッサーヒートシンク、およびエアバッフルの取り付けを確認します。

ドライブブランク、プロセッサーヒートシンクブランク、電源装置ブランクなど、すべての
エアバッフルおよび必要なブランクが取り付けられていることを確認します。

1. 

正しいプロセッサーヒートシンクが取り付けられていることを確認します。2. 
システムで標準ファンとパフォーマンスファンの両⽅がサポートされている場合は、正しい
ファンが取り付けられていることを確認します。

3. 

詳細については、システムのドキュメントを参照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Fan failure (Fan %1, Location %2)
エラークラス：0x0002 | エラーコード：0x0017

症状
ファンの障害（ファン%1、場所%2）
 

原因
考えられる原因：

1つまたは複数のファンが正しく固定されていない。•
ファンの構成がサーバーの稼動要件を満たしていない。•
サーバーの通気が正しく確保されていない。•
1つまたは複数の必要なファンが取り付けられていない。•
必要なファンブランクが取り付けられていない。•
POST実⾏中にエラーメッセージが表⽰される。•
1つまたは複数のファンが動作していない。•

 

アクション
ファンの構成がサーバーの稼動要件を満たしていることを確認します。

ファンが正しく固定され動作していることを確認します。
サーバーのドキュメントの⼿順および警告に従って、アクセスパネルを取り外し、
ファンにアクセスして、ファンを交換します。

a. 

正しい⼿順に従って、各ファンを取り外してから取り付けなおします。b. 
アクセスパネルを元に戻してサーバーを再起動します。c. 

1. 

ファンの構成がサーバーの稼動要件を満たしていることを確認します。2. 
通気の問題がないことを確認します。アクセスパネルを取り外したまま⻑時間サーバーを稼
動させている場合、通気が妨げられ、温度上昇によりコンポーネントが損傷する場合があり
ます。

3. 

サーバーの起動中に温度異常情報やファン障害情報を⽰すPOSTエラーメッセージが表⽰さ
れていないことを確認します。

4. 

iLOまたはオプションのIMLビューアーを使⽤してIMLを参照し、ファンに関するイベントリ
ストエラーメッセージが⽰されていないかどうかを確認します。

5. 

iLOのWebインターフェイスで、情報 > システム情報ページの順に進み、次の情報を確認し
ます。

ファンタブをクリックし、ファンのステータス、ファンの速度、および通気要件を確
認します。

a. 

温度タブをクリックしてから、温度タブで各場所の温度表⽰値を確認します。ホット
スポットが⾒つかった場合は、通気がケーブルや他の異物でふさがれていないことを
確認します。ホットスポットは絶対温度ではなく、コンポーネントの仕様に対する相
対温度です。ホットスポットは、センサー上の温度タブに⼀覧表⽰されている警告し
きい値の3°C以内の温度として定義されます。

b. 

6. 

動作していない必要なファンを交換してサーバーを再起動します。7. 
すべてのファンスロットにファンまたはブランクが取り付けられていることを確認します。
通気の要件については、サーバーのドキュメントを参照してください。

8. 



ファンの通気がケーブルや他の異物でふさがれていないことを確認します。9. 
詳しくは、HPE ProLiant Gen10サーバートラブルシューティングガイドを参照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting
http://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


External chassis fan failure (Chassis %1, Fan 
%2, Location %3)
エラークラス：0x0002 | エラーコード：0x0018

症状
外部シャーシファンの障害（シャーシ%1、ファン%2、場所%3）
 

原因
考えられる原因：

1つまたは複数のファンが正しく固定されていない。•
ファンの構成がサーバーの稼動要件を満たしていない。•
サーバーの通気が正しく確保されていない。•
1つまたは複数の必要なファンが取り付けられていない。•
必要なファンブランクが取り付けられていない。•
POST実⾏中にエラーメッセージが表⽰される。•
1つまたは複数のファンが動作していない。•

 

アクション
ファンの構成がサーバーの稼動要件を満たしていることを確認します。

ファンが正しく固定され動作していることを確認します。
サーバーのドキュメントの⼿順および警告に従って、アクセスパネルを取り外し、
ファンにアクセスして、ファンを交換します。

a. 

正しい⼿順に従って、各ファンを取り外してから取り付けなおします。b. 
アクセスパネルを元に戻してサーバーを再起動します。c. 

1. 

ファンの構成がサーバーの稼動要件を満たしていることを確認します。2. 
通気の問題がないことを確認します。アクセスパネルを取り外したまま⻑時間サーバーを稼
動させている場合、通気が妨げられ、温度上昇によりコンポーネントが損傷する場合があり
ます。

3. 

サーバーの起動中に温度異常情報やファン障害情報を⽰すPOSTエラーメッセージが表⽰さ
れていないことを確認します。

4. 

iLOまたはオプションのIMLビューアーを使⽤してIMLを参照し、ファンに関するイベントリ
ストエラーメッセージが⽰されていないかどうかを確認します。

5. 

iLOのWebインターフェイスで、情報 > システム情報ページの順に進み、次の情報を確認し
ます。

ファンタブをクリックし、ファンのステータス、ファンの速度、および通気要件を確
認します。

a. 

温度タブをクリックしてから、温度タブで各場所の温度表⽰値を確認します。ホット
スポットが⾒つかった場合は、通気がケーブルや他の異物でふさがれていないことを
確認します。ホットスポットは絶対温度ではなく、コンポーネントの仕様に対する相
対温度です。ホットスポットは、センサー上の温度タブに⼀覧表⽰されている警告し
きい値の3°C以内の温度として定義されます。

b. 

6. 

動作していない必要なファンを交換してサーバーを再起動します。7. 



すべてのファンスロットにファンまたはブランクが取り付けられていることを確認します。
通気の要件については、サーバーのドキュメントを参照してください。

8. 

ファンの通気がケーブルや他の異物でふさがれていないことを確認します。9. 
詳しくは、HPE ProLiant Gen10サーバートラブルシューティングガイドを参照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting
http://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


%1 Storage system fan failure (%2 Slot %3, Fan 
%4, Location %5)
エラークラス：0x0002 | エラーコード：0x0019

症状
ファンの問題が原因の%1ストレージシステムファンの障害（%2スロット%3、ファン%4、場所
%5）。
 

原因
考えられる原因：

1つまたは複数のファンが正しく固定されていない。•
ファンの構成がサーバーの稼動要件を満たしていない。•
サーバーの通気が正しく確保されていない。•
1つまたは複数の必要なファンが取り付けられていない。•
必要なファンブランクが取り付けられていない。•
POST実⾏中にエラーメッセージが表⽰される。•
1つまたは複数のファンが動作していない。•

 

アクション
ファンの構成がサーバーの稼動要件を満たしていることを確認します。

ファンが正しく固定され動作していることを確認します。
サーバーのドキュメントの⼿順および警告に従って、アクセスパネルを取り外し、
ファンにアクセスして、ファンを交換します。

a. 

正しい⼿順に従って、各ファンを取り外してから取り付けなおします。b. 
アクセスパネルを元に戻してサーバーを再起動します。c. 

1. 

ファンの構成がサーバーの稼動要件を満たしていることを確認します。2. 
通気の問題がないことを確認します。アクセスパネルを取り外したまま⻑時間サーバーを稼
動させている場合、通気が妨げられ、温度上昇によりコンポーネントが損傷する場合があり
ます。

3. 

サーバーの起動中に温度異常情報やファン障害情報を⽰すPOSTエラーメッセージが表⽰さ
れていないことを確認します。

4. 

iLOまたはオプションのIMLビューアーを使⽤してIMLを参照し、ファンに関するイベントリ
ストエラーメッセージが⽰されていないかどうかを確認します。

5. 

iLOのWebインターフェイスで、情報 > システム情報ページの順に進み、次の情報を確認し
ます。

ファンタブをクリックし、ファンのステータス、ファンの速度、および通気要件を確
認します。

a. 

温度タブをクリックしてから、温度タブで各場所の温度表⽰値を確認します。ホット
スポットが⾒つかった場合は、通気がケーブルや他の異物でふさがれていないことを
確認します。ホットスポットは絶対温度ではなく、コンポーネントの仕様に対する相
対温度です。ホットスポットは、センサー上の温度タブに⼀覧表⽰されている警告し
きい値の3°C以内の温度として定義されます。

b. 

6. 



動作していない必要なファンを交換してサーバーを再起動します。7. 
すべてのファンスロットにファンまたはブランクが取り付けられていることを確認します。
通気の要件については、サーバーのドキュメントを参照してください。

8. 

ファンの通気がケーブルや他の異物でふさがれていないことを確認します。9. 
詳しくは、HPE ProLiant Gen10サーバートラブルシューティングガイドを参照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting
http://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


%1 Fan failure (Fan %2, Location %3, %4)
エラークラス：0x0002 | エラーコード：0x001a

症状
%1ファンの障害（ファン%2、場所%3、%4）。
 

原因
考えられる原因：

1つまたは複数のファンが正しく固定されていない。•
ファンの構成がサーバーの稼動要件を満たしていない。•
サーバーの通気が正しく確保されていない。•
1つまたは複数の必要なファンが取り付けられていない。•
必要なファンブランクが取り付けられていない。•
POST実⾏中にエラーメッセージが表⽰される。•
1つまたは複数のファンが動作していない。•

 

アクション
ファンの構成がサーバーの稼動要件を満たしていることを確認します。

ファンが正しく固定され動作していることを確認します。
サーバーのドキュメントの⼿順および警告に従って、アクセスパネルを取り外し、
ファンにアクセスして、ファンを交換します。

a. 

正しい⼿順に従って、各ファンを取り外してから取り付けなおします。b. 
アクセスパネルを元に戻してサーバーを再起動します。c. 

1. 

ファンの構成がサーバーの稼動要件を満たしていることを確認します。2. 
通気の問題がないことを確認します。アクセスパネルを取り外したまま⻑時間サーバーを稼
動させている場合、通気が妨げられ、温度上昇によりコンポーネントが損傷する場合があり
ます。

3. 

サーバーの起動中に温度異常情報やファン障害情報を⽰すPOSTエラーメッセージが表⽰さ
れていないことを確認します。

4. 

iLOまたはオプションのIMLビューアーを使⽤してIMLを参照し、ファンに関するイベントリ
ストエラーメッセージが⽰されていないかどうかを確認します。

5. 

iLOのWebインターフェイスで、情報 > システム情報ページの順に進み、次の情報を確認し
ます。

ファンタブをクリックし、ファンのステータス、ファンの速度、および通気要件を確
認します。

a. 

温度タブをクリックしてから、温度タブで各場所の温度表⽰値を確認します。ホット
スポットが⾒つかった場合は、通気がケーブルや他の異物でふさがれていないことを
確認します。ホットスポットは絶対温度ではなく、コンポーネントの仕様に対する相
対温度です。ホットスポットは、センサー上の温度タブに⼀覧表⽰されている警告し
きい値の3°C以内の温度として定義されます。

b. 

6. 

動作していない必要なファンを交換してサーバーを再起動します。7. 
すべてのファンスロットにファンまたはブランクが取り付けられていることを確認します。
通気の要件については、サーバーのドキュメントを参照してください。

8. 



ファンの通気がケーブルや他の異物でふさがれていないことを確認します。9. 
詳しくは、HPE ProLiant Gen10サーバートラブルシューティングガイドを参照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting
http://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


System Fan Removed (Fan %1, Location %2)
エラークラス：0x0002 | エラーコード：0x001b

症状
システムファンが取り外されています（ファン%1、場所%2）
 

原因
ファンがサーバーから物理的に取り外されている。このイベントの重⼤度は、ファンの取り外し
時におけるサーバーのファンの冗⻑性によって決まります。
 

アクション
イベントの重⼤度がクリティカルまたは警告である場合は、ファンの交換を推奨します。詳しく
は、http://www.hpe.com/info/enterprise/docsで⼊⼿できるお使いのシステムのメンテナンス&サー
ビスガイドを参照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


System Fans Not Redundant
エラークラス：0x0002 | エラーコード：0x0023

症状
システムファンが冗⻑ではありません（場所%1）
 

原因
1つまたは複数のファンが動作していないか、取り外されています。
 

アクション
ファンを追加するか、または障害の発⽣しているファンを交換してください。
ファンが故障した場合は、必要に応じてファンを取り付けなおすか交換してください。
ファンを取り外した場合は、取り付けられていないファンを元に戻してください。

サーバーのドキュメントの⼿順および警告に従って、アクセスパネルを取り外して、ファン
を交換します。

1. 

正しい⼿順に従って、各ファンを取り外してから取り付けなおします。2. 
アクセスパネルを元に戻してサーバーを再起動します。3. 

この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


External chassis fans not redundant (Chassis 
%1, Location %2
エラークラス：0x0002 | エラーコード：0x0024

症状
外部シャーシファンが冗⻑ではありません（シャーシ%1、場所%2）。
 

原因
1つまたは複数のファンが動作していないか、取り外されています。
 

アクション
ファンを追加するか、または障害の発⽣しているファンを交換してください。
ファンの構成がサーバーの稼動要件を満たしていることを確認します。

ファンが正しく固定され動作していることを確認します。
サーバーのドキュメントの⼿順および警告に従って、アクセスパネルを取り外し、
ファンにアクセスして、ファンを交換します。

a. 

正しい⼿順に従って、各ファンを取り外してから取り付けなおします。b. 
アクセスパネルを元に戻してサーバーを再起動します。c. 

1. 

ファンの構成がサーバーの稼動要件を満たしていることを確認します。2. 
通気の問題がないことを確認します。アクセスパネルを取り外したまま⻑時間サーバーを稼
動させている場合、通気が妨げられ、温度上昇によりコンポーネントが損傷する場合があり
ます。

3. 

サーバーの起動中に温度異常情報やファン障害情報を⽰すPOSTエラーメッセージが表⽰さ
れていないことを確認します。

4. 

iLOまたはオプションのIMLビューアーを使⽤してIMLを参照し、ファンに関するイベントリ
ストエラーメッセージが⽰されていないかどうかを確認します。

5. 

iLOのWebインターフェイスで、情報 > システム情報ページの順に進み、次の情報を確認し
ます。

ファンタブをクリックし、ファンのステータス、ファンの速度、および通気要件を確
認します。

a. 

温度タブをクリックしてから、温度タブで各場所の温度表⽰値を確認します。ホット
スポットが⾒つかった場合は、通気がケーブルや他の異物でふさがれていないことを
確認します。ホットスポットは絶対温度ではなく、コンポーネントの仕様に対する相
対温度です。ホットスポットは、センサー上の温度タブに⼀覧表⽰されている警告し
きい値の3°C以内の温度として定義されます。

b. 

6. 

動作していない必要なファンを交換してサーバーを再起動します。7. 
すべてのファンスロットにファンまたはブランクが取り付けられていることを確認します。
通気の要件については、サーバーのドキュメントを参照してください。

8. 

ファンの通気がケーブルや他の異物でふさがれていないことを確認します。9. 
詳しくは、HPE ProLiant Gen10サーバートラブルシューティングガイドを参照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。1. 

http://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting
http://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting


カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。
http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


%1 Storage system fans not redundant (%2Slot 
%3, Location %4)
エラークラス：0x0002 | エラーコード：0x0025

症状
%1ストレージシステムファンが冗⻑ではありません（%2スロット%3、場所%4）。
 

原因
1つまたは複数のファンが動作していないか、取り外されています。
 

アクション
ファンを追加するか、または障害の発⽣しているファンを交換してください。
ファンの構成がサーバーの稼動要件を満たしていることを確認します。

ファンが正しく固定され動作していることを確認します。
サーバーのドキュメントの⼿順および警告に従って、アクセスパネルを取り外し、
ファンにアクセスして、ファンを交換します。

a. 

正しい⼿順に従って、各ファンを取り外してから取り付けなおします。b. 
アクセスパネルを元に戻してサーバーを再起動します。c. 

1. 

ファンの構成がサーバーの稼動要件を満たしていることを確認します。2. 
通気の問題がないことを確認します。アクセスパネルを取り外したまま⻑時間サーバーを稼
動させている場合、通気が妨げられ、温度上昇によりコンポーネントが損傷する場合があり
ます。

3. 

サーバーの起動中に温度異常情報やファン障害情報を⽰すPOSTエラーメッセージが表⽰さ
れていないことを確認します。

4. 

iLOまたはオプションのIMLビューアーを使⽤してIMLを参照し、ファンに関するイベントリ
ストエラーメッセージが⽰されていないかどうかを確認します。

5. 

iLOのWebインターフェイスで、情報 > システム情報ページの順に進み、次の情報を確認し
ます。

ファンタブをクリックし、ファンのステータス、ファンの速度、および通気要件を確
認します。

a. 

温度タブをクリックしてから、温度タブで各場所の温度表⽰値を確認します。ホット
スポットが⾒つかった場合は、通気がケーブルや他の異物でふさがれていないことを
確認します。ホットスポットは絶対温度ではなく、コンポーネントの仕様に対する相
対温度です。ホットスポットは、センサー上の温度タブに⼀覧表⽰されている警告し
きい値の3°C以内の温度として定義されます。

b. 

6. 

動作していない必要なファンを交換してサーバーを再起動します。7. 
すべてのファンスロットにファンまたはブランクが取り付けられていることを確認します。
通気の要件については、サーバーのドキュメントを参照してください。

8. 

ファンの通気がケーブルや他の異物でふさがれていないことを確認します。9. 
詳しくは、HPE ProLiant Gen10サーバートラブルシューティングガイドを参照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。1. 

http://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting
http://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting


カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。
http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


%1 Fans not redundant (Location %2, %3)
エラークラス：0x0002 | エラーコード：0x0026

症状
%1ファンが冗⻑ではありません（場所%2、%3）。
 

原因
1つまたは複数のファンが動作していないか、取り外されています。
 

アクション
ファンを追加するか、または障害の発⽣しているファンを交換してください。
ファンの構成がサーバーの稼動要件を満たしていることを確認します。

ファンが正しく固定され動作していることを確認します。
サーバーのドキュメントの⼿順および警告に従って、アクセスパネルを取り外し、
ファンにアクセスして、ファンを交換します。

a. 

正しい⼿順に従って、各ファンを取り外してから取り付けなおします。b. 
アクセスパネルを元に戻してサーバーを再起動します。c. 

1. 

ファンの構成がサーバーの稼動要件を満たしていることを確認します。2. 
通気の問題がないことを確認します。アクセスパネルを取り外したまま⻑時間サーバーを稼
動させている場合、通気が妨げられ、温度上昇によりコンポーネントが損傷する場合があり
ます。

3. 

サーバーの起動中に温度異常情報やファン障害情報を⽰すPOSTエラーメッセージが表⽰さ
れていないことを確認します。

4. 

iLOまたはオプションのIMLビューアーを使⽤してIMLを参照し、ファンに関するイベントリ
ストエラーメッセージが⽰されていないかどうかを確認します。

5. 

iLOのWebインターフェイスで、情報 > システム情報ページの順に進み、次の情報を確認し
ます。

ファンタブをクリックし、ファンのステータス、ファンの速度、および通気要件を確
認します。

a. 

温度タブをクリックしてから、温度タブで各場所の温度表⽰値を確認します。ホット
スポットが⾒つかった場合は、通気がケーブルや他の異物でふさがれていないことを
確認します。ホットスポットは絶対温度ではなく、コンポーネントの仕様に対する相
対温度です。ホットスポットは、センサー上の温度タブに⼀覧表⽰されている警告し
きい値の3°C以内の温度として定義されます。

b. 

6. 

動作していない必要なファンを交換してサーバーを再起動します。7. 
すべてのファンスロットにファンまたはブランクが取り付けられていることを確認します。
通気の要件については、サーバーのドキュメントを参照してください。

8. 

ファンの通気がケーブルや他の異物でふさがれていないことを確認します。9. 
詳しくは、HPE ProLiant Gen10サーバートラブルシューティングガイドを参照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お

1. 

http://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting
http://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html


客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。
http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Critical temperature threshold exceeded
エラークラス：0x0002 | エラーコード：0x0027

症状
ファンの問題が原因で、クリティカル温度しきい値を超えました。
 

原因
考えられる原因：

1つまたは複数のファンが正しく固定されていない。•
ファンの構成がサーバーの稼動要件を満たしていない。•
サーバーの通気が正しく確保されていない。•
1つまたは複数の必要なファンが取り付けられていない。•
必要なファンブランクが取り付けられていない。•
POST実⾏中にエラーメッセージが表⽰される。•
1つまたは複数のファンが動作していない。•

 

アクション
ファンの構成がサーバーの稼動要件を満たしていることを確認します。

ファンが正しく固定され動作していることを確認します。
サーバーのドキュメントの⼿順および警告に従って、アクセスパネルを取り外し、
ファンにアクセスして、ファンを交換します。

a. 

正しい⼿順に従って、各ファンを取り外してから取り付けなおします。b. 
アクセスパネルを元に戻してサーバーを再起動します。c. 

1. 

ファンの構成がサーバーの稼動要件を満たしていることを確認します。2. 
通気の問題がないことを確認します。アクセスパネルを取り外したまま⻑時間サーバーを稼
動させている場合、通気が妨げられ、温度上昇によりコンポーネントが損傷する場合があり
ます。

3. 

サーバーの起動中に温度異常情報やファン障害情報を⽰すPOSTエラーメッセージが表⽰さ
れていないことを確認します。

4. 

iLOまたはオプションのIMLビューアーを使⽤してIMLを参照し、ファンに関するイベントリ
ストエラーメッセージが⽰されていないかどうかを確認します。

5. 

iLOのWebインターフェイスで、情報 > システム情報ページの順に進み、次の情報を確認し
ます。

ファンタブをクリックし、ファンのステータス、ファンの速度、および通気要件を確
認します。

a. 

温度タブをクリックしてから、温度タブで各場所の温度表⽰値を確認します。ホット
スポットが⾒つかった場合は、通気がケーブルや他の異物でふさがれていないことを
確認します。ホットスポットは絶対温度ではなく、コンポーネントの仕様に対する相
対温度です。ホットスポットは、センサー上の温度タブに⼀覧表⽰されている警告し
きい値の3°C以内の温度として定義されます。

b. 

6. 

動作していない必要なファンを交換してサーバーを再起動します。7. 
すべてのファンスロットにファンまたはブランクが取り付けられていることを確認します。
通気の要件については、サーバーのドキュメントを参照してください。

8. 



ファンの通気がケーブルや他の異物でふさがれていないことを確認します。9. 
詳しくは、HPE ProLiant Gen10サーバートラブルシューティングガイドを参照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting
http://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Critical temperature threshold exceeded 
(Temperature Sensor %1, Location %2, 
Temperature %3C %4)
エラークラス：0x0002 | エラーコード：0x0028

症状
ファンの問題が原因で、クリティカル温度しきい値を超えました（温度センサー%1、場所%2、
温度%3C %4）。
 

原因
考えられる原因：

1つまたは複数のファンが正しく固定されていない。•
ファンの構成がサーバーの稼動要件を満たしていない。•
サーバーの通気が正しく確保されていない。•
1つまたは複数の必要なファンが取り付けられていない。•
必要なファンブランクが取り付けられていない。•
POST実⾏中にエラーメッセージが表⽰される。•
1つまたは複数のファンが動作していない。•

 

アクション
ファンの構成がサーバーの稼動要件を満たしていることを確認します。

ファンが正しく固定され動作していることを確認します。
サーバーのドキュメントの⼿順および警告に従って、アクセスパネルを取り外し、
ファンにアクセスして、ファンを交換します。

a. 

正しい⼿順に従って、各ファンを取り外してから取り付けなおします。b. 
アクセスパネルを元に戻してサーバーを再起動します。c. 

1. 

ファンの構成がサーバーの稼動要件を満たしていることを確認します。2. 
通気の問題がないことを確認します。アクセスパネルを取り外したまま⻑時間サーバーを稼
動させている場合、通気が妨げられ、温度上昇によりコンポーネントが損傷する場合があり
ます。

3. 

サーバーの起動中に温度異常情報やファン障害情報を⽰すPOSTエラーメッセージが表⽰さ
れていないことを確認します。

4. 

iLOまたはオプションのIMLビューアーを使⽤してIMLを参照し、ファンに関するイベントリ
ストエラーメッセージが⽰されていないかどうかを確認します。

5. 

iLOのWebインターフェイスで、情報 > システム情報ページの順に進み、次の情報を確認し
ます。

ファンタブをクリックし、ファンのステータス、ファンの速度、および通気要件を確
認します。

a. 

温度タブをクリックしてから、温度タブで各場所の温度表⽰値を確認します。ホット
スポットが⾒つかった場合は、通気がケーブルや他の異物でふさがれていないことを
確認します。ホットスポットは絶対温度ではなく、コンポーネントの仕様に対する相

b. 

6. 



対温度です。ホットスポットは、センサー上の温度タブに⼀覧表⽰されている警告し
きい値の3°C以内の温度として定義されます。

動作していない必要なファンを交換してサーバーを再起動します。7. 
すべてのファンスロットにファンまたはブランクが取り付けられていることを確認します。
通気の要件については、サーバーのドキュメントを参照してください。

8. 

ファンの通気がケーブルや他の異物でふさがれていないことを確認します。9. 
詳しくは、HPE ProLiant Gen10サーバートラブルシューティングガイドを参照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting
http://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


External chassis overheating (Chassis %1, 
Temperature Sensor %2, Location %3, 
Temperature %4)
エラークラス：0x0002 | エラーコード：0x0029

症状
ファンの問題が原因で、外部シャーシがオーバーヒートしています（シャーシ%1、温度センサー
%2、場所%3、温度%4）。
 

原因
考えられる原因：

1つまたは複数のファンが正しく固定されていない。•
ファンの構成がサーバーの稼動要件を満たしていない。•
サーバーの通気が正しく確保されていない。•
1つまたは複数の必要なファンが取り付けられていない。•
必要なファンブランクが取り付けられていない。•
POST実⾏中にエラーメッセージが表⽰される。•
1つまたは複数のファンが動作していない。•

 

アクション
ファンの構成がサーバーの稼動要件を満たしていることを確認します。

ファンが正しく固定され動作していることを確認します。
サーバーのドキュメントの⼿順および警告に従って、アクセスパネルを取り外し、
ファンにアクセスして、ファンを交換します。

a. 

正しい⼿順に従って、各ファンを取り外してから取り付けなおします。b. 
アクセスパネルを元に戻してサーバーを再起動します。c. 

1. 

ファンの構成がサーバーの稼動要件を満たしていることを確認します。2. 
通気の問題がないことを確認します。アクセスパネルを取り外したまま⻑時間サーバーを稼
動させている場合、通気が妨げられ、温度上昇によりコンポーネントが損傷する場合があり
ます。

3. 

サーバーの起動中に温度異常情報やファン障害情報を⽰すPOSTエラーメッセージが表⽰さ
れていないことを確認します。

4. 

iLOまたはオプションのIMLビューアーを使⽤してIMLを参照し、ファンに関するイベントリ
ストエラーメッセージが⽰されていないかどうかを確認します。

5. 

iLOのWebインターフェイスで、情報 > システム情報ページの順に進み、次の情報を確認し
ます。

ファンタブをクリックし、ファンのステータス、ファンの速度、および通気要件を確
認します。

a. 

温度タブをクリックしてから、温度タブで各場所の温度表⽰値を確認します。ホット
スポットが⾒つかった場合は、通気がケーブルや他の異物でふさがれていないことを
確認します。ホットスポットは絶対温度ではなく、コンポーネントの仕様に対する相

b. 

6. 



対温度です。ホットスポットは、センサー上の温度タブに⼀覧表⽰されている警告し
きい値の3°C以内の温度として定義されます。

動作していない必要なファンを交換してサーバーを再起動します。7. 
すべてのファンスロットにファンまたはブランクが取り付けられていることを確認します。
通気の要件については、サーバーのドキュメントを参照してください。

8. 

ファンの通気がケーブルや他の異物でふさがれていないことを確認します。9. 
詳しくは、HPE ProLiant Gen10サーバートラブルシューティングガイドを参照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting
http://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


%1 Storage System Overheating (%2Slot %3, 
Temperature Sensor %4, Location %5, 
Temperature %6)
エラークラス：0x0002 | エラーコード：0x002a

症状
ファンの問題が原因で、%1ストレージシステムがオーバーヒートしています（%2スロット%3、
温度センサー%4、場所%5、温度%6）。
 

原因
考えられる原因：

1つまたは複数のファンが正しく固定されていない。•
ファンの構成がサーバーの稼動要件を満たしていない。•
サーバーの通気が正しく確保されていない。•
1つまたは複数の必要なファンが取り付けられていない。•
必要なファンブランクが取り付けられていない。•
POST実⾏中にエラーメッセージが表⽰される。•
1つまたは複数のファンが動作していない。•

 

アクション
ファンが正しく固定され動作していることを確認します。

サーバーのドキュメントの⼿順および警告に従って、アクセスパネルを取り外し、
ファンにアクセスして、ファンを交換します。

a. 

正しい⼿順に従って、各ファンを取り外してから取り付けなおします。b. 
アクセスパネルを元に戻してサーバーを再起動します。c. 

1. 

ファンの構成がサーバーの稼動要件を満たしていることを確認します。2. 
通気の問題がないことを確認します。アクセスパネルを取り外したまま⻑時間サーバーを稼
動させている場合、通気が妨げられ、温度上昇によりコンポーネントが損傷する場合があり
ます。

3. 

サーバーの起動中に温度異常情報やファン障害情報を⽰すPOSTエラーメッセージが表⽰さ
れていないことを確認します。

4. 

iLO Webインターフェイスで、電⼒ & 温度ページの順に進み、次の情報を確認します。
ファンタブをクリックし、ファンのステータス、ファンの速度、および通気要件を確
認します。

a. 

温度タブをクリックしてから、温度タブで各場所の温度表⽰値を確認します。ホット
スポットが⾒つかった場合は、通気がケーブルや他の異物でふさがれていないことを
確認します。ホットスポットは絶対温度ではなく、コンポーネントの仕様に対する相
対温度です。ホットスポットは、センサー上の温度タブに⼀覧表⽰されている警告し
きい値の3°C以内の温度として定義されます。

b. 

5. 

動作していない必要なファンを交換してサーバーを再起動します。6. 
すべてのファンスロットにファンまたはブランクが取り付けられていることを確認します。7. 



通気の要件については、サーバーのドキュメントを参照してください。
ファンの通気がケーブルや他の異物でふさがれていないことを確認します。8. 

詳しくは、HPE ProLiant Gen10サーバートラブルシューティングガイドを参照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting
http://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


%1 Overheating (Temperature Sensor %2, 
Location %3, Temperature %4, %5)
エラークラス：0x0002 | エラーコード：0x002b

症状
ファンの問題が原因で、システムがオーバーヒートしています。
 

原因
考えられる原因：

1つまたは複数のファンが正しく固定されていない。•
ファンの構成がサーバーの稼動要件を満たしていない。•
サーバーの通気が正しく確保されていない。•
1つまたは複数の必要なファンが取り付けられていない。•
必要なファンブランクが取り付けられていない。•
POST実⾏中にエラーメッセージが表⽰される。•
1つまたは複数のファンが動作していない。•

 

アクション
ファンが正しく固定され動作していることを確認します。

サーバーのドキュメントの⼿順および警告に従って、アクセスパネルを取り外し、
ファンにアクセスして、ファンを交換します。

a. 

正しい⼿順に従って、各ファンを取り外してから取り付けなおします。b. 
アクセスパネルを元に戻してサーバーを再起動します。c. 

1. 

ファンの構成がサーバーの稼動要件を満たしていることを確認します。2. 
通気の問題がないことを確認します。アクセスパネルを取り外したまま⻑時間サーバーを稼
動させている場合、通気が妨げられ、温度上昇によりコンポーネントが損傷する場合があり
ます。

3. 

サーバーの起動中に温度異常情報やファン障害情報を⽰すPOSTエラーメッセージが表⽰さ
れていないことを確認します。

4. 

iLO Webインターフェイスで、電⼒ & 温度ページの順に進み、次の情報を確認します。
ファンタブをクリックし、ファンのステータス、ファンの速度、および通気要件を確
認します。

a. 

温度タブをクリックしてから、温度タブで各場所の温度表⽰値を確認します。ホット
スポットが⾒つかった場合は、通気がケーブルや他の異物でふさがれていないことを
確認します。ホットスポットは絶対温度ではなく、コンポーネントの仕様に対する相
対温度です。ホットスポットは、センサー上の温度タブに⼀覧表⽰されている警告し
きい値の3°C以内の温度として定義されます。

b. 

5. 

動作していない必要なファンを交換してサーバーを再起動します。6. 
すべてのファンスロットにファンまたはブランクが取り付けられていることを確認します。
通気の要件については、サーバーのドキュメントを参照してください。

7. 

ファンの通気がケーブルや他の異物でふさがれていないことを確認します。8. 
詳しくは、HPE ProLiant Gen10サーバートラブルシューティングガイドを参照してください。

http://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting
http://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting


この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Temperature exceeded on PCIe disk %1
エラークラス：0x0002 | エラーコード：0x002c

症状
PCIeディスク%1の温度が上限クリティカルしきい値を超えました。
 

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
システムでハードウェアの障害を確認してください。1. 
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されま
す。お客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービス
ガイドを参照してください。

a. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

b. 

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


#ILO had detected the removal of the Intrusion 
Alert hardware.
エラークラス：0x0002 | エラーコード：0x002e

症状
#ILOが侵⼊アラートハードウェアの取り外しを検出しました。
 

原因
侵⼊アラートハードウェアが取り外されています。
 

アクション
ハードウェアの取り外しが予想されたものである場合、アクションは必要ありません。ハード
ウェアが意図的に取り外されたものではない場合、ケーブル接続を確認してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Intrusion alert detection - The server chassis 
hood is currently not installed.
エラークラス：0x0002 | エラーコード：0x002f

症状
侵⼊アラート検出 ‒ 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
サーバーシャーシのフードが取り外されています。
 

アクション
サーバーシャーシのフードがないことが意図的であり、サーバーがしっかりと固定されているこ
とを確認してください。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


%1 Storage enclosure fan failure (Fan %2, 
Location %3, Box %4, %5)
エラークラス：0x0002 | エラーコード：0x0031

症状
%1ストレージエンクロージャーのファンの障害（ファン%2、場所%3、ボックス%4、%5）
 

原因
ファンに障害が発⽣しました。
 

アクション
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

交換⽤ファンを受け取った後、サーバーのドキュメントの⼿順および警告に従って、アクセ
スパネルを取り外し、ファンにアクセスして、ファンを交換します。

3. 

アクセスパネルを元に戻してサーバーを再起動します。4. 
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Fan degraded (Fan %1, Location %2)
エラークラス：0x0002 | エラーコード：0x0033

症状
ファンの性能が劣化しました（ファン%1、場所%2）。
 

原因
考えられる原因：

1つまたは複数のファンが正しく固定されていない。•
ファンの構成がサーバーの稼動要件を満たしていない。•
サーバーの通気が正しく確保されていない。•
1つまたは複数の必要なファンが取り付けられていない。•
必要なファンブランクが取り付けられていない。•
POST実⾏中にエラーメッセージが表⽰される。•
1つまたは複数のファンが動作していない。•

 

アクション
ファンの構成がサーバーの稼動要件を満たしていることを確認します。

ファンが正しく固定され動作していることを確認します。
サーバーのドキュメントの⼿順および警告に従って、アクセスパネルを取り外し、
ファンにアクセスして、ファンを交換します。

a. 

正しい⼿順に従って、各ファンを取り外してから取り付けなおします。b. 
アクセスパネルを元に戻してサーバーを再起動します。c. 

1. 

ファンの構成がサーバーの稼動要件を満たしていることを確認します。2. 
通気の問題がないことを確認します。アクセスパネルを取り外したまま⻑時間サーバーを稼
動させている場合、通気が妨げられ、温度上昇によりコンポーネントが損傷する場合があり
ます。

3. 

サーバーの起動中に温度異常情報やファン障害情報を⽰すPOSTエラーメッセージが表⽰さ
れていないことを確認します。

4. 

iLOまたはオプションのIMLビューアーを使⽤してIMLを参照し、ファンに関するイベントリ
ストエラーメッセージが⽰されていないかどうかを確認します。

5. 

iLOのWebインターフェイスで、情報 > システム情報ページの順に進み、次の情報を確認し
ます。

ファンタブをクリックし、ファンのステータス、ファンの速度、および通気要件を確
認します。

a. 

温度タブをクリックしてから、温度タブで各場所の温度表⽰値を確認します。ホット
スポットが⾒つかった場合は、通気がケーブルや他の異物でふさがれていないことを
確認します。ホットスポットは絶対温度ではなく、コンポーネントの仕様に対する相
対温度です。ホットスポットは、センサー上の温度タブに⼀覧表⽰されている警告し
きい値の3°C以内の温度として定義されます。

b. 

6. 

動作していない必要なファンを交換してサーバーを再起動します。7. 
すべてのファンスロットにファンまたはブランクが取り付けられていることを確認します。
通気の要件については、サーバーのドキュメントを参照してください。

8. 



ファンの通気がケーブルや他の異物でふさがれていないことを確認します。9. 
詳しくは、HPE ProLiant Gen10サーバートラブルシューティングガイドを参照してください。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting
http://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Insufficient server cooling
エラークラス：0x0002 | エラーコード：0x0034

症状
サーバーの冷却が不⼗分です。
 

原因
サーバーで動作可能なファンの数や構成が、システムを冷却するには不⼗分です。
 

アクション
システム内の障害のあるファンを交換するか、取り外されたファンを元に戻してください。

ファンが正しく固定され動作していることを確認します。
サーバーのドキュメントの⼿順および警告に従って、アクセスパネルを取り外し、
ファンにアクセスして、ファンを交換します。

a. 

正しい⼿順に従って、各ファンを取り外してから取り付けなおします。b. 
アクセスパネルを元に戻してサーバーを再起動します。c. 

1. 

ファンの構成がサーバーの稼動要件を満たしていることを確認します。サーバーのドキュメ
ントを参照してください。

2. 

通気の問題がないことを確認します。アクセスパネルを取り外したまま⻑時間サーバーを稼
動させている場合、通気が妨げられ、温度上昇によりコンポーネントが損傷する場合があり
ます。追加の要件については、サーバーのドキュメントを参照してください。

3. 

サーバーの起動中に温度異常情報やファン障害情報を⽰すPOSTエラーメッセージが表⽰さ
れていないことを確認します。サーバーの温度要件については、サーバーのドキュメントを
参照してください。

4. 

HPE iLO 5またはオプションのIMLビューアーを使⽤してIMLを参照し、ファンに関するイベ
ントリストエラーメッセージが⽰されていないかどうかを確認します。

5. 

iLO 5のWebインターフェイスで、電⼒&温度 > ファンページの順に進み、次の情報を確認
します。

ファンタブをクリックし、ファンのステータスと速度を確認します。a. 
温度タブをクリックし、温度タブで各場所の温度表⽰値を確認します。ホットスポッ
トが⾒つかった場合は、通気がケーブルや他の異物でふさがれていないことを確認し
ます。ホットスポットは絶対温度ではなく、コンポーネントの仕様に対する相対温度
です。ホットスポットは、センサー上の温度タブに⼀覧表⽰されている警告しきい値
の3°C以内の温度として定義されます。

b. 

6. 

動作していない必要なファンを交換してサーバーを再起動します。ファン要件に関する仕様
については、サーバーのドキュメントを参照してください。

7. 

すべてのファンスロットにファンまたはブランクが取り付けられていることを確認します。
通気の要件については、サーバーのドキュメントを参照してください。

8. 

ファンの通気がケーブルや他の異物でふさがれていないことを確認します。9. 
HPE BladeSystem c-Classエンクロージャーのファンの問題については、OA SHOW ALLの
ファンのセクションと、FAN FRU低レベルファームウェアを確認してください。詳しく
は、Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト（
http://www.hpe.com/support/BladeSystem_Enclosure_TSG_en）で⼊⼿できるHPE 

10. 

http://www.hpe.com/support/BladeSystem_Enclosure_TSG_en


BladeSystem c-Class Enclosure Troubleshooting Guideを参照してください。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Insufficient power supply configuration
エラークラス：0x0002 | エラーコード：0x0035

症状
電源装置の構成が不⼗分です。
 

原因
システムに取り付けられている電源装置の数が、最⼩動作要件を満たしていません。
 

アクション
1つまたは複数の電源装置を取り付けて電源の要件を満たすか、F9を押してシステムユーティリ
ティを起動して要件をオーバーライドします。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Apollo Chassis Controller unresponsive
エラークラス：0x0002 | エラーコード：0x0036

症状
Apolloシャーシコントローラーが応答しません
 

原因
Apolloシャーシコントローラーの通信に失敗した。
 

アクション
Apollo 45xxおよび6000システムでは、電源管理モジュールを取り付けなおしてください。Apollo 
2000では、シャーシのAC電源を⼊れなおしてシャーシコントローラーをリセットしてくださ
い。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

交換⽤ファンを受け取った後、サーバーのドキュメントの⼿順および警告に従って、アクセ
スパネルを取り外し、ファンにアクセスして、ファンを交換します。

3. 

アクセスパネルを元に戻してサーバーを再起動します。4. 
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Uncorrectable machine check exception
エラークラス：0x0005 | エラーコード：0x0003

症状
訂正不能なマシンチェック例外（%1 %2、APIC ID 0x%3、バンク0x%4、ステータス0x%5'%6、
アドレス0x%7'%8、その他0x%9'%10）
 

原因
この種のエラーには多くのさまざまな原因が考えられます。詳細については、エラーを確認して
ください。
 

アクション
システムファームウェアを最新バージョンにアップデートします。問題が解決しない場合は、エ
ラーの詳細を確認して、推奨される処置に従ってください。
 

サポートと他のリソース
HPE Synergy製品のファームウェアアップデートについて詳しくは、HPE Synergyファームウェ
アとドライバーアップデートのためのベストプラクティス（http://www.hpe.com/info/synergy-
docs）を参照してください。
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアアップデートについて詳しくは、HPE 
ApolloおよびHPE ProLiantサーバー⽤のHPE Gen10トラブルシューティングガイド（
http://www.hpe.com/info/Gen10-troubleshooting）を参照してください。
特定のサーバーまたはオプション⽤の最新バージョンのファームウェアは、Hewlett Packard 
EnterpriseのWebサイト 
（http://www.hpe.com/support/hpesc）からダウンロードできます。

http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/Gen10-troubleshooting
http://www.hpe.com/support/hpesc


Uncorrectable UPI error was detected on 
processor %1
エラークラス：0x0006 | エラーコード：0x0003

症状
プロセッサーで訂正不能なUPIエラーが検出されました。
 

原因
プロセッサー間のリンクで訂正不能なエラーが発⽣しました。これは、プロセッサーが適切に取
り付けられていないか、システムが破損しているか、またはファームウェアエラーが原因で発⽣
している可能性があります。
 

アクション
プロセッサーを取り付けなおしてください。1. 
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。2. 

警告：表⾯が熱くなっているため、やけどをしないように、ドライブや内部システムコンポーネ
ントが⼗分に冷めてから⼿を触れてください。
注意：システムボードのピンは、⾮常に壊れやすく、簡単に損傷します。システムボードの損傷
を防⽌するために、プロセッサーまたはプロセッサーソケットの接点には触れないでください。
重要：両⽅のプロセッサーソケットに必ず装着されていなければなりません。いずれかのプロ
セッサーソケットにプロセッサーが取り付けられていないと、サーバーに電源を⼊れることがで
きません。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
プロセッサーの取り扱いについて詳しくは、製品の追加情報についてHewlett Packard Enterprise 
Information Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にあるお使い製品のメンテナンス
およびサービスガイドを参照してください。
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアアップデートについて詳しくは、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationで⼊⼿できるSmart Update Managerユーザーガイ
ドおよびSUMベストプラクティスのプランニングガイドを参照してください。
Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/jp/spp）からSPPをダウンロード
してドライブのファームウェアをアップデートし、http://www.hpe.com/info/spp/documentationに
あるService Pack for ProLiantクイックスタートガイドを参照してください。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentation
http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation


Uncorrectable PCI Express Error Detected. Slot 
%1 (Segment 0x%2, Bus 0x%3, Device 0x%4, 
Function 0x%5): Uncorrectable Error Status: 
0x%6
エラークラス：0x0008 | エラーコード：0x0002

症状
訂正不能なPCI Expressエラーが検出されました。スロット%1（セグメント0x%2、バス0x%3、
デバイス0x%4、ファンクション0x%5）: 訂正不能なエラーステータス: 0x%6。
 

原因
次の2通りの原因が考えられます。

ファームウェアが古くなっている。•
デバイスが故障している。•

 

アクション
ファームウェアを最新バージョンにアップデートします。
ファームウェアをアップグレードする⽅法は複数あります。
HPEサポートのWebサイト：

https://www.hpe.com/jp/ja/support.htmlにアクセスします。1. 
HPEサーバー、ストレージ、ネットワークをクリックします。2. 
製品名を⼊⼒して、実⾏をクリックします。3. 
ドライバー、ソフトウェア、およびファームウェアを⼊⼿するをクリックします。4. 
該当するオペレーティングシステムを選択します。5. 
該当するパッチを選択してから、ダウンロードをクリックします。6. 

Smart Update Manager（SUM）:
Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/servers/hpsum/download
）からSUMをダウンロードします。

1. 

最新のSPPがあることを確認してください（http://www.hpe.com/jp/spp/download）。2. 
SUMを開き、Smartアレイドライバーが含まれているベースラインを追加します。ファーム
ウェアアップデートの具体的な⼿順については、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationにあるSmart Update Managerユーザーガイ
ドを参照してください。

3. 

Smart Update Tool（SUT）：
注記：SUTを使⽤するには、HPE OneViewをダウンロードしてインストールしておく必要があり
ます。詳しくは、HPE OneViewのドキュメント（http://www.hpe.com/info/ovvcenter/docs）を参
照してください。

SUTはHewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/info/hpsut）からダウ
ンロードしてください。

1. 

最新のSPPがあることを確認してください（http://www.hpe.com/jp/spp/download）。2. 

https://www.hpe.com/us/en/support.html
http://www.hpe.com/servers/hpsum/download
http://www.hpe.com/servers/spp/download
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentation
http://www.hpe.com/info/ovvcenter/docs
http://www.hpe.com/info/hpsut
http://www.hpe.com/servers/spp/download


コマンドラインからSUTを実⾏して（On-Demand mode）、Smartアレイファームウェアを
アップデートします。詳しくは、HP SUTのドキュメント（http://www.hpe.com/info/sut-
docs）を参照してください。

3. 

Service Pack for ProLiant（SPP）：
SPPをHewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/jp/spp）からダウンロード
して、Smartアレイファームウェアをアップデートします。ファームウェアをアップデートする
⼿順については、SPPドキュメント（http://www.hpe.com/info/spp/documentation）を参照してく
ださい。
注記：SPPをダウンロードするには、Hewlett Packard Enterpriseとの契約およびHPEパスポート
IDが必要です。HPEパスポートIDをお持ちでない場合は、http://www.hpe.com/info/insightonlineに
アクセスしてください。
注記：SPP全体をダウンロードするにはかなりの時間がかかります。
オンラインフラッシュコンポーネント
このコンポーネントは、サポートされるオペレーティングシステム上で直接インストールでき
る、アップデートされたシステムファームウェアを提供します。さらに、SUMと組み合わせて使
⽤すると、このスマートコンポーネントによって中央の場所からリモートサーバー上のファーム
ウェアをアップデートすることができます。
このリモート展開機能により、ファームウェアのアップデートを実⾏するためにサーバーの場所
に物理的にいる必要がなくなります。
ファームウェアアップデートの具体的な⼿順については、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationにあるSmart Update Managerユーザーガイドを参
照してください。
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアアップデートについて詳しくは、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationで⼊⼿できるSmart Update Managerユーザーガイ
ドおよびSUMベストプラクティスのプランニングガイドを参照してください。
Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/jp/spp）からSPPをダウンロード
してドライブのファームウェアをアップデートし、http://www.hpe.com/info/spp/documentationに
あるService Pack for ProLiantクイックスタートガイドを参照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Information Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてくださ
い。

メンテナンス&サービスガイド•
HPEカスタマーセルフリペアビデオについて：

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

http://www.hpe.com/info/sut-docs
http://www.hpe.com/info/sut-docs
http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/insightonline
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentations
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentation
http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/support/selfrepair
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx


Uncorrectable PCI Express Error Detected. 
Embedded %1 (Segment 0x%2, Bus 0x%3, 
Device 0x%4, Function 0x%5). Uncorrectable 
Error Status: 0x%6
エラークラス：0x0008 | エラーコード：0x0003

症状
訂正不能なPCI Expressエラーが検出されました。
 

原因
次の2通りの原因が考えられます。

ファームウェアが古くなっている。•
デバイスが故障している。•

 

アクション
ファームウェアを最新バージョンにアップデートします。
ファームウェアをアップグレードする⽅法は複数あります。
HPEサポートのWebサイト：

https://www.hpe.com/jp/ja/support.htmlにアクセスします。1. 
HPEサーバー、ストレージ、ネットワークをクリックします。2. 
製品名を⼊⼒して、実⾏をクリックします。3. 
ドライバー、ソフトウェア、およびファームウェアを⼊⼿するをクリックします。4. 
該当するオペレーティングシステムを選択します。5. 
該当するパッチを選択してから、ダウンロードをクリックします。6. 

Smart Update Manager（SUM）:
Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/servers/hpsum/download
）からSUMをダウンロードします。

1. 

最新のSPPがあることを確認してください（http://www.hpe.com/jp/spp/download）。2. 
SUMを開き、Smartアレイドライバーが含まれているベースラインを追加します。ファーム
ウェアアップデートの具体的な⼿順については、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationにあるSmart Update Managerユーザーガイ
ドを参照してください。

3. 

Smart Update Tool（SUT）：
注記：SUTを使⽤するには、HPE OneViewをダウンロードしてインストールしておく必要があり
ます。詳しくは、HPE OneViewのドキュメント（http://www.hpe.com/info/ovvcenter/docs）を参
照してください。

SUTはHewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/info/hpsut）からダウ
ンロードしてください。

1. 

最新のSPPがあることを確認してください（http://www.hpe.com/jp/spp/download）。2. 
コマンドラインからSUTを実⾏して（On-Demand mode）、Smartアレイファームウェアを3. 

https://www.hpe.com/us/en/support.html
http://www.hpe.com/servers/hpsum/download
http://www.hpe.com/servers/spp/download
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentation
http://www.hpe.com/info/ovvcenter/docs
http://www.hpe.com/info/hpsut
http://www.hpe.com/servers/spp/download


アップデートします。詳しくは、HP SUTのドキュメント（http://www.hpe.com/info/sut-
docs）を参照してください。

Service Pack for ProLiant（SPP）：
SPPをHewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/jp/spp）からダウンロード
して、Smartアレイファームウェアをアップデートします。ファームウェアをアップデートする
⼿順については、SPPドキュメント（http://www.hpe.com/info/spp/documentation）を参照してく
ださい。
注記：SPPをダウンロードするには、Hewlett Packard Enterpriseとの契約およびHPEパスポート
IDが必要です。HPEパスポートIDをお持ちでない場合は、http://www.hpe.com/info/insightonlineに
アクセスしてください。
注記：SPP全体をダウンロードするにはかなりの時間がかかります。
オンラインフラッシュコンポーネント
このコンポーネントは、サポートされるオペレーティングシステム上で直接インストールでき
る、アップデートされたシステムファームウェアを提供します。さらに、SUMと組み合わせて使
⽤すると、このスマートコンポーネントによって中央の場所からリモートサーバー上のファーム
ウェアをアップデートすることができます。
このリモート展開機能により、ファームウェアのアップデートを実⾏するためにサーバーの場所
に物理的にいる必要がなくなります。
ファームウェアアップデートの具体的な⼿順については、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationにあるSmart Update Managerユーザーガイドを参
照してください。
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアアップデートについて詳しくは、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationで⼊⼿できるSmart Update Managerユーザーガイ
ドおよびSUMベストプラクティスのプランニングガイドを参照してください。
Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/jp/spp）からSPPをダウンロード
してドライブのファームウェアをアップデートし、http://www.hpe.com/info/spp/documentationに
あるService Pack for ProLiantクイックスタートガイドを参照してください。
問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成し、障害が発⽣したデバイスを交換してく
ださい。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

http://www.hpe.com/info/sut-docs
http://www.hpe.com/info/sut-docs
http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/insightonline
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentations
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentation
http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Uncorrectable PCI Express Error Detected. Slot 
%1 (Segment 0x%2, Bus 0x%3, Device 0x%4, 
Function 0x%5)
エラークラス：0x0008 | エラーコード：0x0004

症状
訂正不能なPCI Expressエラーが検出されました。スロット%1（セグメント0x%2、バス0x%3、
デバイス0x%4、ファンクション0x%5）。
 

原因
次の2通りの原因が考えられます。

ファームウェアが古くなっている。•
デバイスが故障している。•

 

アクション
ファームウェアを最新バージョンにアップデートします。1. 
問題が解決されない場合は、障害が発⽣したデバイスを交換してください。2. 

HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアアップデートについて詳しくは、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationで⼊⼿できるSmart Update Managerユーザーガイ
ドおよびSUMベストプラクティスのプランニングガイドを参照してください。
Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/jp/spp）からSPPをダウンロード
してドライブのファームウェアをアップデートし、http://www.hpe.com/info/spp/documentationに
あるService Pack for ProLiantクイックスタートガイドを参照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 

http://www.hpe.com/info/hpsum/documentation
http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/assistance


Option ROM error
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0101

症状
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
オプションROMのチェックサムが間違っています。
 

アクション
PCIeデバイス（オプションカードまたは内蔵デバイス）のオプションROM/ファームウェアを
アップデートします。
ファームウェアをアップグレードする⽅法は複数あります。
HPEサポートのWebサイト：

https://www.hpe.com/jp/ja/support.htmlにアクセスします。1. 
HPEサーバー、ストレージ、ネットワークをクリックします。2. 
製品名を⼊⼒して、実⾏をクリックします。3. 
ドライバー、ソフトウェア、およびファームウェアを⼊⼿するをクリックします。4. 
該当するオペレーティングシステムを選択します。5. 
正しいカテゴリをクリックします。6. 
最新のファームウェアを探してダウンロードし、インストールします。7. 

Smart Update Manager（SUM）:
Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/servers/hpsum/download
）からSUMをダウンロードします。

1. 

最新のSPPがあることを確認してください（http://www.hpe.com/jp/spp/download）。2. 
SUMを開き、Smartアレイドライバーが含まれているベースラインを追加します。ファーム
ウェアアップデートの具体的な⼿順については、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationにあるSmart Update Managerユーザーガイ
ドを参照してください。

3. 

Smart Update Tool（SUT）：
注記：SUTを使⽤するには、HPE OneViewをダウンロードしてインストールしておく必要があり
ます。詳しくは、HPE OneViewのドキュメント（http://www.hpe.com/info/ovvcenter/docs）を参
照してください。

SUTはHewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/info/hpsut）からダウ
ンロードしてください。

1. 

最新のSPPがあることを確認してください（http://www.hpe.com/jp/spp/download）。2. 
コマンドラインからSUTを実⾏して（On-Demand mode）、Smartアレイファームウェアを
アップデートします。詳しくは、HP SUTのドキュメント（http://www.hpe.com/info/sut-
docs）を参照してください。

3. 

Service Pack for ProLiant（SPP）：
SPPをHewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/jp/spp）からダウンロード
して、Smartアレイファームウェアをアップデートします。ファームウェアをアップデートする
⼿順については、SPPドキュメント（http://www.hpe.com/info/spp/documentation）を参照してく

https://www.hpe.com/us/en/support.html
http://www.hpe.com/servers/hpsum/download
http://www.hpe.com/servers/spp/download
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentation
http://www.hpe.com/info/ovvcenter/docs
http://www.hpe.com/info/hpsut
http://www.hpe.com/servers/spp/download
http://www.hpe.com/info/sut-docs
http://www.hpe.com/info/sut-docs
http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation


ださい。
注記：SPPをダウンロードするには、Hewlett Packard Enterpriseとの契約およびHPEパスポート
IDが必要です。HPEパスポートIDをお持ちでない場合は、http://www.hpe.com/info/insightonlineに
アクセスしてください。
注記：SPP全体をダウンロードするにはかなりの時間がかかります。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/insightonline
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


ASR timer failure
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0104

症状
システムボードに障害があります。
 

原因
システムボードに問題が存在します。
 

アクション
システムボードの取り外しは、Hewlett Packard Enterpriseの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。システムボードを交換する必要がある場合は、⼿順を進める前にHewlett 
Packard Enterpriseテクニカルサポートにお問い合わせください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Critical error occurred
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0121

症状
このリブートの前に重⼤なエラーが発⽣しました
 

原因
予期しないイベントが原因でリブートが発⽣したことをシステムが検出しました。
 

アクション
最新のシステム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。
Service Pack for ProLiant（SPP）には、サーバードライバー、システムソフトウェア、ファーム
ウェアが含まれています。SPPについて詳しくは、SPPのWebサイト（
http://www.hpe.com/jp/spp）を参照してください。それぞれのSPPには、サーバーサポートガイ
ドが付属しており、サポートされるサーバーおよびサポートされるサーバーごとに使⽤可能なコ
ンポーネントが⼀覧表⽰されています。サーバーサポートガイドおよびService Pack for ProLiant
クイックスタートガイドは、SPP Information Library（
http://www.hpe.com/info/spp/documentation）で⼊⼿できます。
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docsで⼊⼿できるSmart Update Managerユーザーガイド
およびSUMベストプラクティスのプランニングガイドを参照してください。SPPはSmart Update 
Manager（SUM）を使⽤して、ファームウェアとシステムソフトウェアコンポーネントを展開し
ます。
HPE Synergy製品のファームウェアをアップデートするには、http://www.hpe.com/info/synergy-
docsにあるHPE Synergyファームウェアアップデートの概要を参照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 

http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/assistance


DIMM initialization error
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0218

症状
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モジュールがUCエラーの許容しきい値を超えました。これは、
DIMMモジュールの不良、または1つ以上のシステムボードコンポーネントの問題が原因である可
能性があります。
 

アクション
プロセッサーを取り付けなおしてください。
警告：表⾯が熱くなっているため、やけどをしないように、ドライブや内部システムコンポーネ
ントが⼗分に冷めてから⼿を触れてください。
注意：システムボードのピンは、⾮常に壊れやすく、簡単に損傷します。システムボードの損傷
を防⽌するために、プロセッサーまたはプロセッサーソケットの接点には触れないでください。
重要：両⽅のプロセッサーソケットに必ず装着されていなければなりません。いずれかのプロ
セッサーソケットにプロセッサーが取り付けられていないと、サーバーに電源を⼊れることがで
きません。
DIMMを取り付けなおしてください。

各電源コードを電源から抜き取ります。1. 
各電源コードをサーバーから抜き取ります。2. 
DIMMを取り外します。
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。ProLiantサーバー構成でメモリモジュールを取り
扱うためのベストプラクティス（
http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c00868283）を参照し
てください。

3. 

静電気防⽌⽤の圧縮空気で、DIMMおよびDIMMスロットのクリーニングを⾏います。4. 
DIMMを再度取り付けます。5. 

詳しくは、http://www.hpe.com/info/enterprise/docsで⼊⼿できる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。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c00868283
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc


 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Power fault detected
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0224

症状
次のPOSTメッセージが表⽰されます。Power Fault Detected - 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
サーバーの電源を切ります。1. 
次のいずれかを実⾏します。2. 

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。

•

ブレードサーバーやSLシリーズサーバーの場合は、サーバーを取り外します。•
⽰されたFlexibleLOMを探し、取り付けなおします。3. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/support/selfrepair
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Power fault detected — Mezzanine X
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0225

症状
次のPOSTエラーメッセージが表⽰されます。Power fault detected — Mezzanine 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
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。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/support/selfrepair
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Power fault detected - Embedded storage 
controller
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0226

症状
次のPOSTメッセージが表⽰されます。Power fault detected - Embedded storage controller
 

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。•
ストレージコントローラーに障害が発⽣しました。•

 

アクション
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、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。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/support/selfrepair
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Power fault detected - M.2 riser
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0227

症状
次のPOSTメッセージが表⽰されます。Power fault detected - M.2 riser
 

原因
M.2ライザーが完全に装着されていません。•
M.2ライザーに障害が発⽣しています。•

 

アクション
M.2ライザーがリムーバブルボードにある場合は、探して装着しなおします。詳しくは、
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。

1. 

M.2ライザーがシステムボードに埋め込まれている場合は、HPEサポートケースを作成しま
す。

2. 

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/support/selfrepair
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


The device in PCIe Slot %1 is SRIOV capable 
but is installed in a slot that does not support 
SRIOV
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0244

症状
PCIeスロット%1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。
 

原因
PCIeスロットまたは取り付けられているCPU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
SRIOVの機能が必要な場合は、この拡張カードを、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。

すべての電源を取り外します。
各電源コードを電源から抜き取ります。a. 
各電源コードをサーバーから抜き取ります。b. 

1. 

拡張カードを取り外します。2. 
空いているスロットに拡張カードを取り付けます。3. 
電源を再接続してサーバーを再起動します。4. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Switches SW1 and SW3 are ON
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0251

症状
スイッチSW1およびSW3がONです。これが使⽤されるのは%1機能を復旧する場合のみです。
 

原因
SW1がONの位置にあると、管理プロセッサーのセキュリティが無効になります。
 

アクション
サーバーの電源を切ります。1. 
スイッチSW1およびSW3をOFFの位置に設定します。2. 

注記：SW1がON位置になっていると、%1セキュリティが無効になります。
 

サポートと他のリソース
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、Hewlett Packard Enterprise Information 
Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）で⼊⼿できるサーバーのユーザーガイドを参
照してください。
iLOセキュリティについて詳しくは、www.hpe.com/support/ilo-docsにアクセスしてください。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
www.hpe.com/support/ilo-docs


Server Platform Services Firmware requires 
update
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0261

症状
サーバープラットフォームサービスファームウェアにアップデートが必要です。
 

原因
最新バージョンのファームウェアがインストールされていない。
 

アクション
ファームウェアのアップデート
ファームウェアをアップグレードする⽅法は複数あります。
HPEサポートのWebサイト：

https://www.hpe.com/jp/ja/support.htmlにアクセスします。1. 
HPEサーバー、ストレージ、ネットワークをクリックします。2. 
製品名を⼊⼒して、実⾏をクリックします。3. 
ドライバー、ソフトウェア、およびファームウェアを⼊⼿するをクリックします。4. 
該当するオペレーティングシステムを選択します。5. 
ファームウェア - ストレージコントローラーカテゴリをクリックします。6. 
最新のファームウェアを探してダウンロードし、インストールします。7. 

Smart Update Manager（SUM）:
Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/servers/hpsum/download
）からSUMをダウンロードします。

1. 

最新のSPPがあることを確認してください（http://www.hpe.com/jp/spp/download）。2. 
SUMを開き、Smartアレイドライバーが含まれているベースラインを追加します。ファーム
ウェアアップデートの具体的な⼿順については、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationにあるSmart Update Managerユーザーガイ
ドを参照してください。

3. 

Smart Update Tool（SUT）：
注記：SUTを使⽤するには、HPE OneViewをダウンロードしてインストールしておく必要があり
ます。詳しくは、HPE OneViewのドキュメント（http://www.hpe.com/info/ovvcenter/docs）を参
照してください。

SUTはHewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/info/hpsut）からダウ
ンロードしてください。

1. 

最新のSPPがあることを確認してください（http://www.hpe.com/jp/spp/download）。2. 
コマンドラインからSUTを実⾏して（On-Demand mode）、Smartアレイファームウェアを
アップデートします。詳しくは、HP SUTのドキュメント（http://www.hpe.com/info/sut-
docs）を参照してください。

3. 

Service Pack for ProLiant（SPP）：
SPPをHewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/jp/spp）からダウンロード
して、Smartアレイファームウェアをアップデートします。ファームウェアをアップデートする

https://www.hpe.com/us/en/support.html
http://www.hpe.com/servers/hpsum/download
http://www.hpe.com/servers/spp/download
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentation
http://www.hpe.com/info/ovvcenter/docs
http://www.hpe.com/info/hpsut
http://www.hpe.com/servers/spp/download
http://www.hpe.com/info/sut-docs
http://www.hpe.com/info/sut-docs
http://www.hpe.com/servers/spp


⼿順については、SPPドキュメント（http://www.hpe.com/info/spp/documentation）を参照してく
ださい。
注記：SPPをダウンロードするには、Hewlett Packard Enterpriseとの契約およびHPEパスポート
IDが必要です。HPEパスポートIDをお持ちでない場合は、http://www.hpe.com/info/insightonlineに
アクセスしてください。
注記：SPP全体をダウンロードするにはかなりの時間がかかります。
オンラインフラッシュコンポーネント
このコンポーネントは、サポートされるオペレーティングシステム上で直接インストールでき
る、アップデートされたシステムファームウェアを提供します。さらに、SUMと組み合わせて使
⽤すると、このスマートコンポーネントによって中央の場所からリモートサーバー上のファーム
ウェアをアップデートすることができます。
このリモート展開機能により、ファームウェアのアップデートを実⾏するためにサーバーの場所
に物理的にいる必要がなくなります。
ファームウェアアップデートの具体的な⼿順については、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationにあるSmart Update Managerユーザーガイドを参
照してください。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/insightonline
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentations
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Non-Volatile Memory corruption detected
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0266

症状
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。有効な
場合、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•
仮想電源ボタンを押した•

 

アクション
ご希望の構成設定を復元します。これで問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterpriseサ
ポートケースを作成してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


UEFI Non-Volatile Variable Store corruption 
detected
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0268

症状
次のPOSTメッセージが表⽰されます。UEFI Non-Volatile Variable Store corruption detected.
 

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1. 
電源ボタンを押した2. 
仮想電源ボタンを押した3. 

 

アクション
UEFIシステムユーティリティで必要な構成設定を復元します。
詳しくは、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（Hewlett Packard 
EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/info/UEFI/docs））を参照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/uefi/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/assistance


IMPORTANT: %1 %2, DIMM %3 may not be a 
Genuine %4 DIMM.
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0272

症状
重要：%1 %2、DIMM %3は純正の %4 DIMMではない可能性があります。
 

原因
DIMMを、HPEの純正DIMMとして認証できませんでした。
 

アクション
このログエントリーを受け取ったこのシステム内のすべてのDIMMに関するサービスに連絡して
ください。
Hewlett Packard Enterpriseでは、サーバーの問題の読み取り、診断、および解決に使⽤するオン
ラインツールであるActive Health System Viewer（AHSV）にAHSログをアップロードする際にト
ラブルシューティングを⽀援するルールのセットを定義しています。

サーバーから、AHSログをダウンロードします。1. 
http://www.hpe.com/servers/ahsvでAHSVにログインしてから、必要なパスポートアカウン
トを⼊⼒します。

2. 

AHSログをAHSVにアップロードします。3. 
AHSVダッシュボードページに移動して、エラーを確認します。4. 
Fault Detection Analyticsページに移動して、他のエラー条件と修正を特定します。5. 

AHSログがアップロードされた後でもHewlett Packard Enterpriseからのサポートが必要な場合
は、AHSVを使⽤してサポートケースを作成することができます。
AHSVダッシュボードに移動し、NavigationメニューからCreate a Support Caseをクリックしま
す。
Case Creationウィンドウが表⽰されます。

連絡先情報をフォームに記⼊します。1. 
Issue sectionで、以下を⼊⼒します。

問題の説明•
ケースコメント•

2. 

Submitをクリックします。サポートケースはHewlett Packard Enterpriseサポートに送信さ
れて、⾼度な診断とトラブルシューティングが⾏われます。⼊⼒されていない情報がある場
合は、⾚い枠線のブロックが表⽰されて、ポップアップウィンドウに何を追加すべきかが⽰
されます。

3. 

Hewlett Packard Enterpriseサポートが問題を解決して、報告します。4. 
Active Health System Viewer User Guideを参照してください。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

http://www.hpe.com/servers/ahsv
http://www.hpe.com/support/ahsv-ug-en
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


DIMM failure - Uncorrectable memory error - %1 
%2 Dimm %3.
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0284

症状
DIMMの障害 - 修正不能なメモリエラー - %1 %2 DIMM %3。
 

原因
考えられる原因：

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。•
DIMMを交換する必要があります。•

 

アクション
影響を受けるDIMMごとに、以下の⼿順を実⾏してください。

次に利⽤可能なメンテナンスウィンドウで、サーバーの電源を切ります。1. 
すべての電源を取り外します。

各電源コードを電源から抜き取ります。a. 
各電源コードをサーバーから抜き取ります。b. 

2. 

DIMMを取り外します。
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。ProLiantサーバー構成でメモリモジュールを取り
扱うためのベストプラクティス（
http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c00868283）を参照し
てください。

3. 

静電気防⽌⽤の圧縮空気で、DIMMおよびDIMMスロットのクリーニングを⾏います。4. 
DIMMを再度取り付けます。5. 

この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•

http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c00868283/
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


The Standard Boot Order (IPL) has been 
detected as corrupted
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0291

症状
次のPOSTエラーメッセージが表⽰されます。IMPORTANT: The Standard Boot Order (IPL) has 
been detected as corrupted and has been restored to default values.
 

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。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


Invalid Software RAID configuration
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0292

症状
次のPOSTメッセージが表⽰されます。Invalid %1 Software RAID configuration. %2 SW RAID 
Mode is NOT supported when the Boot Mode is configured for legacy BIOS Mode.
 

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
ブートモードをUEFIモードに変更します。

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。

1. 

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。

2. 

設定を保存します。3. 
サーバーを再起動します。4. 

 

サポートと他のリソース
ブートモード設定について詳しくは、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（Hewlett Packard Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/uefi/docs））を参照してくださ
い。
ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/uefi/docs
http://www.hpe.com/assistance


The iLO Security switch is set to the ON position
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0297

症状
次のPOSTエラーメッセージが表⽰されます。IMPORTANT: The iLO Security switch is set to the 
ON position. Platform security is DISABLED
 

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
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、Hewlett Packard Enterprise Library（
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）で⼊⼿できるサーバーのユーザーガイドを参照してく
ださい。
 

サポートと他のリソース
iLOセキュリティについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information Library（
http://www.hpe.com/support/ilo-docs）にアクセスしてください。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
www.hpe.com/support/ilo-docs


%1 Configuration Error: The system has 
exceeded the installed energy pack capacity
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0311

症状
%1 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
考えられる原因：

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。•
システムROM、Smartアレイ、および管理プロセッサーのファームウェアがアップデート
されています。

•

Energy Packに障害が発⽣しています。•
 

アクション
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。

1. 

システムROM、Smartアレイ、およびiLOファームウェアをアップデートします。
Service Pack for ProLiant（SPP）には、サーバードライバー、システムソフトウェア、
ファームウェアが含まれています。SPPについて詳しくは、SPPのWebサイト
http://www.hpe.com/jp/sppを参照してください。それぞれのSPPには、サーバーサポートガ
イドが付属しており、サポートされるサーバーおよびサポートされるサーバーごとに使⽤可
能なコンポーネントが⼀覧表⽰されています。サーバーサポートガイドおよびService Pack 
for ProLiantクイックスタートガイドは、SPP Information Library（
http://www.hpe.com/info/spp/documentation）で⼊⼿できます。
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docsで⼊⼿できるSmart Update Managerユーザーガ
イドおよびSUMベストプラクティスのプランニングガイドを参照してください。SPPは
Smart Update Manager（SUM）を使⽤して、ファームウェアとシステムソフトウェアコン
ポーネントを展開します。
HPE Synergy製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/synergy-docsにあるHPE Synergyファームウェアアップデートの概
要を参照してください。

2. 

iLO GUIでEnergy Packのステータスを確認するには、iLO GUIナビゲーションツリーのシス
テム情報をクリックします。
詳しくは、iLOのユーザーガイド（http://www.hpe.com/support/ilo-docs）を参照してくださ
い。

3. 

アレイコントローラーやNVDIMMなど、取り付けられているすべてのバッテリバックアップ
式デバイスをサポートする容量を持つSmartストレージバッテリを取り付けるには、HPEサ
ポートケースを作成してください。

4. 

http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/support/ilo-docs


問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Information Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてくださ
い。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•

HPEカスタマーセルフリペアビデオについて：
カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


HPE Smart Storage Battery X failure
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0312

症状
HPE SmartストレージバッテリXの障害 ‒ バッテリ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。
 

原因
Energy Packケーブルコネクターを取り付けなおす必要がある。•
システムROMまたはiLOファームウェア、あるいはその両⽅が古くなっている。•
Energy Packに障害が発⽣している。•

 

アクション
バッテリが正しく取り付けられていることを確認します。1. 
バッテリを取り付けなおします。2. 

この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
トラブルシューティング•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Uncorrectable memory error was detected prior 
to this system boot.
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0315

症状
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。
 

アクション
DIMMを取り付けなおしてください。

各電源コードを電源から抜き取ります。a. 
各電源コードをサーバーから抜き取ります。b. 
DIMMを取り外します。
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。ProLiantサーバー構成でメモリモ
ジュールを取り扱うためのベストプラクティス（
http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c00868283）を
参照してください。

c. 

静電気防⽌⽤の圧縮空気で、DIMMおよびDIMMスロットのクリーニングを⾏います。d. 
DIMMを再度取り付けます。e. 

1. 

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。
Service Pack for ProLiant（SPP）には、サーバードライバー、システムソフトウェア、
ファームウェアが含まれています。SPPについて詳しくは、SPPのWebサイト（
http://www.hpe.com/jp/spp）を参照してください。それぞれのSPPには、サーバーサポート
ガイドが付属しており、サポートされるサーバーおよびサポートされるサーバーごとに使⽤
可能なコンポーネントが⼀覧表⽰されています。サーバーサポートガイドおよびService 
Pack for ProLiantクイックスタートガイドは、SPP Information Library（
http://www.hpe.com/info/spp/documentation）で⼊⼿できます。
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docsで⼊⼿できるSmart Update Managerユーザーガ
イドおよびSUMベストプラクティスのプランニングガイドを参照してください。SPPは
Smart Update Manager（SUM）を使⽤して、ファームウェアとシステムソフトウェアコン
ポーネントを展開します。
HPE Synergy製品のファームウェアをアップデートするには、HPE Synergyファームウェア
とドライバーアップデートのためのベストプラクティス（http://www.hpe.com/info/synergy-
docs）を参照してください。

2. 

この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されま

1. 
3. 

http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c00868283/
http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html


す。お客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービス
ガイドを参照してください。
http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Configuration Error: The installed Smart Storage 
battery does not support NVDIMMs
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0316

症状
構成エラー。取り付けられているSmartストレージバッテリはNVDIMMをサポートしていません
 

原因
サーバーの再起動中に、電源投⼊時セルフテストエラーが発⽣しました。取り付けられている
SmartストレージバッテリはNVDIMMをサポートしていません。
 

アクション
アレイコントローラーやNVDIMMなど、取り付けられているすべてのバッテリバックアップ式デ
バイスをサポートする容量を持つSmartストレージバッテリを取り付けます。
http://www.hpe.com/assistanceで⼊⼿できる、お使いのシステムのサーバーメンテナンス&サービ
スガイドを参照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/assistance
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


An unexpected shutdown was detected prior to 
this boot
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0319

症状
次のPOSTエラーメッセージが表⽰されます。An unexpected shutdown was detected prior to this 
boot.
 

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。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


Enclosure Power Event detected
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0320

症状
次のPOSTエラーメッセージが表⽰されます。IMPORTANT: Enclosure Power Event detected. 
Boot delayed until condition resolved.
 

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
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。
 

サポートと他のリソース
Hewlett Packard Enterprise Information Library（http://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting
）にあるHPE ProLiant Gen10サーバートラブルシューティングガイドに記載されている「
Onboard Administratorによるサーバーブレードのリモートトラブルシューティング」をご覧くだ
さい。
Hewlett Packard Enterprise Information Library（http://www.hpe.com/info/bladesystem/docs）に
あるHPE BladeSystem c-Class Enclosure Troubleshooting Guideをご覧ください。
ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting
http://www.hpe.com/info/bladesystem/docs
http://www.hpe.com/assistance


HP Dual microSD Device unsupported 
configuration
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0321

症状
次のPOSTエラーメッセージが表⽰されます。HP Dual microSD Device unsupported 
configuration—A microSD card is not installed in Slot X.
 

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
デバイスに付属しているmicroSDカードを取り付けます。1. 
問題が解決されない場合は、HPE Dual microSDデバイスを交換してください。2. 

この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Dual microSD Device Unsupported Configuration
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0322

症状
次のPOSTメッセージが表⽰されます。%1 Dual microSD Device Unsupported Configuration - No 
microSD cards are installed.
 

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
デバイスに付属している両⽅のmicroSDカードを取り付けるか、Dual microSDデバイスを交換し
ます。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/support/selfrepair
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


HP Dual microSD Device error
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0323

症状
次のPOSTメッセージが表⽰されます。HP Dual microSD Device error—The microSD card in Slot 
X has failed.
 

原因
microSDデバイスに障害が発⽣しています。
 

アクション
HPE Dual microSDデバイスを交換してください。1. 
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。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/support/selfrepair
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Dual microSD Device error
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0324

症状
次のPOSTメッセージが表⽰されます。Dual microSD Device error—Both microSD cards have 
failed.
 

原因
microSDデバイスに障害が発⽣しています。
 

アクション
HPEサポートケースを作成し、Dual microSDデバイスを交換してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/support/selfrepair
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Dual microSD Device error
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0325

症状
次のPOSTメッセージが表⽰されます。%1 Dual microSD Device error - microSD cards have 
conflicting metadata. Configuration required.
 

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。
 

サポートと他のリソース
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（Hewlett Packard Enterprise 
Information Library（http://www.hpe.com/info/uefi/docs））を参照してください。
ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/uefi/docs
http://www.hpe.com/assistance


Dual microSD Device error
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0326

症状
次のPOSTメッセージが表⽰されます。Dual microSD Device error - The microSD card in Slot X 
has failed. A microSD card is not installed in Slot Y.
 

原因
microSDデバイスに障害が発⽣しています。
 

アクション
HPEサポートケースを作成し、Dual microSDデバイスを交換してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/support/selfrepair
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


AMP Configuration error
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0327

症状
次のPOSTエラーメッセージが表⽰されます。AMP Configuration error—An installed processor 
does NOT support the configured AMP Mode. System will operate in Advanced ECC Mode.
 

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。
 

アクション
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。
HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Information Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてくださ
い。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•

HPEカスタマーセルフリペアビデオについて：
カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/support/selfrepair
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


iLO RESTful API error
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0333

症状
iLO RESTful APIエラー ‒ %2 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
SmartアレイRAID構成（RIS）データをアップデートまたは取得しようとしたときに、管理プロ
セッサーとのiLOチャネルインターフェイス（CHIF）通信が失敗しました。
 

アクション
iLOファームウェアをリセットします。
詳しくは、iLOのユーザーガイド（http://www.hpe.com/support/ilo-docs）を参照してくださ
い。

1. 

サーバーを再起動します。2. 
オプションです。この問題が解決しない場合は、サーバーのAC電源を取り外します。3. 
オプションです。この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されま
す。お客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービス
ガイドを参照してください。

a. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

b. 

4. 

 

サポートと他のリソース
iLOの使⽤について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Library（
http://www.hpe.com/info/ilo/docs）にあるiLOユーザーガイドを参照してください。
iLO RESTful APIについて詳しくは、https://hewlettpackard.github.io/ilo-rest-api-docs/にアクセス
してください。
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
トラブルシューティング•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/support/ilo-docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/ilo/docs
https://hewlettpackard.github.io/ilo-rest-api-docs/
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


%1 RESTful API Error: RESTful API GET 
request failed (HTTP Status Code: %2)
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0334

症状
%1 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：%2）。BIOS構成リソースが使⽤されませんでした。
 

原因
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（200-
Success、204-No Content、304-Not Modified、または401-Unauthorized以外）を返しました。
 

アクション
RBSUで⼯場デフォルト設定に復元します。

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） > 
システムデフォルトオプション > ⼯場デフォルト設定の復元を選択し、Enterキーを押しま
す。

1. 

はい、デフォルト値に復元しますを選択します。2. 
サーバーを再起動します。3. 

 

サポートと他のリソース
⼯場デフォルト設定の復元について詳しくは、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（Hewlett Packard Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/uefi/docs））を参照し
てください。
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
トラブルシューティング•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/uefi/docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


%1 RESTful API Error: RESTful API PUT 
request failed (HTTP Status Code: %2)
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0335

症状
%1 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：%2）。BIOS構成リソースが最新ではない可能性があります。
 

原因
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（200-
Success、412-Precondition Failed、または401-Unauthorized以外）を返しました。
 

アクション
RESTful APIをリセットします。1. 
問題が解決されない場合は、iLO APIをリセットします。2. 

詳しくは、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。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
トラブルシューティング•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c04423967&docLocale=ja_JP
https://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c04423967&docLocale=ja_JP
https://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c04423967&docLocale=ja_JP
https://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c04423967&docLocale=ja_JP
https://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c04423967&docLocale=ja_JP
https://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c04423967&docLocale=ja_JP
https://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c04423967&docLocale=ja_JP
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


iLO RESTful API error
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0336

症状
次のPOSTメッセージが表⽰されます。%1 RESTful API error - One or more configuration 
settings could not be applied.
 

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
詳細については、RESTful APIのSettingsResultプロパティを確認してください。
 

サポートと他のリソース
iLO RESTful APIについて詳しくは、https://hewlettpackard.github.io/ilo-rest-api-docs/にアクセス
してください。
ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://hewlettpackard.github.io/ilo-rest-api-docs/
http://www.hpe.com/assistance


iLO RESTful API error
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0337

症状
次のPOSTメッセージが表⽰されます。%1 RESTful API error - Unable to communicate with iLO 
FW due to datacenter configuration lock being enabled. BIOS configuration resources may not be 
up-to-date.
 

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
401-Unauthorized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
RBSUで⼯場デフォルト設定に復元します。

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） > 
システムデフォルトオプション > ⼯場デフォルト設定の復元を選択し、Enterキーを押しま
す。

1. 

はい、デフォルト値に復元しますを選択します。2. 
サーバーを再起動します。3. 

詳しくは、HPE ProLiant Gen10サーバートラブルシューティングガイドの「HPE UEFIシステム
ユーティリティ」を参照してください。
 

サポートと他のリソース
iLOセキュリティ設定について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information Libraryのエン
タープライズWebサイト（http://www.hpe.com/info/ilo/docs）にあるiLO 5ユーザーガイドを参照
してください。
ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/Gen10-troubleshooting
http://www.hpe.com/info/Gen10-troubleshooting
http://www.hpe.com/support/ilo-docs
http://www.hpe.com/assistance


iLO RESTful API error
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0338

症状
次のPOSTメッセージが表⽰されます。RESTful API error - Unable to communicate with iLO FW. 
BIOS configuration resources may not be up-to-date.
 

原因
iLO RESTful APIは、BIOS RESTプロバイダーを登録または更新する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
RBSUで⼯場デフォルト設定に復元します。

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） > 
システムデフォルトオプション > ⼯場デフォルト設定の復元を選択し、Enterキーを押しま
す。

1. 

はい、デフォルト値に復元しますを選択します。2. 
サーバーを再起動します。3. 

詳しくは、HPE ProLiant Gen10サーバートラブルシューティングガイドの「HPE UEFIシステム
ユーティリティ」を参照してください。
 

サポートと他のリソース
⼯場デフォルト設定の復元について詳しくは、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（Hewlett Packard Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/uefi/docs））を参照し
てください。
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
トラブルシューティング•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/Gen10-troubleshooting
http://www.hpe.com/info/Gen10-troubleshooting
http://www.hpe.com/info/uefi/docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


NVDIMM error during a data backup
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0340

症状
NVDIMMエラー - バックアップエラー -プロセッサー %1、DIMM %2（SN：%3-%4-%5-%6）。
不揮発性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
原因1
DIMMが正しく取り付けられていません。
原因2
DIMMのクリーニングが必要です。
 

アクション
影響を受けるDIMMごとに、以下の⼿順を実⾏してください。

次に利⽤可能なメンテナンスウィンドウで、サーバーの電源を切ります。1. 
すべての電源を取り外します。

各電源コードを電源から抜き取ります。a. 
各電源コードをサーバーから抜き取ります。b. 

2. 

DIMMを取り外します。
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。
Hewlett Packard Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にあるDIMM
の取り扱いガイドラインを参照してください

3. 

静電気防⽌⽤の圧縮空気で、DIMMおよびDIMMスロットのクリーニングを⾏います。4. 
DIMMを再度取り付けます。5. 

この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Data failed to load from the NVDIMM to volatile 
memory
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0341

症状
不揮発性データの復元が失敗し、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。
 

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。
 

アクション
影響を受けるDIMMごとに、以下の⼿順を実⾏してください。

次に利⽤可能なメンテナンスウィンドウで、サーバーの電源を切ります。1. 
すべての電源を取り外します。

各電源コードを電源から抜き取ります。a. 
各電源コードをサーバーから抜き取ります。b. 

2. 

DIMMを取り外します。
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。
Hewlett Packard Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にあるDIMM
の取り扱いガイドラインを参照してください

3. 

静電気防⽌⽤の圧縮空気で、DIMMおよびDIMMスロットのクリーニングを⾏います。4. 
DIMMを再度取り付けます。5. 

この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


NVDIMM is not accessible
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0342

症状
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。
 

原因
通常のDIMMと同じようにNVDIMMについての不良なDRAMエラーまたは訂正不可能なメモリエ
ラーが転送されました。NVDIMMの未訂正情報はシステムリブート後も持続します。
 

アクション
影響を受けるDIMMごとに、以下の⼿順を実⾏してください。

次に利⽤可能なメンテナンスウィンドウで、サーバーの電源を切ります。1. 
すべての電源を取り外します。

各電源コードを電源から抜き取ります。a. 
各電源コードをサーバーから抜き取ります。b. 

2. 

DIMMを取り外します。
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。
Hewlett Packard Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にあるDIMM
の取り扱いガイドラインを参照してください

3. 

静電気防⽌⽤の圧縮空気で、DIMMおよびDIMMスロットのクリーニングを⾏います。4. 
DIMMを再度取り付けます。5. 

この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


NVDIMM backup power has been lost and a 
future backup is not possible.
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0343

症状
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
システム電源が失われた場合、バックアックバッテリはNVDIMM-Nモジュールに電⼒を供給する
ために使⽤されます。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。バックアップの
バッテリ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ず、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。
 

アクション
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。データを保護するには、他のメディア
にNVDIMMの内容をバックアップしてください。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。
.

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


NVDIMM controller error
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0344

症状
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ないか、サポートされている最新
バージョンでないか、NVDIMMが不良です。
 

アクション
他のメディアにNVDIMMの内容を保存してデータを保護し、NVDIMMファームウェアをアップ
デートしてください。
Service Pack for ProLiant（SPP）には、サーバードライバー、システムソフトウェア、ファーム
ウェアが含まれています。SPPについて詳しくは、SPPのWebサイト（
http://www.hpe.com/jp/spp）を参照してください。それぞれのSPPには、サーバーサポートガイ
ドが付属しており、サポートされるサーバーおよびサポートされるサーバーごとに使⽤可能なコ
ンポーネントが⼀覧表⽰されています。サーバーサポートガイドおよびService Pack for ProLiant
クイックスタートガイドは、SPP Information Library（
http://www.hpe.com/info/spp/documentation）で⼊⼿できます。
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docsで⼊⼿できるSmart Update Managerユーザーガイド
およびSUMベストプラクティスのプランニングガイドを参照してください。SPPはSmart Update 
Manager（SUM）を使⽤して、ファームウェアとシステムソフトウェアコンポーネントを展開し
ます。
HPE Synergy製品のファームウェアをアップデートするには、HPE Synergyファームウェアとド
ライバーアップデートのためのベストプラクティス（http://www.hpe.com/info/synergy-docs）を
参照してください。
問題が解決されない場合は、サポートケースを作成し、NVDIMMを交換してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

次の場所でサポートケースを作成します。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されま
す。お客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービス
ガイドを参照してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。2. 

2. 

http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc


HPEサポートからお客様に連絡します。
交換⽤のDIMMを受け取ったら、以下の⼿順を実⾏します。
次に利⽤可能なメンテナンスウィンドウで、サーバーの電源を切り、すべての電源コードを
取り外します。

各電源コードを電源から抜き取ります。a. 
各電源コードをサーバーから抜き取ります。b. 

3. 

DIMMを取り外します。
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。
Hewlett Packard Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にあるDIMM
の取り扱いガイドラインを参照してください

4. 

静電気防⽌⽤の圧縮空気で、DIMMおよびDIMMスロットのクリーニングを⾏います。5. 
DIMMを再度取り付けます。6. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


NVDIMM erase error
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0345

症状
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。
 

原因
このエラーは、何らかの理由でNVDIMMの消去操作が失敗した場合に発⽣する可能性がありま
す。
 

アクション
他のメディアにNVDIMMの内容を保存してデータを保護し、NVDIMMファームウェアをアップ
デートしてください。
Service Pack for ProLiant（SPP）には、サーバードライバー、システムソフトウェア、ファーム
ウェアが含まれています。SPPについて詳しくは、SPPのWebサイト（
http://www.hpe.com/jp/spp）を参照してください。それぞれのSPPには、サーバーサポートガイ
ドが付属しており、サポートされるサーバーおよびサポートされるサーバーごとに使⽤可能なコ
ンポーネントが⼀覧表⽰されています。サーバーサポートガイドおよびService Pack for ProLiant
クイックスタートガイドは、SPP Information Library（
http://www.hpe.com/info/spp/documentation）で⼊⼿できます。
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docsで⼊⼿できるSmart Update Managerユーザーガイド
およびSUMベストプラクティスのプランニングガイドを参照してください。SPPはSmart Update 
Manager（SUM）を使⽤して、ファームウェアとシステムソフトウェアコンポーネントを展開し
ます。
HPE Synergy製品のファームウェアをアップデートするには、HPE Synergyファームウェアとド
ライバーアップデートのためのベストプラクティス（http://www.hpe.com/info/synergy-docs）を
参照してください。
問題が解決されない場合は、サポートケースを作成し、NVDIMMを交換してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

次の場所でサポートケースを作成します。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されま
す。お客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービス
ガイドを参照してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

2. 

http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc


交換⽤のDIMMを受け取ったら、以下の⼿順を実⾏します。
次に利⽤可能なメンテナンスウィンドウで、サーバーの電源を切り、すべての電源コードを
取り外します。

各電源コードを電源から抜き取ります。a. 
各電源コードをサーバーから抜き取ります。b. 

3. 

DIMMを取り外します。
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。
Hewlett Packard Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にあるDIMM
の取り扱いガイドラインを参照してください

4. 

静電気防⽌⽤の圧縮空気で、DIMMおよびDIMMスロットのクリーニングを⾏います。5. 
DIMMを再度取り付けます。6. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


NVDIMM arming error
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0346

症状
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。
 

原因
NVDIMMハードウェアに障害がある可能性があります。
 

アクション
他のメディアにNVDIMMの内容を保存してデータを保護し、NVDIMMファームウェアをアップ
デートしてください。
Service Pack for ProLiant（SPP）には、サーバードライバー、システムソフトウェア、ファーム
ウェアが含まれています。SPPについて詳しくは、SPPのWebサイト（
http://www.hpe.com/jp/spp）を参照してください。それぞれのSPPには、サーバーサポートガイ
ドが付属しており、サポートされるサーバーおよびサポートされるサーバーごとに使⽤可能なコ
ンポーネントが⼀覧表⽰されています。サーバーサポートガイドおよびService Pack for ProLiant
クイックスタートガイドは、SPP Information Library（
http://www.hpe.com/info/spp/documentation）で⼊⼿できます。
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docsで⼊⼿できるSmart Update Managerユーザーガイド
およびSUMベストプラクティスのプランニングガイドを参照してください。SPPはSmart Update 
Manager（SUM）を使⽤して、ファームウェアとシステムソフトウェアコンポーネントを展開し
ます。
HPE Synergy製品のファームウェアをアップデートするには、HPE Synergyファームウェアとド
ライバーアップデートのためのベストプラクティス（http://www.hpe.com/info/synergy-docs）を
参照してください。
問題が解決されない場合は、サポートケースを作成し、NVDIMMを交換してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

次の場所でサポートケースを作成します。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されま
す。お客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービス
ガイドを参照してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

2. 

交換⽤のDIMMを受け取ったら、以下の⼿順を実⾏します。
次に利⽤可能なメンテナンスウィンドウで、サーバーの電源を切り、すべての電源コードを

3. 

http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc


取り外します。
各電源コードを電源から抜き取ります。a. 
各電源コードをサーバーから抜き取ります。b. 

DIMMを取り外します。
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。
Hewlett Packard Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にあるDIMM
の取り扱いガイドラインを参照してください

4. 

静電気防⽌⽤の圧縮空気で、DIMMおよびDIMMスロットのクリーニングを⾏います。5. 
DIMMを再度取り付けます。6. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


IMPORTANT: Possible password corruption
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0353

症状
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
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。1. 
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、Hewlett Packard Enterpriseの
Webサイト（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）で⼊⼿できるサーバーのユーザーガ
イドを参照してください。

2. 

 

サポートと他のリソース
Hewlett Packard Enterprise Information Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）で⼊⼿
できるサーバーのユーザーガイドを参照してください。
ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Unsupported NVDIMM-N configuration detected 
- Processor %1 DIMM %2
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0354

症状
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%1 DIMM %2。取り付け
られたNVDIMM-Nがサポートされていません。
 

原因
サポートされていないNVDIMMがシステムに取り付けられている。
 

アクション
識別されたNVDIMM-Nを取り外します。サポートされている構成の詳細については、ユーザーガ
イドを参照してください。
DIMMの取り付けについては、HPE ProLiantおよびSynergy Gen10サーバー搭載のHPE DDR4メ
モリの取り付けルール（http://www.hpe.com/docs/memory-population-rules）を参照してください
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。ProLiantサーバー構成でメモリモジュールを取り扱うための
ベストプラクティス（http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-
c00868283）を参照してください。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/docs/memory-population-rules/
http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c00868283/
http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c00868283/
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


NVDIMM sanitization error
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0356

症状
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ハードウェアが完全に機能しなくなりました。
 

アクション
サニタイズプロセスを再試⾏してください。

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
ステムオプション > メモリ操作 > NVDIMMメモリオプションを選択します。

1. 

次回の再起動時のポリシーにNVDIMM-Nサニタイズ/消去を選択します。
以下の警告が表⽰されます。
重要：NVDIMM-Nのサニタイズ/消去することは、NVDIMM内に保存されたすべてのユー
ザーデータの損失を招くことになります。NVDIMMのサニタイズ/消去を⾏う前に、
NVDIMM内のすべてのユーザーデータのバックアップを⼿動で⾏うことを、強く推奨しま
す。

2. 

任意のキーを押して、継続します。3. 
次のいずれかのメニュー項⽬を選択します。

サニタイズ/消去およびオペレーティングシステムの起動•
サニタイズ/消去およびシステムの電源オフ•
サニタイズ/消去およびシステムユーティリティの起動•

4. 

サニタイズ/消去するNVDIMM-Nによって、以下のメニュー項⽬のいずれかを選択します。
システム内のすべてのNVDIMM-Nのサニタイズ/消去—主要なシステムの再構成にこの
オプションを使⽤します。

•

プロセッサー1上のすべてのNVDIMM-Nのサニタイズ/消去—NVDIMM-Nメモリイン
ターリーブを有効にしている場合など、プロセッサー上のすべてのNVDIMM-Nを⼀緒
にサニタイズする必要がある場合に、このオプションを使⽤します。

•

プロセッサー1 DIMM Xのサニタイズ/消去—このオプションは、NVDIMM-Nメモリイ
ンターリーブが無効な場合にのみ利⽤できます。このオプションは、個々にNVDIMM-
Nを追加する場合、またはエラーの発⽣後に再度NVDIMM-Nを使⽤する場合に使⽤し
ます。

•

プロセッサー2上のすべてのNVDIMM-Nのサニタイズ/消去—NVDIMM-Nメモリイン
ターリーブを有効にしている場合など、プロセッサー上のすべてのNVDIMM-Nを⼀緒
にサニタイズする必要がある場合に、このオプションを使⽤します。

•

プロセッサー2 DIMM Xのサニタイズ/消去—このオプションは、NVDIMM-Nメモリイ
ンターリーブが無効な場合にのみ利⽤できます。このオプションは、個々にNVDIMM-
Nを追加する場合、またはエラーの発⽣後に再度NVDIMM-Nを使⽤する場合に使⽤し
ます。

•

5. 



有効な場合、選択されたNVDIMM内のすべてのユーザーデータが、次の再起動時に消去され
ます。サニタイズNVDIMM-Nスコープの選択は、サニタイズポリシーが選択された後にの
み使⽤できます。
F10キーを押して、変更を保存します。6. 
サーバーを再起動します。
サーバーは、サニタイズプロセスの⼀環として複数回を再起動します。サニタイズしている
NVDIMM-Nを⽰すために、POSTメッセージも表⽰されます。

7. 

問題が解決されない場合は、NVDIMMを交換してください。
すべての電源を取り外します。

各電源コードを電源から抜き取ります。a. 
各電源コードをサーバーから抜き取ります。b. 

1. 

DIMMを取り外します。
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。Hewlett Packard Enterprise Library（
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にあるDIMMの取り扱いガイドラインを参照して
ください

2. 

新しいDIMMを取り付けます。3. 
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Unsupported NVDIMM detected
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0357

症状
サポートされていないNVDIMMが検出されると、それらは通常のDIMMとして使⽤され、永続性
のあるNVDIMMとしては使⽤されません。
 

原因
HPE SmartメモリNVDIMMモジュールとして検出されないNVDIMMを使⽤しています。
 

アクション
永続性のために %1 NVDIMMを使⽤します。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


The System Programmable Logic Device 
revision does not meet minimum requirements
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0360

症状
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。
 

原因
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NVDIMM機能をサポートしていませ
ん。
 

アクション
System Programmable Logic Deviceファームウェアをアップデートします。
ファームウェアをアップグレードする⽅法は複数あります。
HPEサポートのWebサイト：

https://www.hpe.com/jp/ja/support.htmlにアクセスします。1. 
HPEサーバー、ストレージ、ネットワークをクリックします。2. 
製品名を⼊⼒して、実⾏をクリックします。3. 
ドライバー、ソフトウェア、およびファームウェアを⼊⼿するをクリックします。4. 
該当するオペレーティングシステムを選択します。5. 
ファームウェア - ストレージコントローラーカテゴリをクリックします。6. 
最新のファームウェアを探してダウンロードし、インストールします。7. 

Smart Update Manager（SUM）:
Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/servers/hpsum/download
）からSUMをダウンロードします。

1. 

最新のSPPがあることを確認してください（http://www.hpe.com/jp/spp/download）。2. 
SUMを開き、Smartアレイドライバーが含まれているベースラインを追加します。ファーム
ウェアアップデートの具体的な⼿順については、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationにあるSmart Update Managerユーザーガイ
ドを参照してください。

3. 

Smart Update Tool（SUT）：
注記：SUTを使⽤するには、HPE OneViewをダウンロードしてインストールしておく必要があり
ます。詳しくは、HPE OneViewのドキュメント（http://www.hpe.com/info/ovvcenter/docs）を参
照してください。

SUTはHewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/info/hpsut）からダウ
ンロードしてください。

1. 

最新のSPPがあることを確認してください（http://www.hpe.com/jp/spp/download）。2. 
コマンドラインからSUTを実⾏して（On-Demand mode）、Smartアレイファームウェアを
アップデートします。詳しくは、HP SUTのドキュメント（http://www.hpe.com/info/sut-
docs）を参照してください。

3. 

Service Pack for ProLiant（SPP）：

https://www.hpe.com/us/en/support.html
http://www.hpe.com/servers/hpsum/download
http://www.hpe.com/servers/spp/download
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentation
http://www.hpe.com/info/ovvcenter/docs
http://www.hpe.com/info/hpsut
http://www.hpe.com/servers/spp/download
http://www.hpe.com/info/sut-docs
http://www.hpe.com/info/sut-docs


SPPをHewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/jp/spp）からダウンロード
して、Smartアレイファームウェアをアップデートします。ファームウェアをアップデートする
⼿順については、SPPドキュメント（http://www.hpe.com/info/spp/documentation）を参照してく
ださい。
注記：SPPをダウンロードするには、Hewlett Packard Enterpriseとの契約およびHPEパスポート
IDが必要です。HPEパスポートIDをお持ちでない場合は、http://www.hpe.com/info/insightonlineに
アクセスしてください。
注記：SPP全体をダウンロードするにはかなりの時間がかかります。
オンラインフラッシュコンポーネント
このコンポーネントは、サポートされるオペレーティングシステム上で直接インストールでき
る、アップデートされたシステムファームウェアを提供します。さらに、SUMと組み合わせて使
⽤すると、このスマートコンポーネントによって中央の場所からリモートサーバー上のファーム
ウェアをアップデートすることができます。
このリモート展開機能により、ファームウェアのアップデートを実⾏するためにサーバーの場所
に物理的にいる必要がなくなります。
ファームウェアアップデートの具体的な⼿順については、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationにあるSmart Update Managerユーザーガイドを参
照してください。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/insightonline
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentations
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Processor running average power limit (RAPL) 
wattage value configured to an invalid value
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0361

症状
プロセッサーRAPL（Running Average Power Limit）のワット数が無効な値に構成されていま
す。
 

原因
RAPLワット数の値が、プロセッサーによって許容されているサポート範囲内にありません。
 

アクション
プロセッサーによって許容されているサポート範囲内でプロセッサーRAPLのワット数を構成し
ます。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
UEFIシステムユーティリティガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


DRAM running average power limit (RAPL) 
wattage value configured to an invalid value
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0362

症状
DRAM RAPL（Running Average Power Limit）のワット数が無効な値に構成されています。
 

原因
DRAM RAPLワット数の値が、プロセッサーによって許容されているサポート範囲内にありませ
ん。
 

アクション
プロセッサーによって許容されているサポート範囲内でプロセッサーDRAM RAPLのワット数を
構成します。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
UEFIシステムユーティリティユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


IMPORTANT: New NVDIMM(s) detected on 
Processor %1. All NVDIMMs on Processor %2 
have been disabled.
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0363

症状
重要：プロセッサー %1 に新しいNVDIMMが検出されました。プロセッサー %2 のNVDIMMはす
べて無効です。
 

原因
識別されたプロセッサーに1つ以上の新しいNVDIMMが取り付けられています。既存の機能して
いるインターリーブセットに新しいNVDIMMを追加することは、セット全体の機能を損ないま
す。
 

アクション
次のいずれかを実⾏します。

既存のインターリーブセットを引き続き使⽤するために、新たに取り付けられたNVDIMMを
取り外します。

•

プロセッサー上に存在するすべてのNVDIMMを使⽤して、新しいインターリーブセットを形
成する必要があります。識別された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。

•

DIMMのサニタイズ
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
ステムオプション > メモリ操作 > NVDIMMメモリオプションを選択します。

1. 

次回の再起動時のポリシーにNVDIMM-Nサニタイズ/消去を選択します。
以下の警告が表⽰されます。
重要：NVDIMM-Nのサニタイズ/消去することは、NVDIMM内に保存されたすべてのユー
ザーデータの損失を招くことになります。NVDIMMのサニタイズ/消去を⾏う前に、
NVDIMM内のすべてのユーザーデータのバックアップを⼿動で⾏うことを、強く推奨しま
す。

2. 

任意のキーを押して、継続します。3. 
次のいずれかのメニュー項⽬を選択します。

サニタイズ/消去およびオペレーティングシステムの起動•
サニタイズ/消去およびシステムの電源オフ•
サニタイズ/消去およびシステムユーティリティの起動•

4. 

サニタイズ/消去するNVDIMM-Nによって、以下のメニュー項⽬のいずれかを選択します。
システム内のすべてのNVDIMM-Nのサニタイズ/消去—主要なシステムの再構成にこの
オプションを使⽤します。

•

プロセッサー1上のすべてのNVDIMM-Nのサニタイズ/消去—NVDIMM-Nメモリイン
ターリーブを有効にしている場合など、プロセッサー上のすべてのNVDIMM-Nを⼀緒
にサニタイズする必要がある場合に、このオプションを使⽤します。

•

5. 



プロセッサー1 DIMM Xのサニタイズ/消去—このオプションは、NVDIMM-Nメモリイ
ンターリーブが無効な場合にのみ利⽤できます。このオプションは、個々にNVDIMM-
Nを追加する場合、またはエラーの発⽣後に再度NVDIMM-Nを使⽤する場合に使⽤し
ます。

•

プロセッサー2上のすべてのNVDIMM-Nのサニタイズ/消去—NVDIMM-Nメモリイン
ターリーブを有効にしている場合など、プロセッサー上のすべてのNVDIMM-Nを⼀緒
にサニタイズする必要がある場合に、このオプションを使⽤します。

•

プロセッサー2 DIMM Xのサニタイズ/消去—このオプションは、NVDIMM-Nメモリイ
ンターリーブが無効な場合にのみ利⽤できます。このオプションは、個々にNVDIMM-
Nを追加する場合、またはエラーの発⽣後に再度NVDIMM-Nを使⽤する場合に使⽤し
ます。

•

有効な場合、選択されたNVDIMM内のすべてのユーザーデータが、次の再起動時に消去され
ます。サニタイズNVDIMM-Nスコープの選択は、サニタイズポリシーが選択された後にの
み使⽤できます。
F10キーを押して、変更を保存します。6. 
サーバーを再起動します。
サーバーは、サニタイズプロセスの⼀環として複数回を再起動します。サニタイズしている
NVDIMM-Nを⽰すために、POSTメッセージも表⽰されます。

7. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


NVDIMM controller error
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0364

症状
コントローラー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ハードウェアに障害がある可能性があります。
 

アクション
NVDIMMファームウェアをアップデートします。
Service Pack for ProLiant（SPP）には、サーバードライバー、システムソフトウェア、ファーム
ウェアが含まれています。SPPについて詳しくは、SPPのWebサイト（
http://www.hpe.com/jp/spp）を参照してください。それぞれのSPPには、サーバーサポートガイ
ドが付属しており、サポートされるサーバーおよびサポートされるサーバーごとに使⽤可能なコ
ンポーネントが⼀覧表⽰されています。サーバーサポートガイドおよびService Pack for ProLiant
クイックスタートガイドは、SPP Information Library（
http://www.hpe.com/info/spp/documentation）で⼊⼿できます。
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docsで⼊⼿できるSmart Update Managerユーザーガイド
およびSUMベストプラクティスのプランニングガイドを参照してください。SPPはSmart Update 
Manager（SUM）を使⽤して、ファームウェアとシステムソフトウェアコンポーネントを展開し
ます。
HPE Synergy製品のファームウェアをアップデートするには、HPE Synergyファームウェアとド
ライバーアップデートのためのベストプラクティス（http://www.hpe.com/info/synergy-docs）を
参照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


New NVDIMM detected
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0371

症状
新しいNVDIMMが検出されたが、無効になっている。
 

原因
識別されたNVDIMMは新しいNVDIMMであり、使⽤前にサニタイズする必要があります。
 

アクション
NVDIMMをサニタイズしてNVDIMMを有効にします。

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) > シ
ステムオプション > メモリ操作 > NVDIMMメモリオプションを選択します。

1. 

次回の再起動時のポリシーにNVDIMM-Nサニタイズ/消去を選択します。
以下の警告が表⽰されます。
重要：NVDIMM-Nのサニタイズ/消去することは、NVDIMM-N内に保存されたすべてのユー
ザーデータの損失を招くことになります。Hewlett Packard Enterpriseでは、NVDIMMのサ
ニタイズ/消去を⾏う前に、NVDIMM-N内のすべてのユーザーデータのバックアップを⼿動
で⾏うことを、推奨します。

2. 

任意のキーを押して、継続します。3. 
次のいずれかのメニュー項⽬を選択します。

サニタイズ/消去およびオペレーティングシステムの起動•
サニタイズ/消去およびシステムの電源オフ•
サニタイズ/消去およびシステムユーティリティの起動•

4. 

サニタイズ/消去するNVDIMM-Nによって、以下のメニュー項⽬のいずれかを選択します。
システム内のすべてのNVDIMM-Nのサニタイズ/消去—主要なシステムの再構成にこの
オプションを使⽤します。

•

プロセッサー1上のすべてのNVDIMM-Nのサニタイズ/消去—NVDIMM-Nメモリイン
ターリーブを有効にしている場合など、プロセッサー上のすべてのNVDIMM-Nを⼀緒
にサニタイズする必要がある場合に、このオプションを使⽤します。

•

プロセッサー1 DIMM Xのサニタイズ/消去—このオプションは、NVDIMM-Nメモリイ
ンターリーブが無効な場合にのみ利⽤できます。このオプションは、個々にNVDIMM-
Nを追加する場合、またはエラーの発⽣後に再度NVDIMM-Nを使⽤する場合に使⽤し
ます。

•

プロセッサー2上のすべてのNVDIMM-Nのサニタイズ/消去—NVDIMM-Nメモリイン
ターリーブを有効にしている場合など、プロセッサー上のすべてのNVDIMM-Nを⼀緒
にサニタイズする必要がある場合に、このオプションを使⽤します。

•

プロセッサー2 DIMM Xのサニタイズ/消去—このオプションは、NVDIMM-Nメモリイ
ンターリーブが無効な場合にのみ利⽤できます。このオプションは、個々にNVDIMM-
Nを追加する場合、またはエラーの発⽣後に再度NVDIMM-Nを使⽤する場合に使⽤し
ます。

•

有効な場合、選択されたNVDIMM内のすべてのユーザーデータが、次の再起動時に消去され
ます。サニタイズNVDIMM-Nスコープの選択は、サニタイズポリシーが選択された後にの

5. 



み使⽤できます。
F10キーを押して、変更を保存します。6. 
サーバーを再起動します。
サーバーは、サニタイズプロセスの⼀環として複数回を再起動します。サニタイズしている
NVDIMM-Nを⽰すために、POSTメッセージも表⽰されます。

7. 

問題が解決されない場合は、NVDIMMを交換してください。
すべての電源を取り外します。

各電源コードを電源から抜き取ります。a. 
各電源コードをサーバーから抜き取ります。b. 

1. 

DIMMを取り外します。
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。Hewlett Packard Enterprise Library（
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にあるDIMMの取り扱いガイドラインを参照して
ください

2. 

新しいDIMMを取り付けます。3. 
問題が解決しない場合、Hewlett Packard Enterpriseでは、サーバーの問題の読み取り、診断、お
よび解決に使⽤するオンラインツールであるActive Health System Viewer（AHSV）にAHSログを
アップロードする際にトラブルシューティングを⽀援するルールのセットを定義しています。

サーバーから、AHSログをダウンロードします。1. 
http://www.hpe.com/servers/ahsvでAHSVにログインしてから、必要なパスポートアカウン
トを⼊⼒します。

2. 

AHSログをAHSVにアップロードします。3. 
AHSVダッシュボードページに移動して、エラーを確認します。4. 
Fault Detection Analyticsページに移動して、他のエラー条件と修正を特定します。5. 

AHSログがアップロードされた後でもHewlett Packard Enterpriseからのサポートが必要な場合
は、AHSVを使⽤してサポートケースを作成することができます。
AHSVダッシュボードに移動し、NavigationメニューからCreate a Support Caseをクリックしま
す。
Case Creationウィンドウが表⽰されます。

連絡先情報をフォームに記⼊します。1. 
Issue sectionで、以下を⼊⼒します。

問題の説明•
ケースコメント•

2. 

Submitをクリックします。サポートケースはHewlett Packard Enterpriseサポートに送信さ
れて、⾼度な診断とトラブルシューティングが⾏われます。⼊⼒されていない情報がある場
合は、⾚い枠線のブロックが表⽰されて、ポップアップウィンドウに何を追加すべきかが⽰
されます。

3. 

Hewlett Packard Enterpriseサポートが問題を解決して、報告します。4. 
Active Health System Viewer User Guideを参照してください。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/servers/ahsv
http://www.hpe.com/support/ahsv-ug-en
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


リリースノート•
Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


New NVDIMM detected
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0372

症状
新しいNVDIMMが検出されたが、無効になっている。
 

原因
識別されたNVDIMMは新しいNVDIMMであり、使⽤前にサニタイズする必要があります。
 

アクション
NVDIMMをサニタイズしてNVDIMMを有効にします。

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) > シ
ステムオプション > メモリ操作 > NVDIMMメモリオプションを選択します。

1. 

次回の再起動時のポリシーにNVDIMM-Nサニタイズ/消去を選択します。
以下の警告が表⽰されます。
重要：NVDIMM-Nのサニタイズ/消去することは、NVDIMM-N内に保存されたすべてのユー
ザーデータの損失を招くことになります。Hewlett Packard Enterpriseでは、NVDIMMのサ
ニタイズ/消去を⾏う前に、NVDIMM-N内のすべてのユーザーデータのバックアップを⼿動
で⾏うことを、推奨します。

2. 

任意のキーを押して、継続します。3. 
次のいずれかのメニュー項⽬を選択します。

サニタイズ/消去およびオペレーティングシステムの起動•
サニタイズ/消去およびシステムの電源オフ•
サニタイズ/消去およびシステムユーティリティの起動•

4. 

サニタイズ/消去するNVDIMM-Nによって、以下のメニュー項⽬のいずれかを選択します。
システム内のすべてのNVDIMM-Nのサニタイズ/消去 - 主要なシステムの再構成にこの
オプションを使⽤します。

•

プロセッサー1上のすべてのNVDIMM-Nのサニタイズ/消去 - NVDIMM-Nメモリイン
ターリーブを有効にしている場合など、プロセッサー上のすべてのNVDIMM-Nを⼀緒
にサニタイズする必要がある場合に、このオプションを使⽤します。

•

プロセッサー1 DIMM Xのサニタイズ/消去 - このオプションは、NVDIMM-Nメモリイ
ンターリーブが無効な場合にのみ利⽤できます。このオプションは、個々にNVDIMM-
Nを追加する場合、またはエラーの発⽣後に再度NVDIMM-Nを使⽤する場合に使⽤し
ます。

•

プロセッサー2上のすべてのNVDIMM-Nのサニタイズ/消去 - NVDIMM-Nメモリイン
ターリーブを有効にしている場合など、プロセッサー上のすべてのNVDIMM-Nを⼀緒
にサニタイズする必要がある場合に、このオプションを使⽤します。

•

プロセッサー2 DIMM Xのサニタイズ/消去 - このオプションは、NVDIMM-Nメモリイ
ンターリーブが無効な場合にのみ利⽤できます。このオプションは、個々にNVDIMM-
Nを追加する場合、またはエラーの発⽣後に再度NVDIMM-Nを使⽤する場合に使⽤し
ます。

•

有効な場合、選択されたNVDIMM内のすべてのユーザーデータが、次の再起動時に消去され
ます。サニタイズNVDIMM-Nスコープの選択は、サニタイズポリシーが選択された後にの

5. 



み使⽤できます。
F10キーを押して、変更を保存します。6. 
サーバーを再起動します。
サーバーは、サニタイズプロセスの⼀環として複数回を再起動します。サニタイズしている
NVDIMM-Nを⽰すために、POSTメッセージも表⽰されます。

7. 

問題が解決されない場合は、NVDIMMを交換してください。
すべての電源を取り外します。

各電源コードを電源から抜き取ります。a. 
各電源コードをサーバーから抜き取ります。b. 

1. 

DIMMを取り外します。
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。Hewlett Packard Enterprise Library（
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にあるDIMMの取り扱いガイドラインを参照して
ください

2. 

新しいDIMMを取り付けます。3. 
問題が解決しない場合、Hewlett Packard Enterpriseでは、サーバーの問題の読み取り、診断、お
よび解決に使⽤するオンラインツールであるActive Health System Viewer（AHSV）にAHSログを
アップロードする際にトラブルシューティングを⽀援するルールのセットを定義しています。

サーバーから、AHSログをダウンロードします。1. 
http://www.hpe.com/servers/ahsvでAHSVにログインしてから、必要なパスポートアカウン
トを⼊⼒します。

2. 

AHSログをAHSVにアップロードします。3. 
AHSVダッシュボードページに移動して、エラーを確認します。4. 
Fault Detection Analyticsページに移動して、他のエラー条件と修正を特定します。5. 

AHSログがアップロードされた後でもHewlett Packard Enterpriseからのサポートが必要な場合
は、AHSVを使⽤してサポートケースを作成することができます。
AHSVダッシュボードに移動し、NavigationメニューからCreate a Support Caseをクリックしま
す。
Case Creationウィンドウが表⽰されます。

連絡先情報をフォームに記⼊します。1. 
Issue sectionで、以下を⼊⼒します。

問題の説明•
ケースコメント•

2. 

Submitをクリックします。サポートケースはHewlett Packard Enterpriseサポートに送信さ
れて、⾼度な診断とトラブルシューティングが⾏われます。⼊⼒されていない情報がある場
合は、⾚い枠線のブロックが表⽰されて、ポップアップウィンドウに何を追加すべきかが⽰
されます。

3. 

Hewlett Packard Enterpriseサポートが問題を解決して、報告します。4. 
Active Health System Viewer User Guideを参照してください。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/servers/ahsv
http://www.hpe.com/support/ahsv-ug-en
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


リリースノート•
Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


IMPORTANT: NVDIMMs have been removed 
from Processor %1. All NVDIMMs on Processor 
%2 have been disabled
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0373

症状
重要：NVDIMMがプロセッサー %1 から取り外されています。プロセッサー %2 のNVDIMMはす
べて無効です。
 

原因
識別されたプロセッサーから1つ以上のNVDIMMが取り外されました。取り外されたNVDIMM
は、既存のインターリーブNVDIMMセットの⼀部でした。既存の機能しているインターリーブ
セットからいずれかのNVDIMMを取り外すことは、セット全体の機能を損ないます。
 

アクション
NVDIMMをサニタイズしてNVDIMMを有効にします。

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) > シ
ステムオプション > メモリ操作 > NVDIMMメモリオプションを選択します。

1. 

次回の再起動時のポリシーにNVDIMM-Nサニタイズ/消去を選択します。
以下の警告が表⽰されます。
重要：NVDIMM-Nのサニタイズ/消去することは、NVDIMM-N内に保存されたすべてのユー
ザーデータの損失を招くことになります。Hewlett Packard Enterpriseでは、NVDIMMのサ
ニタイズ/消去を⾏う前に、NVDIMM-N内のすべてのユーザーデータのバックアップを⼿動
で⾏うことを、推奨します。

2. 

任意のキーを押して、継続します。3. 
次のいずれかのメニュー項⽬を選択します。

サニタイズ/消去およびオペレーティングシステムの起動•
サニタイズ/消去およびシステムの電源オフ•
サニタイズ/消去およびシステムユーティリティの起動•

4. 

サニタイズ/消去するNVDIMM-Nによって、以下のメニュー項⽬のいずれかを選択します。
システム内のすべてのNVDIMM-Nのサニタイズ/消去—主要なシステムの再構成にこの
オプションを使⽤します。

•

プロセッサー1上のすべてのNVDIMM-Nのサニタイズ/消去—NVDIMM-Nメモリイン
ターリーブを有効にしている場合など、プロセッサー上のすべてのNVDIMM-Nを⼀緒
にサニタイズする必要がある場合に、このオプションを使⽤します。

•

プロセッサー1 DIMM Xのサニタイズ/消去—このオプションは、NVDIMM-Nメモリイ
ンターリーブが無効な場合にのみ利⽤できます。このオプションは、個々にNVDIMM-
Nを追加する場合、またはエラーの発⽣後に再度NVDIMM-Nを使⽤する場合に使⽤し
ます。

•

プロセッサー2上のすべてのNVDIMM-Nのサニタイズ/消去—NVDIMM-Nメモリイン
ターリーブを有効にしている場合など、プロセッサー上のすべてのNVDIMM-Nを⼀緒

•

5. 



にサニタイズする必要がある場合に、このオプションを使⽤します。
プロセッサー2 DIMM Xのサニタイズ/消去—このオプションは、NVDIMM-Nメモリイ
ンターリーブが無効な場合にのみ利⽤できます。このオプションは、個々にNVDIMM-
Nを追加する場合、またはエラーの発⽣後に再度NVDIMM-Nを使⽤する場合に使⽤し
ます。

•

有効な場合、選択されたNVDIMM内のすべてのユーザーデータが、次の再起動時に消去され
ます。サニタイズNVDIMM-Nスコープの選択は、サニタイズポリシーが選択された後にの
み使⽤できます。
F10キーを押して、変更を保存します。6. 
サーバーを再起動します。
サーバーは、サニタイズプロセスの⼀環として複数回を再起動します。サニタイズしている
NVDIMM-Nを⽰すために、POSTメッセージも表⽰されます。

7. 

問題が解決されない場合は、NVDIMMを交換してください。
すべての電源を取り外します。

各電源コードを電源から抜き取ります。a. 
各電源コードをサーバーから抜き取ります。b. 

1. 

DIMMを取り外します。
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。Hewlett Packard Enterprise Library（
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にあるDIMMの取り扱いガイドラインを参照して
ください

2. 

新しいDIMMを取り付けます。3. 
問題が解決しない場合、Hewlett Packard Enterpriseでは、サーバーの問題の読み取り、診断、お
よび解決に使⽤するオンラインツールであるActive Health System Viewer（AHSV）にAHSログを
アップロードする際にトラブルシューティングを⽀援するルールのセットを定義しています。

サーバーから、AHSログをダウンロードします。1. 
http://www.hpe.com/servers/ahsvでAHSVにログインしてから、必要なパスポートアカウン
トを⼊⼒します。

2. 

AHSログをAHSVにアップロードします。3. 
AHSVダッシュボードページに移動して、エラーを確認します。4. 
Fault Detection Analyticsページに移動して、他のエラー条件と修正を特定します。5. 

AHSログがアップロードされた後でもHewlett Packard Enterpriseからのサポートが必要な場合
は、AHSVを使⽤してサポートケースを作成することができます。
AHSVダッシュボードに移動し、NavigationメニューからCreate a Support Caseをクリックしま
す。
Case Creationウィンドウが表⽰されます。

連絡先情報をフォームに記⼊します。1. 
Issue sectionで、以下を⼊⼒します。

問題の説明•
ケースコメント•

2. 

Submitをクリックします。サポートケースはHewlett Packard Enterpriseサポートに送信さ
れて、⾼度な診断とトラブルシューティングが⾏われます。⼊⼒されていない情報がある場
合は、⾚い枠線のブロックが表⽰されて、ポップアップウィンドウに何を追加すべきかが⽰
されます。

3. 

Hewlett Packard Enterpriseサポートが問題を解決して、報告します。4. 
Active Health System Viewer User Guideを参照してください。
 

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/servers/ahsv
http://www.hpe.com/support/ahsv-ug-en


サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


NVDIMM disabled
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0374

症状
プロセッサー %7 のNVDIMMはすべて無効です。NVDIMMのデータは失われている可能性があり
ます。
 

原因
プロセッサー %1、DIMM %2（SN：%3-%4-%5-%6）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。
 

アクション
不揮発性メモリ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ます。
すべてのNVDIMMをサニタイズします。

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) > シ
ステムオプション > メモリ操作 > NVDIMMメモリオプションを選択します。

1. 

次回の再起動時のポリシーにNVDIMM-Nサニタイズ/消去を選択します。
以下の警告が表⽰されます。
重要：NVDIMM-Nのサニタイズ/消去することは、NVDIMM内に保存されたすべてのユー
ザーデータの損失を招くことになります。NVDIMMのサニタイズ/消去を⾏う前に、
NVDIMM内のすべてのユーザーデータのバックアップを⼿動で⾏うことを、強く推奨しま
す。

2. 

任意のキーを押して、継続します。3. 
次のいずれかのメニュー項⽬を選択します。

サニタイズ/消去およびオペレーティングシステムの起動•
サニタイズ/消去およびシステムの電源オフ•
サニタイズ/消去およびシステムユーティリティの起動•

4. 

サニタイズ/消去するNVDIMM-Nによって、以下のメニュー項⽬のいずれかを選択します。
システム内のすべてのNVDIMM-Nのサニタイズ/消去—主要なシステムの再構成にこの
オプションを使⽤します。

•

プロセッサー1上のすべてのNVDIMM-Nのサニタイズ/消去—NVDIMM-Nメモリイン
ターリーブを有効にしている場合など、プロセッサー上のすべてのNVDIMM-Nを⼀緒
にサニタイズする必要がある場合に、このオプションを使⽤します。

•

プロセッサー1 DIMM Xのサニタイズ/消去—このオプションは、NVDIMM-Nメモリイ
ンターリーブが無効な場合にのみ利⽤できます。このオプションは、個々にNVDIMM-
Nを追加する場合、またはエラーの発⽣後に再度NVDIMM-Nを使⽤する場合に使⽤し
ます。

•

プロセッサー2上のすべてのNVDIMM-Nのサニタイズ/消去—NVDIMM-Nメモリイン
ターリーブを有効にしている場合など、プロセッサー上のすべてのNVDIMM-Nを⼀緒
にサニタイズする必要がある場合に、このオプションを使⽤します。

•

プロセッサー2 DIMM Xのサニタイズ/消去—このオプションは、NVDIMM-Nメモリイ
ンターリーブが無効な場合にのみ利⽤できます。このオプションは、個々にNVDIMM-
Nを追加する場合、またはエラーの発⽣後に再度NVDIMM-Nを使⽤する場合に使⽤し

•

5. 



ます。
有効な場合、選択されたNVDIMM内のすべてのユーザーデータが、次の再起動時に消去され
ます。サニタイズNVDIMM-Nスコープの選択は、サニタイズポリシーが選択された後にの
み使⽤できます。
F10キーを押して、変更を保存します。6. 
サーバーを再起動します。
サーバーは、サニタイズプロセスの⼀環として複数回を再起動します。サニタイズしている
NVDIMM-Nを⽰すために、POSTメッセージも表⽰されます。

7. 

問題が解決されない場合は、NVDIMMを交換してください。
すべての電源を取り外します。

各電源コードを電源から抜き取ります。a. 
各電源コードをサーバーから抜き取ります。b. 

1. 

DIMMを取り外します。
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。Hewlett Packard Enterprise Library（
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にあるDIMMの取り扱いガイドラインを参照して
ください

2. 

新しいDIMMを取り付けます。3. 
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


NVDIMM disabled
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0375

症状
プロセッサー %7 のNVDIMMはすべて無効です。NVDIMMのデータは失われている可能性があり
ます。
 

原因
プロセッサー %1、DIMM %2（SN：%3-%4-%5-%6）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。
 

アクション
不揮発性メモリ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ます。
すべてのNVDIMMをサニタイズします。

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) > シ
ステムオプション > メモリ操作 > NVDIMMメモリオプションを選択します。

1. 

次回の再起動時のポリシーにNVDIMM-Nサニタイズ/消去を選択します。
以下の警告が表⽰されます。
重要：NVDIMM-Nのサニタイズ/消去することは、NVDIMM内に保存されたすべてのユー
ザーデータの損失を招くことになります。NVDIMMのサニタイズ/消去を⾏う前に、
NVDIMM内のすべてのユーザーデータのバックアップを⼿動で⾏うことを、強く推奨しま
す。

2. 

任意のキーを押して、継続します。3. 
次のいずれかのメニュー項⽬を選択します。

サニタイズ/消去およびオペレーティングシステムの起動•
サニタイズ/消去およびシステムの電源オフ•
サニタイズ/消去およびシステムユーティリティの起動•

4. 

サニタイズ/消去するNVDIMM-Nによって、以下のメニュー項⽬のいずれかを選択します。
システム内のすべてのNVDIMM-Nのサニタイズ/消去 - 主要なシステムの再構成にこの
オプションを使⽤します。

•

プロセッサー1上のすべてのNVDIMM-Nのサニタイズ/消去 - NVDIMM-Nメモリイン
ターリーブを有効にしている場合など、プロセッサー上のすべてのNVDIMM-Nを⼀緒
にサニタイズする必要がある場合に、このオプションを使⽤します。

•

プロセッサー1 DIMM Xのサニタイズ/消去 - このオプションは、NVDIMM-Nメモリイ
ンターリーブが無効な場合にのみ利⽤できます。このオプションは、個々にNVDIMM-
Nを追加する場合、またはエラーの発⽣後に再度NVDIMM-Nを使⽤する場合に使⽤し
ます。

•

プロセッサー2上のすべてのNVDIMM-Nのサニタイズ/消去 - NVDIMM-Nメモリイン
ターリーブを有効にしている場合など、プロセッサー上のすべてのNVDIMM-Nを⼀緒
にサニタイズする必要がある場合に、このオプションを使⽤します。

•

プロセッサー2 DIMM Xのサニタイズ/消去 - このオプションは、NVDIMM-Nメモリイ
ンターリーブが無効な場合にのみ利⽤できます。このオプションは、個々にNVDIMM-
Nを追加する場合、またはエラーの発⽣後に再度NVDIMM-Nを使⽤する場合に使⽤し

•

5. 



ます。
有効な場合、選択されたNVDIMM内のすべてのユーザーデータが、次の再起動時に消去され
ます。サニタイズNVDIMM-Nスコープの選択は、サニタイズポリシーが選択された後にの
み使⽤できます。
F10キーを押して、変更を保存します。6. 
サーバーを再起動します。
サーバーは、サニタイズプロセスの⼀環として複数回を再起動します。サニタイズしている
NVDIMM-Nを⽰すために、POSTメッセージも表⽰されます。

7. 

この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してからNVDIMMを交換してくださ
い。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

NVDIMMを交換してください。
すべての電源を取り外します。

各電源コードを電源から抜き取ります。a. 
各電源コードをサーバーから抜き取ります。b. 

1. 

DIMMを取り外します。
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。Hewlett Packard Enterprise Library（
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にあるDIMMの取り扱いガイドラインを参照して
ください

2. 

新しいDIMMを取り付けます。3. 
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


NVDIMM Error: Processor %1, DIMM %2. 
NVDIMM set for interleaving disabled but system 
configured for interleaving enabled. All 
NVDIMMs on Processor %3 are disabled.
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0376

症状
NVDIMMエラー：プロセッサー%1、DIMM %2。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 %3 の
NVDIMMはすべて無効です。
 

原因
識別されたNVDIMMの構成とシステムの構成が⼀致しません。NVDIMMが正しく機能するために
は、構成が⼀致している必要があります。
 

アクション
すべてのNVDIMMをサニタイズします。

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) > シ
ステムオプション > メモリ操作 > NVDIMMメモリオプションを選択します。

1. 

次回の再起動時のポリシーにNVDIMM-Nサニタイズ/消去を選択します。
以下の警告が表⽰されます。
重要：NVDIMM-Nのサニタイズ/消去することは、NVDIMM内に保存されたすべてのユー
ザーデータの損失を招くことになります。NVDIMMのサニタイズ/消去を⾏う前に、
NVDIMM内のすべてのユーザーデータのバックアップを⼿動で⾏うことを、強く推奨しま
す。

2. 

任意のキーを押して、継続します。3. 
次のいずれかのメニュー項⽬を選択します。

サニタイズ/消去およびオペレーティングシステムの起動•
サニタイズ/消去およびシステムの電源オフ•
サニタイズ/消去およびシステムユーティリティの起動•

4. 

サニタイズ/消去するNVDIMM-Nによって、以下のメニュー項⽬のいずれかを選択します。
システム内のすべてのNVDIMM-Nのサニタイズ/消去 - 主要なシステムの再構成にこの
オプションを使⽤します。

•

プロセッサー1上のすべてのNVDIMM-Nのサニタイズ/消去 - NVDIMM-Nメモリイン
ターリーブを有効にしている場合など、プロセッサー上のすべてのNVDIMM-Nを⼀緒
にサニタイズする必要がある場合に、このオプションを使⽤します。

•

プロセッサー1 DIMM Xのサニタイズ/消去 - このオプションは、NVDIMM-Nメモリイ
ンターリーブが無効な場合にのみ利⽤できます。このオプションは、個々にNVDIMM-
Nを追加する場合、またはエラーの発⽣後に再度NVDIMM-Nを使⽤する場合に使⽤し
ます。

•

5. 



プロセッサー2上のすべてのNVDIMM-Nのサニタイズ/消去 - NVDIMM-Nメモリイン
ターリーブを有効にしている場合など、プロセッサー上のすべてのNVDIMM-Nを⼀緒
にサニタイズする必要がある場合に、このオプションを使⽤します。

•

プロセッサー2 DIMM Xのサニタイズ/消去 - このオプションは、NVDIMM-Nメモリイ
ンターリーブが無効な場合にのみ利⽤できます。このオプションは、個々にNVDIMM-
Nを追加する場合、またはエラーの発⽣後に再度NVDIMM-Nを使⽤する場合に使⽤し
ます。

•

有効な場合、選択されたNVDIMM内のすべてのユーザーデータが、次の再起動時に消去され
ます。サニタイズNVDIMM-Nスコープの選択は、サニタイズポリシーが選択された後にの
み使⽤できます。
F10キーを押して、変更を保存します。6. 
サーバーを再起動します。
サーバーは、サニタイズプロセスの⼀環として複数回を再起動します。サニタイズしている
NVDIMM-Nを⽰すために、POSTメッセージも表⽰されます。

7. 

この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してからNVDIMMを交換してくださ
い。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

NVDIMMを交換してください。
すべての電源を取り外します。

各電源コードを電源から抜き取ります。a. 
各電源コードをサーバーから抜き取ります。b. 

1. 

DIMMを取り外します。
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。Hewlett Packard Enterprise Library（
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にあるDIMMの取り扱いガイドラインを参照して
ください

2. 

新しいDIMMを取り付けます。3. 
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx


ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/assistance


NVDIMM Error: Processor %1, DIMM %2. 
NVDIMM set for interleaving enabled but system 
configured for interleaving disabled. NVDIMM 
has been disabled.
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0377

症状
NVDIMMエラー：プロセッサー%1、DIMM %2
 

原因
識別されたNVDIMMの構成とシステムの構成が⼀致しません。NVDIMMが正しく機能するために
は、構成が⼀致している必要があります。
 

アクション
すべてのNVDIMMをサニタイズします。

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) > シ
ステムオプション > メモリ操作 > NVDIMMメモリオプションを選択します。

1. 

次回の再起動時のポリシーにNVDIMM-Nサニタイズ/消去を選択します。
以下の警告が表⽰されます。
重要：NVDIMM-Nのサニタイズ/消去することは、NVDIMM内に保存されたすべてのユー
ザーデータの損失を招くことになります。NVDIMMのサニタイズ/消去を⾏う前に、
NVDIMM内のすべてのユーザーデータのバックアップを⼿動で⾏うことを、強く推奨しま
す。

2. 

任意のキーを押して、継続します。3. 
次のいずれかのメニュー項⽬を選択します。

サニタイズ/消去およびオペレーティングシステムの起動•
サニタイズ/消去およびシステムの電源オフ•
サニタイズ/消去およびシステムユーティリティの起動•

4. 

サニタイズ/消去するNVDIMM-Nによって、以下のメニュー項⽬のいずれかを選択します。
システム内のすべてのNVDIMM-Nのサニタイズ/消去 - 主要なシステムの再構成にこの
オプションを使⽤します。

•

プロセッサー1上のすべてのNVDIMM-Nのサニタイズ/消去 - NVDIMM-Nメモリイン
ターリーブを有効にしている場合など、プロセッサー上のすべてのNVDIMM-Nを⼀緒
にサニタイズする必要がある場合に、このオプションを使⽤します。

•

プロセッサー1 DIMM Xのサニタイズ/消去 - このオプションは、NVDIMM-Nメモリイ
ンターリーブが無効な場合にのみ利⽤できます。このオプションは、個々にNVDIMM-
Nを追加する場合、またはエラーの発⽣後に再度NVDIMM-Nを使⽤する場合に使⽤し
ます。

•

プロセッサー2上のすべてのNVDIMM-Nのサニタイズ/消去 - NVDIMM-Nメモリイン
ターリーブを有効にしている場合など、プロセッサー上のすべてのNVDIMM-Nを⼀緒

•

5. 



にサニタイズする必要がある場合に、このオプションを使⽤します。
プロセッサー2 DIMM Xのサニタイズ/消去 - このオプションは、NVDIMM-Nメモリイ
ンターリーブが無効な場合にのみ利⽤できます。このオプションは、個々にNVDIMM-
Nを追加する場合、またはエラーの発⽣後に再度NVDIMM-Nを使⽤する場合に使⽤し
ます。

•

有効な場合、選択されたNVDIMM内のすべてのユーザーデータが、次の再起動時に消去され
ます。サニタイズNVDIMM-Nスコープの選択は、サニタイズポリシーが選択された後にの
み使⽤できます。
F10キーを押して、変更を保存します。6. 
サーバーを再起動します。
サーバーは、サニタイズプロセスの⼀環として複数回を再起動します。サニタイズしている
NVDIMM-Nを⽰すために、POSTメッセージも表⽰されます。

7. 

この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してからNVDIMMを交換してくださ
い。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

NVDIMMを交換してください。
すべての電源を取り外します。

各電源コードを電源から抜き取ります。a. 
各電源コードをサーバーから抜き取ります。b. 

1. 

DIMMを取り外します。
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。Hewlett Packard Enterprise Library（
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にあるDIMMの取り扱いガイドラインを参照して
ください

2. 

新しいDIMMを取り付けます。3. 
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


NVDIMM Error - Processor %1, DIMM %2. 
NVDIMM is configured for a different processor 
type. All NVDIMMs on Processor %3 are 
disabled.
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0378

症状
NVDIMMエラー - プロセッサー %1、DIMM %2。NVDIMMが別のプロセッサータイプ⽤に構成さ
れています。プロセッサー %3 のNVDIMMはすべて無効です。
 

原因
識別されたNVDIMMは、取り付けられているものとは異なるプロセッサータイプで動作するよう
に構成されています。NVDIMMが正しく機能するためには、構成が⼀致している必要がありま
す。
 

アクション
このNVDIMMを有効にするには、最近プロセッサーを交換した場合は以前使⽤したプロセッサー
を取り付けるか、新しく取り付けたプロセッサータイプで構成するようにNVDIMMをサニタイズ
する必要があります。
NVDIMMの⼿動データバックアップが必要な場合は、NVDIMMの⼿動データバックアップを取る
ために、以前使⽤したプロセッサーを取り付けてみてください。その後、必要なシステム構成を
選択してください。
DIMMのサニタイズ

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
ステムオプション > メモリ操作 > NVDIMMメモリオプションを選択します。

1. 

次回の再起動時のポリシーにNVDIMM-Nサニタイズ/消去を選択します。
以下の警告が表⽰されます。
重要：NVDIMM-Nのサニタイズ/消去することは、NVDIMM内に保存されたすべてのユー
ザーデータの損失を招くことになります。NVDIMMのサニタイズ/消去を⾏う前に、
NVDIMM内のすべてのユーザーデータのバックアップを⼿動で⾏うことを、強く推奨しま
す。

2. 

任意のキーを押して、継続します。3. 
次のいずれかのメニュー項⽬を選択します。

サニタイズ/消去およびオペレーティングシステムの起動•
サニタイズ/消去およびシステムの電源オフ•
サニタイズ/消去およびシステムユーティリティの起動•

4. 

サニタイズ/消去するNVDIMM-Nによって、以下のメニュー項⽬のいずれかを選択します。
システム内のすべてのNVDIMM-Nのサニタイズ/消去—主要なシステムの再構成にこの
オプションを使⽤します。

•

プロセッサー1上のすべてのNVDIMM-Nのサニタイズ/消去—NVDIMM-Nメモリイン•

5. 



ターリーブを有効にしている場合など、プロセッサー上のすべてのNVDIMM-Nを⼀緒
にサニタイズする必要がある場合に、このオプションを使⽤します。
プロセッサー1 DIMM Xのサニタイズ/消去—このオプションは、NVDIMM-Nメモリイ
ンターリーブが無効な場合にのみ利⽤できます。このオプションは、個々にNVDIMM-
Nを追加する場合、またはエラーの発⽣後に再度NVDIMM-Nを使⽤する場合に使⽤し
ます。

•

プロセッサー2上のすべてのNVDIMM-Nのサニタイズ/消去—NVDIMM-Nメモリイン
ターリーブを有効にしている場合など、プロセッサー上のすべてのNVDIMM-Nを⼀緒
にサニタイズする必要がある場合に、このオプションを使⽤します。

•

プロセッサー2 DIMM Xのサニタイズ/消去—このオプションは、NVDIMM-Nメモリイ
ンターリーブが無効な場合にのみ利⽤できます。このオプションは、個々にNVDIMM-
Nを追加する場合、またはエラーの発⽣後に再度NVDIMM-Nを使⽤する場合に使⽤し
ます。

•

有効な場合、選択されたNVDIMM内のすべてのユーザーデータが、次の再起動時に消去され
ます。サニタイズNVDIMM-Nスコープの選択は、サニタイズポリシーが選択された後にの
み使⽤できます。
F10キーを押して、変更を保存します。6. 
サーバーを再起動します。
サーバーは、サニタイズプロセスの⼀環として複数回を再起動します。サニタイズしている
NVDIMM-Nを⽰すために、POSTメッセージも表⽰されます。

7. 

この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


NVDIMM Error - Processor %1, DIMM %2
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0379

症状
NVDIMMエラー：プロセッサー%1、DIMM %2。NVDIMMが別のプロセッサータイプ⽤に構成さ
れていて、無効になっています。
 

原因
識別されたNVDIMMは、取り付けられているものとは異なるプロセッサータイプで動作するよう
に構成されています。NVDIMMが正しく機能するためには、構成が⼀致している必要がありま
す。
 

アクション
このNVDIMMを有効にするには、最近プロセッサーを交換した場合は以前使⽤したプロセッサー
を取り付けるか、新しく取り付けたプロセッサータイプで構成するようにNVDIMMをサニタイズ
する必要があります。

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（http://www.hpe.com/info/NVDIMM-
docs）にあるHPE 16GB NVDIMM User Guideを参照してください。

1. 

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サイトにあるお使いの製品⽤のサーバーのメ
ンテナンス&サービスガイドを参照してください。

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

2. 

NVDIMMにデータを復元します。3. 
NVDIMMのサニタイズ
重要：バックアップを実⾏しない場合、サニタイズ後にNVDIMMのデータが使⽤できなくなりま
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) > シ
ステムオプション > メモリ操作 > NVDIMMメモリオプションを選択します。

1. 

次回の再起動時のポリシーにNVDIMM-Nサニタイズ/消去を選択します。
以下の警告が表⽰されます。
重要：NVDIMM-Nのサニタイズ/消去することは、NVDIMM内に保存されたすべてのユー
ザーデータの損失を招くことになります。NVDIMMのサニタイズ/消去を⾏う前に、
NVDIMM内のすべてのユーザーデータのバックアップを⼿動で⾏うことを推奨します。

2. 

任意のキーを押して、継続します。3. 
次のいずれかのメニュー項⽬を選択します。

サニタイズ/消去およびオペレーティングシステムの起動•
サニタイズ/消去およびシステムの電源オフ•
サニタイズ/消去およびシステムユーティリティの起動•

4. 

サニタイズ/消去するNVDIMM-Nによって、以下のメニュー項⽬のいずれかを選択します。
システム内のすべてのNVDIMM-Nのサニタイズ/消去—主要なシステムの再構成にこの
オプションを使⽤します。

•
5. 

http://www.hpe.com/info/NVDIMM-docs
http://www.hpe.com/info/NVDIMM-docs
http://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs


プロセッサー1上のすべてのNVDIMM-Nのサニタイズ/消去—NVDIMM-Nメモリイン
ターリーブを有効にしている場合など、プロセッサー上のすべてのNVDIMM-Nを⼀緒
にサニタイズする必要がある場合に、このオプションを使⽤します。

•

プロセッサー1 DIMM Xのサニタイズ/消去—このオプションは、NVDIMM-Nメモリイ
ンターリーブが無効な場合にのみ利⽤できます。このオプションは、個々にNVDIMM-
Nを追加する場合、またはエラーの発⽣後に再度NVDIMM-Nを使⽤する場合に使⽤し
ます。

•

プロセッサー2上のすべてのNVDIMM-Nのサニタイズ/消去—NVDIMM-Nメモリイン
ターリーブを有効にしている場合など、プロセッサー上のすべてのNVDIMM-Nを⼀緒
にサニタイズする必要がある場合に、このオプションを使⽤します。

•

プロセッサー2 DIMM Xのサニタイズ/消去—このオプションは、NVDIMM-Nメモリイ
ンターリーブが無効な場合にのみ利⽤できます。このオプションは、個々にNVDIMM-
Nを追加する場合、またはエラーの発⽣後に再度NVDIMM-Nを使⽤する場合に使⽤し
ます。

•

有効な場合、選択されたNVDIMM内のすべてのユーザーデータが、次の再起動時に消去され
ます。サニタイズNVDIMM-Nスコープの選択は、サニタイズポリシーが選択された後にの
み使⽤できます。
F10キーを押して、変更を保存します。6. 
サーバーを再起動します。
サーバーは、サニタイズプロセスの⼀環として複数回を再起動します。サニタイズしている
NVDIMM-Nを⽰すために、POSTメッセージも表⽰されます。

7. 

この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


NVDIMM Error - Processor %1, DIMM %2
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0380

症状
NVDIMMエラー - プロセッサー %1、DIMM %2。NVDIMMの場所が変更されました。プロセッ
サー %3 のNVDIMMはすべて無効です。
 

原因
NVDIMMの場所は、インターリーブモードで動作しているときは変更できません。識別された
NVDIMMはインターリーブモードで動作するように構成されており、このNVDIMMは、構成され
ている場所とは別の場所に取り付けられています。
 

アクション
指⽰に従ってNVDIMMを元の場所に取り付けるか、プロセッサー上のすべてのNVDIMMをサニタ
イズして新しい場所について構成する必要があります。
プロセッサー %1、DIMM %2 にNVDIMMを取り付けるか、プロセッサー %3 のNVDIMMをすべて
サニタイズします。
NVDIMMのサニタイズ

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
ステムオプション > メモリ操作 > NVDIMMメモリオプションを選択します。

1. 

次回の再起動時のポリシーにNVDIMM-Nサニタイズ/消去を選択します。
以下の警告が表⽰されます。
重要：NVDIMM-Nのサニタイズ/消去することは、NVDIMM内に保存されたすべてのユー
ザーデータの損失を招くことになります。NVDIMMのサニタイズ/消去を⾏う前に、
NVDIMM内のすべてのユーザーデータのバックアップを⼿動で⾏うことを推奨します。

2. 

任意のキーを押して、継続します。3. 
次のいずれかのメニュー項⽬を選択します。

サニタイズ/消去およびオペレーティングシステムの起動•
サニタイズ/消去およびシステムの電源オフ•
サニタイズ/消去およびシステムユーティリティの起動•

4. 

サニタイズ/消去するNVDIMM-Nによって、以下のメニュー項⽬のいずれかを選択します。
システム内のすべてのNVDIMM-Nのサニタイズ/消去—主要なシステムの再構成にこの
オプションを使⽤します。

•

プロセッサー1上のすべてのNVDIMM-Nのサニタイズ/消去—NVDIMM-Nメモリイン
ターリーブを有効にしている場合など、プロセッサー上のすべてのNVDIMM-Nを⼀緒
にサニタイズする必要がある場合に、このオプションを使⽤します。

•

プロセッサー1 DIMM Xのサニタイズ/消去—このオプションは、NVDIMM-Nメモリイ
ンターリーブが無効な場合にのみ利⽤できます。このオプションは、個々にNVDIMM-
Nを追加する場合、またはエラーの発⽣後に再度NVDIMM-Nを使⽤する場合に使⽤し
ます。

•

プロセッサー2上のすべてのNVDIMM-Nのサニタイズ/消去—NVDIMM-Nメモリイン
ターリーブを有効にしている場合など、プロセッサー上のすべてのNVDIMM-Nを⼀緒
にサニタイズする必要がある場合に、このオプションを使⽤します。

•

5. 



プロセッサー2 DIMM Xのサニタイズ/消去—このオプションは、NVDIMM-Nメモリイ
ンターリーブが無効な場合にのみ利⽤できます。このオプションは、個々にNVDIMM-
Nを追加する場合、またはエラーの発⽣後に再度NVDIMM-Nを使⽤する場合に使⽤し
ます。

•

有効な場合、選択されたNVDIMM内のすべてのユーザーデータが、次の再起動時に消去され
ます。サニタイズNVDIMM-Nスコープの選択は、サニタイズポリシーが選択された後にの
み使⽤できます。
F10キーを押して、変更を保存します。6. 
サーバーを再起動します。
サーバーは、サニタイズプロセスの⼀環として複数回を再起動します。サニタイズしている
NVDIMM-Nを⽰すために、POSTメッセージも表⽰されます。

7. 

この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


NVDIMM Error - Processor %1, DIMM %2
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0381

症状
NVDIMMエラー - プロセッサー %1、DIMM %2。NVDIMMの場所が変更されました。NVDIMMが
無効化されています。
 

原因
NVDIMMは元の場所から移動されました。
 

アクション
プロセッサー %1、DIMM %2 にNVDIMMを取り付けるかNVDIMMをサニタイズします。
NVDIMMのサニタイズ

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
ステムオプション > メモリ操作 > NVDIMMメモリオプションを選択します。

1. 

次回の再起動時のポリシーにNVDIMM-Nサニタイズ/消去を選択します。
以下の警告が表⽰されます。
重要：NVDIMM-Nのサニタイズ/消去することは、NVDIMM内に保存されたすべてのユー
ザーデータの損失を招くことになります。NVDIMMのサニタイズ/消去を⾏う前に、
NVDIMM内のすべてのユーザーデータのバックアップを⼿動で⾏うことを推奨します。

2. 

任意のキーを押して、継続します。3. 
次のいずれかのメニュー項⽬を選択します。

サニタイズ/消去およびオペレーティングシステムの起動•
サニタイズ/消去およびシステムの電源オフ•
サニタイズ/消去およびシステムユーティリティの起動•

4. 

サニタイズ/消去するNVDIMM-Nによって、以下のメニュー項⽬のいずれかを選択します。
システム内のすべてのNVDIMM-Nのサニタイズ/消去—主要なシステムの再構成にこの
オプションを使⽤します。

•

プロセッサー1上のすべてのNVDIMM-Nのサニタイズ/消去—NVDIMM-Nメモリイン
ターリーブを有効にしている場合など、プロセッサー上のすべてのNVDIMM-Nを⼀緒
にサニタイズする必要がある場合に、このオプションを使⽤します。

•

プロセッサー1 DIMM Xのサニタイズ/消去—このオプションは、NVDIMM-Nメモリイ
ンターリーブが無効な場合にのみ利⽤できます。このオプションは、個々にNVDIMM-
Nを追加する場合、またはエラーの発⽣後に再度NVDIMM-Nを使⽤する場合に使⽤し
ます。

•

プロセッサー2上のすべてのNVDIMM-Nのサニタイズ/消去—NVDIMM-Nメモリイン
ターリーブを有効にしている場合など、プロセッサー上のすべてのNVDIMM-Nを⼀緒
にサニタイズする必要がある場合に、このオプションを使⽤します。

•

プロセッサー2 DIMM Xのサニタイズ/消去—このオプションは、NVDIMM-Nメモリイ
ンターリーブが無効な場合にのみ利⽤できます。このオプションは、個々にNVDIMM-
Nを追加する場合、またはエラーの発⽣後に再度NVDIMM-Nを使⽤する場合に使⽤し
ます。

•

有効な場合、選択されたNVDIMM内のすべてのユーザーデータが、次の再起動時に消去され

5. 



ます。サニタイズNVDIMM-Nスコープの選択は、サニタイズポリシーが選択された後にの
み使⽤できます。
F10キーを押して、変更を保存します。6. 
サーバーを再起動します。
サーバーは、サニタイズプロセスの⼀環として複数回を再起動します。サニタイズしている
NVDIMM-Nを⽰すために、POSTメッセージも表⽰されます。

7. 

この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


NVDIMM Error: Proc %1, DIMM %2 is NOT 
configured for Sub-NUMA Clustering
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0382

症状
NVDIMMエラー：プロセッサー%1、DIMM %2 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 %3 の
NVDIMMはすべて無効です。
 

原因
識別されたNVDIMMはSub Numaクラスタリングで動作するように構成されていませんが、シス
テムはSub Numaクラスタリングモード⽤に構成されています。NVDIMMが正しく機能するため
には、構成が⼀致している必要があります。
 

アクション
Sub-NUMAクラスタリングを無効にするか、またはプロセッサー ％1 のすべてのNVDIMMをサニ
タイズしてください。
このNVDIMMを有効にするには、Sub Numaクラスタリングのシステム構成を無効に設定する
か、識別されたプロセッサーに関するすべてのNVDIMMを現在のシステム構成で動作するように
サニタイズする必要があります。NVDIMMの⼿動データバックアップが必要な場合は、Sub 
Numaクラスタリングが無効になるようにシステム構成を設定してNVDIMM構成と⼀致するよう
にし、NVDIMMデータバックアップを取得します。その後、必要なシステム構成を選択してくだ
さい。
Sub-NUMAクラスタリングの有効化または無効化
注記：プロセッサープリフェッチャーオプションでXPTプリフェッチャーを有効にして、Sub-
NUMAクラスタリングを構成可能にします。

UEFI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
） > 電⼒およびパフォーマンスオプション > Sub-NUMAクラスタリングを選択します。

1. 

設定を選択します。
有効（デフォルト）•
無効•

2. 

設定を保存します。3. 
注記：Sub-NUMAクラスタリングを有効にすると、最⼤1GBのシステムメモリを使⽤できなくな
る可能性があります。
NVDIMMのサニタイズ

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
ステムオプション > メモリ操作 > NVDIMMメモリオプションを選択します。

1. 

次回の再起動時のポリシーにNVDIMM-Nサニタイズ/消去を選択します。
以下の警告が表⽰されます。
重要：NVDIMM-Nのサニタイズ/消去することは、NVDIMM内に保存されたすべてのユー
ザーデータの損失を招くことになります。NVDIMMのサニタイズ/消去を⾏う前に、
NVDIMM内のすべてのユーザーデータのバックアップを⼿動で⾏うことを推奨します。

2. 



任意のキーを押して、継続します。3. 
次のいずれかのメニュー項⽬を選択します。

サニタイズ/消去およびオペレーティングシステムの起動•
サニタイズ/消去およびシステムの電源オフ•
サニタイズ/消去およびシステムユーティリティの起動•

4. 

サニタイズ/消去するNVDIMM-Nによって、以下のメニュー項⽬のいずれかを選択します。
システム内のすべてのNVDIMM-Nのサニタイズ/消去—主要なシステムの再構成にこの
オプションを使⽤します。

•

プロセッサー1上のすべてのNVDIMM-Nのサニタイズ/消去—NVDIMM-Nメモリイン
ターリーブを有効にしている場合など、プロセッサー上のすべてのNVDIMM-Nを⼀緒
にサニタイズする必要がある場合に、このオプションを使⽤します。

•

プロセッサー1 DIMM Xのサニタイズ/消去—このオプションは、NVDIMM-Nメモリイ
ンターリーブが無効な場合にのみ利⽤できます。このオプションは、個々にNVDIMM-
Nを追加する場合、またはエラーの発⽣後に再度NVDIMM-Nを使⽤する場合に使⽤し
ます。

•

プロセッサー2上のすべてのNVDIMM-Nのサニタイズ/消去—NVDIMM-Nメモリイン
ターリーブを有効にしている場合など、プロセッサー上のすべてのNVDIMM-Nを⼀緒
にサニタイズする必要がある場合に、このオプションを使⽤します。

•

プロセッサー2 DIMM Xのサニタイズ/消去—このオプションは、NVDIMM-Nメモリイ
ンターリーブが無効な場合にのみ利⽤できます。このオプションは、個々にNVDIMM-
Nを追加する場合、またはエラーの発⽣後に再度NVDIMM-Nを使⽤する場合に使⽤し
ます。

•

有効な場合、選択されたNVDIMM内のすべてのユーザーデータが、次の再起動時に消去され
ます。サニタイズNVDIMM-Nスコープの選択は、サニタイズポリシーが選択された後にの
み使⽤できます。

5. 

F10キーを押して、変更を保存します。6. 
サーバーを再起動します。
サーバーは、サニタイズプロセスの⼀環として複数回を再起動します。サニタイズしている
NVDIMM-Nを⽰すために、POSTメッセージも表⽰されます。

7. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
UEFIシステムユーティリティユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


NVDIMM Error: Proc %1, DIMM %2 is configured 
for Sub-NUMA Clustering
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0383

症状
NVDIMM Error: プロセッサー%1、DIMM %2 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 %3 の
NVDIMMはすべて無効です。
 

原因
識別されたNVDIMMはSub Numaクラスタリングで動作するように構成されていますが、システ
ムはSub Numaクラスタリングモード⽤に構成されていません。NVDIMMが正しく機能するため
には、構成が⼀致している必要があります。
 

アクション
Sub-NUMAクラスタリングを有効にするか、またはプロセッサー ％1 のすべてのNVDIMMをサニ
タイズしてください。
このNVDIMMを有効にするには、Sub Numaクラスタリングのシステム構成を有効に設定する
か、識別されたプロセッサーに関するすべてのNVDIMMを現在のシステム構成で動作するように
サニタイズする必要があります。NVDIMMの⼿動データバックアップが必要な場合は、Sub 
Numaクラスタリングが有効になるようにシステム構成を設定してNVDIMM構成と⼀致するよう
にし、NVDIMMデータバックアップを取得します。その後、必要なシステム構成を選択してくだ
さい。
Sub-NUMAクラスタリングの有効化または無効化
注記：プロセッサープリフェッチャーオプションでXPTプリフェッチャーを有効にして、Sub-
NUMAクラスタリングを構成可能にします。

UEFI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
） > 電⼒およびパフォーマンスオプション > Sub-NUMAクラスタリングを選択します。

1. 

設定を選択します。
有効（デフォルト）•
無効•

2. 

設定を保存します。3. 
注記：Sub-NUMAクラスタリングを有効にすると、最⼤1GBのシステムメモリを使⽤できなくな
る可能性があります。
NVDIMMのサニタイズ

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
ステムオプション > メモリ操作 > NVDIMMメモリオプションを選択します。

1. 

次回の再起動時のポリシーにNVDIMM-Nサニタイズ/消去を選択します。
以下の警告が表⽰されます。
重要：NVDIMM-Nのサニタイズ/消去することは、NVDIMM内に保存されたすべてのユー
ザーデータの損失を招くことになります。NVDIMMのサニタイズ/消去を⾏う前に、
NVDIMM内のすべてのユーザーデータのバックアップを⼿動で⾏うことを推奨します。

2. 



任意のキーを押して、継続します。3. 
次のいずれかのメニュー項⽬を選択します。

サニタイズ/消去およびオペレーティングシステムの起動•
サニタイズ/消去およびシステムの電源オフ•
サニタイズ/消去およびシステムユーティリティの起動•

4. 

サニタイズ/消去するNVDIMM-Nによって、以下のメニュー項⽬のいずれかを選択します。
システム内のすべてのNVDIMM-Nのサニタイズ/消去—主要なシステムの再構成にこの
オプションを使⽤します。

•

プロセッサー1上のすべてのNVDIMM-Nのサニタイズ/消去—NVDIMM-Nメモリイン
ターリーブを有効にしている場合など、プロセッサー上のすべてのNVDIMM-Nを⼀緒
にサニタイズする必要がある場合に、このオプションを使⽤します。

•

プロセッサー1 DIMM Xのサニタイズ/消去—このオプションは、NVDIMM-Nメモリイ
ンターリーブが無効な場合にのみ利⽤できます。このオプションは、個々にNVDIMM-
Nを追加する場合、またはエラーの発⽣後に再度NVDIMM-Nを使⽤する場合に使⽤し
ます。

•

プロセッサー2上のすべてのNVDIMM-Nのサニタイズ/消去—NVDIMM-Nメモリイン
ターリーブを有効にしている場合など、プロセッサー上のすべてのNVDIMM-Nを⼀緒
にサニタイズする必要がある場合に、このオプションを使⽤します。

•

プロセッサー2 DIMM Xのサニタイズ/消去—このオプションは、NVDIMM-Nメモリイ
ンターリーブが無効な場合にのみ利⽤できます。このオプションは、個々にNVDIMM-
Nを追加する場合、またはエラーの発⽣後に再度NVDIMM-Nを使⽤する場合に使⽤し
ます。

•

有効な場合、選択されたNVDIMM内のすべてのユーザーデータが、次の再起動時に消去され
ます。サニタイズNVDIMM-Nスコープの選択は、サニタイズポリシーが選択された後にの
み使⽤できます。

5. 

F10キーを押して、変更を保存します。6. 
サーバーを再起動します。
サーバーは、サニタイズプロセスの⼀環として複数回を再起動します。サニタイズしている
NVDIMM-Nを⽰すために、POSTメッセージも表⽰されます。

7. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


NVDIMM Error: Processor %1, DIMM %2
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0384

症状
NVDIMMエラー：プロセッサー%1、DIMM %2。NVDIMMはチャネルインターリーブが無効にな
るように設定されていますが、システムでは有効になるように構成されています。プロセッサー 
%3 のNVDIMMはすべて無効です。
 

原因
識別されたNVDIMMはチャネルインターリーブが無効な状態で動作するように構成されています
が、システムはチャネルインターリーブが有効なモードになるように設定されています。
NVDIMMが正しく機能するためには、構成が⼀致している必要があります。
 

アクション
チャネルインターリーブを無効にするか、またはプロセッサー ％1 のすべてのNVDIMMをサニタ
イズします。
このNVDIMMを有効にするには、チャネルインターリーブを無効に設定するか、識別されたプロ
セッサーに関するすべてのNVDIMMを現在のシステム構成で動作するようにサニタイズする必要
があります。NVDIMMの⼿動データバックアップが必要な場合は、チャネルインターリーブが無
効になるようにシステム構成を設定してNVDIMM構成と⼀致するようにし、NVDIMMデータバッ
クアップを取得します。その後、必要なシステム構成を選択してください。
チャネルインターリーブの有効化または無効化

UEFI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 > チャネルインターリーブを選択します。

1. 

設定を選択します。
有効（デフォルト）•
無効•

2. 

F10キーを押して、選択を保存します。3. 
注記：この選択は、ワークロードプロファイルがカスタムに設定されている場合にのみ変更でき
ます。
NVDIMMのサニタイズ

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
ステムオプション > メモリ操作 > NVDIMMメモリオプションを選択します。

1. 

次回の再起動時のポリシーにNVDIMM-Nサニタイズ/消去を選択します。
以下の警告が表⽰されます。
重要：NVDIMM-Nのサニタイズ/消去することは、NVDIMM内に保存されたすべてのユー
ザーデータの損失を招くことになります。NVDIMMのサニタイズ/消去を⾏う前に、
NVDIMM内のすべてのユーザーデータのバックアップを⼿動で⾏うことを推奨します。

2. 

任意のキーを押して、継続します。3. 
次のいずれかのメニュー項⽬を選択します。

サニタイズ/消去およびオペレーティングシステムの起動•
サニタイズ/消去およびシステムの電源オフ•
サニタイズ/消去およびシステムユーティリティの起動•

4. 



サニタイズ/消去するNVDIMM-Nによって、以下のメニュー項⽬のいずれかを選択します。
システム内のすべてのNVDIMM-Nのサニタイズ/消去—主要なシステムの再構成にこの
オプションを使⽤します。

•

プロセッサー1上のすべてのNVDIMM-Nのサニタイズ/消去—NVDIMM-Nメモリイン
ターリーブを有効にしている場合など、プロセッサー上のすべてのNVDIMM-Nを⼀緒
にサニタイズする必要がある場合に、このオプションを使⽤します。

•

プロセッサー1 DIMM Xのサニタイズ/消去—このオプションは、NVDIMM-Nメモリイ
ンターリーブが無効な場合にのみ利⽤できます。このオプションは、個々にNVDIMM-
Nを追加する場合、またはエラーの発⽣後に再度NVDIMM-Nを使⽤する場合に使⽤し
ます。

•

プロセッサー2上のすべてのNVDIMM-Nのサニタイズ/消去—NVDIMM-Nメモリイン
ターリーブを有効にしている場合など、プロセッサー上のすべてのNVDIMM-Nを⼀緒
にサニタイズする必要がある場合に、このオプションを使⽤します。

•

プロセッサー2 DIMM Xのサニタイズ/消去—このオプションは、NVDIMM-Nメモリイ
ンターリーブが無効な場合にのみ利⽤できます。このオプションは、個々にNVDIMM-
Nを追加する場合、またはエラーの発⽣後に再度NVDIMM-Nを使⽤する場合に使⽤し
ます。

•

有効な場合、選択されたNVDIMM内のすべてのユーザーデータが、次の再起動時に消去され
ます。サニタイズNVDIMM-Nスコープの選択は、サニタイズポリシーが選択された後にの
み使⽤できます。

5. 

F10キーを押して、変更を保存します。6. 
サーバーを再起動します。
サーバーは、サニタイズプロセスの⼀環として複数回を再起動します。サニタイズしている
NVDIMM-Nを⽰すために、POSTメッセージも表⽰されます。

7. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


NVDIMM Error: Processor %1, DIMM %2
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0385

症状
NVDIMMエラー：プロセッサー%1、DIMM %2。NVDIMMではチャネルインターリーブが有効に
なるように設定されていますが、システムでは無効になるように構成されています。プロセッ
サー %3 のNVDIMMはすべて無効です。
 

原因
識別されたNVDIMMはチャネルインターリーブが有効な状態で動作するように構成されています
が、システムはチャネルインターリーブが無効なモードになるように設定されています。
NVDIMMが正しく機能するためには、構成が⼀致している必要があります。
 

アクション
チャネルインターリーブを無効にするか、またはプロセッサー ％1 のすべてのNVDIMMをサニタ
イズします。
このNVDIMMを有効にするには、チャネルインターリーブを無効に設定するか、識別されたプロ
セッサーに関するすべてのNVDIMMを現在のシステム構成で動作するようにサニタイズする必要
があります。NVDIMMの⼿動データバックアップが必要な場合は、チャネルインターリーブが無
効になるようにシステム構成を設定してNVDIMM構成と⼀致するようにし、NVDIMMデータバッ
クアップを取得します。その後、必要なシステム構成を選択してください。
チャネルインターリーブの有効化または無効化

UEFI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 > チャネルインターリーブを選択します。

1. 

設定を選択します。
有効（デフォルト）•
無効•

2. 

設定を保存します。3. 
注記：この選択は、ワークロードプロファイルがカスタムに設定されている場合にのみ変更でき
ます。
NVDIMMのサニタイズ

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
ステムオプション > メモリ操作 > NVDIMMメモリオプションを選択します。

1. 

次回の再起動時のポリシーにNVDIMM-Nサニタイズ/消去を選択します。
以下の警告が表⽰されます。
重要：NVDIMM-Nのサニタイズ/消去することは、NVDIMM内に保存されたすべてのユー
ザーデータの損失を招くことになります。NVDIMMのサニタイズ/消去を⾏う前に、
NVDIMM内のすべてのユーザーデータのバックアップを⼿動で⾏うことを推奨します。

2. 

任意のキーを押して、継続します。3. 
次のいずれかのメニュー項⽬を選択します。

サニタイズ/消去およびオペレーティングシステムの起動•
サニタイズ/消去およびシステムの電源オフ•
サニタイズ/消去およびシステムユーティリティの起動•

4. 



サニタイズ/消去するNVDIMM-Nによって、以下のメニュー項⽬のいずれかを選択します。
システム内のすべてのNVDIMM-Nのサニタイズ/消去—主要なシステムの再構成にこの
オプションを使⽤します。

•

プロセッサー1上のすべてのNVDIMM-Nのサニタイズ/消去—NVDIMM-Nメモリイン
ターリーブを有効にしている場合など、プロセッサー上のすべてのNVDIMM-Nを⼀緒
にサニタイズする必要がある場合に、このオプションを使⽤します。

•

プロセッサー1 DIMM Xのサニタイズ/消去—このオプションは、NVDIMM-Nメモリイ
ンターリーブが無効な場合にのみ利⽤できます。このオプションは、個々にNVDIMM-
Nを追加する場合、またはエラーの発⽣後に再度NVDIMM-Nを使⽤する場合に使⽤し
ます。

•

プロセッサー2上のすべてのNVDIMM-Nのサニタイズ/消去—NVDIMM-Nメモリイン
ターリーブを有効にしている場合など、プロセッサー上のすべてのNVDIMM-Nを⼀緒
にサニタイズする必要がある場合に、このオプションを使⽤します。

•

プロセッサー2 DIMM Xのサニタイズ/消去—このオプションは、NVDIMM-Nメモリイ
ンターリーブが無効な場合にのみ利⽤できます。このオプションは、個々にNVDIMM-
Nを追加する場合、またはエラーの発⽣後に再度NVDIMM-Nを使⽤する場合に使⽤し
ます。

•

有効な場合、選択されたNVDIMM内のすべてのユーザーデータが、次の再起動時に消去され
ます。サニタイズNVDIMM-Nスコープの選択は、サニタイズポリシーが選択された後にの
み使⽤できます。

5. 

F10キーを押して、変更を保存します。6. 
サーバーを再起動します。
サーバーは、サニタイズプロセスの⼀環として複数回を再起動します。サニタイズしている
NVDIMM-Nを⽰すために、POSTメッセージも表⽰されます。

7. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


NVDIMM Error - Processor %1, DIMM %2
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0386

症状
NVDIMMエラー - プロセッサー %1、DIMM %2。NVDIMMメタデータが壊れています。プロセッ
サー %3 のNVDIMMはすべて無効です。
 

原因
NVDIMMの適切な機能を保証するために使⽤されるNVDIMM構成メタデータが破損しています。
 

アクション
プロセッサー %1 のNVDIMMをすべてサニタイズします。
NVDIMMのサニタイズ

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
ステムオプション > メモリ操作 > NVDIMMメモリオプションを選択します。

1. 

次回の再起動時のポリシーにNVDIMM-Nサニタイズ/消去を選択します。
以下の警告が表⽰されます。
重要：NVDIMM-Nのサニタイズ/消去することは、NVDIMM内に保存されたすべてのユー
ザーデータの損失を招くことになります。NVDIMMのサニタイズ/消去を⾏う前に、
NVDIMM内のすべてのユーザーデータのバックアップを⼿動で⾏うことを推奨します。

2. 

任意のキーを押して、継続します。3. 
次のいずれかのメニュー項⽬を選択します。

サニタイズ/消去およびオペレーティングシステムの起動•
サニタイズ/消去およびシステムの電源オフ•
サニタイズ/消去およびシステムユーティリティの起動•

4. 

サニタイズ/消去するNVDIMM-Nによって、以下のメニュー項⽬のいずれかを選択します。
システム内のすべてのNVDIMM-Nのサニタイズ/消去—主要なシステムの再構成にこの
オプションを使⽤します。

•

プロセッサー1上のすべてのNVDIMM-Nのサニタイズ/消去—NVDIMM-Nメモリイン
ターリーブを有効にしている場合など、プロセッサー上のすべてのNVDIMM-Nを⼀緒
にサニタイズする必要がある場合に、このオプションを使⽤します。

•

プロセッサー1 DIMM Xのサニタイズ/消去—このオプションは、NVDIMM-Nメモリイ
ンターリーブが無効な場合にのみ利⽤できます。このオプションは、個々にNVDIMM-
Nを追加する場合、またはエラーの発⽣後に再度NVDIMM-Nを使⽤する場合に使⽤し
ます。

•

プロセッサー2上のすべてのNVDIMM-Nのサニタイズ/消去—NVDIMM-Nメモリイン
ターリーブを有効にしている場合など、プロセッサー上のすべてのNVDIMM-Nを⼀緒
にサニタイズする必要がある場合に、このオプションを使⽤します。

•

プロセッサー2 DIMM Xのサニタイズ/消去—このオプションは、NVDIMM-Nメモリイ
ンターリーブが無効な場合にのみ利⽤できます。このオプションは、個々にNVDIMM-
Nを追加する場合、またはエラーの発⽣後に再度NVDIMM-Nを使⽤する場合に使⽤し
ます。

•

有効な場合、選択されたNVDIMM内のすべてのユーザーデータが、次の再起動時に消去され

5. 



ます。サニタイズNVDIMM-Nスコープの選択は、サニタイズポリシーが選択された後にの
み使⽤できます。
F10キーを押して、変更を保存します。6. 
サーバーを再起動します。
サーバーは、サニタイズプロセスの⼀環として複数回を再起動します。サニタイズしている
NVDIMM-Nを⽰すために、POSTメッセージも表⽰されます。

7. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
UEFIシステムユーティリティユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


NVDIMM Error - Processor %1, DIMM %2
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0387

症状
NVDIMMエラー - プロセッサー %1、DIMM %2。NVDIMMメタデータが壊れています。NVDIMM
は無効になっています。
 

原因
NVDIMMの適切な機能を保証するために使⽤されるNVDIMM構成メタデータが破損しています。
 

アクション
NVDIMMをサニタイズします。
NVDIMMのサニタイズ

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
ステムオプション > メモリ操作 > NVDIMMメモリオプションを選択します。

1. 

次回の再起動時のポリシーにNVDIMM-Nサニタイズ/消去を選択します。
以下の警告が表⽰されます。
重要：NVDIMM-Nのサニタイズ/消去することは、NVDIMM内に保存されたすべてのユー
ザーデータの損失を招くことになります。NVDIMMのサニタイズ/消去を⾏う前に、
NVDIMM内のすべてのユーザーデータのバックアップを⼿動で⾏うことを推奨します。

2. 

任意のキーを押して、継続します。3. 
次のいずれかのメニュー項⽬を選択します。

サニタイズ/消去およびオペレーティングシステムの起動•
サニタイズ/消去およびシステムの電源オフ•
サニタイズ/消去およびシステムユーティリティの起動•

4. 

サニタイズ/消去するNVDIMM-Nによって、以下のメニュー項⽬のいずれかを選択します。
システム内のすべてのNVDIMM-Nのサニタイズ/消去—主要なシステムの再構成にこの
オプションを使⽤します。

•

プロセッサー1上のすべてのNVDIMM-Nのサニタイズ/消去—NVDIMM-Nメモリイン
ターリーブを有効にしている場合など、プロセッサー上のすべてのNVDIMM-Nを⼀緒
にサニタイズする必要がある場合に、このオプションを使⽤します。

•

プロセッサー1 DIMM Xのサニタイズ/消去—このオプションは、NVDIMM-Nメモリイ
ンターリーブが無効な場合にのみ利⽤できます。このオプションは、個々にNVDIMM-
Nを追加する場合、またはエラーの発⽣後に再度NVDIMM-Nを使⽤する場合に使⽤し
ます。

•

プロセッサー2上のすべてのNVDIMM-Nのサニタイズ/消去—NVDIMM-Nメモリイン
ターリーブを有効にしている場合など、プロセッサー上のすべてのNVDIMM-Nを⼀緒
にサニタイズする必要がある場合に、このオプションを使⽤します。

•

プロセッサー2 DIMM Xのサニタイズ/消去—このオプションは、NVDIMM-Nメモリイ
ンターリーブが無効な場合にのみ利⽤できます。このオプションは、個々にNVDIMM-
Nを追加する場合、またはエラーの発⽣後に再度NVDIMM-Nを使⽤する場合に使⽤し
ます。

•

有効な場合、選択されたNVDIMM内のすべてのユーザーデータが、次の再起動時に消去され

5. 



ます。サニタイズNVDIMM-Nスコープの選択は、サニタイズポリシーが選択された後にの
み使⽤できます。
F10キーを押して、変更を保存します。6. 
サーバーを再起動します。
サーバーは、サニタイズプロセスの⼀環として複数回を再起動します。サニタイズしている
NVDIMM-Nを⽰すために、POSTメッセージも表⽰されます。

7. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Uncorrectable Memory Error
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0388

症状
次のPOSTメッセージが表⽰されます。Uncorrectable Memory Error - The failed memory module 
could not be determined.
 

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
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DIMM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。

1. 

障害が発⽣したDIMMを特定できない場合、または問題が解決されない場合は、Active 
System Health Viewerを使⽤して、サポートケースを開いてください。

2. 

Hewlett Packard Enterpriseでは、サーバーの問題の読み取り、診断、および解決に使⽤するオン
ラインツールであるActive Health System Viewer（AHSV）にAHSログをアップロードする際にト
ラブルシューティングを⽀援するルールのセットを定義しています。

サーバーから、AHSログをダウンロードします。1. 
http://www.hpe.com/servers/ahsvでAHSVにログインしてから、必要なパスポートアカウン
トを⼊⼒します。

2. 

AHSログをAHSVにアップロードします。3. 
AHSVダッシュボードページに移動して、エラーを確認します。4. 
Fault Detection Analyticsページに移動して、他のエラー条件と修正を特定します。5. 

AHSログがアップロードされた後でもHewlett Packard Enterpriseからのサポートが必要な場合
は、AHSVを使⽤してサポートケースを作成することができます。
AHSVダッシュボードに移動し、NavigationメニューからCreate a Support Caseをクリックしま
す。
Case Creationウィンドウが表⽰されます。

連絡先情報をフォームに記⼊します。1. 
Issue sectionで、以下を⼊⼒します。

問題の説明•
ケースコメント•

2. 

Submitをクリックします。サポートケースはHewlett Packard Enterpriseサポートに送信さ
れて、⾼度な診断とトラブルシューティングが⾏われます。⼊⼒されていない情報がある場
合は、⾚い枠線のブロックが表⽰されて、ポップアップウィンドウに何を追加すべきかが⽰
されます。

3. 

Hewlett Packard Enterpriseサポートが問題を解決して、報告します。4. 
Active Health System Viewer User Guideを参照してください。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 

http://www.hpe.com/servers/ahsv
http://www.hpe.com/support/ahsv-ug-en


Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


NVDIMM configuration errror: Node Interleaving 
is enabled
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0391

症状
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が無効になっています。
 

原因
ノードインターリーブ機能はNVDIMMではサポートされません。
 

アクション
NVDIMMが正しく機能するようにノードインターリーブを無効にします。
ノードインターリーブの有効化または無効化

UEFI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 > ノードインタリービングを選択します。

1. 

設定を選択します。
有効（デフォルト）•
無効•

2. 

設定を保存します。3. 
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


NVDIMM configuration error - The Advanced 
Memory Protection mode is not Advanced ECC
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0392

症状
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ます。すべてのNVDIMMが無効に
なっています。
 

原因
NVDIMMでは「アドバンストECC」アドバンストメモリプロテクションモードのみがサポートさ
れます。
 

アクション
NVDIMMが正しく機能するように、アドバンストメモリプロテクションモードを「アドバンスト
ECC」として設定します。
アドバンストメモリ保護の構成

UEFI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 > アドバンストメモリプロテクションを選択します。

1. 

アドバンストECCサポートを選択します。2. 
設定を保存します。3. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


IMPORTANT: New NVDIMM(s) detected and all 
NVDIMMs have been disabled.
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0393

症状
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
NVDIMMのサニタイズ

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
ステムオプション > メモリ操作 > NVDIMMメモリオプションを選択します。

1. 

次回の再起動時のポリシーにNVDIMM-Nサニタイズ/消去を選択します。
以下の警告が表⽰されます。
重要：NVDIMM-Nのサニタイズ/消去することは、NVDIMM内に保存されたすべてのユー
ザーデータの損失を招くことになります。NVDIMMのサニタイズ/消去を⾏う前に、
NVDIMM内のすべてのユーザーデータのバックアップを⼿動で⾏うことを推奨します。

2. 

任意のキーを押して、継続します。3. 
次のいずれかのメニュー項⽬を選択します。

サニタイズ/消去およびオペレーティングシステムの起動•
サニタイズ/消去およびシステムの電源オフ•
サニタイズ/消去およびシステムユーティリティの起動•

4. 

サニタイズ/消去するNVDIMM-Nによって、以下のメニュー項⽬のいずれかを選択します。
システム内のすべてのNVDIMM-Nのサニタイズ/消去—主要なシステムの再構成にこの
オプションを使⽤します。

•

プロセッサー1上のすべてのNVDIMM-Nのサニタイズ/消去—NVDIMM-Nメモリイン
ターリーブを有効にしている場合など、プロセッサー上のすべてのNVDIMM-Nを⼀緒
にサニタイズする必要がある場合に、このオプションを使⽤します。

•

プロセッサー1 DIMM Xのサニタイズ/消去—このオプションは、NVDIMM-Nメモリイ
ンターリーブが無効な場合にのみ利⽤できます。このオプションは、個々にNVDIMM-
Nを追加する場合、またはエラーの発⽣後に再度NVDIMM-Nを使⽤する場合に使⽤し
ます。

•

プロセッサー2上のすべてのNVDIMM-Nのサニタイズ/消去—NVDIMM-Nメモリイン
ターリーブを有効にしている場合など、プロセッサー上のすべてのNVDIMM-Nを⼀緒
にサニタイズする必要がある場合に、このオプションを使⽤します。

•

プロセッサー2 DIMM Xのサニタイズ/消去—このオプションは、NVDIMM-Nメモリイ
ンターリーブが無効な場合にのみ利⽤できます。このオプションは、個々にNVDIMM-
Nを追加する場合、またはエラーの発⽣後に再度NVDIMM-Nを使⽤する場合に使⽤し
ます。

•

5. 



有効な場合、選択されたNVDIMM内のすべてのユーザーデータが、次の再起動時に消去され
ます。サニタイズNVDIMM-Nスコープの選択は、サニタイズポリシーが選択された後にの
み使⽤できます。
F10キーを押して、変更を保存します。6. 
サーバーを再起動します。
サーバーは、サニタイズプロセスの⼀環として複数回を再起動します。サニタイズしている
NVDIMM-Nを⽰すために、POSTメッセージも表⽰されます。

7. 

問題が解決しない場合、Hewlett Packard Enterpriseでは、サーバーの問題の読み取り、診断、お
よび解決に使⽤するオンラインツールであるActive Health System Viewer（AHSV）にAHSログを
アップロードする際にトラブルシューティングを⽀援するルールのセットを定義しています。

サーバーから、AHSログをダウンロードします。1. 
http://www.hpe.com/servers/ahsvでAHSVにログインしてから、必要なパスポートアカウン
トを⼊⼒します。

2. 

AHSログをAHSVにアップロードします。3. 
AHSVダッシュボードページに移動して、エラーを確認します。4. 
Fault Detection Analyticsページに移動して、他のエラー条件と修正を特定します。5. 

AHSログがアップロードされた後でもHewlett Packard Enterpriseからのサポートが必要な場合
は、AHSVを使⽤してサポートケースを作成することができます。
AHSVダッシュボードに移動し、NavigationメニューからCreate a Support Caseをクリックしま
す。
Case Creationウィンドウが表⽰されます。

連絡先情報をフォームに記⼊します。1. 
Issue sectionで、以下を⼊⼒します。

問題の説明•
ケースコメント•

2. 

Submitをクリックします。サポートケースはHewlett Packard Enterpriseサポートに送信さ
れて、⾼度な診断とトラブルシューティングが⾏われます。⼊⼒されていない情報がある場
合は、⾚い枠線のブロックが表⽰されて、ポップアップウィンドウに何を追加すべきかが⽰
されます。

3. 

Hewlett Packard Enterpriseサポートが問題を解決して、報告します。4. 
Active Health System Viewer User Guideを参照してください。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/servers/ahsv
http://www.hpe.com/support/ahsv-ug-en
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


NVDIMM unable to generate alerts
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0394

症状
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Innovation Engineファームウェアが最新バージョンでアップデートされていない
か、Innovation Engineファームウェアエラーが原因でNVDIMMのヘルスアラートの設定が妨げら
れています。
 

アクション
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。
Service Pack for ProLiant（SPP）には、サーバードライバー、システムソフトウェア、ファーム
ウェアが含まれています。SPPについて詳しくは、SPPのWebサイト（
http://www.hpe.com/jp/spp）を参照してください。それぞれのSPPには、サーバーサポートガイ
ドが付属しており、サポートされるサーバーおよびサポートされるサーバーごとに使⽤可能なコ
ンポーネントが⼀覧表⽰されています。サーバーサポートガイドおよびService Pack for ProLiant
クイックスタートガイドは、SPP Information Library（
http://www.hpe.com/info/spp/documentation）で⼊⼿できます。
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docsで⼊⼿できるSmart Update Managerユーザーガイド
およびSUMベストプラクティスのプランニングガイドを参照してください。SPPはSmart Update 
Manager（SUM）を使⽤して、ファームウェアとシステムソフトウェアコンポーネントを展開し
ます。
HPE Synergy製品のファームウェアをアップデートするには、HPE Synergyファームウェアとド
ライバーアップデートのためのベストプラクティス（http://www.hpe.com/info/synergy-docs）を
参照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•

http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/assistance


NVDIMM error: Processor %1, DIMM %2 
(SN:%3-%4-%5-%6)
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0395

症状
Processor %1, DIMM %2 (SN:%3-%4-%5-%6). 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
考えられる原因：

NVDIMMハードウェアに問題があります。•
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。

•

 

アクション
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。
NVDIMMを交換してください。

すべての電源を取り外します。
各電源コードを電源から抜き取ります。a. 
各電源コードをサーバーから抜き取ります。b. 

1. 

DIMMを取り外します。
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。ProLiantサーバー構成でメモリモジュールを取り
扱うためのベストプラクティス（
http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c00868283）を参照し
てください。
DIMMの取り付けについては、HPE ProLiantおよびSynergy Gen10サーバー搭載のHPE 
DDR4メモリの取り付けルール（http://www.hpe.com/docs/memory-population-rules）を参
照してください

2. 

新しいDIMMを取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard EnterpriseのWebサイトにあるお使いの製品⽤のサーバーのメ
ンテナンス&サービスガイドを参照してください。

ProLiant Gen10（http://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs）1. 
HPE Synergy（http://www.hpe.com/info/synergy-docs）2. 

3. 

この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c00868283/
http://www.hpe.com/docs/memory-population-rules/
http://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc


 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


WARNING: Processor %1, DIMM %2 (SN:%3-
%4-%5-%6). NVDIMM lifetime has been 
reached.
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0397

症状
警告：プロセッサー %1、DIMM %2 (SN:%3-%4-%5-%6)。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。
 

アクション
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、NVDIMMを交換してデータ
損失を防いでください。
DIMMの交換

すべての電源を取り外します。
各電源コードを電源から抜き取ります。a. 
各電源コードをサーバーから抜き取ります。b. 

1. 

DIMMを取り外します。
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。Hewlett Packard Enterprise Library（
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にあるDIMMの取り扱いガイドラインを参照して
ください

2. 

新しいDIMMを取り付けます。3. 
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


NVDIMM Configuration Error - Processor %1, 
DIMM %2 (SN:%3-%4-%5-%6). Backup power is 
not available to this DIMM slot. NVDIMM is 
disabled.
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0398

症状
NVDIMM構成エラー - プロセッサー％1、DIMM％2（SN：％3-％4-％5-％6）。このDIMMスロッ
トにはバックアップ電源がありません。NVDIMMは無効になっています。
 

原因
NVDIMMはバックアップ電源のないDIMMスロットに取り付けられています。
 

アクション
NVDIMM取り付けのガイドラインを参照して、バックアップ電源のあるスロットにNVDIMMを取
り付けます。
DIMMの取り付けについては、HPE ProLiantおよびSynergy Gen10サーバー搭載のHPE DDR4メ
モリの取り付けルール（http://www.hpe.com/docs/memory-population-rules）を参照してください
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。ProLiantサーバー構成でメモリモジュールを取り扱うための
ベストプラクティス（http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-
c00868283）を参照してください。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/docs/memory-population-rules/
http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c00868283/
http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c00868283/
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Intrusion Alert Detection
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0400

症状
侵⼊アラート検出 ‒ 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。
 

アクション
アクセスパネルが意図的に取り外されたこと、およびサーバーが安全であることを確認して
ください。

1. 

アクセスパネルを早急に取り付けます。2. 
注意：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⻑期にわたって稼動させ
ないでください。この状態でサーバーを動作させると、通気が正しく⾏われず、冷却機構が正常
に動作しなくなるため、⾼温によって装置が損傷する可能性があります。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Information Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてくださ
い。

ユーザーガイド•
トラブルシューティングガイド•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Intrusion Alert Detection
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0401

症状
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。
 

アクション
アクセスパネルが意図的に取り外されたこと、およびサーバーが安全であることを確認してくだ
さい。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Information Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてくださ
い。

ユーザーガイド•
トラブルシューティングガイド•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Intrusion Alert Detection
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0402

症状
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。
 

アクション
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。

1. 

この機能が必要な場合は、取り外されている侵⼊検出スイッチを取り付けます。2. 
この機能を使⽤しない場合は、RBSUで侵⼊検知を無効にします。3. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Information Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてくださ
い。

ユーザーガイド•
トラブルシューティングガイド•

RBSUの使⽤について詳しくは、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（
http://www.hpe.com/info/uefi/docs）を参照してください。
ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/info/uefi/docs
http://www.hpe.com/assistance


Innovation Engine error
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0410

症状
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%1）
 

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が最新バージョンではありませ
ん。
 

アクション
システムROMファームウェアとInnovation Engineのファームウェアをアップデートします。
ファームウェアをアップグレードする⽅法は複数あります。
HPEサポートのWebサイト：

https://www.hpe.com/jp/ja/support.htmlにアクセスします。1. 
HPEサーバー、ストレージ、ネットワークをクリックします。2. 
製品名を⼊⼒して、実⾏をクリックします。3. 
ドライバー、ソフトウェア、およびファームウェアを⼊⼿するをクリックします。4. 
該当するオペレーティングシステムを選択します。5. 
該当するパッチを選択してから、ダウンロードをクリックします。6. 

Smart Update Manager（SUM）:
Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/servers/hpsum/download
）からSUMをダウンロードします。

1. 

最新のSPPがあることを確認してください（http://www.hpe.com/jp/spp/download）。2. 
SUMを開き、Smartアレイドライバーが含まれているベースラインを追加します。ファーム
ウェアアップデートの具体的な⼿順については、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationにあるSmart Update Managerユーザーガイ
ドを参照してください。

3. 

Smart Update Tool（SUT）：
注記：SUTを使⽤するには、HPE OneViewをダウンロードしてインストールしておく必要があり
ます。詳しくは、HPE OneViewのドキュメント（http://www.hpe.com/info/ovvcenter/docs）を参
照してください。

SUTはHewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/info/hpsut）からダウ
ンロードしてください。

1. 

最新のSPPがあることを確認してください（http://www.hpe.com/jp/spp/download）。2. 
コマンドラインからSUTを実⾏して（On-Demand mode）、Smartアレイファームウェアを
アップデートします。詳しくは、HP SUTのドキュメント（http://www.hpe.com/info/sut-
docs）を参照してください。

3. 

Service Pack for ProLiant（SPP）：
SPPをHewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/jp/spp）からダウンロード
して、Smartアレイファームウェアをアップデートします。ファームウェアをアップデートする
⼿順については、SPPドキュメント（http://www.hpe.com/info/spp/documentation）を参照してく
ださい。

https://www.hpe.com/us/en/support.html
http://www.hpe.com/servers/hpsum/download
http://www.hpe.com/servers/spp/download
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentation
http://www.hpe.com/info/ovvcenter/docs
http://www.hpe.com/info/hpsut
http://www.hpe.com/servers/spp/download
http://www.hpe.com/info/sut-docs
http://www.hpe.com/info/sut-docs
http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation


注記：SPPをダウンロードするには、Hewlett Packard Enterpriseとの契約およびHPEパスポート
IDが必要です。HPEパスポートIDをお持ちでない場合は、http://www.hpe.com/info/insightonlineに
アクセスしてください。
注記：SPP全体をダウンロードするにはかなりの時間がかかります。
オンラインフラッシュコンポーネント
このコンポーネントは、サポートされるオペレーティングシステム上で直接インストールでき
る、アップデートされたシステムファームウェアを提供します。さらに、SUMと組み合わせて使
⽤すると、このスマートコンポーネントによって中央の場所からリモートサーバー上のファーム
ウェアをアップデートすることができます。
このリモート展開機能により、ファームウェアのアップデートを実⾏するためにサーバーの場所
に物理的にいる必要がなくなります。
ファームウェアアップデートの具体的な⼿順については、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationにあるSmart Update Managerユーザーガイドを参
照してください。
 

サポートと他のリソース
HPE Synergy製品のファームウェアアップデートについて詳しくは、HPE Synergyファームウェ
アとドライバーアップデートのためのベストプラクティス（http://www.hpe.com/info/synergy-
docs）を参照してください。
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアアップデートについて詳しくは、HPE 
ApolloおよびHPE ProLiantサーバー⽤のHPE Gen10トラブルシューティングガイド（
http://www.hpe.com/info/Gen10-troubleshooting）を参照してください。
特定のサーバーまたはオプション⽤の最新バージョンのファームウェアは、Hewlett Packard 
EnterpriseのWebサイト 
（http://www.hpe.com/support/hpesc）からダウンロードできます。

http://www.hpe.com/info/insightonline
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentations
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/Gen10-troubleshooting
http://www.hpe.com/support/hpesc


Innovation Engine Error - The Innovation Engine 
is operating in recovery mode
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0411

症状
次のPOSTメッセージが表⽰されます。Innovation Engine Error - The Innovation Engine is 
operating in recovery mode.
 

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
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、
サーバーのユーザーガイドを参照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Information Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてくださ
い。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Server Platform Services Firmware error
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0414

症状
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%1）
 

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
サーバープラットフォームサービスファームウェアをアップデートします。
Service Pack for ProLiant（SPP）には、サーバードライバー、システムソフトウェア、ファーム
ウェアが含まれています。SPPについて詳しくは、SPPのWebサイト（
http://www.hpe.com/jp/spp）を参照してください。それぞれのSPPには、サーバーサポートガイ
ドが付属しており、サポートされるサーバーおよびサポートされるサーバーごとに使⽤可能なコ
ンポーネントが⼀覧表⽰されています。サーバーサポートガイドおよびService Pack for ProLiant
クイックスタートガイドは、SPP Information Library（
http://www.hpe.com/info/spp/documentation）で⼊⼿できます。
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docsで⼊⼿できるSmart Update Managerユーザーガイド
およびSUMベストプラクティスのプランニングガイドを参照してください。SPPはSmart Update 
Manager（SUM）を使⽤して、ファームウェアとシステムソフトウェアコンポーネントを展開し
ます。
HPE Synergy製品のファームウェアをアップデートするには、http://www.hpe.com/info/synergy-
docsにあるHPE Synergyファームウェアアップデートの概要を参照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 

http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/assistance


IMPORTANT: The Innovation Engine Firmware 
revision in this system does not meet minimum 
requirements for operation with NVDIMMs. All 
NVDIMM functionality has been disabled.
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0415

症状
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
Innovation Engineファームウェアが、サポートされる最新のリビジョンではありません。
 

アクション
Innovation Engineファームウェアをアップデートします。
ファームウェアのアップデート
ファームウェアをアップグレードする⽅法は複数あります。
HPEサポートのWebサイト：

https://www.hpe.com/jp/ja/support.htmlにアクセスします。1. 
HPEサーバー、ストレージ、ネットワークをクリックします。2. 
製品名を⼊⼒して、実⾏をクリックします。3. 
ドライバー、ソフトウェア、およびファームウェアを⼊⼿するをクリックします。4. 
該当するオペレーティングシステムを選択します。5. 
該当するパッチを選択してから、ダウンロードをクリックします。6. 

Smart Update Manager（SUM）:
Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/servers/hpsum/download
）からSUMをダウンロードします。

1. 

最新のSPPがあることを確認してください（http://www.hpe.com/jp/spp/download）。2. 
SUMを開き、Smartアレイドライバーが含まれているベースラインを追加します。ファーム
ウェアアップデートの具体的な⼿順については、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationにあるSmart Update Managerユーザーガイ
ドを参照してください。

3. 

Smart Update Tool（SUT）：
注記：SUTを使⽤するには、HPE OneViewをダウンロードしてインストールしておく必要があり
ます。詳しくは、HPE OneViewのドキュメント（http://www.hpe.com/info/ovvcenter/docs）を参
照してください。

SUTはHewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/info/hpsut）からダウ
ンロードしてください。

1. 

最新のSPPがあることを確認してください（http://www.hpe.com/jp/spp/download）。2. 
コマンドラインからSUTを実⾏して（On-Demand mode）、Smartアレイファームウェアを3. 

https://www.hpe.com/us/en/support.html
http://www.hpe.com/servers/hpsum/download
http://www.hpe.com/servers/spp/download
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentation
http://www.hpe.com/info/ovvcenter/docs
http://www.hpe.com/info/hpsut
http://www.hpe.com/servers/spp/download


アップデートします。詳しくは、HP SUTのドキュメント（http://www.hpe.com/info/sut-
docs）を参照してください。

Service Pack for ProLiant（SPP）：
SPPをHewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/jp/spp）からダウンロード
して、Smartアレイファームウェアをアップデートします。ファームウェアをアップデートする
⼿順については、SPPドキュメント（http://www.hpe.com/info/spp/documentation）を参照してく
ださい。
注記：SPPをダウンロードするには、Hewlett Packard Enterpriseとの契約およびHPEパスポート
IDが必要です。HPEパスポートIDをお持ちでない場合は、http://www.hpe.com/info/insightonlineに
アクセスしてください。
注記：SPP全体をダウンロードするにはかなりの時間がかかります。
オンラインフラッシュコンポーネント
このコンポーネントは、サポートされるオペレーティングシステム上で直接インストールでき
る、アップデートされたシステムファームウェアを提供します。さらに、SUMと組み合わせて使
⽤すると、このスマートコンポーネントによって中央の場所からリモートサーバー上のファーム
ウェアをアップデートすることができます。
このリモート展開機能により、ファームウェアのアップデートを実⾏するためにサーバーの場所
に物理的にいる必要がなくなります。
ファームウェアアップデートの具体的な⼿順については、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationにあるSmart Update Managerユーザーガイドを参
照してください。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/sut-docs
http://www.hpe.com/info/sut-docs
http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/insightonline
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentations
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Transport Layer Security (TLS) certificate 
verification error
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0420

症状
%2:%3からのダウンロード中にエラーが発⽣しました。
 

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
TLSサーバーの有効な証明書がインストールされていることを確認して、すべてのTLS設定をレ
ビューします。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Transport Layer Security (TLS) certificate 
verification failed.
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0421

症状
ダウンロードが中⽌されました。
 

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
指定されたターゲットURLがTLSサーバーの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。

Internet Explorerを起動します。1. 
エラーの原因となったURLに移動します。2. 
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。3. 
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。

4. 

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。5. 
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Transport Layer Security (TLS) certificate 
verification failed.
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0422

症状
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する必要があります。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Transport Layer Security (TLS) certificate 
verification failed.
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0423

症状
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。
 

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
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。

Internet Explorerを起動します。1. 
エラーの原因となったURLに移動します。2. 
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。3. 
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。4. 
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。5. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Uncorrectable memory error
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0430

症状
メモリ領域をOSで使⽤できなくなり、データが消失した可能性があります。
 

原因
考えられる原因：

DRAMの物理的な不具合である可能性がある訂正不能エラーがメモリ内にあります。•
テストツールからエラーを注⼊しました。•
メモリ内でエラーとしてフラグが⽴てられている他のメディア/トランザクションからエ
ラーを転送しました。

•

 

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。

次に利⽤可能なメンテナンスウィンドウで、サーバーの電源を切ります。1. 
すべての電源を取り外します。

各電源コードを電源から抜き取ります。a. 
各電源コードをサーバーから抜き取ります。b. 

2. 

DIMMを交換してください。
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。
Hewlett Packard Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にあるDIMM
の取り扱いガイドラインを参照してください

3. 

静電気防⽌⽤の圧縮空気で、DIMMおよびDIMMスロットのクリーニングを⾏います。4. 
新しいDIMMを取り付けます。5. 

この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Persistent memory backup failed
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0431

症状
不揮発性データが消失しました。
 

原因
考えられる原因：

バックアップデバイスへの書き込み中にメディアアクセスエラーが発⽣しました。•
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
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Persistent memory restore failed
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0432

症状
不揮発性データが消失した可能性があります。
 

原因
考えられる原因：

バックアップデバイスからの読み取り中にメディアアクセスエラーが発⽣しました。•
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
HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Scalable Persistent Memory backup device 
failure on Box %1 Bay %2
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0433

症状
ボックス%1ベイ%2のScalable Persistent Memoryのバックアップデバイスが障害が発⽣しまし
た。不揮発性データが消失した可能性があります。
 

原因
電源切断またはサーバーリセットの後で、前回のバックアップ操作である、NVDIMM-N DRAMか
らNVDIMM-Nフラッシュメモリへのデータコピーが完全に終了していません。
 

アクション
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。1. 
NVDIMMをサニタイズします。詳しくは、Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト（
http://www.hpe.com/info/NVDIMM-docs）にあるHPE 8GB NVDIMM User Guideを参照して
ください。

2. 

NVDIMMを取り付けなおしてください。3. 
すべてのNVDIMMおよびDIMMを取り付けなおします。4. 
エラー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 Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
）にある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。

5. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/NVDIMM-docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Scalable Persistent Memory configuration data 
on backup device Box %1 Bay %2 is invalid
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0434

症状
ボックス%1ベイ%2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。不揮発性データが消失している可能性があります。
 

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。
 

アクション
NVDIMMをサニタイズします。詳しくは、Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト（
http://www.hpe.com/info/NVDIMM-docs）にあるHPE 8GB NVDIMM User Guideを参照して
ください。

1. 

NVDIMMを取り付けなおしてください。2. 
すべてのNVDIMMおよびDIMMを取り付けなおします。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 Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
）にある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。

4. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/NVDIMM-docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Scalable Persistent Memory backup device on 
Box %1 Bay %2 is missing
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0435

症状
NVDIMMがボックス％1ベイ％2から取り外されています。プロセッサーXのNVDIMMはすべて無
効です。
 

原因
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
取り外され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。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Scalable Persistent Memory backup media write 
error on %1 Logical NVDIMM %2. Persistent 
data may have been been lost.
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0437

症状
Scalable Persistent Memoryバックアップメディア書き込みエラーが%1の論理NVDIMM %2で発
⽣しました。不揮発性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ています。
 

アクション
バックアップストレージデバイスを交換します。
HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Scalable Persistent Memory backup media read 
error on %1 Logical NVDIMM %2. Persistent 
data may have been been lost.
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0438

症状
Scalable Persistent Memoryバックアップメディア読み取りエラーが%1の論理NVDIMM %2で発
⽣しました。不揮発性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ています。
 

アクション
ボックス％1ベイ％2のバックアップデバイスを交換してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


New Scalable Persistent Memory configuration 
rejected. System has reverted to the previous 
configuration.
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0439

症状
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
ユーザーの⽬標構成が無効です。
 

アクション
有効な⽬標構成を⼊⼒してください。
UEFIシステムユーティリティ設定について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information 
Libraryで、お使いのシステムの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。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Persistent memory error
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0440

症状
不揮発性メモリに保存されているユーザーデータは、不揮発性メモリ範囲内に存在する訂正不能
エラーの数によっては失われる可能性があります。
 

原因
このエラーは、不揮発性メモリ範囲で「訂正不能エラー」が検出され、ROMベースセットアップ
ユーティリティ（RBSU）でアドレス範囲スクラブ機能が有効になっている場合に表⽰されま
す。
 

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（IML
）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。
問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


NVDIMM configuration error - Scalable 
Persistent Memory functionality is not supported 
when an NVDIMM-N is present in the system. 
Scalable Persistent Memory functionality has 
been disabled.
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0441

症状
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。
 

アクション
Scalable Persistent Memoryの機能を使⽤するには、システムからNVDIMM-Nを取り外します。

すべての電源を取り外します。
各電源コードを電源から抜き取ります。a. 
各電源コードをサーバーから抜き取ります。b. 

1. 

DIMMを取り外します。
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。Hewlett Packard Enterprise Library（
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にあるDIMMの取り扱いガイドラインを参照して
ください

2. 

この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Scalable persistent memory backup media write 
error
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0442

症状
次のPOSTメッセージが表⽰されます。Scalable persistent memory backup media write error on 
Box %1 Bay %2. Persistent data may have been lost.
 

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
HPEサポートケースを作成し、バックアップストレージデバイスを交換してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

詳しくは、Hewlett Packard EnterpriseのWebサイトにある製品のトラブルシューティングガイド
に記載されているシステムの最新状態の維持を参照してください。

HPE ProLiant Gen10（http://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting）•
HPE Synergy（http://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting）•

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting
http://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Scalable persistent memory backup media read 
error
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0443

症状
次のPOSTメッセージが表⽰されます。Scalable persistent memory backup media read error on 
Box %1 Bay %2. Persistent data may have been lost.
 

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
HPEサポートケースを作成し、バックアップストレージデバイスを交換してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

詳しくは、Hewlett Packard EnterpriseのWebサイトにある製品のトラブルシューティングガイド
に記載されているシステムの最新状態の維持を参照してください。

HPE ProLiant Gen10（http://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting）•
HPE Synergy（http://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting）•

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting
http://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Scalable Persistent Memory arming error on %1, 
Logical NVDIMM %2
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0444

症状
Scalable Persistent Memory装備エラーが%1の論理NVDIMM %2で発⽣しました。論理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。
 

原因
⼀般的な装備エラーです。
 

アクション
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。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Scalable Persistent Memory backup device error
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0445

症状
次のPOSTメッセージが表⽰されます。Scalable Persistent Memory backup device error on Box 
%1 Bay %2.
 

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
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


The Scalable Persistent Memory backup power 
requirements have exceeded the available 
backup battery power
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0446

症状
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。
 

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
最近追加したハードウェアを取り外して、バックアップ所要電⼒を減らします。
詳しくは、Hewlett Packard EnterpriseのWebサイトにあるお使いの製品⽤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（http://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs）•
HPE Synergy（http://www.hpe.com/info/synergy-docs）•

この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 

http://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx


（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/assistance


Scalable persistent memory address range scrub 
error
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0449

症状
論理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
スケーラブル不揮発性メモリアドレス範囲スクラブのしきい値を超えています。
 

アクション
すべての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。

1. 

ROMベースセットアップユーティリティ（RBSU）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。

RBSUを開きます。a. 
不揮発性メモリオプション -> スケーラブル不揮発性メモリオプション -> 回復オプ
ションに移動します。

b. 

バックアップストレージデバイスの初期化ドロップダウンメニューから、有効を選択
します。

c. 

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Unsupported NVDIMM-N Configuration Detected 
- Processor %1 DIMM %2. The installed 
NVDIMM-N is not supported.
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0451

症状
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%1 DIMM %2。取り付け
られたNVDIMM-Nがサポートされていません。
 

原因
取り付けられたNVDIMMがシステムでサポートされていないか、現在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
システムROMファームウェアを最新のサポートされているリビジョンにアップデートします。
Service Pack for ProLiant（SPP）には、サーバードライバー、システムソフトウェア、ファーム
ウェアが含まれています。SPPについて詳しくは、SPPのWebサイト（
http://www.hpe.com/jp/spp）を参照してください。それぞれのSPPには、サーバーサポートガイ
ドが付属しており、サポートされるサーバーおよびサポートされるサーバーごとに使⽤可能なコ
ンポーネントが⼀覧表⽰されています。サーバーサポートガイドおよびService Pack for ProLiant
クイックスタートガイドは、SPP Information Library（
http://www.hpe.com/info/spp/documentation）で⼊⼿できます。
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docsで⼊⼿できるSmart Update Managerユーザーガイド
およびSUMベストプラクティスのプランニングガイドを参照してください。SPPはSmart Update 
Manager（SUM）を使⽤して、ファームウェアとシステムソフトウェアコンポーネントを展開し
ます。
HPE Synergy製品のファームウェアをアップデートするには、HPE Synergyファームウェアとド
ライバーアップデートのためのベストプラクティス（http://www.hpe.com/info/synergy-docs）を
参照してください。
問題が解消されない場合は、取り付けられたNVDIMMがシステムによってサポートされておら
ず、取り外す必要があります。HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc


サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


NVDIMM Error: Persistent Memory Address 
Range Scrub error threshold exceeded on 
Processor %1
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0454

症状
NVDIMMエラー：不揮発性メモリアドレス範囲スクラブエラーのしきい値がプロセッサー%1、
DIMM %2で超過しました（SN：%3-%4-%5-%6）。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
NVDIMM内の訂正不能なメモリエラーが多すぎます。
 

アクション
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。
詳しくは、Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/info/nvdimm-docs）に
あるHPEスケーラブル不揮発性メモリユーザーガイドを参照してください。
NVDIMMをサニタイズします。

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) > シ
ステムオプション > メモリ操作 > NVDIMMメモリオプションを選択します。

1. 

次回の再起動時のポリシーにNVDIMM-Nサニタイズ/消去を選択します。
以下の警告が表⽰されます。
重要：NVDIMM-Nをサニタイズ/消去することは、NVDIMM-N内に保存されたすべてのユー
ザーデータの損失を招くことになります。NVDIMM-Nのサニタイズ/消去を⾏う前に、
NVDIMM-N内のすべてのユーザーデータのバックアップを⼿動で⾏うことを、強く推奨し
ます。

2. 

任意のキーを押して、継続します。3. 
次のいずれかのメニュー項⽬を選択します。

サニタイズ/消去およびオペレーティングシステムの起動•
サニタイズ/消去およびシステムの電源オフ•
サニタイズ/消去およびシステムユーティリティの起動•

4. 

サニタイズ/消去するNVDIMM-Nによって、以下のメニュー項⽬のいずれかを選択します。
システム内のすべてのNVDIMM-Nのサニタイズ/消去—主要なシステムの再構成にこの
オプションを使⽤します。

•

プロセッサー1上のすべてのNVDIMM-Nのサニタイズ/消去—NVDIMM-Nメモリイン
ターリーブを有効にしている場合など、プロセッサー上のすべてのNVDIMM-Nを⼀緒
にサニタイズする必要がある場合に、このオプションを使⽤します。

•

プロセッサー1 DIMM Xのサニタイズ/消去—このオプションは、NVDIMM-Nメモリイ
ンターリーブが無効な場合にのみ利⽤できます。このオプションは、個々にNVDIMM-
Nを追加する場合、またはエラーの発⽣後に再度NVDIMM-Nを使⽤する場合に使⽤し
ます。

•

5. 

http://www.hpe.com/info/nvdimm-docs


プロセッサー2上のすべてのNVDIMM-Nのサニタイズ/消去—NVDIMM-Nメモリイン
ターリーブを有効にしている場合など、プロセッサー上のすべてのNVDIMM-Nを⼀緒
にサニタイズする必要がある場合に、このオプションを使⽤します。

•

プロセッサー2 DIMM Xのサニタイズ/消去—このオプションは、NVDIMM-Nメモリイ
ンターリーブが無効な場合にのみ利⽤できます。このオプションは、個々にNVDIMM-
Nを追加する場合、またはエラーの発⽣後に再度NVDIMM-Nを使⽤する場合に使⽤し
ます。

•

有効な場合、選択されたNVDIMM内のすべてのユーザーデータが、次の再起動時に消去され
ます。サニタイズNVDIMM-Nスコープの選択は、サニタイズポリシーが選択された後にの
み使⽤できます。
F10キーを押して、変更を保存します。6. 
サーバーを再起動します。
サーバーは、サニタイズプロセスの⼀環として複数回を再起動します。サニタイズしている
NVDIMM-Nを⽰すために、POSTメッセージも表⽰されます。

7. 

問題が解決されない場合は、NVDIMMを交換してください。
すべての電源を取り外します。

各電源コードを電源から抜き取ります。a. 
各電源コードをサーバーから抜き取ります。b. 

1. 

DIMMを取り外します。
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。Hewlett Packard Enterprise Library（
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にあるDIMMの取り扱いガイドラインを参照して
ください

2. 

新しいDIMMを取り付けます。3. 
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx


（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/assistance


The %1 in Bay %2 will soon be incapable of 
supporting the Scalable Persistent Memory 
backup.
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0455

症状
ベイ%2の%1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
Oakwood PS BBUの容量が警告レベルに低下しています。
 

アクション
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サイトにあるお使いの製品⽤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（http://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs）•
HPE Synergy（http://www.hpe.com/info/synergy-docs）•

この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 

http://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx


（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/assistance


The %1 in Bay %2 cannot support the Scalable 
Persistent Memory backup
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0456

症状
ベイ%2の%1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。
 

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
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サイトにあるお使いの製品⽤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（http://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs）•
HPE Synergy（http://www.hpe.com/info/synergy-docs）•

この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Correctable Memory Error Threshold exceeded
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0460

症状
次のPOSTメッセージが表⽰されます。Correctable Memory Error Threshold exceeded
 

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。•

 

アクション
DIMMを取り外して、再度取り付けます。詳しくは、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。
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。https://h20565.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/di
splay?sp4ts.oid=7271241&docLocale=en_US&docId=emr_na-c05161786にあるDIMMの取
り扱いのガイドラインを参照してください。

1. 

システムファームウェアをアップデートします。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、Hewlett Packard Enterpriseでは、サーバーの問題の読み取り、診断、お
よび解決に使⽤するオンラインツールであるActive Health System Viewer（AHSV）にAHSログを
アップロードする際にトラブルシューティングを⽀援するルールのセットを定義しています。

サーバーから、AHSログをダウンロードします。1. 
http://www.hpe.com/servers/ahsvでAHSVにログインしてから、必要なパスポートアカウン
トを⼊⼒します。

2. 

AHSログをAHSVにアップロードします。3. 
AHSVダッシュボードページに移動して、エラーを確認します。4. 
Fault Detection Analyticsページに移動して、他のエラー条件と修正を特定します。5. 

AHSログがアップロードされた後でもHewlett Packard Enterpriseからのサポートが必要な場合
は、AHSVを使⽤してサポートケースを作成することができます。
AHSVダッシュボードに移動し、NavigationメニューからCreate a Support Caseをクリックしま
す。
Case Creationウィンドウが表⽰されます。

連絡先情報をフォームに記⼊します。1. 
Issue sectionで、以下を⼊⼒します。

問題の説明•
ケースコメント•

2. 

Submitをクリックします。サポートケースはHewlett Packard Enterpriseサポートに送信さ
れて、⾼度な診断とトラブルシューティングが⾏われます。⼊⼒されていない情報がある場
合は、⾚い枠線のブロックが表⽰されて、ポップアップウィンドウに何を追加すべきかが⽰
されます。

3. 

Hewlett Packard Enterpriseサポートが問題を解決して、報告します。4. 
Active Health System Viewer User Guideを参照してください。

https://h20565.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?sp4ts.oid=7271241&docLocale=en_US&docId=emr_na-c05161786
https://h20565.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?sp4ts.oid=7271241&docLocale=en_US&docId=emr_na-c05161786
http://www.hpe.com/servers/ahsv
http://www.hpe.com/support/ahsv-ug-en


 

サポートと他のリソース
Service Pack for ProLiant（SPP）には、サーバードライバー、システムソフトウェア、ファーム
ウェアが含まれています。SPPについて詳しくは、SPPのWebサイト（
http://www.hpe.com/jp/spp）を参照してください。それぞれのSPPには、サーバーサポートガイ
ドが付属しており、サポートされるサーバーおよびサポートされるサーバーごとに使⽤可能なコ
ンポーネントが⼀覧表⽰されています。サーバーサポートガイドおよびService Pack for ProLiant
クイックスタートガイドは、SPP Information Library（
http://www.hpe.com/info/spp/documentation）で⼊⼿できます。
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docsで⼊⼿できるSmart Update Managerユーザーガイド
およびSUMベストプラクティスのプランニングガイドを参照してください。SPPはSmart Update 
Manager（SUM）を使⽤して、ファームウェアとシステムソフトウェアコンポーネントを展開し
ます。
HPE Synergy製品のファームウェアをアップデートするには、http://www.hpe.com/info/synergy-
docsにあるHPE Synergyファームウェアアップデートの概要を参照してください。
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


High rate of corrected memory errors, 
performance may be degraded
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0461

症状
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（%1 %2、DIMM %3）
 

原因
指定されたDIMMが正しく取り付けられていません。
 

アクション
指定されたDIMMを取り付けなおします。

各電源コードを電源から抜き取ります。1. 
各電源コードをサーバーから抜き取ります。2. 
DIMMを取り外します。
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。ProLiantサーバー構成でメモリモジュールを取り
扱うためのベストプラクティス（ 
http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c00868283）を参照し
てください。

3. 

静電気防⽌⽤の圧縮空気で、DIMMおよびDIMMスロットのクリーニングを⾏います。4. 
DIMMを再度取り付けます。5. 

詳しくは、http://www.hpe.com/info/enterprise/docsで⼊⼿できる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。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
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。
DIMMの取り付けルールとガイドラインについては、HPE ProLiantおよびSynergy Gen10サー
バー搭載のHPE DDR4メモリの取り付けルール（http://www.hpe.com/docs/memory-population-
rules）を参照してください。
HPE Synergy製品でサポートされているDIMMについて詳しくは、HPE Enterprise Information 

http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c00868283
http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c00868283
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/docs/memory-population-rules/
http://www.hpe.com/docs/memory-population-rules/
http://www.hpe.com/info/synergy-docs


Library WebサイトにあるHPE Synergyのドキュメントを参照してください。 
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品でサポートされているDIMMについて詳しくは、HPE 
Enterprise Information Libraryを参照してください。
Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://h17007.www1.hpe.com/us/en/enterprise/servers/solutions/info-library/index.aspx#.WVF7KE2GPcd
http://h17007.www1.hpe.com/us/en/enterprise/servers/solutions/info-library/index.aspx#.WVF7KE2GPcd
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Correctable Memory Error Threshold Exceeded
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0466

症状
次のPOSTメッセージが表⽰されます。Correctable Memory Error Threshold Exceeded
 

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。•

 

アクション
DIMMを取り外して、再度取り付けます。詳しくは、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。
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。https://h20565.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/di
splay?sp4ts.oid=7271241&docLocale=en_US&docId=emr_na-c05161786にあるDIMMの取
り扱いのガイドラインを参照してください。
詳しくは、Hewlett Packard EnterpriseのWebサイトにあるお使いの製品⽤のサーバーのメ
ンテナンス&サービスガイドを参照してください。

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

1. 

システムファームウェアをアップデートします。
Service Pack for ProLiant（SPP）には、サーバードライバー、システムソフトウェア、
ファームウェアが含まれています。SPPについて詳しくは、SPPのWebサイト（
http://www.hpe.com/jp/spp）を参照してください。それぞれのSPPには、サーバーサポート
ガイドが付属しており、サポートされるサーバーおよびサポートされるサーバーごとに使⽤
可能なコンポーネントが⼀覧表⽰されています。サーバーサポートガイドおよびService 
Pack for ProLiantクイックスタートガイドは、SPP Information Library（
http://www.hpe.com/info/spp/documentation）で⼊⼿できます。
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docsで⼊⼿できるSmart Update Managerユーザーガ
イドおよびSUMベストプラクティスのプランニングガイドを参照してください。SPPは
Smart Update Manager（SUM）を使⽤して、ファームウェアとシステムソフトウェアコン
ポーネントを展開します。
HPE Synergy製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/synergy-docsにあるHPE Synergyファームウェアアップデートの概
要を参照してください。

2. 

問題が解決しない場合、Hewlett Packard Enterpriseでは、サーバーの問題の読み取り、診断、お
よび解決に使⽤するオンラインツールであるActive Health System Viewer（AHSV）にAHSログを
アップロードする際にトラブルシューティングを⽀援するルールのセットを定義しています。

サーバーから、AHSログをダウンロードします。1. 
http://www.hpe.com/servers/ahsvでAHSVにログインしてから、必要なパスポートアカウン
トを⼊⼒します。

2. 

https://h20565.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?sp4ts.oid=7271241&docLocale=en_US&docId=emr_na-c05161786
https://h20565.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?sp4ts.oid=7271241&docLocale=en_US&docId=emr_na-c05161786
http://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/servers/ahsv


AHSログをAHSVにアップロードします。3. 
AHSVダッシュボードページに移動して、エラーを確認します。4. 
Fault Detection Analyticsページに移動して、他のエラー条件と修正を特定します。5. 

AHSログがアップロードされた後でもHewlett Packard Enterpriseからのサポートが必要な場合
は、AHSVを使⽤してサポートケースを作成することができます。
AHSVダッシュボードに移動し、NavigationメニューからCreate a Support Caseをクリックしま
す。
Case Creationウィンドウが表⽰されます。

連絡先情報をフォームに記⼊します。1. 
Issue sectionで、以下を⼊⼒します。

問題の説明•
ケースコメント•

2. 

Submitをクリックします。サポートケースはHewlett Packard Enterpriseサポートに送信さ
れて、⾼度な診断とトラブルシューティングが⾏われます。⼊⼒されていない情報がある場
合は、⾚い枠線のブロックが表⽰されて、ポップアップウィンドウに何を追加すべきかが⽰
されます。

3. 

Hewlett Packard Enterpriseサポートが問題を解決して、報告します。4. 
Active Health System Viewer User Guideを参照してください。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/support/ahsv-ug-en
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Uncorrectable error was detected
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0467

症状
OSが実⾏中の場合は、ブルースクリーンエラーまたはシステムの再起動が発⽣する可能性があり
ます。
 

原因
プロセッサーが正しく取り付けられておらず、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
プロセッサーを取り付けなおします。
プロセッサーの取り付け、取り外し、または交換が必要なすべての⼿順を⾏う前に、ご使⽤のプ
ロセッサーモデルのドキュメントを必ず確認してください。Hewlett Packard Enterprise 
Information Libraryでサーバーのユーザーガイドまたはメンテナンス&サービスガイドを探してく
ださい。
注意：プロセッサーの取り外しまたは交換を⾏う前に、Hewlett Packard Enterprise Information 
LibraryにあるHPE ProLiant Gen10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に記載されている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。

アクセスパネルを取り外します。1. 
ヒートシンクを取り外します。2. 
各プロセッサー固定レバーを開き、プロセッサーを取り外します。3. 
プロセッサーを取り付けなおします。プロセッサーの両側にあるプロセッサー取り付けガイ
ドを⽬で確認しながら、プロセッサー固定⽤ブラケットにプロセッサーを確実に固定しま
す。システムボードのピンは、⾮常に壊れやすく、簡単に損傷します。

4. 

プロセッサー固定⽤ブラケットを閉じます。プロセッサーがプロセッサー固定⽤ブラケット
に正しく取り付けられている場合、ソケットの前⾯でプロセッサー固定⽤ブラケットはフラ
ンジにかかっていません。
注意：プロセッサーを押し込まないでください。プロセッサーを押し込むと、プロセッサー
ソケットやシステムボードが損傷する場合があります。プロセッサー固定⽤ブラケットの⽰
されている部分のみを押してください。

5. 

プロセッサー固定⽤ブラケットを押して正しい位置で固定し、プロセッサーの各ロック⽤レ
バーを閉じます。プロセッサー固定⽤ブラケットの⽰されている部分のみを押してくださ
い。

6. 

ヒートシンクの位置を合わせて取り付けます。7. 
アクセスパネルを取り付けます。8. 

ファームウェアをアップデートします。
ファームウェアをアップデートする⽅法は複数あります。
HPEサポートのWebサイト：

https://www.hpe.com/jp/ja/support.htmlにアクセスします。1. 

https://www.hpe.com/us/en/support.html


HPEサーバー、ストレージ、ネットワークをクリックします。2. 
製品モデルを⼊⼒して、実⾏をクリックします。3. 
システムを選択します。4. 
ドライバー、ソフトウェア、およびファームウェアを⼊⼿するをクリックします。5. 
該当するオペレーティングシステムを選択します。6. 
該当するパッチを選択してから、ダウンロードをクリックします。7. 

Service Pack for ProLiant（SPP）：
SPPをHewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/jp/spp）からダウンロード
して、ドライブファームウェアをアップデートします。ファームウェアをアップデートする⼿順
については、SPPドキュメント（http://www.hpe.com/info/spp/documentation）を参照してくださ
い。
注記：SPPをダウンロードするには、Hewlett Packard Enterpriseとの契約およびHPEパスポート
IDが必要です。
注記：SPP全体をダウンロードするにはかなりの時間がかかります。
オンラインフラッシュコンポーネント
このコンポーネントは、サポートされるオペレーティングシステム上で直接インストールでき
る、アップデートされたシステムファームウェアを提供します。さらに、SUMと組み合わせて使
⽤すると、このスマートコンポーネントによって中央の場所からリモートサーバー上のファーム
ウェアをアップデートすることができます。
このリモート展開機能により、ファームウェアのアップデートを実⾏するためにサーバーの場所
に物理的にいる必要がなくなります。
ファームウェアアップデートの具体的な⼿順については、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationにあるSmart Update Managerユーザーガイドを参
照してください。
問題が解決しない場合、サーバーの問題を読み取り、診断し、解決するために使⽤するオンライ
ンツールであるActive Health System Viewer（AHSV）にAHSログをアップロードします。

サーバーから、AHSログをダウンロードします。1. 
Active Health System Viewerにログインします。パスポートアカウントが必要です。2. 
AHSログをAHSVにアップロードします。3. 
AHSVダッシュボードページに移動して、エラーを確認します。4. 
Fault Detection Analyticsページに移動して、他のエラー条件と修正を特定します。5. 

AHSログがアップロードされた後でもHPEからのサポートが必要な場合は、AHSVを使⽤してサ
ポートケースを作成することができます。

AHSVダッシュボードにアクセスします。NavigationメニューからCreate a Support Case
をクリックします。Case Creationウィンドウが表⽰されます。

1. 

連絡先情報をフォームに記⼊します。2. 
Issue sectionで、以下を⼊⼒します。

問題の説明•
ケースコメント•

3. 

Submitをクリックします。サポートケースはHewlett Packard Enterpriseサポートに送信さ
れて、⾼度な診断とトラブルシューティングが⾏われます。⼊⼒されていない情報がある場
合は、⾚い枠線のブロックが表⽰されて、ポップアップウィンドウに何を追加すべきかが⽰
されます。

4. 

HPEサポートが問題を解決して、折り返し報告します。
Active Health System Viewer User Guideを参照してください。

5. 

 

http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentation
http://www.hpe.com/servers/ahsv
www.hpe.com/support/ahsv-ug-en


サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Correctable Memory Error Threshold Exceeded
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0468

症状
次のPOSTメッセージが表⽰されます。Correctable Memory Error Threshold Exceeded
 

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。•

 

アクション
DIMMを取り外して、再度取り付けます。詳しくは、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。
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。https://h20565.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/di
splay?sp4ts.oid=7271241&docLocale=en_US&docId=emr_na-c05161786にあるDIMMの取
り扱いのガイドラインを参照してください。

すべての電源を取り外します。
各電源コードを電源から抜き取ります。•
各電源コードをサーバーから抜き取ります。•

a. 

DIMMを取り外します。
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。Hewlett Packard Enterprise Library（
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にあるDIMMの取り扱いガイドラインを参照
してください

b. 

新しいDIMMを取り付けます。c. 

1. 

システムファームウェアをアップデートします。2. 
ファームウェアをアップグレードする⽅法は複数あります。
HPEサポートのWebサイト：

https://www.hpe.com/jp/ja/support.htmlにアクセスします。1. 
HPEサーバー、ストレージ、ネットワークをクリックします。2. 
製品名を⼊⼒して、実⾏をクリックします。3. 
ドライバー、ソフトウェア、およびファームウェアを⼊⼿するをクリックします。4. 
該当するオペレーティングシステムを選択します。5. 
該当するパッチを選択してから、ダウンロードをクリックします。6. 

Smart Update Manager（SUM）:
Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/servers/hpsum/download
）からSUMをダウンロードします。

1. 

最新のSPPがあることを確認してください（http://www.hpe.com/jp/spp/download）。2. 
SUMを開き、Smartアレイドライバーが含まれているベースラインを追加します。ファーム
ウェアアップデートの具体的な⼿順については、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationにあるSmart Update Managerユーザーガイ
ドを参照してください。

3. 

https://h20565.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?sp4ts.oid=7271241&docLocale=en_US&docId=emr_na-c05161786
https://h20565.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?sp4ts.oid=7271241&docLocale=en_US&docId=emr_na-c05161786
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://www.hpe.com/us/en/support.html
http://www.hpe.com/servers/hpsum/download
http://www.hpe.com/servers/spp/download
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentation


Smart Update Tool（SUT）：
注記：SUTを使⽤するには、HPE OneViewをダウンロードしてインストールしておく必要があり
ます。詳しくは、HPE OneViewのドキュメント（http://www.hpe.com/info/ovvcenter/docs）を参
照してください。

SUTはHewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/info/hpsut）からダウ
ンロードしてください。

1. 

最新のSPPがあることを確認してください（http://www.hpe.com/jp/spp/download）。2. 
コマンドラインからSUTを実⾏して（On-Demand mode）、Smartアレイファームウェアを
アップデートします。詳しくは、HP SUTのドキュメント（http://www.hpe.com/info/sut-
docs）を参照してください。

3. 

Service Pack for ProLiant（SPP）：
SPPをHewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/jp/spp）からダウンロード
して、Smartアレイファームウェアをアップデートします。ファームウェアをアップデートする
⼿順については、SPPドキュメント（http://www.hpe.com/info/spp/documentation）を参照してく
ださい。
注記：SPPをダウンロードするには、Hewlett Packard Enterpriseとの契約およびHPEパスポート
IDが必要です。HPEパスポートIDをお持ちでない場合は、http://www.hpe.com/info/insightonlineに
アクセスしてください。
注記：SPP全体をダウンロードするにはかなりの時間がかかります。
オンラインフラッシュコンポーネント
このコンポーネントは、サポートされるオペレーティングシステム上で直接インストールでき
る、アップデートされたシステムファームウェアを提供します。さらに、SUMと組み合わせて使
⽤すると、このスマートコンポーネントによって中央の場所からリモートサーバー上のファーム
ウェアをアップデートすることができます。
このリモート展開機能により、ファームウェアのアップデートを実⾏するためにサーバーの場所
に物理的にいる必要がなくなります。
ファームウェアアップデートの具体的な⼿順については、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationにあるSmart Update Managerユーザーガイドを参
照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•

http://www.hpe.com/info/ovvcenter/docs
http://www.hpe.com/info/hpsut
http://www.hpe.com/servers/spp/download
http://www.hpe.com/info/sut-docs
http://www.hpe.com/info/sut-docs
http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/insightonline
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentations
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/support/selfrepair


カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


SATA device on Controller %1 Port %2 is 
unresponsive
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0470

症状
次のPOSTメッセージが表⽰されます。SATA device on Controller %1 Port %2 is unresponsive.
 

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
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。1. 
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。2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


NVDIMM Error: Firmware update error
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0481

症状
852-NVDIMMエラー：ファームウェアのアップデートエラー。Processor %1, DIMM %2 (SN:%3-
%4-%5-%6). 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
%7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。•
現在実⾏中のファームウェアが破損しています。•

 

アクション
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。
Service Pack for ProLiant（SPP）には、サーバードライバー、システムソフトウェア、ファーム
ウェアが含まれています。SPPについて詳しくは、SPPのWebサイト（
http://www.hpe.com/jp/spp）を参照してください。それぞれのSPPには、サーバーサポートガイ
ドが付属しており、サポートされるサーバーおよびサポートされるサーバーごとに使⽤可能なコ
ンポーネントが⼀覧表⽰されています。サーバーサポートガイドおよびService Pack for ProLiant
クイックスタートガイドは、SPP Information Library（
http://www.hpe.com/info/spp/documentation）で⼊⼿できます。
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docsで⼊⼿できるSmart Update Managerユーザーガイド
およびSUMベストプラクティスのプランニングガイドを参照してください。SPPはSmart Update 
Manager（SUM）を使⽤して、ファームウェアとシステムソフトウェアコンポーネントを展開し
ます。
HPE Synergy製品のファームウェアをアップデートするには、HPE Synergyファームウェアとド
ライバーアップデートのためのベストプラクティス（http://www.hpe.com/info/synergy-docs）を
参照してください。
問題が解決されない場合は、NVDIMMを交換してください。

すべての電源を取り外します。
各電源コードを電源から抜き取ります。a. 
各電源コードをサーバーから抜き取ります。b. 

1. 

DIMMを取り外します。
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。Hewlett Packard Enterprise Library（
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にあるDIMMの取り扱いガイドラインを参照して
ください

2. 

新しいDIMMを取り付けます。3. 
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。1. 

http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。
http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docsで⼊⼿できるSmart Update Managerユーザーガイド
およびSUMベストプラクティスのプランニングガイドを参照してください。SPPはSmart Update 
Manager（SUM）を使⽤して、ファームウェアとシステムソフトウェアコンポーネントを展開し
ます。
HPE Synergy製品のファームウェアをアップデートするには、http://www.hpe.com/info/synergy-
docsにあるHPE Synergyファームウェアアップデートの概要を参照してください。
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Invalid firmware image detected on NVDIMM.
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0482

症状
NVDIMM-Nは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%7です。
 

原因
NVDIMMのファームウェアアップデートに失敗した可能性があります。
 

アクション
ファームウェアイメージを確認して、ファームウェアアップデートを再試⾏してください。
Service Pack for ProLiant（SPP）には、サーバードライバー、システムソフトウェア、ファーム
ウェアが含まれています。SPPについて詳しくは、SPPのWebサイト（
http://www.hpe.com/jp/spp）を参照してください。それぞれのSPPには、サーバーサポートガイ
ドが付属しており、サポートされるサーバーおよびサポートされるサーバーごとに使⽤可能なコ
ンポーネントが⼀覧表⽰されています。サーバーサポートガイドおよびService Pack for ProLiant
クイックスタートガイドは、SPP Information Library（
http://www.hpe.com/info/spp/documentation）で⼊⼿できます。
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docsで⼊⼿できるSmart Update Managerユーザーガイド
およびSUMベストプラクティスのプランニングガイドを参照してください。SPPはSmart Update 
Manager（SUM）を使⽤して、ファームウェアとシステムソフトウェアコンポーネントを展開し
ます。
HPE Synergy製品のファームウェアをアップデートするには、HPE Synergyファームウェアとド
ライバーアップデートのためのベストプラクティス（http://www.hpe.com/info/synergy-docs）を
参照してください。
問題が解決されない場合は、NVDIMMを交換してください。

すべての電源を取り外します。
各電源コードを電源から抜き取ります。a. 
各電源コードをサーバーから抜き取ります。b. 

1. 

DIMMを取り外します。
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。
Hewlett Packard Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にあるDIMM
の取り扱いガイドラインを参照してください

2. 

新しいDIMMを取り付けます。3. 
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。2. 

http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc


HPEサポートからお客様に連絡します。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


NVDIMM Error - NVDIMMs cannot be initialized 
due to internal error (Code : %1). NVDIMM 
functionality might be impacted
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0483

症状
NVDIMMエラー - 内部エラー（コード：%1）のためNVDIMMを初期化できません。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
システムROMとInnovation Engineファームウェアを、サポートされる最新のリビジョンにアップ
デートしてください。
ファームウェアをアップデートする⽅法は複数あります。
HPEサポートのWebサイト：

https://www.hpe.com/jp/ja/support.htmlにアクセスします。1. 
HPEサーバー、ストレージ、ネットワークをクリックします。2. 
製品モデルを⼊⼒して、実⾏をクリックします。3. 
システムを選択します。4. 
ドライバー、ソフトウェア、およびファームウェアを⼊⼿するをクリックします。5. 
該当するオペレーティングシステムを選択します。6. 
該当するパッチを選択してから、ダウンロードをクリックします。7. 

Service Pack for ProLiant（SPP）：
SPPをHewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/jp/spp）からダウンロード
して、ドライブファームウェアをアップデートします。ファームウェアをアップデートする⼿順
については、SPPドキュメント（http://www.hpe.com/info/spp/documentation）を参照してくださ
い。
注記：SPPをダウンロードするには、Hewlett Packard Enterpriseとの契約およびHPEパスポート
IDが必要です。
注記：SPP全体をダウンロードするにはかなりの時間がかかります。
オンラインフラッシュコンポーネント
このコンポーネントは、サポートされるオペレーティングシステム上で直接インストールでき
る、アップデートされたシステムファームウェアを提供します。さらに、SUMと組み合わせて使
⽤すると、このスマートコンポーネントによって中央の場所からリモートサーバー上のファーム
ウェアをアップデートすることができます。
このリモート展開機能により、ファームウェアのアップデートを実⾏するためにサーバーの場所
に物理的にいる必要がなくなります。
ファームウェアアップデートの具体的な⼿順については、

https://www.hpe.com/us/en/support.html
http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation


http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationにあるSmart Update Managerユーザーガイドを参
照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/hpsum/documentation
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


A critical system health error requires the system 
to be shut down
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0490

症状
システムヘルスエラー。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
管理プロセッサーファームウェアによって検出された重⼤なヘルス状態の場合は、システムを
シャットダウンする必要があります。
 

アクション
ファンが正しく固定され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「⼀般的なファンの問題」を参照してください。

HPE ProLiant Gen10（http://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting）•
HPE Synergy（http://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting）•

1. 

ファンの構成がサーバーの稼動要件を満たしていることを確認します。
詳しくは、Hewlett Packard EnterpriseのWebサイトにあるお使いの製品⽤のサーバーユー
ザーガイドを参照してください。

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

2. 

換気の問題がないことと、通気がブロックされていないことを確認します。アクセスパネル
を取り外したまま⻑時間稼動させている場合、通気が妨げられ、温度上昇によりコンポーネ
ントが損傷する場合があります。

3. 

サーバーの起動中に温度異常情報やファン障害情報を⽰すPOSTエラーメッセージが表⽰さ
れていないことを確認します。サーバーの温度要件については、サーバーのドキュメントを
参照してください。

4. 

iLOまたはオプションのIMLビューアーを使⽤してIMLを参照し、ファンに関するイベントリ
ストエラーメッセージが⽰されていないかどうかを確認します。イベントリストのエラー
メッセージについて詳しくは、http://www.hpe.com/info/gen10-troubleshootingにあるトラブ
ルシューティングの資料を参照してください。

5. 

iLO Webインターフェイスで、情報、システム情報ページの順に進み、次の情報を確認しま
す。

ファンタブをクリックし、ファンのステータスと速度を確認します。a. 
温度タブをクリックし、温度タブで各場所の温度表⽰値を確認します。ホットスポッ
トが⾒つかった場合は、通気がケーブルや他の異物でふさがれていないことを確認し
ます。
ホットスポットは絶対温度ではなく、コンポーネントの仕様に対する相対温度です。
ホットスポットは、センサー上の温度タブに⼀覧表⽰されている警告しきい値の3°C
以内の温度として定義されます。

b. 

6. 

http://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting
http://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting
http://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting


HPE BladeSystem c-Classエンクロージャーのファンの問題については、Onboard 
Administrator SHOW ALLのファンのセクションと、FAN FRU低レベルファームウェ
アを確認してください。詳しくは、Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト（ 
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にあるHPE BladeSystem c-Class Enclosure 
Troubleshooting Guideを参照してください。

動作していない必要なファンを交換してサーバーを再起動します。ファン要件に関する仕様
については、サーバーのドキュメントを参照してください。

7. 

すべてのファンスロットにファンまたはブランクが取り付けられていることを確認します。
通気の要件については、サーバーのドキュメントを参照してください。

8. 

ファンの通気がケーブルや他の異物でふさがれていないことを確認します。9. 
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


System health error
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0491

症状
iLOヘルスドライバーは、iLOファームウェアによって検出された重⼤なファン関連エラーを報告
し、システム起動プロセスをただちに停⽌します。
 

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
ファンが正しく固定され動作していることを確認します。

サーバーのドキュメントの⼿順および警告に従って、アクセスパネルを取り外し、
ファンにアクセスして、ファンを交換します。

a. 

正しい⼿順に従って、各ファンを取り外してから取り付けなおします。b. 
アクセスパネルを元に戻してサーバーを再起動します。c. 

1. 

ファンの構成がサーバーの稼動要件を満たしていることを確認します。詳しくは、サーバー
のユーザーガイドを参照してください。

2. 

通気の問題がないことを確認します。アクセスパネルを取り外したまま⻑時間サーバーを稼
動させている場合、通気が妨げられ、温度上昇によりコンポーネントが損傷する場合があり
ます。追加の要件については、サーバーのドキュメントを参照してください。

3. 

サーバーの起動中に温度異常情報やファン障害情報を⽰すPOSTエラーメッセージが表⽰さ
れていないことを確認します。サーバーの温度要件については、サーバーのドキュメントを
参照してください。

4. 

iLOまたはオプションのIMLビューアーを使⽤してIMLを参照し、ファンに関するイベントリ
ストエラーメッセージが⽰されていないかどうかを確認します。イベントリストのエラー
メッセージについて詳しくは、http://www.hpe.com/info/gen10-troubleshootingにあるトラブ
ルシューティングの資料を参照してください。

5. 

iLO Webインターフェイスで、情報、システム情報ページの順に進み、次の情報を確認しま
す。

ファンタブをクリックし、ファンのステータスと速度を確認します。a. 
温度タブをクリックし、温度タブで各場所の温度表⽰値を確認します。ホットスポッ
トが⾒つかった場合は、通気がケーブルや他の異物でふさがれていないことを確認し
ます。
ホットスポットは絶対温度ではなく、コンポーネントの仕様に対する相対温度です。
ホットスポットは、センサー上の温度タブに⼀覧表⽰されている警告しきい値の3°C
以内の温度として定義されます。

b. 

6. 

動作していない必要なファンを交換してサーバーを再起動します。ファン要件に関する仕様
については、サーバーのドキュメントを参照してください。

7. 

すべてのファンスロットにファンまたはブランクが取り付けられていることを確認します。
通気の要件については、サーバーのドキュメントを参照してください。

8. 

ファンの通気がケーブルや他の異物でふさがれていないことを確認します。9. 
HPE BladeSystem c-Classエンクロージャーのファンの問題については、Onboard 10. 

http://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting


Administrator SHOW ALLのファンのセクションと、FAN FRU低レベルファームウェアを確
認してください。詳しくは、HPE BladeSystem c-Class Enclosure Troubleshooting Guide（
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）を参照してください。

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


ASR NMI Detected - The Automatic Server 
Recovery (ASR) NMI has been signaled (per the 
system configuration policy)
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0500

症状
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
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。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Information Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてくださ
い。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティングガイド•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


IPMI Watchdog NMI detected
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0501

症状
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。
 

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
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。オペ
レーティングシステムのドキュメントを参照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Information Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてくださ
い。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティングガイド•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Application Watchdog NMI detected
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0502

症状
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
タイムアウト値を通常リセットするOS内のプロセスが、他のプロセスまたはエラーによってプロ
セッサー時間を使い果たし、タイマーが時間切れになります。
 

アクション
システムハングの原因をOSログで調べます。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Backplane configuration error: A storage 
controller is installed in the incorrect drive 
backplane. The controller will not be usable.
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0520

症状
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
不正なバックプレーンの構成が検出されました。内蔵のフロントROCは、取り付けられている
バックプレーンではサポートされていません。
詳しくは、正しいシステムメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
 

アクション
ストレージコントローラーをドライブバックプレーン％1に取り付けるか、サポートされている
バックプレーンと交換してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Backplane configuration error: Unsupported drive 
backplane configuration detected.
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0521

症状
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。
 

原因
サポートされていないバックプレーンがシステムに検出されました。
 

アクション
サポートされていないバックプレーンを取り外し、サポートされている構成でドライブバックプ
レーンを取り付けます。構成のガイドラインについては資料を参照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


PCIe Isolation Event Detected—A PCIe device 
signaled an error and was disabled
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0522

症状
PCIe分離イベントが検出されました—PCIeデバイスがエラーを通知し、無効になりました。
 

原因
PCIeデバイスに致命的なエラーまたは致命的ではないエラーがあります。システムの実⾏を継続
できるように、デバイスが無効になっています。
 

アクション
障害が発⽣したデバイスのファームウェアをアップデートします。
ファームウェアをアップグレードする⽅法は複数あります。
HPEサポートのWebサイト：

https://www.hpe.com/jp/ja/support.htmlにアクセスします。1. 
HPEサーバー、ストレージ、ネットワークをクリックします。2. 
製品名を⼊⼒して、実⾏をクリックします。3. 
ドライバー、ソフトウェア、およびファームウェアを⼊⼿するをクリックします。4. 
該当するオペレーティングシステムを選択します。5. 
該当するパッチを選択してから、ダウンロードをクリックします。6. 

Smart Update Manager（SUM）:
Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/servers/hpsum/download
）からSUMをダウンロードします。

1. 

最新のSPPがあることを確認してください（http://www.hpe.com/jp/spp/download）。2. 
SUMを開き、Smartアレイドライバーが含まれているベースラインを追加します。ファーム
ウェアアップデートの具体的な⼿順については、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationにあるSmart Update Managerユーザーガイ
ドを参照してください。

3. 

Smart Update Tool（SUT）：
注記：SUTを使⽤するには、HPE OneViewをダウンロードしてインストールしておく必要があり
ます。詳しくは、HPE OneViewのドキュメント（http://www.hpe.com/info/ovvcenter/docs）を参
照してください。

SUTはHewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/info/hpsut）からダウ
ンロードしてください。

1. 

最新のSPPがあることを確認してください（http://www.hpe.com/jp/spp/download）。2. 
コマンドラインからSUTを実⾏して（On-Demand mode）、Smartアレイファームウェアを
アップデートします。詳しくは、HP SUTのドキュメント（http://www.hpe.com/info/sut-
docs）を参照してください。

3. 

Service Pack for ProLiant（SPP）：
SPPをHewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/jp/spp）からダウンロード
して、Smartアレイファームウェアをアップデートします。ファームウェアをアップデートする

https://www.hpe.com/us/en/support.html
http://www.hpe.com/servers/hpsum/download
http://www.hpe.com/servers/spp/download
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentation
http://www.hpe.com/info/ovvcenter/docs
http://www.hpe.com/info/hpsut
http://www.hpe.com/servers/spp/download
http://www.hpe.com/info/sut-docs
http://www.hpe.com/info/sut-docs
http://www.hpe.com/servers/spp


⼿順については、SPPドキュメント（http://www.hpe.com/info/spp/documentation）を参照してく
ださい。
注記：SPPをダウンロードするには、Hewlett Packard Enterpriseとの契約およびHPEパスポート
IDが必要です。HPEパスポートIDをお持ちでない場合は、http://www.hpe.com/info/insightonlineに
アクセスしてください。
注記：SPP全体をダウンロードするにはかなりの時間がかかります。
オンラインフラッシュコンポーネント
このコンポーネントは、サポートされるオペレーティングシステム上で直接インストールでき
る、アップデートされたシステムファームウェアを提供します。さらに、SUMと組み合わせて使
⽤すると、このスマートコンポーネントによって中央の場所からリモートサーバー上のファーム
ウェアをアップデートすることができます。
このリモート展開機能により、ファームウェアのアップデートを実⾏するためにサーバーの場所
に物理的にいる必要がなくなります。
ファームウェアアップデートの具体的な⼿順については、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationにあるSmart Update Managerユーザーガイドを参
照してください。
問題が解決されない場合は、障害が発⽣したデバイスを交換してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/insightonline
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentations
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Core Boost Technology missing required iLO 
License.
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0531

症状
コアブースト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コアブーストを使⽤できるプロセッサーをBIOSが検出しましたが、
必要な管理プロセッサーライセンスがインストールされていないため、サポートが無効になって
います。
 

アクション
コアブースト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。
iLO AdvancedライセンスはBIOSによって検出されませんでした。必要なiLOライセンスをインス
トールすると問題が解決します。
詳しくは、HPE iLOライセンスガイド（ http://www.hpe.com/support/iLOLicenseGuide-en）を参
照してください。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/support/iLOLicenseGuide-en
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Firmware Update Error: Box %1, Bay %2
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0551

症状
ファームウェアアップデートエラー：ボックス%1、ベイ%2。NVMeファームウェアはアップ
デートされませんでした。現在のバージョンは%3です。
 

原因
指定されたNVMeデバイスのファームウェアアップデートの試⾏でエラーが発⽣し、正常に完了
しませんでした。
 

アクション
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。
Service Pack for ProLiant（SPP）には、サーバードライバー、システムソフトウェア、ファーム
ウェアが含まれています。SPPについて詳しくは、SPPのWebサイト（
http://www.hpe.com/jp/spp）を参照してください。それぞれのSPPには、サーバーサポートガイ
ドが付属しており、サポートされるサーバーおよびサポートされるサーバーごとに使⽤可能なコ
ンポーネントが⼀覧表⽰されています。サーバーサポートガイドおよびService Pack for ProLiant
クイックスタートガイドは、SPP Information Library（
http://www.hpe.com/info/spp/documentation）で⼊⼿できます。
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docsで⼊⼿できるSmart Update Managerユーザーガイド
およびSUMベストプラクティスのプランニングガイドを参照してください。SPPはSmart Update 
Manager（SUM）を使⽤して、ファームウェアとシステムソフトウェアコンポーネントを展開し
ます。
HPE Synergy製品のファームウェアをアップデートするには、HPE Synergyファームウェアとド
ライバーアップデートのためのベストプラクティス（http://www.hpe.com/info/synergy-docs）を
参照してください。
問題が解決されない場合は、NVMeデバイスを交換してください。

すべての電源を取り外します。
各電源コードを電源から抜き取ります。a. 
各電源コードをサーバーから抜き取ります。b. 

1. 

NVMeを取り外します。
注意：NVMeを正しく処理できない場合、NVMe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。Hewlett Packard Enterprise Library（
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にあるNVMeの取り扱いガイドラインを参照して
ください

2. 

新しいNVMeを取り付けます。3. 
詳しくは、Hewlett Packard EnterpriseのWebサイトにあるお使いの製品⽤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（http://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs）•
HPE Synergy（http://www.hpe.com/info/synergy-docs）•

この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs


コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Firmware Update Error: Processor %1, DIMM 
%2. Intel Optane DC Persistent Memory 
firmware was not updated. Current version is 
%3.
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0553

症状
ファームウェアアップデートエラー：プロセッサー%1、DIMM %2。Intel Optane DC Persistent 
Memoryファームウェアはアップデートされませんでした。現在のバージョンは%3です。
 

原因
指定されたIntel Optane DC Persistent Memoryモジュールへのファームウェアアップデートの試
⾏中にエラーが発⽣し、正常に完了しませんでした。
 

アクション
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。
Service Pack for ProLiant（SPP）には、サーバードライバー、システムソフトウェア、ファーム
ウェアが含まれています。SPPについて詳しくは、SPPのWebサイト（
http://www.hpe.com/jp/spp）を参照してください。それぞれのSPPには、サーバーサポートガイ
ドが付属しており、サポートされるサーバーおよびサポートされるサーバーごとに使⽤可能なコ
ンポーネントが⼀覧表⽰されています。サーバーサポートガイドおよびService Pack for ProLiant
クイックスタートガイドは、SPP Information Library（
http://www.hpe.com/info/spp/documentation）で⼊⼿できます。
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docsで⼊⼿できるSmart Update Managerユーザーガイド
およびSUMベストプラクティスのプランニングガイドを参照してください。SPPはSmart Update 
Manager（SUM）を使⽤して、ファームウェアとシステムソフトウェアコンポーネントを展開し
ます。
HPE Synergy製品のファームウェアをアップデートするには、HPE Synergyファームウェアとド
ライバーアップデートのためのベストプラクティス（http://www.hpe.com/info/synergy-docs）を
参照してください。
この問題が解決しない場合、Intel Optane DC Persistent Memoryモジュールデバイスを交換して
ください。

すべての電源を取り外します。
各電源コードを電源から抜き取ります。a. 
各電源コードをサーバーから抜き取ります。b. 

1. 

Intel Optane DC Persistent Memoryモジュールを取り外します。
注意：Intel Optane DC Persistent Memoryモジュールを正しく処理できない場合、Intel 
Optane DC Persistent Memoryモジュールの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。Hewlett Packard Enterprise Library（

2. 

http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs


http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にあるIntel Optane DC Persistent Memoryモ
ジュールの取り扱いガイドラインを参照してください
新しいIntel Optane DC Persistent Memoryモジュールを取り付けます。3. 

詳しくは、Hewlett Packard EnterpriseのWebサイトにあるお使いの製品⽤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（http://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs）•
HPE Synergy（http://www.hpe.com/info/synergy-docs）•

この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Firmware Update Error: Trusted Platform Module 
firmware not updated. Current version is %1
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0555

症状
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
れていません。現在のバージョンは%1です。
 

原因
Trusted Platform Moduleのファームウェアアップデートの試⾏中にエラーが発⽣し、正常に完了
しませんでした。
 

アクション
ファームウェアアップデートを再度実⾏してください。
Service Pack for ProLiant（SPP）には、サーバードライバー、システムソフトウェア、ファーム
ウェアが含まれています。SPPについて詳しくは、SPPのWebサイト（
http://www.hpe.com/jp/spp）を参照してください。それぞれのSPPには、サーバーサポートガイ
ドが付属しており、サポートされるサーバーおよびサポートされるサーバーごとに使⽤可能なコ
ンポーネントが⼀覧表⽰されています。サーバーサポートガイドおよびService Pack for ProLiant
クイックスタートガイドは、SPP Information Library（
http://www.hpe.com/info/spp/documentation）で⼊⼿できます。
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docsで⼊⼿できるSmart Update Managerユーザーガイド
およびSUMベストプラクティスのプランニングガイドを参照してください。SPPはSmart Update 
Manager（SUM）を使⽤して、ファームウェアとシステムソフトウェアコンポーネントを展開し
ます。
HPE Synergy製品のファームウェアをアップデートするには、HPE Synergyファームウェアとド
ライバーアップデートのためのベストプラクティス（http://www.hpe.com/info/synergy-docs）を
参照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
Service Pack for ProLiant（SPP）には、サーバードライバー、システムソフトウェア、ファーム
ウェアが含まれています。SPPについて詳しくは、SPPのWebサイト（

http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc


http://www.hpe.com/jp/spp）を参照してください。それぞれのSPPには、サーバーサポートガイ
ドが付属しており、サポートされるサーバーおよびサポートされるサーバーごとに使⽤可能なコ
ンポーネントが⼀覧表⽰されています。サーバーサポートガイドおよびService Pack for ProLiant
クイックスタートガイドは、SPP Information Library（
http://www.hpe.com/info/spp/documentation）で⼊⼿できます。
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docsで⼊⼿できるSmart Update Managerユーザーガイド
およびSUMベストプラクティスのプランニングガイドを参照してください。SPPはSmart Update 
Manager（SUM）を使⽤して、ファームウェアとシステムソフトウェアコンポーネントを展開し
ます。
HPE Synergy製品のファームウェアをアップデートするには、http://www.hpe.com/info/synergy-
docsにあるHPE Synergyファームウェアアップデートの概要を参照してください。
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Firmware Update Error: Server Platform Services 
firmware not updated: Current version is %1
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0557

症状
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ファームウェアがアッ
プデートされていません。現在のバージョンは%1です。
 

原因
サーバープラットフォームサービスデバイスのファームウェアアップデートの試⾏中にエラーが
発⽣し、正常に完了しませんでした。
 

アクション
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
Service Pack for ProLiant（SPP）には、サーバードライバー、システムソフトウェア、ファーム
ウェアが含まれています。SPPについて詳しくは、SPPのWebサイト（
http://www.hpe.com/jp/spp）を参照してください。それぞれのSPPには、サーバーサポートガイ
ドが付属しており、サポートされるサーバーおよびサポートされるサーバーごとに使⽤可能なコ
ンポーネントが⼀覧表⽰されています。サーバーサポートガイドおよびService Pack for ProLiant
クイックスタートガイドは、SPP Information Library（
http://www.hpe.com/info/spp/documentation）で⼊⼿できます。
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docsで⼊⼿できるSmart Update Managerユーザーガイド
およびSUMベストプラクティスのプランニングガイドを参照してください。SPPはSmart Update 
Manager（SUM）を使⽤して、ファームウェアとシステムソフトウェアコンポーネントを展開し
ます。
HPE Synergy製品のファームウェアをアップデートするには、HPE Synergyファームウェアとド
ライバーアップデートのためのベストプラクティス（http://www.hpe.com/info/synergy-docs）を
参照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
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ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Firmware Update Error: %1 %2 PCIe device 
firmware was not updated: Current version is %3
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x0559

症状
ファームウェアアップデートエラー：%1 %2 PCIeデバイスファームウェアはアップデートされ
ませんでした。現在のバージョンは%3です。
 

原因
指定されたPCIeデバイスのファームウェアアップデートの試⾏でエラーが発⽣し、正常に完了し
ませんでした。
 

アクション
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
Service Pack for ProLiant（SPP）には、サーバードライバー、システムソフトウェア、ファーム
ウェアが含まれています。SPPについて詳しくは、SPPのWebサイト（
http://www.hpe.com/jp/spp）を参照してください。それぞれのSPPには、サーバーサポートガイ
ドが付属しており、サポートされるサーバーおよびサポートされるサーバーごとに使⽤可能なコ
ンポーネントが⼀覧表⽰されています。サーバーサポートガイドおよびService Pack for ProLiant
クイックスタートガイドは、SPP Information Library（
http://www.hpe.com/info/spp/documentation）で⼊⼿できます。
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docsで⼊⼿できるSmart Update Managerユーザーガイド
およびSUMベストプラクティスのプランニングガイドを参照してください。SPPはSmart Update 
Manager（SUM）を使⽤して、ファームウェアとシステムソフトウェアコンポーネントを展開し
ます。
HPE Synergy製品のファームウェアをアップデートするには、HPE Synergyファームウェアとド
ライバーアップデートのためのベストプラクティス（http://www.hpe.com/info/synergy-docs）を
参照してください。
ファームウェアイメージが指定したPCIeデバイスに対して有効であることを確認します。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 

http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
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https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc


Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。
ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Unsupported power supply detected
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x1626

症状
サポートされていない電源装置エラーが表⽰されます。
 

原因
サポートされていない電源装置が取り付けられています。
 

アクション
サポートされていない電源装置を交換してください。詳しくは、特定のサーバーのドキュメント
（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）を参照してください。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Trusted Platform Module error
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x1636

症状
TPMが故障しているか、検出されなくなった。
 

原因
TPMに障害が発⽣した。•
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。•
UEFIシステムユーティリティでチップセットTPMが無効になっている。これは、デフォル
トがロードされている場合に発⽣する場合がある。

•

 

アクション
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。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交換リカバリ⼿順を参照してください。

1. 

TPMが取り付けられている場合は、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てください。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。

2. 

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。

3. 

TPMは取り付けたままにして、Hewlett Packard Enterprise認定サービスプロバイダーに新
しいシステムボードとTPMを依頼してください。

4. 

システムユーティリティでTrusted Platform Moduleオプションのメニューでチップセット
TPM機能が有効になっていることを確認します。詳細については、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）を参照してください。

5. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/uefi/docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
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Unsupported option enabled - Platform Trust 
Technology (PTT) is not supported on this server
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x1637

症状
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ー（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。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。
 

アクション
PTTを無効にします。システムROMはこのオプションを⾃動的に無効にしません。PTTを無効に
する前に、BIOS/OSレベルでTPMに依存する機能をすべて無効にしてください。PTTを無効にす
るオプションにアクセスするには、RBSUでCTRL-Aを押します。
UEFIでTPM設定を構成することについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Library（
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にあるHPE ProLiant Gen10サーバーおよびHPE 
Synergy⽤の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。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
UEFIシステムユーティリティユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
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http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Drive array controller error
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x1703

症状
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
メモリのセルフテスト中にエラーが発⾒されました。
 

アクション
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。
Service Pack for ProLiant（SPP）には、サーバードライバー、システムソフトウェア、ファーム
ウェアが含まれています。SPPについて詳しくは、SPPのWebサイト（
http://www.hpe.com/jp/spp）を参照してください。それぞれのSPPには、サーバーサポートガイ
ドが付属しており、サポートされるサーバーおよびサポートされるサーバーごとに使⽤可能なコ
ンポーネントが⼀覧表⽰されています。サーバーサポートガイドおよびService Pack for ProLiant
クイックスタートガイドは、SPP Information Library（
http://www.hpe.com/info/spp/documentation）で⼊⼿できます。
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docsで⼊⼿できるSmart Update Managerユーザーガイド
およびSUMベストプラクティスのプランニングガイドを参照してください。SPPはSmart Update 
Manager（SUM）を使⽤して、ファームウェアとシステムソフトウェアコンポーネントを展開し
ます。
HPE Synergy製品のファームウェアをアップデートするには、HPE Synergyファームウェアとド
ライバーアップデートのためのベストプラクティス（http://www.hpe.com/info/synergy-docs）を
参照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/assistance


Drive array controller error
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x1707

症状
1707エラーメッセージが表⽰されます。
 

原因
ブートストラップNVRAMチェックサムが失敗しました。
 

アクション
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。
Service Pack for ProLiant（SPP）には、サーバードライバー、システムソフトウェア、ファーム
ウェアが含まれています。SPPについて詳しくは、SPPのWebサイト（
http://www.hpe.com/jp/spp）を参照してください。それぞれのSPPには、サーバーサポートガイ
ドが付属しており、サポートされるサーバーおよびサポートされるサーバーごとに使⽤可能なコ
ンポーネントが⼀覧表⽰されています。サーバーサポートガイドおよびService Pack for ProLiant
クイックスタートガイドは、SPP Information Library（
http://www.hpe.com/info/spp/documentation）で⼊⼿できます。
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docsで⼊⼿できるSmart Update Managerユーザーガイド
およびSUMベストプラクティスのプランニングガイドを参照してください。SPPはSmart Update 
Manager（SUM）を使⽤して、ファームウェアとシステムソフトウェアコンポーネントを展開し
ます。
HPE Synergy製品のファームウェアをアップデートするには、HPE Synergyファームウェアとド
ライバーアップデートのためのベストプラクティス（http://www.hpe.com/info/synergy-docs）を
参照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/assistance


Drive Array Controller error
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x1708

症状
システムの再起動が必要なことを⽰すメッセージが表⽰されます。
 

原因
ブートストラップNVRAMがバックアップから復元されました。
 

アクション
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。
Service Pack for ProLiant（SPP）には、サーバードライバー、システムソフトウェア、ファーム
ウェアが含まれています。SPPについて詳しくは、SPPのWebサイト（
http://www.hpe.com/jp/spp）を参照してください。それぞれのSPPには、サーバーサポートガイ
ドが付属しており、サポートされるサーバーおよびサポートされるサーバーごとに使⽤可能なコ
ンポーネントが⼀覧表⽰されています。サーバーサポートガイドおよびService Pack for ProLiant
クイックスタートガイドは、SPP Information Library（
http://www.hpe.com/info/spp/documentation）で⼊⼿できます。
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docsで⼊⼿できるSmart Update Managerユーザーガイド
およびSUMベストプラクティスのプランニングガイドを参照してください。SPPはSmart Update 
Manager（SUM）を使⽤して、ファームウェアとシステムソフトウェアコンポーネントを展開し
ます。
HPE Synergy製品のファームウェアをアップデートするには、HPE Synergyファームウェアとド
ライバーアップデートのためのベストプラクティス（http://www.hpe.com/info/synergy-docs）を
参照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/assistance


Slot %1 Drive Array Controller - Memory Error(s) 
Occurred during controller cache self-test
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x1715

症状
スロット%1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
コントローラーファームウェアが古いか、コントローラーに障害があります。
 

アクション
ファームウェアをアップデートします。
Service Pack for ProLiant（SPP）には、サーバードライバー、システムソフトウェア、ファーム
ウェアが含まれています。SPPについて詳しくは、SPPのWebサイト（
http://www.hpe.com/jp/spp）を参照してください。それぞれのSPPには、サーバーサポートガイ
ドが付属しており、サポートされるサーバーおよびサポートされるサーバーごとに使⽤可能なコ
ンポーネントが⼀覧表⽰されています。サーバーサポートガイドおよびService Pack for ProLiant
クイックスタートガイドは、SPP Information Library（
http://www.hpe.com/info/spp/documentation）で⼊⼿できます。
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docsで⼊⼿できるSmart Update Managerユーザーガイド
およびSUMベストプラクティスのプランニングガイドを参照してください。SPPはSmart Update 
Manager（SUM）を使⽤して、ファームウェアとシステムソフトウェアコンポーネントを展開し
ます。
HPE Synergy製品のファームウェアをアップデートするには、HPE Synergyファームウェアとド
ライバーアップデートのためのベストプラクティス（http://www.hpe.com/info/synergy-docs）を
参照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してからコントローラーを交換してく
ださい。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Errors detected on drives during previous rebuild 
or background surface analysis scan.
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x1716

症状
ドライブで回復不能なメディアエラーが検出されました。
 

原因
ドライブ上の破損したデータ。
 

アクション
ドライブをバックアップし、復元してください。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Disk drive is overheating
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x1717

症状
ディスクドライブの過熱が報告されます。
 

原因
ドライブのエアフローが不⼗分です。
 

アクション
ファンを調べてドライブのエアフローを確認します。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。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Firmware not ready
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x1719

症状
ファームウェアの準備ができていません
 

原因
コンピュートモジュール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
次の操作を実⾏します。

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。1. 
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。2. 

ファームウェアのアップデート
ファームウェアをアップグレードする⽅法は複数あります。
HPEサポートのWebサイト：

https://www.hpe.com/jp/ja/support.htmlにアクセスします。1. 
HPEサーバー、ストレージ、ネットワークをクリックします。2. 
製品名を⼊⼒して、実⾏をクリックします。3. 
ドライバー、ソフトウェア、およびファームウェアを⼊⼿するをクリックします。4. 
該当するオペレーティングシステムを選択します。5. 
該当するパッチを選択してから、ダウンロードをクリックします。6. 

Smart Update Manager（SUM）:
Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/servers/hpsum/download
）からSUMをダウンロードします。

1. 

最新のSPPがあることを確認してください（http://www.hpe.com/jp/spp/download）。2. 
SUMを開き、Smartアレイドライバーが含まれているベースラインを追加します。ファーム
ウェアアップデートの具体的な⼿順については、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationにあるSmart Update Managerユーザーガイ
ドを参照してください。

3. 

Smart Update Tool（SUT）：
注記：SUTを使⽤するには、HPE OneViewをダウンロードしてインストールしておく必要があり
ます。詳しくは、HPE OneViewのドキュメント（http://www.hpe.com/info/ovvcenter/docs）を参
照してください。

SUTはHewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/info/hpsut）からダウ
ンロードしてください。

1. 

最新のSPPがあることを確認してください（http://www.hpe.com/jp/spp/download）。2. 
コマンドラインからSUTを実⾏して（On-Demand mode）、Smartアレイファームウェアを
アップデートします。詳しくは、HP SUTのドキュメント（http://www.hpe.com/info/sut-
docs）を参照してください。

3. 

Service Pack for ProLiant（SPP）：
SPPをHewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/jp/spp）からダウンロード
して、Smartアレイファームウェアをアップデートします。ファームウェアをアップデートする

https://www.hpe.com/us/en/support.html
http://www.hpe.com/servers/hpsum/download
http://www.hpe.com/servers/spp/download
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentation
http://www.hpe.com/info/ovvcenter/docs
http://www.hpe.com/info/hpsut
http://www.hpe.com/servers/spp/download
http://www.hpe.com/info/sut-docs
http://www.hpe.com/info/sut-docs
http://www.hpe.com/servers/spp


⼿順については、SPPドキュメント（http://www.hpe.com/info/spp/documentation）を参照してく
ださい。
注記：SPPをダウンロードするには、Hewlett Packard Enterpriseとの契約およびHPEパスポート
IDが必要です。HPEパスポートIDをお持ちでない場合は、http://www.hpe.com/info/insightonlineに
アクセスしてください。
注記：SPP全体をダウンロードするにはかなりの時間がかかります。
オンラインフラッシュコンポーネント
このコンポーネントは、サポートされるオペレーティングシステム上で直接インストールでき
る、アップデートされたシステムファームウェアを提供します。さらに、SUMと組み合わせて使
⽤すると、このスマートコンポーネントによって中央の場所からリモートサーバー上のファーム
ウェアをアップデートすることができます。
このリモート展開機能により、ファームウェアのアップデートを実⾏するためにサーバーの場所
に物理的にいる必要がなくなります。
ファームウェアアップデートの具体的な⼿順については、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationにあるSmart Update Managerユーザーガイドを参
照してください。
問題が解決されない場合は、以下の⼿順を実⾏してください。
問題が解決しない場合、Hewlett Packard Enterpriseでは、サーバーの問題の読み取り、診断、お
よび解決に使⽤するオンラインツールであるActive Health System Viewer（AHSV）にAHSログを
アップロードする際にトラブルシューティングを⽀援するルールのセットを定義しています。

サーバーから、AHSログをダウンロードします。1. 
http://www.hpe.com/servers/ahsvでAHSVにログインしてから、必要なパスポートアカウン
トを⼊⼒します。

2. 

AHSログをAHSVにアップロードします。3. 
AHSVダッシュボードページに移動して、エラーを確認します。4. 
Fault Detection Analyticsページに移動して、他のエラー条件と修正を特定します。5. 

AHSログがアップロードされた後でもHewlett Packard Enterpriseからのサポートが必要な場合
は、AHSVを使⽤してサポートケースを作成することができます。
AHSVダッシュボードに移動し、NavigationメニューからCreate a Support Caseをクリックしま
す。
Case Creationウィンドウが表⽰されます。

連絡先情報をフォームに記⼊します。1. 
Issue sectionで、以下を⼊⼒します。

問題の説明•
ケースコメント•

2. 

Submitをクリックします。サポートケースはHewlett Packard Enterpriseサポートに送信さ
れて、⾼度な診断とトラブルシューティングが⾏われます。⼊⼒されていない情報がある場
合は、⾚い枠線のブロックが表⽰されて、ポップアップウィンドウに何を追加すべきかが⽰
されます。

3. 

Hewlett Packard Enterpriseサポートが問題を解決して、報告します。4. 
Active Health System Viewer User Guideを参照してください。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•

http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/insightonline
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentations
http://www.hpe.com/servers/ahsv
http://www.hpe.com/support/ahsv-ug-en
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Drive Array - S.M.A.R.T. Hard Drive(s) imminent 
failure
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x1720

症状
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予測します。
 

原因
ドライブの障害予測状態が検出されました。将来、ドライブを交換する必要があります。
 

アクション
このドライブがフォールトトレラントなボリュームでない場合は、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。

1. 

このドライブがフォールトトレラントなボリュームである場合は、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。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Drive Array - New (or Previously Failed) Logical 
Drive(s) Attachment Detected
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x1727

症状
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。
 

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。
 

アクション
対応は不要です。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Firmware update failed
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x1733

症状
ファームウェアのアップデートに失敗しました
 

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。•
アップグレード中に電源が遮断されました。•
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
次の操作を実⾏します。

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。

1. 

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。

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。
Service Pack for ProLiant（SPP）には、サーバードライバー、システムソフトウェア、ファーム
ウェアが含まれています。SPPについて詳しくは、SPPのWebサイト（
http://www.hpe.com/jp/spp）を参照してください。それぞれのSPPには、サーバーサポートガイ
ドが付属しており、サポートされるサーバーおよびサポートされるサーバーごとに使⽤可能なコ
ンポーネントが⼀覧表⽰されています。サーバーサポートガイドおよびService Pack for ProLiant
クイックスタートガイドは、SPP Information Library（
http://www.hpe.com/info/spp/documentation）で⼊⼿できます。
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docsで⼊⼿できるSmart Update Managerユーザーガイド
およびSUMベストプラクティスのプランニングガイドを参照してください。SPPはSmart Update 
Manager（SUM）を使⽤して、ファームウェアとシステムソフトウェアコンポーネントを展開し
ます。
HPE Synergy製品のファームウェアをアップデートするには、HPE Synergyファームウェアとド
ライバーアップデートのためのベストプラクティス（http://www.hpe.com/info/synergy-docs）を
参照してください。
ファームウェアアップデートの具体的な⼿順については、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationにあるSmart Update Managerユーザーガイドを参
照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。2. 

http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentations
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc


HPEサポートからお客様に連絡します。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Firmware not ready
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x1735

症状
ファームウェアの準備ができていません
 

原因
このSmart Arrayファームウェアバージョンは、冗⻑ケーブル接続構成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。

冗⻑なSASケーブルを抜き取ります。•
ファームウェアをアップデートします。•

ファームウェアのアップデート
ファームウェアをアップグレードする⽅法は複数あります。
HPEサポートのWebサイト：

https://www.hpe.com/jp/ja/support.htmlにアクセスします。1. 
HPEサーバー、ストレージ、ネットワークをクリックします。2. 
製品名を⼊⼒して、実⾏をクリックします。3. 
ドライバー、ソフトウェア、およびファームウェアを⼊⼿するをクリックします。4. 
該当するオペレーティングシステムを選択します。5. 
該当するパッチを選択してから、ダウンロードをクリックします。6. 

Smart Update Manager（SUM）:
Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/servers/hpsum/download
）からSUMをダウンロードします。

1. 

最新のSPPがあることを確認してください（http://www.hpe.com/jp/spp/download）。2. 
SUMを開き、Smartアレイドライバーが含まれているベースラインを追加します。ファーム
ウェアアップデートの具体的な⼿順については、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationにあるSmart Update Managerユーザーガイ
ドを参照してください。

3. 

Smart Update Tool（SUT）：
注記：SUTを使⽤するには、HPE OneViewをダウンロードしてインストールしておく必要があり
ます。詳しくは、HPE OneViewのドキュメント（http://www.hpe.com/info/ovvcenter/docs）を参
照してください。

SUTはHewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/info/hpsut）からダウ
ンロードしてください。

1. 

最新のSPPがあることを確認してください（http://www.hpe.com/jp/spp/download）。2. 
コマンドラインからSUTを実⾏して（On-Demand mode）、Smartアレイファームウェアを
アップデートします。詳しくは、HP SUTのドキュメント（http://www.hpe.com/info/sut-
docs）を参照してください。

3. 

Service Pack for ProLiant（SPP）：
SPPをHewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/jp/spp）からダウンロード
して、Smartアレイファームウェアをアップデートします。ファームウェアをアップデートする

https://www.hpe.com/us/en/support.html
http://www.hpe.com/servers/hpsum/download
http://www.hpe.com/servers/spp/download
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentation
http://www.hpe.com/info/ovvcenter/docs
http://www.hpe.com/info/hpsut
http://www.hpe.com/servers/spp/download
http://www.hpe.com/info/sut-docs
http://www.hpe.com/info/sut-docs
http://www.hpe.com/servers/spp


⼿順については、SPPドキュメント（http://www.hpe.com/info/spp/documentation）を参照してく
ださい。
注記：SPPをダウンロードするには、Hewlett Packard Enterpriseとの契約およびHPEパスポート
IDが必要です。HPEパスポートIDをお持ちでない場合は、http://www.hpe.com/info/insightonlineに
アクセスしてください。
注記：SPP全体をダウンロードするにはかなりの時間がかかります。
オンラインフラッシュコンポーネント
このコンポーネントは、サポートされるオペレーティングシステム上で直接インストールでき
る、アップデートされたシステムファームウェアを提供します。さらに、SUMと組み合わせて使
⽤すると、このスマートコンポーネントによって中央の場所からリモートサーバー上のファーム
ウェアをアップデートすることができます。
このリモート展開機能により、ファームウェアのアップデートを実⾏するためにサーバーの場所
に物理的にいる必要がなくなります。
ファームウェアアップデートの具体的な⼿順については、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationにあるSmart Update Managerユーザーガイドを参
照してください。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/insightonline
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentations
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


RAID level invalid
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x1754

症状
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存在していません。•

 

アクション
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モデルに接続しなおします。•
コントローラーの構成をクリアします。•

この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Drive array error
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x1769

症状
スロットドライブアレイが拡張中に故障しました。
 

原因
考えられる原因：

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。•

 

アクション
考えられるアクション：

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。無視を選択すると、問題があるパスが復元されるまで再起動時にこのメッセージが表
⽰されます。修復を選択すると、再起動時にこのメッセージが表⽰されません。これらの
ディスクドライブに対応する論理ドライブで再発するパスエラーに関するPOSTメッセージ
は、表⽰されなくなります

•

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。無視を選択すると、問題があるパスが復元されるまで再起動時にこのメッセージが表
⽰されます。修復を選択すると、再起動時にこのメッセージが表⽰されません。これらの
ディスクドライブに対応する論理ドライブで再発するパスエラーに関するPOSTメッセージ
は、表⽰されなくなります

•

HP 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。無視を選択する
と、問題があるパスが復元されるまで再起動時にこのメッセージが表⽰されます。修復を選
択すると、再起動時にこのメッセージが表⽰されません。これらのディスクドライブに対応
する論理ドライブで再発するパスエラーに関するPOSTメッセージは、表⽰されなくなりま
す

•

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。無視を選択すると、問題があるパスが復元されるまで再起動時にこのメッセージが表
⽰されます。修復を選択すると、再起動時にこのメッセージが表⽰されません。これらの
ディスクドライブに対応する論理ドライブで再発するパスエラーに関するPOSTメッセージ
は、表⽰されなくなります

•

この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。2. 

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc


HPEサポートからお客様に連絡します。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Storage enclosure problem detected
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x1777

症状
ストレージエンクロージャーの問題が検出されました
 

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
エラーメッセージに基づいて影響を受けるハードウェアを⾒つけ、適切な⼿順を実⾏します。
冷却ファン：

ファンの状態を確認します。1. 
ファンを取り付けなおします。2. 
ファンを交換してください。3. 

電源装置：
電源装置を交換してください。
エンクロージャープロセッサー：

ストレージエンクロージャーの電源を切断して投⼊します。1. 
エンクロージャーファームウェアをアップグレードします。2. 

リンクエラー：
I/Oモジュールとケーブルを取り付けなおすか交換します。
ファン、プロセッサーヒートシンク、およびエアバッフルの取り付けを確認します。

ドライブブランク、プロセッサーヒートシンクブランク、電源装置ブランクなど、すべての
エアバッフルおよび必要なブランクが取り付けられていることを確認します。

1. 

正しいプロセッサーヒートシンクが取り付けられていることを確認します。2. 
システムで標準ファンとパフォーマンスファンの両⽅がサポートされている場合は、正しい
ファンが取り付けられていることを確認します。

3. 

詳細については、システムのドキュメントを参照してください。
ファームウェアのアップデート
Service Pack for ProLiant（SPP）には、サーバードライバー、システムソフトウェア、ファーム
ウェアが含まれています。SPPについて詳しくは、SPPのWebサイト（
http://www.hpe.com/jp/spp）を参照してください。それぞれのSPPには、サーバーサポートガイ
ドが付属しており、サポートされるサーバーおよびサポートされるサーバーごとに使⽤可能なコ
ンポーネントが⼀覧表⽰されています。サーバーサポートガイドおよびService Pack for ProLiant
クイックスタートガイドは、SPP Information Library（
http://www.hpe.com/info/spp/documentation）で⼊⼿できます。
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docsで⼊⼿できるSmart Update Managerユーザーガイド
およびSUMベストプラクティスのプランニングガイドを参照してください。SPPはSmart Update 
Manager（SUM）を使⽤して、ファームウェアとシステムソフトウェアコンポーネントを展開し
ます。
HPE Synergy製品のファームウェアをアップデートするには、HPE Synergyファームウェアとド

http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docs


ライバーアップデートのためのベストプラクティス（http://www.hpe.com/info/synergy-docs）を
参照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/synergy-docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Logical drives previously failed.
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x1779

症状
交換⽤ドライブが検出されたか、以前に不具合があったドライブが現在機能しているようです。
 

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
ドライブを無効にしている問題を解決します。1. 
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。2. 
システムの電源投⼊および切断は、必ず、正しい⼿順で⾏ってください。3. 

この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Drive array controller error
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x1783

症状
ドライブアレイコントローラーが故障しています。
 

原因
考えられる原因：

[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]•
[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]•
[プログラムバグ。不⼗分な埋め込みバイト（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]•

 

アクション
ドライブを無効にしている問題を解決します。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。
または
交換⽤ドライブを取り付けた場合、またはデータを利⽤できない場合は、バックアップからデー
タを復元します。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc


サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Drive failure
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x1784

症状
ドライブ障害。
 

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
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。1. 
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。2. 
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。3. 

この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Drive array recovery needed
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x1786

症状
ドライブアレイの復旧が必要です。
 

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
詳細についてはSSAを使⽤してください。次のいずれかを選択します。

修復：⾃動データ復旧を再試⾏します•
無視：⾃動データ復旧を開始せずに続⾏します•

http://www.hpe.com/info/enterprise/docsにあるSmart Storage Administratorユーザーガイドを参照
してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Drive array reports incorrect drive replacement
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x1788

症状
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。
 

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。•
電源ケーブル接続の不良。•
SASケーブルの⽋陥。•

 

アクション
交換⽤のドライブを正しいドライブベイに取り付けます。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。ケーブル接続を確認してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Drive array disk drives not responding
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x1789

症状
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。
 

原因
ドライブアレイが以下の理由で応答していません。

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。•
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ている場合があります。•

 

アクション
システムの電源を切ります。1. 
すべてのケーブルが接続されていることを確認します。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. 
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。4. 
サーバーの電源を再度⼊れ、問題が残っているかどうかを確認します。5. 
ドライブを交換します。
詳しくは、http://www.hpe.com/info/enterprise/docsにあるお使いのシステムのメンテナンス
&サービスガイドを参照してください。

6. 

この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html


カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Drive array: Valid data found in write-back cache
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x1792

症状
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、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。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Lost data in the write back cache
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x1793

症状
ライトバックキャッシュ内のデータは消失しました。
 

原因
バックアップ電源が供給されていません。
 

アクション
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。1. 
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。2. 

コントローラーファームウェア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。
Service Pack for ProLiant（SPP）には、サーバードライバー、システムソフトウェア、ファーム
ウェアが含まれています。SPPについて詳しくは、SPPのWebサイト（
http://www.hpe.com/jp/spp）を参照してください。それぞれのSPPには、サーバーサポートガイ
ドが付属しており、サポートされるサーバーおよびサポートされるサーバーごとに使⽤可能なコ
ンポーネントが⼀覧表⽰されています。サーバーサポートガイドおよびService Pack for ProLiant
クイックスタートガイドは、SPP Information Library（
http://www.hpe.com/info/spp/documentation）で⼊⼿できます。
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docsで⼊⼿できるSmart Update Managerユーザーガイド
およびSUMベストプラクティスのプランニングガイドを参照してください。SPPはSmart Update 
Manager（SUM）を使⽤して、ファームウェアとシステムソフトウェアコンポーネントを展開し
ます。
HPE Synergy製品のファームウェアをアップデートするには、HPE Synergyファームウェアとド
ライバーアップデートのためのベストプラクティス（http://www.hpe.com/info/synergy-docs）を
参照してください。
電源の障害の場合は、電源を交換します。

電源ボタンを押して、電源を⼊れます。サーバーに、押すと元の位置に戻る電源ボタンがあ
る場合は、必ずこのスイッチをしっかりと押してください。システム電源LEDのステータス
について詳しくは、http://www.hpe.com/info/Gen10-troubleshootingにあるHPE ProLiant 
Gen10トラブルシューティングガイドのシステム電源LEDの定義の項を参照してください。

1. 

「接続不良」がないことを確認します。詳しくは、http://www.hpe.com/info/Gen10-
troubleshootingにあるHPE ProLiant Gen10トラブルシューティングガイドの接続不良の解
決策の項を参照してください。

2. 

別のデバイスをアース付きコンセントに接続してコンセントが機能しているかどうかを確認
します。また、電源が適⽤される基準を満たすことを確認してください。

3. 

電源コードを正常に機能することがわかっている電源コードと交換して、損傷していないこ
とを確認します。

4. 

電源ケーブルを正常に機能することがわかっている電源ケーブルと交換して、損傷していな
いことを確認します。

5. 

該当する回路ブレーカーがオンの位置に設定されていることを確認します。6. 

http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/Gen10-troubleshooting
http://www.hpe.com/info/Gen10-troubleshooting
http://www.hpe.com/info/Gen10-troubleshooting


資格のある技術者に電圧を調べてもらい、必要な仕様を満たしていることを確認します。7. 
エンクロージャー動的消費電⼒上限またはエンクロージャー電⼒制限が、サポートされてい
るサーバーで有効になっている場合は、サーバーをサポートするために⼗分な電⼒が割り当
てられていることを確認します。詳しくは、以下のドキュメントを参照してください。

テクノロジー概要のHPE Power Capping and HPE Dynamic Power Capping for 
ProLiant servers（Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト
http://www.hpe.com/support/hpdpc）

•

HPE BladeSystem Onboard Administratorユーザーガイド（Hewlett Packard 
EnterpriseのWebサイトhttp://www.hpe.com/support/BladeSystem/docs）

•

8. 

この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/support/hpdpc
http://www.hpe.com/support/BladeSystem/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Drive array: Write-back cache configuration error
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x1795

症状
ドライブアレイ：ライトバックキャッシュの構成エラー。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。キャッシュに格納されている
データがこのドライブアレイに対応していないか、ドライブアレイが⾒つかりません。
 

アクション
データを保存します。1. 
コントローラーを元のストレージ構成に戻します。2. 
サーバーの電源を⼊れて、コントローラーがキャッシュをフラッシュできるようにします。3. 
オプション：キャッシュされたデータを保存する必要がない場合は、ブート中にF9キーを
押してシステムユーティリティにアクセスしてデータを破棄します。

システムヘルス > システムヘルスの表⽰をクリックします。a. 
コントローラーを選択し、次にヘルスステータス：構成が必要ですをクリックしま
す。

b. 

論理ドライブの動作で、修復をクリックします。c. 
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。d. 

4. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド
HPE Smart Storage Administratorユーザーガイド○

HP ProLiantサーバー⽤HP Smartアレイコントローラーユーザーガイド○

•

メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Drive array cache module error
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x1796

症状
ドライブアレイキャッシュモジュールが応答していません。
 

原因
キャッシュは⼀時的に無効になります。
 

アクション
サポートされているバッテリパックが取り付けられており、充電されていることを確認して
ください。

1. 

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。2. 
キャッシュモジュールを取り付けなおしてください。3. 
キャッシュモジュールを交換してください。

すべてのデータのバックアップを取ります。a. 
すべてのアプリケーションを終了します。b. 
サーバーの電源を切ります。c. 
すべての電源の取り外し：

各電源コードを電源から抜き取ります。•
各電源コードをサーバーから抜き取ります。•

注意：外付データストレージを使⽤しているシステムでは、必ず、サーバーの電源を
最初に切り、電源を⼊れるときはサーバーの電源を最後に⼊れてください。こうする
ことで、サーバーが起動したときにシステムがドライブを故障とみなす誤動作を防⽌
できます。
詳しくは、http://www.hpe.com/info/enterprise/docsにあるシステムのメンテナンス
&サービスガイドを参照してください。

d. 

4. 

この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


リリースノート•
ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/assistance


Slot X Drive Array: Write-Back Cache backup 
previously failed
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x1797

症状
次のPOSTメッセージが表⽰されます。Slot X Drive Array. Flash Backed Write Cache module 
read or backup error occurred.
 

原因
Smart Storage 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
データの整合性を確認します。1. 
サポートされているEnergy Packが取り付けられており、充電されていることを確認してく
ださい。

2. 

オプションです。コントローラーがPCI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。
詳しくは、http://www.hpe.com/info/enterprise/docsにあるシステムのメンテナンス&サービ
スガイドを参照してください。

3. 

iLO GUIでEnergy Packのステータスを確認するには、iLOナビゲーションツリーのシステム
情報をクリックします。
詳しくは、iLOのユーザーガイド（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）を参照してく
ださい。

4. 

この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Slot X Drive Array: Cache Module Self-Test error 
occurred
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x1798

症状
次のPOSTメッセージが表⽰されます。Slot X Drive Array. Flash Backed Write Cache Self-Test 
error occurred.
 

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
キャッシュモジュールを交換してください。

すべてのデータのバックアップを取ります。1. 
すべてのアプリケーションを終了します。2. 
サーバーの電源を切ります。3. 
すべての電源の取り外し：

各電源コードを電源から抜き取ります。a. 
各電源コードをサーバーから抜き取ります。b. 

注意：外付データストレージを使⽤しているシステムでは、必ず、サーバーの電源を最初に
切り、電源を⼊れるときはサーバーの電源を最後に⼊れてください。こうすることで、サー
バーが起動したときにシステムがドライブを故障とみなす誤動作を防⽌できます。

4. 

詳しくは、http://www.hpe.com/info/enterprise/docsにあるシステムのメンテナンス&サービスガイ
ドを参照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


リリースノート•
Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Slot X Drive Array: Drives disabled due to cache 
data loss
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x1799

症状
次のPOSTメッセージが表⽰されます。Slot # Drive Array. Drives disabled due to cache data loss.
 

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
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。

•

この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Slot X Drive Array: Cache Module critical error
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x1804

症状
次のPOSTメッセージが表⽰されます。Slot X Drive Array—Cache Module critical error.
 

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
キャッシュモジュールを交換してください。

すべてのデータのバックアップを取ります。1. 
すべてのアプリケーションを終了します。2. 
サーバーの電源を切ります。3. 
すべての電源の取り外し：

各電源コードを電源から抜き取ります。a. 
各電源コードをサーバーから抜き取ります。b. 

注意：外付データストレージを使⽤しているシステムでは、必ず、サーバーの電源を最初に
切り、電源を⼊れるときはサーバーの電源を最後に⼊れてください。こうすることで、サー
バーが起動したときにシステムがドライブを故障とみなす誤動作を防⽌できます。

4. 

詳しくは、http://www.hpe.com/info/enterprise/docsにあるシステムのメンテナンス&サービスガイ
ドを参照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

HPEカスタマーセルフリペアビデオについて：
カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ（
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx


ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/assistance


Slot X Drive Array: Cache Module critical error
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x1808

症状
次のPOSTメッセージが表⽰されます。Slot X Drive Array. Cache Module critical error.
 

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
キャッシュモジュールを交換してください。

すべてのデータのバックアップを取ります。1. 
すべてのアプリケーションを終了します。2. 
サーバーの電源を切ります。3. 
すべての電源の取り外し：

各電源コードを電源から抜き取ります。a. 
各電源コードをサーバーから抜き取ります。b. 

注意：外付データストレージを使⽤しているシステムでは、必ず、サーバーの電源を最初に
切り、電源を⼊れるときはサーバーの電源を最後に⼊れてください。こうすることで、サー
バーが起動したときにシステムがドライブを故障とみなす誤動作を防⽌できます。

4. 

詳しくは、http://www.hpe.com/info/enterprise/docsにあるシステムのメンテナンス&サービスガイ
ドを参照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/support/selfrepair
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx


（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/assistance


Slot encryption failure: Encrypted logical drives 
offline
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x1809

症状
暗号化された論理ドライブはオフラインであり、システムは起動しない可能性があります。
 

原因
管理プロセッサーは、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アレイドライブ暗号化は、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
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。
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。問題が解
決されない場合は、iLO、Smartアレイ、およびシステムROMを最新バージョンにアップデート
してください。
ファームウェアのアップデート
ファームウェアをアップグレードする⽅法は複数あります。
HPEサポートのWebサイト：

https://www.hpe.com/jp/ja/support.htmlにアクセスします。1. 
HPEサーバー、ストレージ、ネットワークをクリックします。2. 
製品名を⼊⼒して、実⾏をクリックします。3. 
ドライバー、ソフトウェア、およびファームウェアを⼊⼿するをクリックします。4. 
該当するオペレーティングシステムを選択します。5. 
該当するパッチを選択してから、ダウンロードをクリックします。6. 

Smart Update Manager（SUM）:
Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/servers/hpsum/download
）からSUMをダウンロードします。

1. 

最新のSPPがあることを確認してください（http://www.hpe.com/jp/spp/download）。2. 
SUMを開き、Smartアレイドライバーが含まれているベースラインを追加します。ファーム
ウェアアップデートの具体的な⼿順については、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationにあるSmart Update Managerユーザーガイ
ドを参照してください。

3. 

Smart Update Tool（SUT）：
注記：SUTを使⽤するには、HPE OneViewをダウンロードしてインストールしておく必要があり
ます。詳しくは、HPE OneViewのドキュメント（http://www.hpe.com/info/ovvcenter/docs）を参
照してください。

SUTはHewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/info/hpsut）からダウ
ンロードしてください。

1. 

最新のSPPがあることを確認してください（http://www.hpe.com/jp/spp/download）。2. 
コマンドラインからSUTを実⾏して（On-Demand mode）、Smartアレイファームウェアを3. 

https://www.hpe.com/us/en/support.html
http://www.hpe.com/servers/hpsum/download
http://www.hpe.com/servers/spp/download
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentation
http://www.hpe.com/info/ovvcenter/docs
http://www.hpe.com/info/hpsut
http://www.hpe.com/servers/spp/download


アップデートします。詳しくは、HP SUTのドキュメント（http://www.hpe.com/info/sut-
docs）を参照してください。

Service Pack for ProLiant（SPP）：
SPPをHewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/jp/spp）からダウンロード
して、Smartアレイファームウェアをアップデートします。ファームウェアをアップデートする
⼿順については、SPPドキュメント（http://www.hpe.com/info/spp/documentation）を参照してく
ださい。
注記：SPPをダウンロードするには、Hewlett Packard Enterpriseとの契約およびHPEパスポート
IDが必要です。HPEパスポートIDをお持ちでない場合は、http://www.hpe.com/info/insightonlineに
アクセスしてください。
注記：SPP全体をダウンロードするにはかなりの時間がかかります。
オンラインフラッシュコンポーネント
このコンポーネントは、サポートされるオペレーティングシステム上で直接インストールでき
る、アップデートされたシステムファームウェアを提供します。さらに、SUMと組み合わせて使
⽤すると、このスマートコンポーネントによって中央の場所からリモートサーバー上のファーム
ウェアをアップデートすることができます。
このリモート展開機能により、ファームウェアのアップデートを実⾏するためにサーバーの場所
に物理的にいる必要がなくなります。
ファームウェアアップデートの具体的な⼿順については、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationにあるSmart Update Managerユーザーガイドを参
照してください。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/sut-docs
http://www.hpe.com/info/sut-docs
http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/insightonline
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentations
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Slot encryption failure: Encrypted logical drives 
might be offline
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x1810

症状
暗号化された論理ドライブはオフラインであり、システムは起動しない可能性があります。
 

原因
マスターキーが正しくないか、リモートのキーマネージャーから取得されませんでした。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アレイドライブ暗号化は、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
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。
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。問題が解
決されない場合は、iLO、Smartアレイ、およびシステムROMを最新バージョンにアップデート
してください。
ファームウェアのアップデート
ファームウェアをアップグレードする⽅法は複数あります。
HPEサポートのWebサイト：

https://www.hpe.com/jp/ja/support.htmlにアクセスします。1. 
HPEサーバー、ストレージ、ネットワークをクリックします。2. 
製品名を⼊⼒して、実⾏をクリックします。3. 
ドライバー、ソフトウェア、およびファームウェアを⼊⼿するをクリックします。4. 
該当するオペレーティングシステムを選択します。5. 
該当するパッチを選択してから、ダウンロードをクリックします。6. 

Smart Update Manager（SUM）:
Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/servers/hpsum/download
）からSUMをダウンロードします。

1. 

最新のSPPがあることを確認してください（http://www.hpe.com/jp/spp/download）。2. 
SUMを開き、Smartアレイドライバーが含まれているベースラインを追加します。ファーム
ウェアアップデートの具体的な⼿順については、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationにあるSmart Update Managerユーザーガイ
ドを参照してください。

3. 

Smart Update Tool（SUT）：
注記：SUTを使⽤するには、HPE OneViewをダウンロードしてインストールしておく必要があり
ます。詳しくは、HPE OneViewのドキュメント（http://www.hpe.com/info/ovvcenter/docs）を参
照してください。

SUTはHewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/info/hpsut）からダウ
ンロードしてください。

1. 

最新のSPPがあることを確認してください（http://www.hpe.com/jp/spp/download）。2. 
コマンドラインからSUTを実⾏して（On-Demand mode）、Smartアレイファームウェアを3. 

https://www.hpe.com/us/en/support.html
http://www.hpe.com/servers/hpsum/download
http://www.hpe.com/servers/spp/download
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentation
http://www.hpe.com/info/ovvcenter/docs
http://www.hpe.com/info/hpsut
http://www.hpe.com/servers/spp/download


アップデートします。詳しくは、HP SUTのドキュメント（http://www.hpe.com/info/sut-
docs）を参照してください。

Service Pack for ProLiant（SPP）：
SPPをHewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/jp/spp）からダウンロード
して、Smartアレイファームウェアをアップデートします。ファームウェアをアップデートする
⼿順については、SPPドキュメント（http://www.hpe.com/info/spp/documentation）を参照してく
ださい。
注記：SPPをダウンロードするには、Hewlett Packard Enterpriseとの契約およびHPEパスポート
IDが必要です。HPEパスポートIDをお持ちでない場合は、http://www.hpe.com/info/insightonlineに
アクセスしてください。
注記：SPP全体をダウンロードするにはかなりの時間がかかります。
オンラインフラッシュコンポーネント
このコンポーネントは、サポートされるオペレーティングシステム上で直接インストールでき
る、アップデートされたシステムファームウェアを提供します。さらに、SUMと組み合わせて使
⽤すると、このスマートコンポーネントによって中央の場所からリモートサーバー上のファーム
ウェアをアップデートすることができます。
このリモート展開機能により、ファームウェアのアップデートを実⾏するためにサーバーの場所
に物理的にいる必要がなくなります。
ファームウェアアップデートの具体的な⼿順については、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationにあるSmart Update Managerユーザーガイドを参
照してください。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/sut-docs
http://www.hpe.com/info/sut-docs
http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/insightonline
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentations
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Slot encryption failure: Encrypted logical drives 
offline
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x1811

症状
暗号化された論理ドライブはオフラインであり、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アレイドライブ暗号化は、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
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。
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。問題が解
決されない場合は、iLO、Smartアレイ、およびシステムROMを最新バージョンにアップデート
してください。
ファームウェアのアップデート
ファームウェアをアップグレードする⽅法は複数あります。
HPEサポートのWebサイト：

https://www.hpe.com/jp/ja/support.htmlにアクセスします。1. 
HPEサーバー、ストレージ、ネットワークをクリックします。2. 
製品名を⼊⼒して、実⾏をクリックします。3. 
ドライバー、ソフトウェア、およびファームウェアを⼊⼿するをクリックします。4. 
該当するオペレーティングシステムを選択します。5. 
該当するパッチを選択してから、ダウンロードをクリックします。6. 

Smart Update Manager（SUM）:
Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/servers/hpsum/download
）からSUMをダウンロードします。

1. 

最新のSPPがあることを確認してください（http://www.hpe.com/jp/spp/download）。2. 
SUMを開き、Smartアレイドライバーが含まれているベースラインを追加します。ファーム
ウェアアップデートの具体的な⼿順については、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationにあるSmart Update Managerユーザーガイ
ドを参照してください。

3. 

Smart Update Tool（SUT）：
注記：SUTを使⽤するには、HPE OneViewをダウンロードしてインストールしておく必要があり
ます。詳しくは、HPE OneViewのドキュメント（http://www.hpe.com/info/ovvcenter/docs）を参
照してください。

SUTはHewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/info/hpsut）からダウ
ンロードしてください。

1. 

最新のSPPがあることを確認してください（http://www.hpe.com/jp/spp/download）。2. 
コマンドラインからSUTを実⾏して（On-Demand mode）、Smartアレイファームウェアを
アップデートします。詳しくは、HP SUTのドキュメント（http://www.hpe.com/info/sut-

3. 

https://www.hpe.com/us/en/support.html
http://www.hpe.com/servers/hpsum/download
http://www.hpe.com/servers/spp/download
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentation
http://www.hpe.com/info/ovvcenter/docs
http://www.hpe.com/info/hpsut
http://www.hpe.com/servers/spp/download
http://www.hpe.com/info/sut-docs


docs）を参照してください。
Service Pack for ProLiant（SPP）：
SPPをHewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/jp/spp）からダウンロード
して、Smartアレイファームウェアをアップデートします。ファームウェアをアップデートする
⼿順については、SPPドキュメント（http://www.hpe.com/info/spp/documentation）を参照してく
ださい。
注記：SPPをダウンロードするには、Hewlett Packard Enterpriseとの契約およびHPEパスポート
IDが必要です。HPEパスポートIDをお持ちでない場合は、http://www.hpe.com/info/insightonlineに
アクセスしてください。
注記：SPP全体をダウンロードするにはかなりの時間がかかります。
オンラインフラッシュコンポーネント
このコンポーネントは、サポートされるオペレーティングシステム上で直接インストールでき
る、アップデートされたシステムファームウェアを提供します。さらに、SUMと組み合わせて使
⽤すると、このスマートコンポーネントによって中央の場所からリモートサーバー上のファーム
ウェアをアップデートすることができます。
このリモート展開機能により、ファームウェアのアップデートを実⾏するためにサーバーの場所
に物理的にいる必要がなくなります。
ファームウェアアップデートの具体的な⼿順については、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationにあるSmart Update Managerユーザーガイドを参
照してください。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/sut-docs
http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/insightonline
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentations
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Slot encryption failure—encrypted logical drives 
offline
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x1812

症状
暗号化された論理ドライブはオフラインであり、システムは起動しない可能性があります。
 

原因
Smartアレイ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
このサーバー⽤に構成されているリモートキーマネージャーに、接続されているドライブ⽤の適
切なキーが含まれていることを確認してください。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Drive array cache module critical error
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x1813

症状
ドライブアレイキャッシュモジュールの重⼤なエラー。キャッシュモジュール充電回路が機能し
ていません。
重要：キャッシュ機能が無効にされました。
 

原因
キャッシュモジュール充電回路が故障しました。
 

アクション
キャッシュモジュールを交換してください。

HPEサポートケースを作成してください。1. 
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

2. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

3. 

キャッシュモジュール充電回路を交換します。詳しくは、システムのドキュメントを参照し
てください。

4. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Slot encryption failure—dependent encrypted 
logical drives are offline and the system might 
not boot.
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x1814

症状
従属の暗号化された論理ドライブはオフラインであり、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アレイドライブ暗号化は、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
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。
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。問題が解
決されない場合は、iLO、Smartアレイ、およびシステムROMを最新バージョンにアップデート
してください。
ファームウェアのアップデート
ファームウェアをアップグレードする⽅法は複数あります。
HPEサポートのWebサイト：

https://www.hpe.com/jp/ja/support.htmlにアクセスします。1. 
HPEサーバー、ストレージ、ネットワークをクリックします。2. 
製品名を⼊⼒して、実⾏をクリックします。3. 
ドライバー、ソフトウェア、およびファームウェアを⼊⼿するをクリックします。4. 
該当するオペレーティングシステムを選択します。5. 
該当するパッチを選択してから、ダウンロードをクリックします。6. 

Smart Update Manager（SUM）:
Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/servers/hpsum/download
）からSUMをダウンロードします。

1. 

最新のSPPがあることを確認してください（http://www.hpe.com/jp/spp/download）。2. 
SUMを開き、Smartアレイドライバーが含まれているベースラインを追加します。ファーム
ウェアアップデートの具体的な⼿順については、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationにあるSmart Update Managerユーザーガイ
ドを参照してください。

3. 

Smart Update Tool（SUT）：
注記：SUTを使⽤するには、HPE OneViewをダウンロードしてインストールしておく必要があり
ます。詳しくは、HPE OneViewのドキュメント（http://www.hpe.com/info/ovvcenter/docs）を参
照してください。

SUTはHewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/info/hpsut）からダウ
ンロードしてください。

1. 

https://www.hpe.com/us/en/support.html
http://www.hpe.com/servers/hpsum/download
http://www.hpe.com/servers/spp/download
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentation
http://www.hpe.com/info/ovvcenter/docs
http://www.hpe.com/info/hpsut


最新のSPPがあることを確認してください（http://www.hpe.com/jp/spp/download）。2. 
コマンドラインからSUTを実⾏して（On-Demand mode）、Smartアレイファームウェアを
アップデートします。詳しくは、HP SUTのドキュメント（http://www.hpe.com/info/sut-
docs）を参照してください。

3. 

Service Pack for ProLiant（SPP）：
SPPをHewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/jp/spp）からダウンロード
して、Smartアレイファームウェアをアップデートします。ファームウェアをアップデートする
⼿順については、SPPドキュメント（http://www.hpe.com/info/spp/documentation）を参照してく
ださい。
注記：SPPをダウンロードするには、Hewlett Packard Enterpriseとの契約およびHPEパスポート
IDが必要です。HPEパスポートIDをお持ちでない場合は、http://www.hpe.com/info/insightonlineに
アクセスしてください。
注記：SPP全体をダウンロードするにはかなりの時間がかかります。
オンラインフラッシュコンポーネント
このコンポーネントは、サポートされるオペレーティングシステム上で直接インストールでき
る、アップデートされたシステムファームウェアを提供します。さらに、SUMと組み合わせて使
⽤すると、このスマートコンポーネントによって中央の場所からリモートサーバー上のファーム
ウェアをアップデートすることができます。
このリモート展開機能により、ファームウェアのアップデートを実⾏するためにサーバーの場所
に物理的にいる必要がなくなります。
ファームウェアアップデートの具体的な⼿順については、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationにあるSmart Update Managerユーザーガイドを参
照してください。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/servers/spp/download
http://www.hpe.com/info/sut-docs
http://www.hpe.com/info/sut-docs
http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/insightonline
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentations
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Encryption failure
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x1815

症状
暗号化の失敗。
 

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
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。•

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Encryption failure
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x1816

症状
暗号化の失敗。
 

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。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Encryption failure
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x1817

症状
暗号化の失敗。
 

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
次の操作を実⾏します。

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。1. 
サーバーを再起動します。2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Encryption failure: Key management mode
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x1818

症状
復号化の失敗：キー管理モード。
 

原因
キー管理モード間で不⼀致があります。
 

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。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Encryption Failure – Unsupported System ROM 
Detected
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x1819

症状
暗号化エラー - サポートされないシステムROMが検出されました。
 

原因
サポートされていないシステムROMをコンピュートモジュールが実⾏しています。
 

アクション
暗号化をサポートしているバージョンにシステムROMをアップデートします。
ファームウェアのアップデート
ファームウェアをアップグレードする⽅法は複数あります。
HPEサポートのWebサイト：

https://www.hpe.com/jp/ja/support.htmlにアクセスします。1. 
HPEサーバー、ストレージ、ネットワークをクリックします。2. 
製品名を⼊⼒して、実⾏をクリックします。3. 
ドライバー、ソフトウェア、およびファームウェアを⼊⼿するをクリックします。4. 
該当するオペレーティングシステムを選択します。5. 
該当するパッチを選択してから、ダウンロードをクリックします。6. 

Smart Update Manager（SUM）:
Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/servers/hpsum/download
）からSUMをダウンロードします。

1. 

最新のSPPがあることを確認してください（http://www.hpe.com/jp/spp/download）。2. 
SUMを開き、Smartアレイドライバーが含まれているベースラインを追加します。ファーム
ウェアアップデートの具体的な⼿順については、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationにあるSmart Update Managerユーザーガイ
ドを参照してください。

3. 

Smart Update Tool（SUT）：
注記：SUTを使⽤するには、HPE OneViewをダウンロードしてインストールしておく必要があり
ます。詳しくは、HPE OneViewのドキュメント（http://www.hpe.com/info/ovvcenter/docs）を参
照してください。

SUTはHewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/info/hpsut）からダウ
ンロードしてください。

1. 

最新のSPPがあることを確認してください（http://www.hpe.com/jp/spp/download）。2. 
コマンドラインからSUTを実⾏して（On-Demand mode）、Smartアレイファームウェアを
アップデートします。詳しくは、HP SUTのドキュメント（http://www.hpe.com/info/sut-
docs）を参照してください。

3. 

Service Pack for ProLiant（SPP）：
SPPをHewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/jp/spp）からダウンロード
して、Smartアレイファームウェアをアップデートします。ファームウェアをアップデートする

https://www.hpe.com/us/en/support.html
http://www.hpe.com/servers/hpsum/download
http://www.hpe.com/servers/spp/download
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentation
http://www.hpe.com/info/ovvcenter/docs
http://www.hpe.com/info/hpsut
http://www.hpe.com/servers/spp/download
http://www.hpe.com/info/sut-docs
http://www.hpe.com/info/sut-docs
http://www.hpe.com/servers/spp


⼿順については、SPPドキュメント（http://www.hpe.com/info/spp/documentation）を参照してく
ださい。
注記：SPPをダウンロードするには、Hewlett Packard Enterpriseとの契約およびHPEパスポート
IDが必要です。HPEパスポートIDをお持ちでない場合は、http://www.hpe.com/info/insightonlineに
アクセスしてください。
注記：SPP全体をダウンロードするにはかなりの時間がかかります。
オンラインフラッシュコンポーネント
このコンポーネントは、サポートされるオペレーティングシステム上で直接インストールでき
る、アップデートされたシステムファームウェアを提供します。さらに、SUMと組み合わせて使
⽤すると、このスマートコンポーネントによって中央の場所からリモートサーバー上のファーム
ウェアをアップデートすることができます。
このリモート展開機能により、ファームウェアのアップデートを実⾏するためにサーバーの場所
に物理的にいる必要がなくなります。
ファームウェアアップデートの具体的な⼿順については、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationにあるSmart Update Managerユーザーガイドを参
照してください。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/insightonline
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentations
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Encryption Failure - Encrypted logical drives are 
offline
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x1820

症状
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。
 

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
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。•

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Encryption Failure: Firmware Version Feature 
Support
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x1821

症状
暗号化失敗：ファームウェアバージョンは機能をサポートしていません。
 

原因
インストールされているファームウェアがSecure Encryptionをサポートしていません。
 

アクション
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。
Service Pack for ProLiant（SPP）には、サーバードライバー、システムソフトウェア、ファーム
ウェアが含まれています。SPPについて詳しくは、SPPのWebサイト（
http://www.hpe.com/jp/spp）を参照してください。それぞれのSPPには、サーバーサポートガイ
ドが付属しており、サポートされるサーバーおよびサポートされるサーバーごとに使⽤可能なコ
ンポーネントが⼀覧表⽰されています。サーバーサポートガイドおよびService Pack for ProLiant
クイックスタートガイドは、SPP Information Library（
http://www.hpe.com/info/spp/documentation）で⼊⼿できます。
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docsで⼊⼿できるSmart Update Managerユーザーガイド
およびSUMベストプラクティスのプランニングガイドを参照してください。SPPはSmart Update 
Manager（SUM）を使⽤して、ファームウェアとシステムソフトウェアコンポーネントを展開し
ます。
HPE Synergy製品のファームウェアをアップデートするには、HPE Synergyファームウェアとド
ライバーアップデートのためのベストプラクティス（http://www.hpe.com/info/synergy-docs）を
参照してください。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Slot encryption failure—imported encrypted 
logical drives are offline and the system might 
not boot.
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x1822

症状
インポートされている暗号化された論理ドライブはオフラインであり、システムは起動しない可
能性があります。
 

原因
Smartアレイ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
このサーバー⽤に構成されているリモートキーマネージャーに、接続されているドライブ⽤の適
切なキーが含まれていることを確認してください。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Encryption failure: Unsupported firmware
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x1823

症状
スロットXの暗号化エラー：サポートされない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
管理プロセッサー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ファームウェアをアップデートします。
Service Pack for ProLiant（SPP）には、サーバードライバー、システムソフトウェア、ファーム
ウェアが含まれています。SPPについて詳しくは、SPPのWebサイト（
http://www.hpe.com/jp/spp）を参照してください。それぞれのSPPには、サーバーサポートガイ
ドが付属しており、サポートされるサーバーおよびサポートされるサーバーごとに使⽤可能なコ
ンポーネントが⼀覧表⽰されています。サーバーサポートガイドおよびService Pack for ProLiant
クイックスタートガイドは、SPP Information Library（
http://www.hpe.com/info/spp/documentation）で⼊⼿できます。
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docsで⼊⼿できるSmart Update Managerユーザーガイド
およびSUMベストプラクティスのプランニングガイドを参照してください。SPPはSmart Update 
Manager（SUM）を使⽤して、ファームウェアとシステムソフトウェアコンポーネントを展開し
ます。
HPE Synergy製品のファームウェアをアップデートするには、HPE Synergyファームウェアとド
ライバーアップデートのためのベストプラクティス（http://www.hpe.com/info/synergy-docs）を
参照してください。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


One or more storage cables have failed
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x1824

症状
次のPOSTメッセージが表⽰されます。One or more storage cables have failed preventing 
discovery of attached storage.
 

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
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、HP 
Smart Storage Administratorユーザーガイド（http://www.hpe.com/info/smartstorage/docs
）を参照してください。

1. 

サーバーの電源を切ります。2. 
指定のケーブルを取り付けなおします。3. 
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。4. 

この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/smartstorage/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/support/selfrepair
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Slot X encryption failure
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x1825

症状
次のPOSTメッセージが表⽰されます。Slot X encryption failure. Non-volatile storage corrupted: 
Critical Security Parameters erased per policy.
 

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。詳しくは、HP Smart Storage 
Administratorユーザーガイド（http://www.hpe.com/info/smartstorage/docs）を参照してくださ
い。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
トラブルシューティングガイド•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/smartstorage/docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Slot X encryption failure
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x1826

症状
次のPOSTメッセージが表⽰されます。Slot X Encryption Failure-Encryption engine hardware 
failure. Encrypted logical drives offline. Encrypted logical drives are offline until the problem is 
corrected.
 

原因
コントローラー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
HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Slot X Drive Array—Data in Write-Back Smart 
Cache has been lost
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x1831

症状
次のPOSTメッセージが表⽰されます。Slot X Drive Array—Data in Write-Back Smart Cache has 
been lost.
 

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。
 

アクション
バックアップからデータを復旧します。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
トラブルシューティングガイド•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Unsupported Array configuration detected
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x1833

症状
次のPOSTメッセージが表⽰されます。Unsupported Array configuration detected. One or more 
logical drivs are configured for RAID fault tolerance levels that are not supported.
 

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アッ
プデートします。
詳しくは、HPE Smart Storage Administratorユーザーガイド（Hewlett Packard EnterpriseのWeb
サイトhttp://www.hpe.com/info/smartstorage/docs）を参照してください。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Information Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてくださ
い。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティングガイド•
リリースノート•

HPEカスタマーセルフリペアビデオについて：
カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/smartstorage-docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Slot %1 Smart Array - Controller failure. %2
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x1900

症状
スロット%1のSmartアレイ - コントローラーの障害。%2。
 

原因
次のような原因が考えられます。

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
コントローラーを取り付けなおします。詳しくは、システムのドキュメントを参照してくだ
さい。問題がまだ解決しない場合は、次の⼿順に進みます。

1. 

コントローラーのファームウェアをアップデートします。
Service Pack for ProLiant（SPP）には、サーバードライバー、システムソフトウェア、
ファームウェアが含まれています。SPPについて詳しくは、SPPのWebサイト（
http://www.hpe.com/jp/spp）を参照してください。それぞれのSPPには、サーバーサポート
ガイドが付属しており、サポートされるサーバーおよびサポートされるサーバーごとに使⽤
可能なコンポーネントが⼀覧表⽰されています。サーバーサポートガイドおよびService 
Pack for ProLiantクイックスタートガイドは、SPP Information Library（
http://www.hpe.com/info/spp/documentation）で⼊⼿できます。
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docsで⼊⼿できるSmart Update Managerユーザーガ
イドおよびSUMベストプラクティスのプランニングガイドを参照してください。SPPは
Smart Update Manager（SUM）を使⽤して、ファームウェアとシステムソフトウェアコン
ポーネントを展開します。
HPE Synergy製品のファームウェアをアップデートするには、HPE Synergyファームウェア
とドライバーアップデートのためのベストプラクティス（http://www.hpe.com/info/synergy-
docs）を参照してください。
問題がまだ解決しない場合は、次の⼿順を実⾏します。

2. 

コントローラーを交換します。この操作にはHPEサポートの⽀援が必要です。
HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されま
す。お客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービス
ガイドを参照してください。

a. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

b. 

3. 

 

http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc


サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Slot %1 Smart Array - Controller not configured.
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x1902

症状
スロット%1のSmartアレイ - 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
コントローラーを構成するか、ドライブ、バックプレーン、およびコントローラー間の接続を確
認します。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Slot %1 Smart Array - Memory error occurred 
during self-test
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x1903

症状
スロット%1のSmartアレイ - セルフテスト中にメモリエラーが発⽣しました。
 

原因
考えられる原因

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
Smartアレイファームウェアをアップグレードします。
Service Pack for ProLiant（SPP）には、サーバードライバー、システムソフトウェア、ファーム
ウェアが含まれています。SPPについて詳しくは、SPPのWebサイト（
http://www.hpe.com/jp/spp）を参照してください。それぞれのSPPには、サーバーサポートガイ
ドが付属しており、サポートされるサーバーおよびサポートされるサーバーごとに使⽤可能なコ
ンポーネントが⼀覧表⽰されています。サーバーサポートガイドおよびService Pack for ProLiant
クイックスタートガイドは、SPP Information Library（
http://www.hpe.com/info/spp/documentation）で⼊⼿できます。
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docsで⼊⼿できるSmart Update Managerユーザーガイド
およびSUMベストプラクティスのプランニングガイドを参照してください。SPPはSmart Update 
Manager（SUM）を使⽤して、ファームウェアとシステムソフトウェアコンポーネントを展開し
ます。
HPE Synergy製品のファームウェアをアップデートするには、HPE Synergyファームウェアとド
ライバーアップデートのためのベストプラクティス（http://www.hpe.com/info/synergy-docs）を
参照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Slot %1 Smart Array - Redundant ROM 
programming failure.
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x1904

症状
スロット%1のSmartアレイ - 冗⻑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を再プログラムできません。
 

アクション
コントローラーのファームウェアをアップデートします。
Service Pack for ProLiant（SPP）には、サーバードライバー、システムソフトウェア、ファーム
ウェアが含まれています。SPPについて詳しくは、SPPのWebサイト（
http://www.hpe.com/jp/spp）を参照してください。それぞれのSPPには、サーバーサポートガイ
ドが付属しており、サポートされるサーバーおよびサポートされるサーバーごとに使⽤可能なコ
ンポーネントが⼀覧表⽰されています。サーバーサポートガイドおよびService Pack for ProLiant
クイックスタートガイドは、SPP Information Library（
http://www.hpe.com/info/spp/documentation）で⼊⼿できます。
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docsで⼊⼿できるSmart Update Managerユーザーガイド
およびSUMベストプラクティスのプランニングガイドを参照してください。SPPはSmart Update 
Manager（SUM）を使⽤して、ファームウェアとシステムソフトウェアコンポーネントを展開し
ます。
HPE Synergy製品のファームウェアをアップデートするには、HPE Synergyファームウェアとド
ライバーアップデートのためのベストプラクティス（http://www.hpe.com/info/synergy-docs）を
参照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•

http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Slot %1 Smart Array: Redundant ROM image 
checksum error
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x1905

症状
スロット％1のSmartアレイ：冗⻑ROMイメージのチェックサムエラーで、バックアップROMが
アクティブ化されています。
 

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
最新のファームウェアバージョンを使⽤してコントローラーファームウェアをフラッシュしま
す。
Service Pack for ProLiant（SPP）には、サーバードライバー、システムソフトウェア、ファーム
ウェアが含まれています。SPPについて詳しくは、SPPのWebサイト（
http://www.hpe.com/jp/spp）を参照してください。それぞれのSPPには、サーバーサポートガイ
ドが付属しており、サポートされるサーバーおよびサポートされるサーバーごとに使⽤可能なコ
ンポーネントが⼀覧表⽰されています。サーバーサポートガイドおよびService Pack for ProLiant
クイックスタートガイドは、SPP Information Library（
http://www.hpe.com/info/spp/documentation）で⼊⼿できます。
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docsで⼊⼿できるSmart Update Managerユーザーガイド
およびSUMベストプラクティスのプランニングガイドを参照してください。SPPはSmart Update 
Manager（SUM）を使⽤して、ファームウェアとシステムソフトウェアコンポーネントを展開し
ます。
HPE Synergy製品のファームウェアをアップデートするには、HPE Synergyファームウェアとド
ライバーアップデートのためのベストプラクティス（http://www.hpe.com/info/synergy-docs）を
参照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース

http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc


当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Slot %1 Smart Array - Last configuration not 
committed. %2
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x1906

症状
サーバーの再起動中に、電源投⼊時セルフテストエラーが発⽣しました。スロット%1のSmartア
レイ - 最後の構成がコミットされませんでした。%2
 

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
構成を再度実⾏します。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Smart array drive(s) failed
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x1911

症状
Smartアレイドライブが機能していません。
 

原因
Smartアレイドライブが正しく取り付けられていないか、Smartアレイドライブが故障している
か、ケーブルが正しく取り付けられていません。
 

アクション
「接続不良」がないことを確認します。詳しくは、http://www.hpe.com/info/Gen10-
troubleshootingにあるHPE ProLiant Gen10サーバートラブルシューティングガイドの接続
不良の解決策のセクションを参照してください。次のコンポーネントについて、アップデー
トが利⽤可能かどうかを確認します

Smartアレイコントローラーファームウェア•
Dynamic Smartアレイドライバー•
ホストバスアダプターファームウェア•
エキスパンダーバックプレーンSEPファームウェア•
システムROM•

1. 

ドライブまたはバックプレーンが正しくケーブル接続されていることを確認します。2. 
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
SCSIケーブルが機能することを確認します。

3. 

サーバーの動作時には、ドライブブランクが正しく取り付けられているようにします。ドラ
イブが過熱し、応答が遅くなったりドライブ障害が発⽣したりする可能性があります。

4. 

HPE SSAを実⾏して、障害が発⽣したドライブのステータスを確認します。詳しくは、
http://www.hpe.com/info/enterprise/docsにあるHPE ProLiant Gen10サーバートラブル
シューティングガイドのHPE Smart Storage Administratorのセクションを参照してくださ
い。

5. 

アレイ内の交換⽤ドライブが同じ容量以上であることを確認します。6. 
アレイ内の交換⽤ドライブが同じドライブタイプ（SAS、SATA、SSDなど）であることを
確認します。

7. 

サーバーの電源を切って、⼊れなおします。ドライブが認識されたら、ドライブファーム
ウェアのアップデートが必要かどうか確認します。

8. 

この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

http://www.hpe.com/info/Gen10-troubleshooting
http://www.hpe.com/info/Gen10-troubleshooting
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc


サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Slot %1 Smart Array - Drive(s) are overheated: 
%2
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x1912

症状
スロット%1のSmartアレイ - ドライブが過熱状態です %2
 

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
ファンを調べ、ドライブ周辺の通気を確認します。1. 
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。2. 
不⾜しているドライブブランクを取り付けます。3. 
ファンの構成がサーバーの稼動要件を満たしていることを確認します。4. 
ファンが正しく固定され動作していることを確認します。

サーバーのドキュメントの⼿順および警告に従って、アクセスパネルを取り外し、
ファンにアクセスして、ファンを交換します。

a. 

正しい⼿順に従って、各ファンを取り外してから取り付けなおします。b. 
アクセスパネルを元に戻してサーバーを再起動します。c. 

5. 

ファンの構成がサーバーの稼動要件を満たしていることを確認します。6. 
通気の問題がないことを確認します。アクセスパネルを取り外したまま⻑時間サーバーを稼
動させている場合、通気が妨げられ、温度上昇によりコンポーネントが損傷する場合があり
ます。

7. 

サーバーの起動中に温度異常情報やファン障害情報を⽰すPOSTエラーメッセージが表⽰さ
れていないことを確認します。

8. 

iLOまたはオプションのIMLビューアーを使⽤してIMLを参照し、ファンに関するイベントリ
ストエラーメッセージが⽰されていないかどうかを確認します。

9. 

iLOのWebインターフェイスで、情報 > システム情報ページの順に進み、次の情報を確認し
ます。

ファンタブをクリックし、ファンのステータス、ファンの速度、および通気要件を確
認します。

a. 

温度タブをクリックしてから、温度タブで各場所の温度表⽰値を確認します。ホット
スポットが⾒つかった場合は、通気がケーブルや他の異物でふさがれていないことを
確認します。ホットスポットは絶対温度ではなく、コンポーネントの仕様に対する相
対温度です。ホットスポットは、センサー上の温度タブに⼀覧表⽰されている警告し
きい値の3°C以内の温度として定義されます。

b. 

10. 

動作していない必要なファンを交換してサーバーを再起動します。11. 
すべてのファンスロットにファンまたはブランクが取り付けられていることを確認します。
通気の要件については、サーバーのドキュメントを参照してください。

12. 

ファンの通気がケーブルや他の異物でふさがれていないことを確認します。13. 
詳しくは、HPE ProLiant Gen10サーバートラブルシューティングガイドを参照してください。

http://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting
http://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting


 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Slot %1 Smart Array - Predictive drive failure: %2
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x1914

症状
スロット%1 Smartアレイ - 予測可能なドライブ障害：%2
 

原因
ドライブの障害予測状態が検出されました。将来、ドライブを交換する必要があります。
 

アクション
次のいずれかを実⾏します。

このドライブがフォールトトレラントなボリュームでない場合は、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。

•

このドライブがフォールトトレラントなボリュームである場合は、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。

•

この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Slot %1 Smart Array: Storage enclosure problem 
detected: %2. %3
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x1920

症状
スロット％1のSmart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。%2。%3
 

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
ファンの問題

サーバーのドキュメントの⼿順および警告に従って、アクセスパネルを取り外し、ファンに
アクセスして、ファンを交換します。

1. 

正しい⼿順に従って、各ファンを取り外してから取り付けなおします。2. 
アクセスパネルを元に戻してサーバーを再起動します。3. 

この問題が解決されない場合は、ファンを交換してください。Hewlett Packard Enterpriseでは、
サーバーの問題の読み取り、診断、および解決に使⽤するオンラインツールであるActive Health 
System Viewer（AHSV）にAHSログをアップロードする際にトラブルシューティングを⽀援する
ルールのセットを定義しています。

サーバーから、AHSログをダウンロードします。1. 
http://www.hpe.com/servers/ahsvでAHSVにログインしてから、必要なパスポートアカウン
トを⼊⼒します。

2. 

AHSログをAHSVにアップロードします。3. 
AHSVダッシュボードページに移動して、エラーを確認します。4. 
Fault Detection Analyticsページに移動して、他のエラー条件と修正を特定します。5. 

AHSログがアップロードされた後でもHewlett Packard Enterpriseからのサポートが必要な場合
は、AHSVを使⽤してサポートケースを作成することができます。
AHSVダッシュボードに移動し、NavigationメニューからCreate a Support Caseをクリックしま
す。
Case Creationウィンドウが表⽰されます。

連絡先情報をフォームに記⼊します。1. 
Issue sectionで、以下を⼊⼒します。

問題の説明•
ケースコメント•

2. 

Submitをクリックします。サポートケースはHewlett Packard Enterpriseサポートに送信さ
れて、⾼度な診断とトラブルシューティングが⾏われます。⼊⼒されていない情報がある場
合は、⾚い枠線のブロックが表⽰されて、ポップアップウィンドウに何を追加すべきかが⽰
されます。

3. 

Hewlett Packard Enterpriseサポートが問題を解決して、報告します。4. 
Active Health System Viewer User Guideを参照してください。
電源装置の問題

http://www.hpe.com/servers/ahsv
http://www.hpe.com/support/ahsv-ug-en


Hewlett Packard Enterpriseサポートケースを作成し、電源装置を交換してください。
エンクロージャープロセッサーの問題
ストレージエンクロージャーの電源を切断して投⼊します。
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アップデートしてください。
ファームウェアをアップグレードする⽅法は複数あります。
HPEサポートのWebサイト：

https://www.hpe.com/jp/ja/support.htmlにアクセスします。1. 
HPEサーバー、ストレージ、ネットワークをクリックします。2. 
製品名を⼊⼒して、実⾏をクリックします。3. 
ドライバー、ソフトウェア、およびファームウェアを⼊⼿するをクリックします。4. 
該当するオペレーティングシステムを選択します。5. 
該当するパッチを選択してから、ダウンロードをクリックします。6. 

Smart Update Manager（SUM）:
Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/servers/hpsum/download
）からSUMをダウンロードします。

1. 

最新のSPPがあることを確認してください（http://www.hpe.com/jp/spp/download）。2. 
SUMを開き、Smartアレイドライバーが含まれているベースラインを追加します。ファーム
ウェアアップデートの具体的な⼿順については、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationにあるSmart Update Managerユーザーガイ
ドを参照してください。

3. 

Smart Update Tool（SUT）：
注記：SUTを使⽤するには、HPE OneViewをダウンロードしてインストールしておく必要があり
ます。詳しくは、HPE OneViewのドキュメント（http://www.hpe.com/info/ovvcenter/docs）を参
照してください。

SUTはHewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/info/hpsut）からダウ
ンロードしてください。

1. 

最新のSPPがあることを確認してください（http://www.hpe.com/jp/spp/download）。2. 
コマンドラインからSUTを実⾏して（On-Demand mode）、Smartアレイファームウェアを
アップデートします。詳しくは、HP SUTのドキュメント（http://www.hpe.com/info/sut-
docs）を参照してください。

3. 

Service Pack for ProLiant（SPP）：
SPPをHewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/jp/spp）からダウンロード
して、ファームウェアをアップデートします。ファームウェアをアップデートする⼿順について
は、SPPドキュメント（http://www.hpe.com/info/spp/documentation）を参照してください。
注記：SPPをダウンロードするには、Hewlett Packard Enterpriseとの契約およびHPEパスポート
IDが必要です。HPEパスポートIDをお持ちでない場合は、http://www.hpe.com/info/insightonlineに
アクセスしてください。
注記：SPP全体をダウンロードするにはかなりの時間がかかります。
オンラインフラッシュコンポーネント
このコンポーネントは、サポートされるオペレーティングシステム上で直接インストールでき
る、アップデートされたシステムファームウェアを提供します。さらに、SUMと組み合わせて使
⽤すると、このスマートコンポーネントによって中央の場所からリモートサーバー上のファーム
ウェアをアップデートすることができます。
このリモート展開機能により、ファームウェアのアップデートを実⾏するためにサーバーの場所
に物理的にいる必要がなくなります。
ファームウェアアップデートの具体的な⼿順については、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationにあるSmart Update Managerユーザーガイドを参

https://www.hpe.com/us/en/support.html
http://www.hpe.com/servers/hpsum/download
http://www.hpe.com/servers/spp/download
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentation
http://www.hpe.com/info/ovvcenter/docs
http://www.hpe.com/info/hpsut
http://www.hpe.com/servers/spp/download
http://www.hpe.com/info/sut-docs
http://www.hpe.com/info/sut-docs
http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/insightonline
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentations


照してください。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Slot %1 Smart Array - Storage enclosure 
firmware problem detected: %2. %3
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x1921

症状
スロット%1 Smartアレイ - 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。%2。%3
 

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。1. 
電源は、アップグレード中に切断されました。2. 
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。3. 

 

アクション
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
Service Pack for ProLiant（SPP）には、サーバードライバー、システムソフトウェア、ファーム
ウェアが含まれています。SPPについて詳しくは、SPPのWebサイト（
http://www.hpe.com/jp/spp）を参照してください。それぞれのSPPには、サーバーサポートガイ
ドが付属しており、サポートされるサーバーおよびサポートされるサーバーごとに使⽤可能なコ
ンポーネントが⼀覧表⽰されています。サーバーサポートガイドおよびService Pack for ProLiant
クイックスタートガイドは、SPP Information Library（
http://www.hpe.com/info/spp/documentation）で⼊⼿できます。
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docsで⼊⼿できるSmart Update Managerユーザーガイド
およびSUMベストプラクティスのプランニングガイドを参照してください。SPPはSmart Update 
Manager（SUM）を使⽤して、ファームウェアとシステムソフトウェアコンポーネントを展開し
ます。
HPE Synergy製品のファームウェアをアップデートするには、HPE Synergyファームウェアとド
ライバーアップデートのためのベストプラクティス（http://www.hpe.com/info/synergy-docs）を
参照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 

http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc


Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。
ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Controller has exceeded the number of 
supported devices.
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x1922

症状
コントローラーはサポートされているデバイスの数を超えました。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。
 

アクション
次のいずれかを実⾏します。

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。
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。
Service Pack for ProLiant（SPP）には、サーバードライバー、システムソフトウェア、
ファームウェアが含まれています。SPPについて詳しくは、SPPのWebサイト（
http://www.hpe.com/jp/spp）を参照してください。それぞれのSPPには、サーバーサポート
ガイドが付属しており、サポートされるサーバーおよびサポートされるサーバーごとに使⽤
可能なコンポーネントが⼀覧表⽰されています。サーバーサポートガイドおよびService 
Pack for ProLiantクイックスタートガイドは、SPP Information Library（
http://www.hpe.com/info/spp/documentation）で⼊⼿できます。
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docsで⼊⼿できるSmart Update Managerユーザーガ
イドおよびSUMベストプラクティスのプランニングガイドを参照してください。SPPは
Smart Update Manager（SUM）を使⽤して、ファームウェアとシステムソフトウェアコン
ポーネントを展開します。
HPE Synergy製品のファームウェアをアップデートするには、HPE Synergyファームウェア
とドライバーアップデートのためのベストプラクティス（http://www.hpe.com/info/synergy-
docs）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サイトにあるお使いの製品⽤のサーバーのメ
ンテナンス&サービスガイドを参照してください。

HPE ProLiant Gen10（http://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs）○

HPE Synergy（http://www.hpe.com/info/synergy-docs）○

•

この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照

1. 

http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html


してください。
http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Slot %1 Smart Array: Data in write cache has 
been lost
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x1931

症状
スロット％1のSmartアレイ：キャッシュ内のデータは消失しました。
 

原因
次のいずれかが原因で、ライトキャッシュ内のデータが消失しました。

バックアップ電源が供給されていません。•
Energy Packが存在しないときにAlways write backオプションが有効になっています。•

 

アクション
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。以下の⼿順を
実⾏して、検証します。

サーバーを再起動します。1. 
POST実⾏中にF9（システムユーティリティ）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. 

システムユーティリティ画⾯で、システム構成 > コントローラー > コントローラー設定の
構成 > コントローラー設定の変更を選択します。

3. 

オプションが有効になっていることを確認します。4. 
上記以外の場合、以下を実⾏してください。

Energy Packケーブルが緩んでいないか確認します。1. 
コントローラーのバックアップ電源ケーブルが緩んでいないか確認します。2. 
コントローラーのファームウェアをアップデートします。
Service Pack for ProLiant（SPP）には、サーバードライバー、システムソフトウェア、
ファームウェアが含まれています。SPPについて詳しくは、SPPのWebサイト（
http://www.hpe.com/jp/spp）を参照してください。それぞれのSPPには、サーバーサポート
ガイドが付属しており、サポートされるサーバーおよびサポートされるサーバーごとに使⽤
可能なコンポーネントが⼀覧表⽰されています。サーバーサポートガイドおよびService 
Pack for ProLiantクイックスタートガイドは、SPP Information Library（
http://www.hpe.com/info/spp/documentation）で⼊⼿できます。
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docsで⼊⼿できるSmart Update Managerユーザーガ
イドおよびSUMベストプラクティスのプランニングガイドを参照してください。SPPは
Smart Update Manager（SUM）を使⽤して、ファームウェアとシステムソフトウェアコン
ポーネントを展開します。
HPE Synergy製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/synergy-docsにあるHPE Synergyファームウェアアップデートの概
要を参照してください。

3. 

失敗した場合は、Energy Packを交換してください。
Hewlett Packard Enterpriseでは、サーバーの問題の読み取り、診断、および解決に使⽤す

4. 

http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs


るオンラインツールであるActive Health System Viewer（AHSV）にAHSログをアップロー
ドする際にトラブルシューティングを⽀援するルールのセットを定義しています。

サーバーから、AHSログをダウンロードします。1. 
http://www.hpe.com/servers/ahsvでAHSVにログインしてから、必要なパスポートアカ
ウントを⼊⼒します。

2. 

AHSログをAHSVにアップロードします。3. 
AHSVダッシュボードページに移動して、エラーを確認します。4. 
Fault Detection Analyticsページに移動して、他のエラー条件と修正を特定します。5. 

AHSログがアップロードされた後でもHewlett Packard Enterpriseからのサポートが必要な
場合は、AHSVを使⽤してサポートケースを作成することができます。
AHSVダッシュボードに移動し、NavigationメニューからCreate a Support Caseをクリッ
クします。
Case Creationウィンドウが表⽰されます。

連絡先情報をフォームに記⼊します。1. 
Issue sectionで、以下を⼊⼒します。

問題の説明•
ケースコメント•

2. 

Submitをクリックします。サポートケースはHewlett Packard Enterpriseサポートに送
信されて、⾼度な診断とトラブルシューティングが⾏われます。⼊⼒されていない情
報がある場合は、⾚い枠線のブロックが表⽰されて、ポップアップウィンドウに何を
追加すべきかが⽰されます。

3. 

Hewlett Packard Enterpriseサポートが問題を解決して、報告します。4. 
Active Health System Viewer User Guideを参照してください。

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/servers/ahsv
http://www.hpe.com/support/ahsv-ug-en
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Slot %1 Smart Array: Consecutive power loss 
during I/O transactions on degraded write-back 
volumes
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x1933

症状
スロット％1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繰り返し切断されました。
 

アクション
次を確認します。

サーバーを適切にシャットダウンします。1. 
電源装置をチェックします。2. 
ファイルシステムにエラーがないか確認します。3. 

この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Slot %1 Smart Array—Cache Status: Disabled 
(Error Code: Missing energy pack)
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x1934

症状
スロット%1の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
考えられる原因：

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サイトにあるお使いの製品⽤のサーバーユー
ザーガイドを参照してください。

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

1. 

ロードの数とEnergy Packを照合します。2. 
詳細については、Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/info/qs）にある
QuickSpecsを参照してください。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://
www.hpe.com/info/qs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Slot %1 Smart Array - Cache Module Self-Test 
Error Occurred. %2
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x1936

症状
スロット%1のSmartアレイ - キャッシュモジュールのセルフテスト中にエラーが発⽣しました。
%2。
 

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。
 

アクション
コントローラーを交換してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Slot X Smart Array: Cache Status Disabled
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x1937

症状
スロット％1の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
コントローラーのバックアップ電源ケーブルがSmartアレイからシステム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サイトにあるお使いの製品⽤のサーバーユーザーガ
イドを参照してください。

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

この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Slot %1 Smart Array - The following logical 
drives are failed: %2.
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x1940

症状
スロット%1のSmartアレイ - 次の論理ドライブに障害が発⽣しています。%2。
 

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
次の操作を実⾏します。

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。1. 
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。2. 
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。3. 

問題が解決しない場合、Hewlett Packard Enterpriseでは、サーバーの問題の読み取り、診断、お
よび解決に使⽤するオンラインツールであるActive Health System Viewer（AHSV）にAHSログを
アップロードする際にトラブルシューティングを⽀援するルールのセットを定義しています。

サーバーから、AHSログをダウンロードします。1. 
http://www.hpe.com/servers/ahsvでAHSVにログインしてから、必要なパスポートアカウン
トを⼊⼒します。

2. 

AHSログをAHSVにアップロードします。3. 
AHSVダッシュボードページに移動して、エラーを確認します。4. 
Fault Detection Analyticsページに移動して、他のエラー条件と修正を特定します。5. 

AHSログがアップロードされた後でもHewlett Packard Enterpriseからのサポートが必要な場合
は、AHSVを使⽤してサポートケースを作成することができます。
AHSVダッシュボードに移動し、NavigationメニューからCreate a Support Caseをクリックしま
す。
Case Creationウィンドウが表⽰されます。

連絡先情報をフォームに記⼊します。1. 
Issue sectionで、以下を⼊⼒します。

問題の説明•
ケースコメント•

2. 

Submitをクリックします。サポートケースはHewlett Packard Enterpriseサポートに送信さ
れて、⾼度な診断とトラブルシューティングが⾏われます。⼊⼒されていない情報がある場
合は、⾚い枠線のブロックが表⽰されて、ポップアップウィンドウに何を追加すべきかが⽰
されます。

3. 

Hewlett Packard Enterpriseサポートが問題を解決して、報告します。4. 
Active Health System Viewer User Guideを参照してください。
 

http://www.hpe.com/servers/ahsv
http://www.hpe.com/support/ahsv-ug-en


サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Slot %1 Smart Array - The following logical 
drives are missing: %2
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x1941

症状
スロット%1のSmartアレイ - 次の論理ドライブが⾒つかりません。%2
 

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
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。バックプレーンがある
場合は、コネクターを調べ、ドライブに電⼒が供給されていることを確認します。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。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Slot %1 Smart Array - Configured physical drives 
are missing: %2
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x1942

症状
スロット%1のSmartアレイ - 構成された物理ドライブが⾒つかりません。%2
 

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ている場合があります。
 

アクション
システムの電源を切ります。1. 
すべてのケーブルが接続されていることを確認します。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. 
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。4. 
サーバーの電源を再度⼊れ、問題が残っているかどうかを確認します。5. 
ドライブを交換します。6. 

この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx


（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/assistance


Slot %1 Smart Array - Foreign configuration 
found on drive. Not able to import configuration 
to the controller.
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x1943

症状
スロット%1のSmartアレイ - ドライブで異種構成が検出されました。コントローラーに構成をイ
ンポートすることはできません。
 

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。
 

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。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
HP Smartアレイコントローラーユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Slot %1 Smart Array: Foreign configuration found 
on drive
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x1944

症状
スロット％1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。
 

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
次のいずれかを実⾏します。

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。•

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
HP Smartアレイコントローラーユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


SAN error – SAN link is down.
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x2100

症状
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
ストレージエリアネットワーキングの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
スイッチとSANの構成を確認してからポートを再接続するか、サーバーを再起動してください。
詳しくは、サーバーシステムのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


SAN Error - Fabric Login (FLOGI) failed. SAN 
connection not possible.
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x2101

症状
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
システムがストレージエリアネットワークのファブリックにログインできませんでした。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
スイッチとSANの構成を確認してからポートを再接続するか、サーバーを再起動してください。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


YYYY-Slot X SAN Error: AN link is down
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x2102

症状
YYYY-スロットX 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
FC/FCoEのBoot from SAN - リンクがダウンしています。
 

アクション
スイッチとSANの構成を確認してからポートを再接続するか、サーバーを再起動してください。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


YYYY-Slot X SAN Error – Name Server login 
failed. Boot from SAN not possible.
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x2103

症状
YYYY-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。
 

原因
ストレージエリアネットワーク上でブートターゲットが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
スイッチとSANの構成を確認してからポートを再接続するか、サーバーを再起動してください。
システムのサーバーおよびメンテナンスガイドを参照してください。
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


YYYY-Slot X SAN Error – Adapter restart failed. 
Firmware not ready. Boot from SAN not possible.
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x2104

症状
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、ストレージエリアネットワー
ク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
起動することはできません。
 

アクション
ポートを再接続し、サーバーを再起動してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


%1 One or more POST errors occurred
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x2105

症状
%1-1つまたは複数のPOSTエラーが発⽣しました。サーバーの起動プロセス中に、POST（電源
投⼊時セルフテスト）エラーが発⽣しました。
 

原因
指定された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
アダプターファームウェアをアップデートします。
Service Pack for ProLiant（SPP）には、サーバードライバー、システムソフトウェア、ファーム
ウェアが含まれています。SPPについて詳しくは、SPPのWebサイト（
http://www.hpe.com/jp/spp）を参照してください。それぞれのSPPには、サーバーサポートガイ
ドが付属しており、サポートされるサーバーおよびサポートされるサーバーごとに使⽤可能なコ
ンポーネントが⼀覧表⽰されています。サーバーサポートガイドおよびService Pack for ProLiant
クイックスタートガイドは、SPP Information Library（
http://www.hpe.com/info/spp/documentation）で⼊⼿できます。
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docsで⼊⼿できるSmart Update Managerユーザーガイド
およびSUMベストプラクティスのプランニングガイドを参照してください。SPPはSmart Update 
Manager（SUM）を使⽤して、ファームウェアとシステムソフトウェアコンポーネントを展開し
ます。
HPE Synergy製品のファームウェアをアップデートするには、HPE Synergyファームウェアとド
ライバーアップデートのためのベストプラクティス（http://www.hpe.com/info/synergy-docs）を
参照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•

http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


リリースノート•
Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Unable to change the network adapter's 
personality.
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x2106

症状
アダプターのパーソナリティー（イーサーネット、iSCSI、またはFCoE）の変更の試みが失敗し
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
スロットにカードを取り付けなおします。1. 
カードのファームウェアを最新バージョンにアップデートします。 2. 
サーバーを再起動します。3. 

いずれかのブートモードで構成されているシステムの場合、以下の⼿順を使⽤して、UEFIシステ
ムユーティリティを使⽤してファームウェアをアップデートします。

Hewlett Packard EnterpriseサポートセンターのWebサイトから、ご使⽤のサーバーのシス
テムROMフラッシュバイナリコンポーネントにアクセスします。コンポーネントを検索す
る場合は、常にオペレーティングシステムに依存しないを選択してバイナリファイルを検索
します。

1. 

バイナリファイルをUSBメディアにコピーするか、iLO仮想メディアを使⽤します。2. 
メディアをサーバーに接続します。3. 
POST中にF9キーを押してシステムユーティリティに⼊ります。4. 
内蔵アプリケーション>ファームウェアのアップデート>システムROM>ファームウェア
ファイルを選択と選択します。

5. 

フラッシュファイルを含むデバイスを選択します。6. 
フラッシュファイルを選択します。この⼿順は、完了するまでしばらくかかる場合がありま
す。

7. 

ファームウェアのアップデートの開始を選択し、プロセスが完了できるようにします。8. 
サーバーを再起動します。ファームウェアのアップデート後にアップデートを有効にして、
ハードウェアの安定性が維持されるようにするため、再起動が必要です。

9. 

この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc


サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Firmware update on the adapter fails.
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x2107

症状
アダプターのファームウェアアップデートが失敗するか、正常に完了しません。
 

原因
アダプターで試みられたファームウェアのアップデートが正常に完了しませんでした。
 

アクション
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。1. 
その後、アップデートを再度実⾏してください。2. 

いずれかのブートモードで構成されているシステムの場合、以下の⼿順を使⽤して、UEFIシステ
ムユーティリティを使⽤してファームウェアをアップデートします。

Hewlett Packard EnterpriseサポートセンターのWebサイトから、ご使⽤のサーバーのシス
テムROMフラッシュバイナリコンポーネントにアクセスします。コンポーネントを検索す
る場合は、常にオペレーティングシステムに依存しないを選択してバイナリファイルを検索
します。

1. 

バイナリファイルをUSBメディアにコピーするか、iLO仮想メディアを使⽤します。2. 
メディアをサーバーに接続します。3. 
POST中にF9キーを押してシステムユーティリティに⼊ります。4. 
内蔵アプリケーション>ファームウェアのアップデート>システムROM>ファームウェア
ファイルを選択と選択します。

5. 

フラッシュファイルを含むデバイスを選択します。6. 
フラッシュファイルを選択します。この⼿順は、完了するまでしばらくかかる場合がありま
す。

7. 

ファームウェアのアップデートの開始を選択し、プロセスが完了できるようにします。8. 
サーバーを再起動します。ファームウェアのアップデート後にアップデートを有効にして、
ハードウェアの安定性が維持されるようにするため、再起動が必要です。

9. 

この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Information Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてくださ
い。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティングガイド•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/assistance


Adapter failed to recover the firmware.
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x2108

症状
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を試みましたが失敗しました。
 

アクション
サーバーを再起動します。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Information Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてくださ
い。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティングガイド•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Failure to apply Virtual Connect (VC) profile 
settings.
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x2109

症状
バーチャルコネクト（VC）プロファイル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設定を適⽤できませんでした。
 

アクション
バーチャルコネクトの構成を確認します。1. 
バーチャルコネクト設定を再適⽤します。サーバーの電源を切ることが必要な場合もありま
す。

2. 

サーバーを再起動します。3. 
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Information Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてくださ
い。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティングガイド•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Failure to respond to input/output operations.
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x2110

症状
⼊出⼒操作に応答しません。
 

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
サーバーを再起動します。1. 
問題が解決されない場合は、ファームウェアを最新バージョンにアップデートしてくださ
い。

2. 

いずれかのブートモードで構成されているシステムの場合、以下の⼿順を使⽤して、UEFIシステ
ムユーティリティを使⽤してファームウェアをアップデートします。

Hewlett Packard EnterpriseサポートセンターのWebサイトから、ご使⽤のサーバーのシス
テムROMフラッシュバイナリコンポーネントにアクセスします。コンポーネントを検索す
る場合は、常にオペレーティングシステムに依存しないを選択してバイナリファイルを検索
します。

1. 

バイナリファイルをUSBメディアにコピーするか、iLO仮想メディアを使⽤します。2. 
メディアをサーバーに接続します。3. 
POST中にF9キーを押してシステムユーティリティに⼊ります。4. 
内蔵アプリケーション>ファームウェアのアップデート>システムROM>ファームウェア
ファイルを選択と選択します。

5. 

フラッシュファイルを含むデバイスを選択します。6. 
フラッシュファイルを選択します。この⼿順は、完了するまでしばらくかかる場合がありま
す。

7. 

ファームウェアのアップデートの開始を選択し、プロセスが完了できるようにします。8. 
サーバーを再起動します。ファームウェアのアップデート後にアップデートを有効にして、
ハードウェアの安定性が維持されるようにするため、再起動が必要です。

9. 

この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Information Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてくださ

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


い。
ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティングガイド•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/assistance


iSCSI: Failed to acquire DHCP Initiator Network 
Address
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x2111

症状
iSCSI：DHCPイニシエーターのネットワークアドレスを取得できませんでした。
 

原因
接続または構成の問題が原因で、DHCPを使⽤してイニシエーター構成を取得しようとして失敗
しました。
 

アクション
ネットワークケーブルがこのポートに接続されているかどうかを確認します。1. 
DHCPサーバーが、システムから到達可能であるかどうかを確認します。2. 
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
を指定できるかどうかを確認します。

3. 

DHCPサーバーがビジーでないかどうかを確認します。4. 
システムを再起動し、再試⾏してください。5. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


iSCSI Error – Failed to Acquire DHCP Target 
Network Address
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x2112

症状
iSCSIエラー - DHCPターゲットネットワークアドレスを取得できませんでした。
 

原因
接続または構成の問題が原因で、DHCPを使⽤してiSCSIターゲット構成を取得しようとして失敗
しました。
 

アクション
ネットワークケーブルがこのポートに接続されているかどうかを確認します。1. 
DHCPサーバーが、システムから到達可能であるかどうかを確認します。2. 
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
ゲット設定を提供するように構成されているかどうかを確認します。

3. 

DHCPサーバーがビジーでないかどうかを確認します。4. 
システムを再起動し、再試⾏してください。5. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


iSCSI Error - Failed to acquire DHCP iSNS 
Server IP address
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x2113

症状
iSCSIエラー - DHCP iSNSサーバーのIPアドレスを取得できませんでした。
 

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ない•
誤った構成の設定•

 

アクション
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。1. 
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。2. 
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。3. 
DHCPサーバーがビジーでないことを確認します。4. 
サーバーを再起動して、もう⼀度試してください。5. 

この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


iSCSI Error - iSCSI login failed
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x2114

症状
iSCSIターゲットにログインできません。
 

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ない•
誤った構成の設定•

 

アクション
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。1. 
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。

2. 

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。

3. 

ターゲットが正しく設定されていることを確認します。4. 
サーバーを再起動して、もう⼀度試してください。5. 

この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


iSCSI Error - Boot LUN not available.
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x2115

症状
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
ターゲット上のiSCSIの構成が正しいかどうかと、イニシエーターにディスクまたはLUNに
アクセスする権限があることを確認してください。 

1. 

サーバーを再起動します。2. 
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Information Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてくださ
い。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティングガイド•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Controller firmware did not initialize.
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x2116

症状
コントローラーのファームウェアが初期化されてません。
 

原因
コントローラーのファームウェアが壊れている可能性があります。
 

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。1. 
コントローラーのファームウェアをアップデートします。
Service Pack for ProLiant（SPP）には、サーバードライバー、システムソフトウェア、
ファームウェアが含まれています。SPPについて詳しくは、SPPのWebサイト（
http://www.hpe.com/jp/spp）を参照してください。それぞれのSPPには、サーバーサポート
ガイドが付属しており、サポートされるサーバーおよびサポートされるサーバーごとに使⽤
可能なコンポーネントが⼀覧表⽰されています。サーバーサポートガイドおよびService 
Pack for ProLiantクイックスタートガイドは、SPP Information Library（
http://www.hpe.com/info/spp/documentation）で⼊⼿できます。
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docsで⼊⼿できるSmart Update Managerユーザーガ
イドおよびSUMベストプラクティスのプランニングガイドを参照してください。SPPは
Smart Update Manager（SUM）を使⽤して、ファームウェアとシステムソフトウェアコン
ポーネントを展開します。
HPE Synergy製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/synergy-docsにあるHPE Synergyファームウェアアップデートの概
要を参照してください。

2. 

この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•

http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


リリースノート•
ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/assistance


Slot %1 Error - Rx/Tx is disabled on this device
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x2119

症状
スロット%1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。
 

サポートと他のリソース
サポート対象の適切なモジュールを確認するには、Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト（
http://www.hpe.com/info/qs）にあるアダプターのQuickSpecsを参照してください。
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Information Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてくださ
い。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティングガイド•

HPEカスタマーセルフリペアビデオについて：
カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/qs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Slot %1 Error - The driver for the device detected 
an older version of the NVM image than 
expected.
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x2120

症状
スロット%1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アップデー
トされました。これは相互運⽤性の問題を引き起こす可能性があります。
 

アクション
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て、アダプ
ターのNVMおよびOROMを両⽅アップデートすることを推奨します。
 

サポートと他のリソース
Service Pack for ProLiant（SPP）には、サーバードライバー、システムソフトウェア、ファーム
ウェアが含まれています。SPPについて詳しくは、SPPのWebサイト（
http://www.hpe.com/jp/spp）を参照してください。それぞれのSPPには、サーバーサポートガイ
ドが付属しており、サポートされるサーバーおよびサポートされるサーバーごとに使⽤可能なコ
ンポーネントが⼀覧表⽰されています。サーバーサポートガイドおよびService Pack for ProLiant
クイックスタートガイドは、SPP Information Library（
http://www.hpe.com/info/spp/documentation）で⼊⼿できます。
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docsで⼊⼿できるSmart Update Managerユーザーガイド
およびSUMベストプラクティスのプランニングガイドを参照してください。SPPはSmart Update 
Manager（SUM）を使⽤して、ファームウェアとシステムソフトウェアコンポーネントを展開し
ます。
HPE Synergy製品のファームウェアをアップデートするには、http://www.hpe.com/info/synergy-
docsにあるHPE Synergyファームウェアアップデートの概要を参照してください。

http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs


A newer version of the NVM was detected than 
the original version
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x2121

症状
NVMには相互運⽤性の競合があります。
 

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
にアップデートされました。これにより相互運⽤性の競合が発⽣する可能性があります。
 

アクション
アダプター上でNVMとオプションROMファームウェアをアップデートします。
 

サポートと他のリソース
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアアップデートについて詳しくは、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationで⼊⼿できるSmart Update Managerユーザーガイ
ドおよびSUMベストプラクティスのプランニングガイドを参照してください。
Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/jp/spp）からSPPをダウンロード
してドライブのファームウェアをアップデートし、http://www.hpe.com/info/spp/documentationに
あるService Pack for ProLiantクイックスタートガイドを参照してください。

http://www.hpe.com/info/hpsum/documentation
http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation


Slot %1 Error - The UEFI driver for the device 
stopped because the NVM image is newer than 
expected
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x2122

症状
スロット%1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
UEFIドライバーの最新バージョンをインストールします。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をアップデートすることを推奨します。

2. 

 

サポートと他のリソース
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアアップデートについて詳しくは、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationで⼊⼿できるSmart Update Managerユーザーガイ
ドおよびSUMベストプラクティスのプランニングガイドを参照してください。
Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/jp/spp）からSPPをダウンロード
してドライブのファームウェアをアップデートし、http://www.hpe.com/info/spp/documentationに
あるService Pack for ProLiantクイックスタートガイドを参照してください。

http://www.hpe.com/info/hpsum/documentation
http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation


Corrected memory error
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x2150

症状
訂正済みメモリエラーメッセージ。
 

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
対応は不要です。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Secure Boot disabled
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x2201

症状
セキュアブートの無効化のエラーメッセージが表⽰されます。
 

原因
ユーザーがROMベースセットアップユーティリティ（RBSU）、iLO RESTful API、または
sysconfigコマンドを使⽤してセキュアブートを無効にしようとしました。
 

アクション
対応する必要はありません。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Secure boot error
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x2213

症状
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
ユーザーはROMベースセットアップユーティリティ（RBSU）、iLO RESTful API、または
sysconfigコマンドを使⽤して、キーを削除する要求を送信しました。
 

アクション
対応は不要です。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Secure Boot—The Platform Key (PK) Secure 
Boot variable has been deleted.
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x2214

症状
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
ユーザーがRBSU/ RESTful API/ secbootコマンドを使⽤してPKを削除する要求を送信しました。
 

アクション
対応は不要です。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Secure Boot—The Key Exchange Key (KEK) 
Secure Boot variable has been deleted
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x2215

症状
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。
 

原因
ユーザーがRBSU/ secbootコマンドを使⽤してKEKキーを削除する要求を送信しました。
 

アクション
対応は不要です。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Secure Boot—The database Secure Boot 
variable has been deleted
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x2216

症状
セキュアブート— - データベースセキュアブート変数が削除されました。
 

原因
ユーザーがRBSU/ secbootコマンドを使⽤してdbキーを削除する要求を送信しました。
 

アクション
対応は不要です。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Secure Boot: The dbx Secure Boot variable has 
been deleted
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x2217

症状
セキュアブート：dbxセキュアブート変数が削除されました。
 

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
対応は不要です。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Secure Boot—The dbt Secure Boot variable has 
been deleted.
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x2218

症状
セキュアブート—dbtセキュアブート変数が削除されました。
 

原因
ユーザーがRBSUメニューを使⽤してdbtキーを削除する要求を送信しました。
 

アクション
対応は不要です。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Secure Boot—A Key Exchange Key (KEK) entry 
has been deleted from KEK database
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x2219

症状
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
 

原因
ユーザーがRBSU/ secbootコマンドを使⽤してKEKキーエントリーを削除する要求を送信しまし
た。
 

アクション
対応は不要です。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Secure Boot—A database entry has been 
deleted from db database
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x2220

症状
セキュアブート—データベースエントリーは、dbデータベースから削除されています。
 

原因
ユーザーがRBSU/ secbootコマンドを使⽤してdbキーエントリーを削除する要求を送信しまし
た。
 

アクション
対応は不要です。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Secure Boot—A dbx entry has been deleted from 
dbx database
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x2221

症状
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
ユーザーがRBSU/ secbootコマンドを使⽤してdbxキーエントリーを削除する要求を送信しまし
た。
 

アクション
対応は不要です。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Secure Boot—A dbt entry has been deleted from 
dbt database.
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x2222

症状
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
ユーザーがRBSUメニューを使⽤してdbtキーエントリーを削除する要求を送信しました。
 

アクション
対応は不要です。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Secure Boot - Unable to enable/disable secure 
boot. Only a physically present user can 
enable/disable Secure Boot.
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x2223

症状
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。
 

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
対応は不要です。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Secure Boot - Unable to enroll a new entry
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x2224

症状
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
対応は不要です。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Secure Boot: Unable to reset one or more keys
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x2225

症状
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が、1つまたは複数のキーをリセットできなかった可能性があり
ます。
 

アクション
対応は不要です。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Secure Boot: Unable to delete one or more 
variables.
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x2226

症状
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
変数が存在しないか、UEFI BIOSの操作に失敗した可能性があります。
 

アクション
対応は不要です。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Secure Boot - Unable to delete one or more 
entries.
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x2227

症状
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
対応は不要です。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Slot %1 SAN Error: SAN link down
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x2400

症状
SANリンクがダウンしていためSAN接続ができません。
 

原因
ストレージエリアネットワーキングの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
スイッチとSANの構成を確認してからポートを再接続するか、サーバーを再起動してください。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Slot %1 SAN Error - Fabric Login (FLOGI) failed. 
SAN connection not possible
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x2401

症状
スロット%1 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
システムがストレージエリアネットワークのファブリックにログインできませんでした。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
スイッチとSANの構成を確認してからポートを再接続するか、サーバーを再起動してください。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Slot %1 SAN Error—Name Server login failed. 
Boot from SAN not possible
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x2402

症状
スロット%1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。
 

原因
システムがストレージエリアネットワークのネームサーバーにログインできませんでした。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
スイッチとSANの構成を確認してからポートを再接続するか、サーバーを再起動してください。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Slot %1 SAN Error—No targets found, boot from 
SAN not possible
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x2403

症状
スロット%1の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
ストレージエリアネットワーク上でブートターゲットが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
スイッチとSANの構成を確認してからポートを再接続するか、サーバーを再起動してください。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Slot SAN error—adapter restart failed
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x2404

症状
ファームウェアの準備ができていないため、SANから起動することができません。
 

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、ストレージエリアネットワー
ク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
起動することはできません。
 

アクション
ポートを再接続し、サーバーを再起動してください。
問題が解決しない場合、Hewlett Packard Enterpriseでは、サーバーの問題の読み取り、診断、お
よび解決に使⽤するオンラインツールであるActive Health System Viewer（AHSV）にAHSログを
アップロードする際にトラブルシューティングを⽀援するルールのセットを定義しています。

サーバーから、AHSログをダウンロードします。1. 
http://www.hpe.com/servers/ahsvでAHSVにログインしてから、必要なパスポートアカウン
トを⼊⼒します。

2. 

AHSログをAHSVにアップロードします。3. 
AHSVダッシュボードページに移動して、エラーを確認します。4. 
Fault Detection Analyticsページに移動して、他のエラー条件と修正を特定します。5. 

AHSログがアップロードされた後でもHewlett Packard Enterpriseからのサポートが必要な場合
は、AHSVを使⽤してサポートケースを作成することができます。
AHSVダッシュボードに移動し、NavigationメニューからCreate a Support Caseをクリックしま
す。
Case Creationウィンドウが表⽰されます。

連絡先情報をフォームに記⼊します。1. 
Issue sectionで、以下を⼊⼒します。

問題の説明•
ケースコメント•

2. 

Submitをクリックします。サポートケースはHewlett Packard Enterpriseサポートに送信さ
れて、⾼度な診断とトラブルシューティングが⾏われます。⼊⼒されていない情報がある場
合は、⾚い枠線のブロックが表⽰されて、ポップアップウィンドウに何を追加すべきかが⽰
されます。

3. 

Hewlett Packard Enterpriseサポートが問題を解決して、報告します。4. 
Active Health System Viewer User Guideを参照してください。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•

http://www.hpe.com/servers/ahsv
http://www.hpe.com/support/ahsv-ug-en
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/assistance


Slot error—Vital Product Data (VPD) not 
available
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x2405

症状
重要な製品データ（VPD）が使⽤できません。
 

原因
指定された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
ファームウェアのアップデート
ファームウェアをアップグレードする⽅法は複数あります。
HPEサポートのWebサイト：

https://www.hpe.com/jp/ja/support.htmlにアクセスします。1. 
HPEサーバー、ストレージ、ネットワークをクリックします。2. 
製品名を⼊⼒して、実⾏をクリックします。3. 
ドライバー、ソフトウェア、およびファームウェアを⼊⼿するをクリックします。4. 
該当するオペレーティングシステムを選択します。5. 
該当するパッチを選択してから、ダウンロードをクリックします。6. 

Smart Update Manager（SUM）:
Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/servers/hpsum/download
）からSUMをダウンロードします。

1. 

最新のSPPがあることを確認してください（http://www.hpe.com/jp/spp/download）。2. 
SUMを開き、Smartアレイドライバーが含まれているベースラインを追加します。ファーム
ウェアアップデートの具体的な⼿順については、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationにあるSmart Update Managerユーザーガイ
ドを参照してください。

3. 

Smart Update Tool（SUT）：
注記：SUTを使⽤するには、HPE OneViewをダウンロードしてインストールしておく必要があり
ます。詳しくは、HPE OneViewのドキュメント（http://www.hpe.com/info/ovvcenter/docs）を参
照してください。

SUTはHewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/info/hpsut）からダウ
ンロードしてください。

1. 

最新のSPPがあることを確認してください（http://www.hpe.com/jp/spp/download）。2. 
コマンドラインからSUTを実⾏して（On-Demand mode）、Smartアレイファームウェアを
アップデートします。詳しくは、HP SUTのドキュメント（http://www.hpe.com/info/sut-
docs）を参照してください。

3. 

Service Pack for ProLiant（SPP）：
SPPをHewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/jp/spp）からダウンロード
して、Smartアレイファームウェアをアップデートします。ファームウェアをアップデートする
⼿順については、SPPドキュメント（http://www.hpe.com/info/spp/documentation）を参照してく

https://www.hpe.com/us/en/support.html
http://www.hpe.com/servers/hpsum/download
http://www.hpe.com/servers/spp/download
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentation
http://www.hpe.com/info/ovvcenter/docs
http://www.hpe.com/info/hpsut
http://www.hpe.com/servers/spp/download
http://www.hpe.com/info/sut-docs
http://www.hpe.com/info/sut-docs
http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation


ださい。
注記：SPPをダウンロードするには、Hewlett Packard Enterpriseとの契約およびHPEパスポート
IDが必要です。HPEパスポートIDをお持ちでない場合は、http://www.hpe.com/info/insightonlineに
アクセスしてください。
注記：SPP全体をダウンロードするにはかなりの時間がかかります。
オンラインフラッシュコンポーネント
このコンポーネントは、サポートされるオペレーティングシステム上で直接インストールでき
る、アップデートされたシステムファームウェアを提供します。さらに、SUMと組み合わせて使
⽤すると、このスマートコンポーネントによって中央の場所からリモートサーバー上のファーム
ウェアをアップデートすることができます。
このリモート展開機能により、ファームウェアのアップデートを実⾏するためにサーバーの場所
に物理的にいる必要がなくなります。
ファームウェアアップデートの具体的な⼿順については、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationにあるSmart Update Managerユーザーガイドを参
照してください。
問題が解決しない場合、Hewlett Packard Enterpriseでは、サーバーの問題の読み取り、診断、お
よび解決に使⽤するオンラインツールであるActive Health System Viewer（AHSV）にAHSログを
アップロードする際にトラブルシューティングを⽀援するルールのセットを定義しています。

サーバーから、AHSログをダウンロードします。1. 
http://www.hpe.com/servers/ahsvでAHSVにログインしてから、必要なパスポートアカウン
トを⼊⼒します。

2. 

AHSログをAHSVにアップロードします。3. 
AHSVダッシュボードページに移動して、エラーを確認します。4. 
Fault Detection Analyticsページに移動して、他のエラー条件と修正を特定します。5. 

AHSログがアップロードされた後でもHewlett Packard Enterpriseからのサポートが必要な場合
は、AHSVを使⽤してサポートケースを作成することができます。
AHSVダッシュボードに移動し、NavigationメニューからCreate a Support Caseをクリックしま
す。
Case Creationウィンドウが表⽰されます。

連絡先情報をフォームに記⼊します。1. 
Issue sectionで、以下を⼊⼒します。

問題の説明•
ケースコメント•

2. 

Submitをクリックします。サポートケースはHewlett Packard Enterpriseサポートに送信さ
れて、⾼度な診断とトラブルシューティングが⾏われます。⼊⼒されていない情報がある場
合は、⾚い枠線のブロックが表⽰されて、ポップアップウィンドウに何を追加すべきかが⽰
されます。

3. 

Hewlett Packard Enterpriseサポートが問題を解決して、報告します。4. 
Active Health System Viewer User Guideを参照してください。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•

http://www.hpe.com/info/insightonline
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentations
http://www.hpe.com/servers/ahsv
http://www.hpe.com/support/ahsv-ug-en
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


リリースノート•
ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/assistance


Slot NIC Error—cannot change NIC personality 
(Ethernet, iSCSI, or FCoE)
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x2406

症状
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。
 

原因
ハードウェアの問題またはNICのファームウェアバージョンが正しくないため、カードのパーソ
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
スロットにカードを取り付けなおします。1. 
NICファームウェアの最新バージョンにアップデートします。2. 

詳しくは、http://www.hpe.com/info/enterprise/docsにあるHPE ProLiant Gen10サーバートラブル
シューティングガイドのNICの問題のフローチャートを参照してください。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Slot %1 Error—The firmware update did not 
complete successfully
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x2407

症状
ファームウェアのアップデートが正常に完了しませんでした。
 

原因
アダプターで試みられたファームウェアのアップデートが正常に完了しませんでした。
 

アクション
適切なファームウェアイメージが使⽤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。
ファームウェアのアップデート
ファームウェアをアップグレードする⽅法は複数あります。
HPEサポートのWebサイト：

https://www.hpe.com/jp/ja/support.htmlにアクセスします。1. 
HPEサーバー、ストレージ、ネットワークをクリックします。2. 
製品名を⼊⼒して、実⾏をクリックします。3. 
ドライバー、ソフトウェア、およびファームウェアを⼊⼿するをクリックします。4. 
該当するオペレーティングシステムを選択します。5. 
該当するパッチを選択してから、ダウンロードをクリックします。6. 

Smart Update Manager（SUM）:
Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/servers/hpsum/download
）からSUMをダウンロードします。

1. 

最新のSPPがあることを確認してください（http://www.hpe.com/jp/spp/download）。2. 
SUMを開き、Smartアレイドライバーが含まれているベースラインを追加します。ファーム
ウェアアップデートの具体的な⼿順については、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationにあるSmart Update Managerユーザーガイ
ドを参照してください。

3. 

Smart Update Tool（SUT）：
注記：SUTを使⽤するには、HPE OneViewをダウンロードしてインストールしておく必要があり
ます。詳しくは、HPE OneViewのドキュメント（http://www.hpe.com/info/ovvcenter/docs）を参
照してください。

SUTはHewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/info/hpsut）からダウ
ンロードしてください。

1. 

最新のSPPがあることを確認してください（http://www.hpe.com/jp/spp/download）。2. 
コマンドラインからSUTを実⾏して（On-Demand mode）、Smartアレイファームウェアを
アップデートします。詳しくは、HP SUTのドキュメント（http://www.hpe.com/info/sut-
docs）を参照してください。

3. 

Service Pack for ProLiant（SPP）：
SPPをHewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/jp/spp）からダウンロード

https://www.hpe.com/us/en/support.html
http://www.hpe.com/servers/hpsum/download
http://www.hpe.com/servers/spp/download
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentation
http://www.hpe.com/info/ovvcenter/docs
http://www.hpe.com/info/hpsut
http://www.hpe.com/servers/spp/download
http://www.hpe.com/info/sut-docs
http://www.hpe.com/info/sut-docs
http://www.hpe.com/servers/spp


して、Smartアレイファームウェアをアップデートします。ファームウェアをアップデートする
⼿順については、SPPドキュメント（http://www.hpe.com/info/spp/documentation）を参照してく
ださい。
注記：SPPをダウンロードするには、Hewlett Packard Enterpriseとの契約およびHPEパスポート
IDが必要です。HPEパスポートIDをお持ちでない場合は、http://www.hpe.com/info/insightonlineに
アクセスしてください。
注記：SPP全体をダウンロードするにはかなりの時間がかかります。
オンラインフラッシュコンポーネント
このコンポーネントは、サポートされるオペレーティングシステム上で直接インストールでき
る、アップデートされたシステムファームウェアを提供します。さらに、SUMと組み合わせて使
⽤すると、このスマートコンポーネントによって中央の場所からリモートサーバー上のファーム
ウェアをアップデートすることができます。
このリモート展開機能により、ファームウェアのアップデートを実⾏するためにサーバーの場所
に物理的にいる必要がなくなります。
ファームウェアアップデートの具体的な⼿順については、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationにあるSmart Update Managerユーザーガイドを参
照してください。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/insightonline
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentations
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Firmware image recovery not successful
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x2408

症状
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
サーバーを再起動します。1. 

問題が解決しない場合、Hewlett Packard Enterpriseでは、サーバーの問題の読み取り、診断、お
よび解決に使⽤するオンラインツールであるActive Health System Viewer（AHSV）にAHSログを
アップロードする際にトラブルシューティングを⽀援するルールのセットを定義しています。

サーバーから、AHSログをダウンロードします。1. 
http://www.hpe.com/servers/ahsvでAHSVにログインしてから、必要なパスポートアカウン
トを⼊⼒します。

2. 

AHSログをAHSVにアップロードします。3. 
AHSVダッシュボードページに移動して、エラーを確認します。4. 
Fault Detection Analyticsページに移動して、他のエラー条件と修正を特定します。5. 

AHSログがアップロードされた後でもHewlett Packard Enterpriseからのサポートが必要な場合
は、AHSVを使⽤してサポートケースを作成することができます。
AHSVダッシュボードに移動し、NavigationメニューからCreate a Support Caseをクリックしま
す。
Case Creationウィンドウが表⽰されます。

連絡先情報をフォームに記⼊します。1. 
Issue sectionで、以下を⼊⼒します。

問題の説明•
ケースコメント•

2. 

Submitをクリックします。サポートケースはHewlett Packard Enterpriseサポートに送信さ
れて、⾼度な診断とトラブルシューティングが⾏われます。⼊⼒されていない情報がある場
合は、⾚い枠線のブロックが表⽰されて、ポップアップウィンドウに何を追加すべきかが⽰
されます。

3. 

Hewlett Packard Enterpriseサポートが問題を解決して、報告します。4. 
Active Health System Viewer User Guideを参照してください。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•

http://www.hpe.com/servers/ahsv
http://www.hpe.com/support/ahsv-ug-en
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


リリースノート•
ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/assistance


Slot %1 Error—Failure to apply Virtual Connect 
(VC) settings
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x2409

症状
バーチャルコネクト（VC）設定が適⽤されていません。
 

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
バーチャルコネクト構成の設定を確認します。1. 
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。詳しくは、
http://www.hpe.com/info/vc/manualsにあるご使⽤のバージョンのHPE Virtual Connectに対
応するユーザーガイドを参照してください。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Information Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてくださ
い。

ユーザーガイド•
トラブルシューティングガイド•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/vc/manuals
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Controller I/O timeout failure
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x2410

症状
次のPOSTメッセージが表⽰されます。Slot %1 Error - Controller I/O timeout failure.
 

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
サーバーを再起動します。1. 
問題が解決されない場合は、ファームウェアをアップデートしてください。
Service Pack for ProLiant（SPP）には、サーバードライバー、システムソフトウェア、
ファームウェアが含まれています。SPPについて詳しくは、SPPのWebサイト（
http://www.hpe.com/jp/spp）を参照してください。それぞれのSPPには、サーバーサポート
ガイドが付属しており、サポートされるサーバーおよびサポートされるサーバーごとに使⽤
可能なコンポーネントが⼀覧表⽰されています。サーバーサポートガイドおよびService 
Pack for ProLiantクイックスタートガイドは、SPP Information Library（
http://www.hpe.com/info/spp/documentation）で⼊⼿できます。
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docsで⼊⼿できるSmart Update Managerユーザーガ
イドおよびSUMベストプラクティスのプランニングガイドを参照してください。SPPは
Smart Update Manager（SUM）を使⽤して、ファームウェアとシステムソフトウェアコン
ポーネントを展開します。
HPE Synergy製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/synergy-docsにあるHPE Synergyファームウェアアップデートの概
要を参照してください。

2. 

問題が解決しない場合、Hewlett Packard Enterpriseでは、サーバーの問題の読み取り、診
断、および解決に使⽤するオンラインツールであるActive Health System Viewer（AHSV）
にAHSログをアップロードする際にトラブルシューティングを⽀援するルールのセットを定
義しています。

サーバーから、AHSログをダウンロードします。1. 
Active Health System Viewer（http://www.hpe.com/servers/ahsv）にログインします。
パスポートアカウントが必要です。

2. 

AHSログをAHSVにアップロードします。3. 
AHSVダッシュボードページに移動して、エラーを確認します。4. 
Fault Detection Analyticsページに移動して、他のエラー条件と修正を特定します。5. 

AHSログがアップロードされた後でもHPEからのサポートが必要な場合は、AHSVを使⽤し
てサポートケースを作成することができます。

AHSVダッシュボードにアクセスします。Navigationメニューから、Create a Support 
Caseをクリックします。Case Creationウィンドウが表⽰されます。

1. 

連絡先情報をフォームに記⼊します。2. 
Issue sectionで、以下を⼊⼒します。3. 

3. 

http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/servers/ahsv


問題の説明•
ケースコメント•

Submitをクリックします。サポートケースはHewlett Packard Enterpriseサポートに送
信されて、⾼度な診断とトラブルシューティングが⾏われます。⼊⼒されていない情
報がある場合は、⾚い枠線のブロックが表⽰されて、ポップアップウィンドウに何を
追加すべきかが⽰されます。

4. 

HPEサポートが問題を解決して、折り返し報告します。5. 
Active Health System Viewer User Guideを参照してください。

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Information Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてくださ
い。

ユーザーガイド•
トラブルシューティングガイド•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/support/ahsv-ug-en
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


%1: iSCSI Error: Failed to acquire DHCP client 
network address
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x2411

症状
%1：iSCSIエラー：DHCPクライアントのネットワークアドレスを取得できませんでした。
 

原因
接続または構成の問題が原因で、DHCPを使⽤してイニシエーター構成を取得しようとして失敗
しました。
 

アクション
ネットワークケーブルとDHCPサーバーの構成を確認します。サーバーを再起動します。

ネットワークケーブルがこのポートに接続されているかどうかを確認します。1. 
DHCPサーバーが、システムから到達可能であるかどうかを確認します。2. 
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
を指定できるかどうかを確認します。

3. 

DHCPサーバーがビジーでないかどうかを確認します。4. 
システムを再起動し、再試⾏してください。5. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


%1: iSCSI Error - Failed to acquire DHCP target 
network address.
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x2412

症状
%1：iSCSIエラー - DHCPターゲットネットワークアドレスを取得できませんでした。
 

原因
接続または構成の問題が原因で、DHCPを使⽤してiSCSIターゲット構成を取得しようとして失敗
しました。
 

アクション
ネットワークケーブルがこのポートに接続されているかどうかを確認します。1. 
DHCPサーバーが、システムから到達可能であるかどうかを確認します。2. 
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
ゲット設定を提供するように構成されているかどうかを確認します。

3. 

DHCPサーバーがビジーでないかどうかを確認します。4. 
システムを再起動し、再試⾏してください。5. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


%1: iSCSI Error - Failed to acquire DHCP iSNS 
Server IP address.
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x2413

症状
%1：iSCSIエラー - DHCP iSNSサーバーのIPアドレスを取得できませんでした。
 

原因
接続または構成の問題が原因で、DHCPを使⽤してiSNS構成を取得しようとして失敗しました。
 

アクション
ネットワークケーブル、DHCPサーバー構成、およびiSNS構成の設定を確認します。サーバーを
再起動します。

ネットワークケーブルがこのポートに接続されているかどうかを確認します。1. 
DHCPサーバーが、システムから到達可能であるかどうかを確認します。2. 
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かどうかを確認します。3. 
DHCPサーバーがビジーでないかどうかを確認します。4. 
システムを再起動し、再試⾏してください。5. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


%1: iSCSI Error - iSCSI login failed.
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x2414

症状
%1：iSCSIエラー - iSCSIのログインに失敗しました。
 

原因
接続または構成の問題が原因で、指定された構成を使⽤してiSCSIターゲットにログインできませ
ん。
 

アクション
ケーブル接続、コントローラーの構成、iSCSIイニシエーターとターゲットの構成を確認して、
サーバーを再起動します。

ネットワークケーブルがこのポートに接続されているかどうかを確認します。1. 
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。

2. 

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。

3. 

ターゲットが正しく構成されていることを確認します。4. 
システムを再起動し、再試⾏してください。5. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


%1: iSCSI Error - Boot LUN not available.
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x2415

症状
%1：iSCSIエラー - ブートLUNを使⽤できません。
 

原因
構成の問題が原因で、iSCSI LUNにアクセスできません。
 

アクション
コントローラーの構成とiSCSIサーバーの構成を確認して、サーバーを再起動してください。

ターゲット上のiSCSIの構成が正しいかどうかと、イニシエーターにディスクまたはLUNに
アクセスする権限があることを確認してください。

1. 

システムを再起動します。2. 
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


%1: Error: Controller firmware not ready
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x2416

症状
%1: 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が、初期化されていないか、または壊れています。
 

アクション
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。
Service Pack for ProLiant（SPP）には、サーバードライバー、システムソフトウェア、ファーム
ウェアが含まれています。SPPについて詳しくは、SPPのWebサイト（
http://www.hpe.com/jp/spp）を参照してください。それぞれのSPPには、サーバーサポートガイ
ドが付属しており、サポートされるサーバーおよびサポートされるサーバーごとに使⽤可能なコ
ンポーネントが⼀覧表⽰されています。サーバーサポートガイドおよびService Pack for ProLiant
クイックスタートガイドは、SPP Information Library（
http://www.hpe.com/info/spp/documentation）で⼊⼿できます。
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docsで⼊⼿できるSmart Update Managerユーザーガイド
およびSUMベストプラクティスのプランニングガイドを参照してください。SPPはSmart Update 
Manager（SUM）を使⽤して、ファームウェアとシステムソフトウェアコンポーネントを展開し
ます。
HPE Synergy製品のファームウェアをアップデートするには、HPE Synergyファームウェアとド
ライバーアップデートのためのベストプラクティス（http://www.hpe.com/info/synergy-docs）を
参照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/assistance


%1 %2 Error - Rx/Tx is disabled on this device
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x2419

症状
スロット%1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
ています。
 

アクション
サポートされていないトランシーバーモジュールを、サポート対象のモジュールに交換します。
 

サポートと他のリソース
サポート対象の適切なモジュールを確認するには、Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト（
http://www.hpe.com/info/qs）にあるアダプターのQuickSpecsを参照してください。
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Information Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてくださ
い。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティングガイド•

HPEカスタマーセルフリペアビデオについて：
カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/qs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Slot %1 Error - The UEFI driver for the device 
detected an older version of the NVM image than 
expected.
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x2420

症状
スロット%1のエラー - 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アップデー
トされました。
 

アクション
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をアップデートします。
 

サポートと他のリソース
Service Pack for ProLiant（SPP）には、サーバードライバー、システムソフトウェア、ファーム
ウェアが含まれています。SPPについて詳しくは、SPPのWebサイト（
http://www.hpe.com/jp/spp）を参照してください。それぞれのSPPには、サーバーサポートガイ
ドが付属しており、サポートされるサーバーおよびサポートされるサーバーごとに使⽤可能なコ
ンポーネントが⼀覧表⽰されています。サーバーサポートガイドおよびService Pack for ProLiant
クイックスタートガイドは、SPP Information Library（
http://www.hpe.com/info/spp/documentation）で⼊⼿できます。
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docsで⼊⼿できるSmart Update Managerユーザーガイド
およびSUMベストプラクティスのプランニングガイドを参照してください。SPPはSmart Update 
Manager（SUM）を使⽤して、ファームウェアとシステムソフトウェアコンポーネントを展開し
ます。
HPE Synergy製品のファームウェアをアップデートするには、http://www.hpe.com/info/synergy-
docsにあるHPE Synergyファームウェアアップデートの概要を参照してください。

http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs


Slot %1 Error - The UEFI driver for the device 
detected a newer version of the NVM image than 
expected.
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x2421

症状
スロット%1のエラー - 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アップデー
トされました。
 

アクション
UEFIドライバーの最新バージョンをインストールします。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をアップデートすることを推奨します。

2. 

 

サポートと他のリソース
Service Pack for ProLiant（SPP）には、サーバードライバー、システムソフトウェア、ファーム
ウェアが含まれています。SPPについて詳しくは、SPPのWebサイト（
http://www.hpe.com/jp/spp）を参照してください。それぞれのSPPには、サーバーサポートガイ
ドが付属しており、サポートされるサーバーおよびサポートされるサーバーごとに使⽤可能なコ
ンポーネントが⼀覧表⽰されています。サーバーサポートガイドおよびService Pack for ProLiant
クイックスタートガイドは、SPP Information Library（
http://www.hpe.com/info/spp/documentation）で⼊⼿できます。
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docsで⼊⼿できるSmart Update Managerユーザーガイド
およびSUMベストプラクティスのプランニングガイドを参照してください。SPPはSmart Update 
Manager（SUM）を使⽤して、ファームウェアとシステムソフトウェアコンポーネントを展開し
ます。
HPE Synergy製品のファームウェアをアップデートするには、http://www.hpe.com/info/synergy-
docsにあるHPE Synergyファームウェアアップデートの概要を参照してください。

http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs


Slot %1 Error - The UEFI driver for the device 
stopped because the NVM image is newer than 
expected.
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x2422

症状
スロット%1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
UEFIドライバーの最新バージョンをインストールします。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をアップデートすることを推奨します。

2. 

 

サポートと他のリソース
Service Pack for ProLiant（SPP）には、サーバードライバー、システムソフトウェア、ファーム
ウェアが含まれています。SPPについて詳しくは、SPPのWebサイト（
http://www.hpe.com/jp/spp）を参照してください。それぞれのSPPには、サーバーサポートガイ
ドが付属しており、サポートされるサーバーおよびサポートされるサーバーごとに使⽤可能なコ
ンポーネントが⼀覧表⽰されています。サーバーサポートガイドおよびService Pack for ProLiant
クイックスタートガイドは、SPP Information Library（
http://www.hpe.com/info/spp/documentation）で⼊⼿できます。
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docsで⼊⼿できるSmart Update Managerユーザーガイド
およびSUMベストプラクティスのプランニングガイドを参照してください。SPPはSmart Update 
Manager（SUM）を使⽤して、ファームウェアとシステムソフトウェアコンポーネントを展開し
ます。
HPE Synergy製品のファームウェアをアップデートするには、http://www.hpe.com/info/synergy-
docsにあるHPE Synergyファームウェアアップデートの概要を参照してください。

http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs


Unused Scalable Persistent Memory backup 
device detected in Box %1 Bay %2.
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x3102

症状
未使⽤のスケーラブル不揮発性メモリのバックアップデバイスがボックス%1、ベイ%2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には利⽤できますが、スケーラブル不揮
発性メモリのバックアップには使⽤できません。
 

原因
以前の構成の復元を試みたときに、1つ以上のスケーラブル不揮発性メモリ構成セットからのバッ
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、動作が続⾏されます。未使⽤のバックアップデバイスは、スケーラブル不揮
発性メモリの構成データを削除するように再フォーマットするか、システムから削除して、1つの
スケーラブル不揮発性メモリのバックアップデバイスをそのままにしておく必要があります。
 

アクション
スケーラブル不揮発性メモリのバックアップデバイスとしてではなく、通常のストレージとして
使⽤するように検出されたデバイスを再フォーマットするか、ボックス%1、ベイ%2のデバイス
をシステムから取り外します。正しいバックアップストレージデバイスセットが取り付けられて
いる場合は、「構成の復元」操作を実⾏します。
DIMMの取り付けについては、HPE ProLiantおよびSynergy Gen10サーバー搭載のHPE DDR4メ
モリの取り付けルール（http://www.hpe.com/docs/memory-population-rules）を参照してくださ
い。
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。ProLiantサーバー構成でメモリモジュールを取り扱うための
ベストプラクティス（http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-
c00868283）を参照してください。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/docs/memory-population-rules/
http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c00868283/
http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c00868283/
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


NVDIMM Error: Unsupported NVDIMM-N 
configuration detected. All NVDIMMs are 
disabled.
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x3103

症状
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
無効になっています。
 

原因
インストールされているNVDIMM-N構成がプラットフォームでサポートされていないか、1つま
たは複数のDIMMがエラーのためにシステム内に割り当てられていないため、アンバランスでサ
ポートされていない構成になっています。
 

アクション
NVDIMMおよびRDIMMの取り付けのガイドラインを参照してください。初期のRDIMM/NVDIMM
構成が正常な構成であった場合は、IMLログで関連するDIMM/NVDIMMのその他のエラーを確認
し、最初にそれらのエラーを修正してください。
DIMMの取り付けについては、HPE ProLiantおよびSynergy Gen10サーバー搭載のHPE DDR4メ
モリの取り付けルール（http://www.hpe.com/docs/memory-population-rules）を参照してくださ
い。
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。ProLiantサーバー構成でメモリモジュールを取り扱うための
ベストプラクティス（http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-
c00868283）を参照してください。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/docs/memory-population-rules/
http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c00868283/
http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c00868283/
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Unsupported PCIe Card Configuration. The PCIe 
device installed in Slot %1 is not supported in the 
current location.
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x3105

症状
サポートされていないPCIeカード構成。スロット%1に取り付けられているPCIeデバイスは、現
在の場所でサポートされません。
 

原因
PCIeカードがサポートされていないPCIeスロットに接続されています。
 

アクション
デバイスを使⽤可能でサポートされている別のスロットに移動します。詳細については、ドキュ
メントを参照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Server Configuration Lock has detected a 
discrepancy with the DIMM (%1 %2 Dimm %3) 
Digital Fingerprint.
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x3106

症状
サーバー構成ロックがDIMM（%1 %2 Dimm %3）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のロジックがデジタルフィンガープリントの不⼀致を検出しました。これ
は、識別されたデバイスが、サーバー構成ロックが有効になってから変更されたことを⽰す可能
性があります。
 

アクション
すべてのDIMM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。

各電源コードを電源から抜き取ります。1. 
各電源コードをサーバーから抜き取ります。2. 
DIMMの配置を確認します。
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。ProLiantサーバー構成でメモリモジュールを取り
扱うためのベストプラクティス（ 
http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c00868283）を参照し
てください。

3. 

DIMMの取り付けについては、HPE ProLiantおよびSynergy Gen10サーバー搭載のHPE DDR4メ
モリの取り付けルール（http://www.hpe.com/docs/memory-population-rules）を参照してください
詳しくは、http://www.hpe.com/info/enterprise/docsで⼊⼿できる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。
問題が解決されない場合は、システムROMを最新バージョンにアップデートしてください。
Service Pack for ProLiant（SPP）には、サーバードライバー、システムソフトウェア、ファーム
ウェアが含まれています。SPPについて詳しくは、SPPのWebサイト（
http://www.hpe.com/jp/spp）を参照してください。それぞれのSPPには、サーバーサポートガイ
ドが付属しており、サポートされるサーバーおよびサポートされるサーバーごとに使⽤可能なコ
ンポーネントが⼀覧表⽰されています。サーバーサポートガイドおよびService Pack for ProLiant
クイックスタートガイドは、SPP Information Library（
http://www.hpe.com/info/spp/documentation）で⼊⼿できます。
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docsで⼊⼿できるSmart Update Managerユーザーガイド
およびSUMベストプラクティスのプランニングガイドを参照してください。SPPはSmart Update 
Manager（SUM）を使⽤して、ファームウェアとシステムソフトウェアコンポーネントを展開し
ます。

http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c00868283
http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c00868283
http://www.hpe.com/docs/memory-population-rules/
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docs


HPE Synergy製品のファームウェアをアップデートするには、http://www.hpe.com/info/synergy-
docsにあるHPE Synergyファームウェアアップデートの概要を参照してください。
問題が解決しない場合は、構成の変更のための予期されたエラーだったかどうかを確認してくだ
さい。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。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Server Configuration Lock has detected a 
discrepancy with the System Board Digital 
Fingerprint.
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x3107

症状
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のロジックがデジタルフィンガープリントの不⼀致を検出しました。これ
は、システムボードが、サーバー構成ロックが有効になってから変更されたことを⽰す可能性が
あります。
 

アクション
システムROMを最新バージョンにアップデートしてから、これが構成の変更による予期したエ
ラーであるかどうかを確認します。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。
ファームウェアのアップデート
ファームウェアをアップグレードする⽅法は複数あります。
HPEサポートのWebサイト：

https://www.hpe.com/jp/ja/support.htmlにアクセスします。1. 
HPEサーバー、ストレージ、ネットワークをクリックします。2. 
製品名を⼊⼒して、実⾏をクリックします。3. 
ドライバー、ソフトウェア、およびファームウェアを⼊⼿するをクリックします。4. 
該当するオペレーティングシステムを選択します。5. 
該当するパッチを選択してから、ダウンロードをクリックします。6. 

Smart Update Manager（SUM）:
Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/servers/hpsum/download
）からSUMをダウンロードします。

1. 

最新のSPPがあることを確認してください（http://www.hpe.com/jp/spp/download）。2. 
SUMを開き、Smartアレイドライバーが含まれているベースラインを追加します。ファーム
ウェアアップデートの具体的な⼿順については、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationにあるSmart Update Managerユーザーガイ
ドを参照してください。

3. 

Smart Update Tool（SUT）：
注記：SUTを使⽤するには、HPE OneViewをダウンロードしてインストールしておく必要があり
ます。詳しくは、HPE OneViewのドキュメント（http://www.hpe.com/info/ovvcenter/docs）を参
照してください。

SUTはHewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/info/hpsut）からダウ
ンロードしてください。

1. 

最新のSPPがあることを確認してください（http://www.hpe.com/jp/spp/download）。2. 

https://www.hpe.com/us/en/support.html
http://www.hpe.com/servers/hpsum/download
http://www.hpe.com/servers/spp/download
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentation
http://www.hpe.com/info/ovvcenter/docs
http://www.hpe.com/info/hpsut
http://www.hpe.com/servers/spp/download


コマンドラインからSUTを実⾏して（On-Demand mode）、Smartアレイファームウェアを
アップデートします。詳しくは、HP SUTのドキュメント（http://www.hpe.com/info/sut-
docs）を参照してください。

3. 

Service Pack for ProLiant（SPP）：
SPPをHewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/jp/spp）からダウンロード
して、Smartアレイファームウェアをアップデートします。ファームウェアをアップデートする
⼿順については、SPPドキュメント（http://www.hpe.com/info/spp/documentation）を参照してく
ださい。
注記：SPPをダウンロードするには、Hewlett Packard Enterpriseとの契約およびHPEパスポート
IDが必要です。HPEパスポートIDをお持ちでない場合は、http://www.hpe.com/info/insightonlineに
アクセスしてください。
注記：SPP全体をダウンロードするにはかなりの時間がかかります。
オンラインフラッシュコンポーネント
このコンポーネントは、サポートされるオペレーティングシステム上で直接インストールでき
る、アップデートされたシステムファームウェアを提供します。さらに、SUMと組み合わせて使
⽤すると、このスマートコンポーネントによって中央の場所からリモートサーバー上のファーム
ウェアをアップデートすることができます。
このリモート展開機能により、ファームウェアのアップデートを実⾏するためにサーバーの場所
に物理的にいる必要がなくなります。
ファームウェアアップデートの具体的な⼿順については、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationにあるSmart Update Managerユーザーガイドを参
照してください。
これは構成の変更のための予期されたエラーだった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。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/sut-docs
http://www.hpe.com/info/sut-docs
http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/insightonline
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentations
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Server Configuration Lock has detected a 
discrepancy with the Processor %1 Digital 
Fingerprint.
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x3108

症状
サーバー構成ロックがプロセッサー%1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のロジックがデジタルフィンガープリントの不⼀致を検出しました。これ
は、識別されたデバイスが、サーバー構成ロックが有効になってから変更されたことを⽰す可能
性があります。
 

アクション
プロセッサーを取り付けなおしてください。1. 
システムROMを最新バージョンにアップデートします。2. 
これは構成の変更のための予期されたエラーだった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。

3. 

プロセッサーの取り付けなおしについて
警告：表⾯が熱くなっているため、やけどをしないように、ドライブや内部システムコンポーネ
ントが⼗分に冷めてから⼿を触れてください。
注意：システムボードのピンは、⾮常に壊れやすく、簡単に損傷します。システムボードの損傷
を防⽌するために、プロセッサーまたはプロセッサーソケットの接点には触れないでください。
重要：両⽅のプロセッサーソケットに必ず装着されていなければなりません。いずれかのプロ
セッサーソケットにプロセッサーが取り付けられていないと、サーバーに電源を⼊れることがで
きません。
ファームウェアのアップデート：
Service Pack for ProLiant（SPP）には、サーバードライバー、システムソフトウェア、ファーム
ウェアが含まれています。SPPについて詳しくは、SPPのWebサイト（
http://www.hpe.com/jp/spp）を参照してください。それぞれのSPPには、サーバーサポートガイ
ドが付属しており、サポートされるサーバーおよびサポートされるサーバーごとに使⽤可能なコ
ンポーネントが⼀覧表⽰されています。サーバーサポートガイドおよびService Pack for ProLiant
クイックスタートガイドは、SPP Information Library（
http://www.hpe.com/info/spp/documentation）で⼊⼿できます。
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docsで⼊⼿できるSmart Update Managerユーザーガイド
およびSUMベストプラクティスのプランニングガイドを参照してください。SPPはSmart Update 
Manager（SUM）を使⽤して、ファームウェアとシステムソフトウェアコンポーネントを展開し
ます。
HPE Synergy製品のファームウェアをアップデートするには、HPE Synergyファームウェアとド
ライバーアップデートのためのベストプラクティス（http://www.hpe.com/info/synergy-docs）を

http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs


参照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Server Configuration Lock has detected a 
discrepancy with the PCI Device slot %1 Digital 
Fingerprint.
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x3109

症状
サーバー構成ロックがPCIデバイススロット%1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のロジックがデジタルフィンガープリントの不⼀致を検出しました。これ
は、識別されたデバイスが、サーバー構成ロックが有効になってから変更されたことを⽰す可能
性があります。
 

アクション
これは構成の変更のための予期されたエラーだった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軽減するために適切な⼿順を実⾏します。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Server Configuration Lock has detected a 
discrepancy with the Security Configuration 
Digital Fingerprint.
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x3110

症状
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。
 

原因
サーバー構成ロックのロジックがデジタルフィンガープリントの不⼀致を検出しました。これ
は、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
ることを⽰す可能性があります。
 

アクション
これは構成の変更のための予期されたエラーだった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軽減するために適切な⼿順を実⾏します。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Server Configuration Lock has detected a 
discrepancy with the Firmware Revisions Digital 
Fingerprint.
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x3111

症状
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
サーバー構成ロックのロジックがデジタルフィンガープリントの不⼀致を検出しました。これ
は、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が有効になってから変更され
たことを⽰す可能性があります。
 

アクション
これは構成の変更のための予期されたエラーだった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。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


NVMDIMM Health Error - Processor %1 DIMM 
%2 - The NVMDIMM is approaching the end of 
its usable wear leveling.
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x3113

症状
NVMDIMM正常性エラー - プロセッサー%1、DIMM %2 - NVMDIMMは、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
第1世代のIntel NVMDIMMが、異常なヘルスステータスを報告しています。これは、使⽤可能な
スペアブロックの数が少ないこと、または不揮発性メモリモジュールに対してパッケージスペア
リングが発⽣していることが原因である可能性があります。
 

アクション
他のメディアにNVMDIMMの内容をバックアップしてデータを保護し、NVMDIMMを交換してく
ださい。
IMLで他のエラーメッセージを確認してください。NVMDIMM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。問題が解決されない場合は、NVMDIMMを交換してくだ
さい。AHSログをカスタマーサポートに送信してください。
問題が解決しない場合、Hewlett Packard Enterpriseでは、サーバーの問題の読み取り、診断、お
よび解決に使⽤するオンラインツールであるActive Health System Viewer（AHSV）にAHSログを
アップロードする際にトラブルシューティングを⽀援するルールのセットを定義しています。

サーバーから、AHSログをダウンロードします。1. 
http://www.hpe.com/servers/ahsvでAHSVにログインしてから、必要なパスポートアカウン
トを⼊⼒します。

2. 

AHSログをAHSVにアップロードします。3. 
AHSVダッシュボードページに移動して、エラーを確認します。4. 
Fault Detection Analyticsページに移動して、他のエラー条件と修正を特定します。5. 

AHSログがアップロードされた後でもHewlett Packard Enterpriseからのサポートが必要な場合
は、AHSVを使⽤してサポートケースを作成することができます。
AHSVダッシュボードに移動し、NavigationメニューからCreate a Support Caseをクリックしま
す。
Case Creationウィンドウが表⽰されます。

連絡先情報をフォームに記⼊します。1. 
Issue sectionで、以下を⼊⼒します。

問題の説明•
ケースコメント•

2. 

Submitをクリックします。サポートケースはHewlett Packard Enterpriseサポートに送信さ
れて、⾼度な診断とトラブルシューティングが⾏われます。⼊⼒されていない情報がある場
合は、⾚い枠線のブロックが表⽰されて、ポップアップウィンドウに何を追加すべきかが⽰

3. 

http://www.hpe.com/servers/ahsv


されます。
Hewlett Packard Enterpriseサポートが問題を解決して、報告します。4. 

Active Health System Viewer User Guideを参照してください。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/support/ahsv-ug-en
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Intel Optane DC Persistent Memory Health Error: 
Processor %1 DIMM %2
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x3115

症状
Intel Optane DC Persistent Memoryの正常性エラー：プロセッサー%1 DIMM %2。インテル
Optaneメモリモジュールに問題が発⽣したため、耐障害性がなくなっています。
 

原因
Intel Optane DC Persistent Memoryモジュールが、異常なヘルスステータスを報告しています。
これは、使⽤できなくなったスペアブロック、または不揮発性メモリモジュールの内部障害に
よって発⽣する可能性があります。
 

アクション
すべての電源を取り外します。

各電源コードを電源から抜き取ります。a. 
各電源コードをサーバーから抜き取ります。b. 

1. 

インテルOptaneメモリモジュールを取り外します。
注意：インテルOptaneメモリモジュールを正しく処理できない場合、インテルOptaneメモ
リモジュールの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。Hewlett Packard Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）に
あるインテルOptaneメモリモジュールの取り扱いガイドラインを参照してください

2. 

新しいインテルOptaneメモリモジュールを取り付けます。3. 
問題が解決しない場合、Hewlett Packard Enterpriseでは、サーバーの問題の読み取り、診断、お
よび解決に使⽤するオンラインツールであるActive Health System Viewer（AHSV）にAHSログを
アップロードする際にトラブルシューティングを⽀援するルールのセットを定義しています。

サーバーから、AHSログをダウンロードします。1. 
http://www.hpe.com/servers/ahsvでAHSVにログインしてから、必要なパスポートアカウン
トを⼊⼒します。

2. 

AHSログをAHSVにアップロードします。3. 
AHSVダッシュボードページに移動して、エラーを確認します。4. 
Fault Detection Analyticsページに移動して、他のエラー条件と修正を特定します。5. 

AHSログがアップロードされた後でもHewlett Packard Enterpriseからのサポートが必要な場合
は、AHSVを使⽤してサポートケースを作成することができます。
AHSVダッシュボードに移動し、NavigationメニューからCreate a Support Caseをクリックしま
す。
Case Creationウィンドウが表⽰されます。

連絡先情報をフォームに記⼊します。1. 
Issue sectionで、以下を⼊⼒します。

問題の説明•
ケースコメント•

2. 

Submitをクリックします。サポートケースはHewlett Packard Enterpriseサポートに送信さ3. 

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/servers/ahsv


れて、⾼度な診断とトラブルシューティングが⾏われます。⼊⼒されていない情報がある場
合は、⾚い枠線のブロックが表⽰されて、ポップアップウィンドウに何を追加すべきかが⽰
されます。
Hewlett Packard Enterpriseサポートが問題を解決して、報告します。4. 

Active Health System Viewer User Guideを参照してください。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/support/ahsv-ug-en
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Intel Optane DC Persistent Memory Health error: 
Processor %1 DIMM %2
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x3116

症状
Intel Optane DC Persistent Memoryの正常性エラー：プロセッサー%1 DIMM %2 - インテル
Optaneメモリモジュールに重⼤なエラーが発⽣したため、動作しなくなった可能性があります。
 

原因
Intel Optane DC Persistent Memoryモジュールが、異常なヘルスステータスを報告しています。
これは、不揮発性メモリモジュールの重⼤な内部障害が原因である可能性があります。
 

アクション
IMLで他のエラーメッセージを確認してください。インテルOptaneメモリモジュールの不揮発性
領域に保存されているデータをただちにバックアップして、インテルOptaneメモリモジュールを
交換してください

すべての電源を取り外します。
各電源コードを電源から抜き取ります。a. 
各電源コードをサーバーから抜き取ります。b. 

1. 

インテルOptaneメモリモジュールを取り外します。2. 
Hewlett Packard Enterpriseでは、サーバーの問題の読み取り、診断、および解決に使⽤するオン
ラインツールであるActive Health System Viewer（AHSV）にAHSログをアップロードする際にト
ラブルシューティングを⽀援するルールのセットを定義しています。

サーバーから、AHSログをダウンロードします。1. 
http://www.hpe.com/servers/ahsvでAHSVにログインしてから、必要なパスポートアカウン
トを⼊⼒します。

2. 

AHSログをAHSVにアップロードします。3. 
AHSVダッシュボードページに移動して、エラーを確認します。4. 
Fault Detection Analyticsページに移動して、他のエラー条件と修正を特定します。5. 

AHSログがアップロードされた後でもHewlett Packard Enterpriseからのサポートが必要な場合
は、AHSVを使⽤してサポートケースを作成することができます。
AHSVダッシュボードに移動し、NavigationメニューからCreate a Support Caseをクリックしま
す。
Case Creationウィンドウが表⽰されます。

連絡先情報をフォームに記⼊します。1. 
Issue sectionで、以下を⼊⼒します。

問題の説明•
ケースコメント•

2. 

Submitをクリックします。サポートケースはHewlett Packard Enterpriseサポートに送信さ
れて、⾼度な診断とトラブルシューティングが⾏われます。⼊⼒されていない情報がある場
合は、⾚い枠線のブロックが表⽰されて、ポップアップウィンドウに何を追加すべきかが⽰
されます。

3. 

http://www.hpe.com/servers/ahsv


Hewlett Packard Enterpriseサポートが問題を解決して、報告します。
Active Health System Viewer User Guideを参照してください。

4. 

新しいインテルOptaneメモリモジュールを取り付けます。5. 
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/support/ahsv-ug-en
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


NVMDIMM Percentage Remaining Alert - 
Processor %1 DIMM %2 - The NVMDIMM has 
%3 percent or less of its usage remaining.
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x3118

症状
NVMDIMMの残存寿命パーセントの警告 - プロセッサー%1 DIMM %2 - NVMDIMMはその残り使⽤
量が3%以下になっています。
 

原因
第1世代のIntel NVMDIMMは、その残り使⽤量が⾮常に低い値まで低下したことを報告していま
す。交換⽤のNVMDIMMはすでに注⽂済みであり、すぐに交換する必要があります。
 

アクション
IMLで他のエラーメッセージを確認してください。•
NVMDIMM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。•
NVMDIMMを交換してください。

すべての電源を取り外します。
各電源コードを電源から抜き取ります。a. 
各電源コードをサーバーから抜き取ります。b. 

1. 

DIMMを取り外します。
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。Hewlett Packard Enterprise Library（
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にあるDIMMの取り扱いガイドラインを参照
してください

2. 

新しいDIMMを取り付けます。3. 

•

問題が解決しない場合、Hewlett Packard Enterpriseでは、サーバーの問題の読み取り、診断、お
よび解決に使⽤するオンラインツールであるActive Health System Viewer（AHSV）にAHSログを
アップロードする際にトラブルシューティングを⽀援するルールのセットを定義しています。

サーバーから、AHSログをダウンロードします。1. 
http://www.hpe.com/servers/ahsvでAHSVにログインしてから、必要なパスポートアカウン
トを⼊⼒します。

2. 

AHSログをAHSVにアップロードします。3. 
AHSVダッシュボードページに移動して、エラーを確認します。4. 
Fault Detection Analyticsページに移動して、他のエラー条件と修正を特定します。5. 

AHSログがアップロードされた後でもHewlett Packard Enterpriseからのサポートが必要な場合
は、AHSVを使⽤してサポートケースを作成することができます。
AHSVダッシュボードに移動し、NavigationメニューからCreate a Support Caseをクリックしま
す。
Case Creationウィンドウが表⽰されます。

連絡先情報をフォームに記⼊します。1. 

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/servers/ahsv


Issue sectionで、以下を⼊⼒します。
問題の説明•
ケースコメント•

2. 

Submitをクリックします。サポートケースはHewlett Packard Enterpriseサポートに送信さ
れて、⾼度な診断とトラブルシューティングが⾏われます。⼊⼒されていない情報がある場
合は、⾚い枠線のブロックが表⽰されて、ポップアップウィンドウに何を追加すべきかが⽰
されます。

3. 

Hewlett Packard Enterpriseサポートが問題を解決して、報告します。4. 
Active Health System Viewer User Guideを参照してください。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/support/ahsv-ug-en
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Intel Optane DC Persistent Memory Percentage 
Remaining Alert: The Intel Optane Memory 
Module has %3 percent or less of its usage 
remaining
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x3119

症状
インテルOptaneメモリモジュールの残存寿命パーセントの警告—プロセッサー%1 DIMM %2—イ
ンテルOptaneメモリモジュールはその残り使⽤量が3%以下になっています。このインテル
Optaneメモリ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。
 

原因
Intel Optane DC Persistent Memoryモジュールは、その残り使⽤量が3%以下しかないことを報告
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
IMLで他のエラーメッセージを確認してください。インテルOptaneメモリモジュールの不揮発性
領域に保存されているデータをただちにバックアップして、インテルOptaneメモリモジュールを
交換してください。

すべての電源を取り外します。
各電源コードを電源から抜き取ります。a. 
各電源コードをサーバーから抜き取ります。b. 

1. 

インテルOptaneメモリモジュールを取り外します。
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。Hewlett Packard Enterprise Library（
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にあるDIMMの取り扱いガイドラインを参照して
ください

2. 

新しいインテルOptaneメモリモジュールを取り付けます。3. 
問題が解決しない場合、Hewlett Packard Enterpriseでは、サーバーの問題の読み取り、診断、お
よび解決に使⽤するオンラインツールであるActive Health System Viewer（AHSV）にAHSログを
アップロードする際にトラブルシューティングを⽀援するルールのセットを定義しています。

サーバーから、AHSログをダウンロードします。1. 
http://www.hpe.com/servers/ahsvでAHSVにログインしてから、必要なパスポートアカウン
トを⼊⼒します。

2. 

AHSログをAHSVにアップロードします。3. 
AHSVダッシュボードページに移動して、エラーを確認します。4. 
Fault Detection Analyticsページに移動して、他のエラー条件と修正を特定します。5. 

AHSログがアップロードされた後でもHewlett Packard Enterpriseからのサポートが必要な場合
は、AHSVを使⽤してサポートケースを作成することができます。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/servers/ahsv


AHSVダッシュボードに移動し、NavigationメニューからCreate a Support Caseをクリックしま
す。
Case Creationウィンドウが表⽰されます。

連絡先情報をフォームに記⼊します。1. 
Issue sectionで、以下を⼊⼒します。

問題の説明•
ケースコメント•

2. 

Submitをクリックします。サポートケースはHewlett Packard Enterpriseサポートに送信さ
れて、⾼度な診断とトラブルシューティングが⾏われます。⼊⼒されていない情報がある場
合は、⾚い枠線のブロックが表⽰されて、ポップアップウィンドウに何を追加すべきかが⽰
されます。

3. 

Hewlett Packard Enterpriseサポートが問題を解決して、報告します。4. 
Active Health System Viewer User Guideを参照してください。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/support/ahsv-ug-en
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Intel Optane DC Persistent Memory Health 
Warning: Processor %1 DIMM %2
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x3120

症状
Intel Optane DC Persistent Memoryのヘルスの警告状態：プロセッサー%1 DIMM %2、インテル
Optaneメモリ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（ステータス：0x%3）。
 

原因
⽰されたIntel Optane DC 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。これは、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
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
新のものであることを確認します。
Service Pack for ProLiant（SPP）には、サーバードライバー、システムソフトウェア、ファーム
ウェアが含まれています。SPPについて詳しくは、SPPのWebサイト（
http://www.hpe.com/jp/spp）を参照してください。それぞれのSPPには、サーバーサポートガイ
ドが付属しており、サポートされるサーバーおよびサポートされるサーバーごとに使⽤可能なコ
ンポーネントが⼀覧表⽰されています。サーバーサポートガイドおよびService Pack for ProLiant
クイックスタートガイドは、SPP Information Library（
http://www.hpe.com/info/spp/documentation）で⼊⼿できます。
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docsで⼊⼿できるSmart Update Managerユーザーガイド
およびSUMベストプラクティスのプランニングガイドを参照してください。SPPはSmart Update 
Manager（SUM）を使⽤して、ファームウェアとシステムソフトウェアコンポーネントを展開し
ます。
HPE Synergy製品のファームウェアをアップデートするには、http://www.hpe.com/info/synergy-
docsにあるHPE Synergyファームウェアアップデートの概要を参照してください。
電源装置が機能していることを確認します。必要な場合は、交換してください。
問題が解決しない場合、Hewlett Packard Enterpriseでは、サーバーの問題の読み取り、診断、お
よび解決に使⽤するオンラインツールであるActive Health System Viewer（AHSV）にAHSログを
アップロードする際にトラブルシューティングを⽀援するルールのセットを定義しています。

サーバーから、AHSログをダウンロードします。1. 
http://www.hpe.com/servers/ahsvでAHSVにログインしてから、必要なパスポートアカウン
トを⼊⼒します。

2. 

AHSログをAHSVにアップロードします。3. 
AHSVダッシュボードページに移動して、エラーを確認します。4. 
Fault Detection Analyticsページに移動して、他のエラー条件と修正を特定します。5. 

AHSログがアップロードされた後でもHewlett Packard Enterpriseからのサポートが必要な場合
は、AHSVを使⽤してサポートケースを作成することができます。

http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/servers/ahsv


AHSVダッシュボードに移動し、NavigationメニューからCreate a Support Caseをクリックしま
す。
Case Creationウィンドウが表⽰されます。

連絡先情報をフォームに記⼊します。1. 
Issue sectionで、以下を⼊⼒します。

問題の説明•
ケースコメント•

2. 

Submitをクリックします。サポートケースはHewlett Packard Enterpriseサポートに送信さ
れて、⾼度な診断とトラブルシューティングが⾏われます。⼊⼒されていない情報がある場
合は、⾚い枠線のブロックが表⽰されて、ポップアップウィンドウに何を追加すべきかが⽰
されます。

3. 

Hewlett Packard Enterpriseサポートが問題を解決して、報告します。4. 
Active Health System Viewer User Guideを参照してください。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/support/ahsv-ug-en
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Transaction Timeout Error Detected. Slot %1 
(Segment 0x%2, Bus 0x%3, Device 0x%4, 
Function 0x%5)
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x3121

症状
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%1（セグメント0x%2、バ
ス0x%3、デバイス0x%4、ファンクション0x%5）。
 

原因
次の2通りの原因が考えられます。

ファームウェア/ドライバーが古くなっている•
デバイスが故障している•

 

アクション
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。
Service Pack for ProLiant（SPP）には、サーバードライバー、システムソフトウェア、ファーム
ウェアが含まれています。SPPについて詳しくは、SPPのWebサイト（
http://www.hpe.com/jp/spp）を参照してください。それぞれのSPPには、サーバーサポートガイ
ドが付属しており、サポートされるサーバーおよびサポートされるサーバーごとに使⽤可能なコ
ンポーネントが⼀覧表⽰されています。サーバーサポートガイドおよびService Pack for ProLiant
クイックスタートガイドは、SPP Information Library（
http://www.hpe.com/info/spp/documentation）で⼊⼿できます。
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docsで⼊⼿できるSmart Update Managerユーザーガイド
およびSUMベストプラクティスのプランニングガイドを参照してください。SPPはSmart Update 
Manager（SUM）を使⽤して、ファームウェアとシステムソフトウェアコンポーネントを展開し
ます。
HPE Synergy製品のファームウェアをアップデートするには、http://www.hpe.com/info/synergy-
docsにあるHPE Synergyファームウェアアップデートの概要を参照してください。
問題が解決しない場合、Hewlett Packard Enterpriseでは、サーバーの問題の読み取り、診断、お
よび解決に使⽤するオンラインツールであるActive Health System Viewer（AHSV）にAHSログを
アップロードする際にトラブルシューティングを⽀援するルールのセットを定義しています。

サーバーから、AHSログをダウンロードします。1. 
http://www.hpe.com/servers/ahsvでAHSVにログインしてから、必要なパスポートアカウン
トを⼊⼒します。

2. 

AHSログをAHSVにアップロードします。3. 
AHSVダッシュボードページに移動して、エラーを確認します。4. 
Fault Detection Analyticsページに移動して、他のエラー条件と修正を特定します。5. 

AHSログがアップロードされた後でもHewlett Packard Enterpriseからのサポートが必要な場合
は、AHSVを使⽤してサポートケースを作成することができます。

http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/servers/ahsv


AHSVダッシュボードに移動し、NavigationメニューからCreate a Support Caseをクリックしま
す。
Case Creationウィンドウが表⽰されます。

連絡先情報をフォームに記⼊します。1. 
Issue sectionで、以下を⼊⼒します。

問題の説明•
ケースコメント•

2. 

Submitをクリックします。サポートケースはHewlett Packard Enterpriseサポートに送信さ
れて、⾼度な診断とトラブルシューティングが⾏われます。⼊⼒されていない情報がある場
合は、⾚い枠線のブロックが表⽰されて、ポップアップウィンドウに何を追加すべきかが⽰
されます。

3. 

Hewlett Packard Enterpriseサポートが問題を解決して、報告します。4. 
Active Health System Viewer User Guideを参照してください。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/support/ahsv-ug-en
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Transaction Timeout Error Detected. Embedded 
%1 (Segment 0x%2, Bus 0x%3, Device 0x%4, 
Function 0x%5)
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x3127

症状
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%1（セグメント0x%2、バス0
x%3、デバイス0x%4、ファンクション0x%5）。
 

原因
次の2通りの原因が考えられます。

ファームウェア/ドライバーが古くなっている•
デバイスが故障している•

 

アクション
このエラーは、デバイスがタイムリーに応答していないことを⽰しています。

IMLから、問題の根本である可能性があるデバイスを特定します。1. 
特定されたデバイスに最新のドライバーがあることを確認します。2. 
最新のシステムROMが使⽤されていることを確認します。3. 

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。
Service Pack for ProLiant（SPP）には、サーバードライバー、システムソフトウェア、ファーム
ウェアが含まれています。SPPについて詳しくは、SPPのWebサイト（
http://www.hpe.com/jp/spp）を参照してください。それぞれのSPPには、サーバーサポートガイ
ドが付属しており、サポートされるサーバーおよびサポートされるサーバーごとに使⽤可能なコ
ンポーネントが⼀覧表⽰されています。サーバーサポートガイドおよびService Pack for ProLiant
クイックスタートガイドは、SPP Information Library（
http://www.hpe.com/info/spp/documentation）で⼊⼿できます。
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docsで⼊⼿できるSmart Update Managerユーザーガイド
およびSUMベストプラクティスのプランニングガイドを参照してください。SPPはSmart Update 
Manager（SUM）を使⽤して、ファームウェアとシステムソフトウェアコンポーネントを展開し
ます。
HPE Synergy製品のファームウェアをアップデートするには、HPE Synergyファームウェアとド
ライバーアップデートのためのベストプラクティス（http://www.hpe.com/info/synergy-docs）を
参照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html


http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


The Scalable Persistent Memory backup 
operation has detected a failure on a backup 
device
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x3128

症状
スケーラブル不揮発性メモリのバックアップ操作が、バックアップデバイスで障害を検出しまし
た。バックアップ操作は、残りのバックアップデバイスを使⽤して試⾏されます。
 

原因
スケーラブル不揮発性メモリのバックアップ操作で、デバイスの障害が発⽣しました。
 

アクション
インテグレーテッドマネジメントログ（IML）に⽰されている、障害が発⽣したスケーラブル不
揮発性メモリのバックアップデバイスを交換します。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


A change was detected in NVDIMM availability to 
the operating system
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x3129

症状
オペレーティングシステムに対するNVDIMMの可⽤性に変更が検出されました。オペレーティン
グシステムのNVDIMMデバイスマッピングが影響を受ける可能性があります。
 

原因
考えられる原因：

デバイス上の訂正不能エラーのため、NVDIMMが無効化された。•
新しいNVDIMMがシステムに追加された。•
既存のNVDIMMがシステムから削除された•
既存のNVDIMMが、システム内のあるDIMMスロットから別のDIMMスロットに移動され
た。

•

 

アクション
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。1. 
詳しくは、Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/info/nvdimm-docs
）にあるHPEスケーラブル不揮発性メモリユーザーガイドを参照してください。

2. 

NVDIMMに関連する他のイベントを調べて、問題を引き起こしているNVDIMMを判別して
ください。

3. 

オプション：オペレーティングシステムでNVDIMMデバイスマッピングが変更された場合
は、アプリケーションがNVDIMMからの正しいデータを消費していることを確認してくださ
い。最新のNVDIMMデバイスマッピングを使⽤するようにアプリケーションプログラムを
アップデートする必要がある場合があります。

4. 

NVDIMMを削除するには、以下を実⾏します。
すべての電源を取り外します。

各電源コードを電源から抜き取ります。a. 
各電源コードをサーバーから抜き取ります。b. 

1. 

DIMMを取り外します。
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。Hewlett Packard Enterprise Library（
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にあるDIMMの取り扱いガイドラインを参照して
ください

2. 

新しいDIMMを取り付けます。3. 
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/info/nvdimm-docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html


http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


The Scalable Persistent Memory backup device 
in Box %1 Bay %2 has been mapped out. 
Persistent data may be lost. Logical NVDIMM-N 
regions will not be armed until the device is 
replaced.
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x3132

症状
ボックス%1、ベイ%2のスケーラブル不揮発性メモリのバックアップデバイスがマップから除外
されています。不揮発性データが消失している可能性があります。デバイスが交換されるまで、
論理NVDIMM-N領域は取り付けられません。
 

原因
スケーラブル不揮発性メモリのバックアップデバイスがエラーを報告し、マップから除外されて
います。デバイスが交換されるまで、論理NVDIMM-N領域は取り付けられません。
 

アクション
ボックス%1、ベイ%2のスケーラブル不揮発性メモリのバックアップデバイスを交換します。

すべての電源を取り外します。
各電源コードを電源から抜き取ります。a. 
各電源コードをサーバーから抜き取ります。b. 

1. 

NVDIMM-Nを取り外します。
注意：NVDIMM-Nを正しく処理できない場合、NVDIMM-N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。Hewlett Packard Enterprise Library（
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にあるNVDIMM-Nの取り扱いガイドラインを参照
してください

2. 

新しいNVDIMM-Nを取り付けます。3. 
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library
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（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。
ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
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One-button secure erase Error: Trusted Platform 
Module
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x3134

症状
One-buttonセキュア消去エラー：Trusted Platform Module
 

原因
システムは、ハードウェアの障害またはデバイスファームウェアの問題が原因で、Trusted 
Platform ModuleでOne-buttonセキュア消去操作を実⾏できません。
 

アクション
完全消去操作を再度実⾏してください。
注意：完全消去は、細⼼の注意を払って、システムが停⽌しているときのみ使⽤してください。
完全消去プロセスはiLOをリセットしてそこに保存されているすべてのライセンスを削除し、
BIOS設定をリセットし、システムに保存されているすべてのAHSデータおよび保証データを削除
します。完全消去プロセスは、サポートされている不揮発性ストレージデータの消去と、あらゆ
る展開設定プロファイルの削除も⾏います。このプロセス中にiLOが複数回再起動します。
注意：FCoE、iSCSI、外部SAS、ファイバーチャネルストレージは、完全消去を使⽤する前に切
断してください。
詳しくは、Intelligent Provisioning 3.x - Using Secure Erase and Resetを参照してください。
問題が解決しない場合は、Trusted Platform Moduleファームウェアをアップデートしてくださ
い。
Service Pack for ProLiant（SPP）には、サーバードライバー、システムソフトウェア、ファーム
ウェアが含まれています。SPPについて詳しくは、SPPのWebサイト（
http://www.hpe.com/jp/spp）を参照してください。それぞれのSPPには、サーバーサポートガイ
ドが付属しており、サポートされるサーバーおよびサポートされるサーバーごとに使⽤可能なコ
ンポーネントが⼀覧表⽰されています。サーバーサポートガイドおよびService Pack for ProLiant
クイックスタートガイドは、SPP Information Library（
http://www.hpe.com/info/spp/documentation）で⼊⼿できます。
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docsで⼊⼿できるSmart Update Managerユーザーガイド
およびSUMベストプラクティスのプランニングガイドを参照してください。SPPはSmart Update 
Manager（SUM）を使⽤して、ファームウェアとシステムソフトウェアコンポーネントを展開し
ます。
HPE Synergy製品のファームウェアをアップデートするには、HPE Synergyファームウェアとド
ライバーアップデートのためのベストプラクティス（http://www.hpe.com/info/synergy-docs）を
参照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
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客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。
http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
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HPE Persistent Memory %1 Failure: Processor 
%2, DIMM %3 (SN : %4)
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x3137

症状
HPE Persistent Memory %1のエラー：プロセッサー%2、DIMM %3（SN：%4）
 

原因
システムファームウェアにより、⽰されているHPE不揮発性メモリ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
Intelligent Provisioningを使⽤して完全消去を再試⾏してください。
注意：完全消去は、細⼼の注意を払って、システムが停⽌しているときのみ使⽤してください。
完全消去プロセスはiLOをリセットしてそこに保存されているすべてのライセンスを削除し、ほと
んどの場合にBIOS設定をリセットし、システムに保存されているすべてのAHSデータおよび保証
データを削除します。完全消去プロセスは、あらゆる展開設定プロファイルも削除します。iLO
は、このプロセスが完了した後に、複数回再起動します。
注意：FCoE、iSCSI、外部SAS、ファイバーチャネルストレージは、完全消去を使⽤する前に接
続を切らないと、これらも消去されてしまいます。
詳しくは、Intelligent Provisioning 3.x - Using Secure Erase and Resetを参照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。
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One-button secure erase of configuration data 
for System Firmware has failed
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x3140

症状
システムファームウェアの構成データの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
完全消去を再度実⾏してください。
詳しくは、Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト（
http://www.hpe.com/info/intelligentprovisioning/docs）にあるHPE ProLiant Gen10サーバーおよび
HPE Synergy⽤のIntelligent Provisioningユーザーガイドを参照してください。
注意：完全消去は、細⼼の注意を払って、システムが停⽌しているときのみ使⽤してください。
完全消去プロセスはiLOをリセットしてそこに保存されているすべてのライセンスを削除し、
BIOS設定をリセットし、システムに保存されているすべてのAHSデータおよび保証データを削除
します。完全消去プロセスは、サポートされている不揮発性ストレージデータの消去と、あらゆ
る展開設定プロファイルの削除も⾏います。このプロセス中にiLOが複数回再起動します。
注意：FCoE、iSCSI、外部SAS、ファイバーチャネルストレージは、完全消去を使⽤する前に切
断してください。
詳しくは、Intelligent Provisioning 3.x - Using Secure Erase and Resetを参照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
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（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/assistance


Device Encryption Error: Enabling encryption for 
Processor %1 DIMM %2 ( PMM SN: %3 ) has 
failed
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x3143

症状
デバイスの暗号化エラー：プロセッサー%1、DIMM %2（PMM SN：%3）の暗号化を有効にする
ことができませんでした。
 

原因
PMMデバイスの暗号化は、暗号化論理が原因で有効にすることができませんでした。
 

アクション
正しいパスフレーズで暗号化の有効化を再試⾏してください。

システムを再起動し、POST画⾯が表⽰されたらF9を押します。1. 
F9を押します。
システムユーティリティページが表⽰されます。

2. 

BIOS/プラットフォームの構成（RBSU）を選択します。3. 
サーバーのセキュリティを選択します。4. 
デバイス暗号化オプションを選択します。5. 
デバイス暗号化設定を選択します。6. 
暗号化デバイスを選択します。7. 
デバイスの選択で適切なデバイスを選択します。8. 
操作を選択ボックスでパスフレーズの変更を選択します。9. 
パスフレーズのタイプボックスで⾃動または⼿動を選択します。10. 
⼿動のパスフレーズタイプを使⽤する場合は、パスフレーズボックスにパスフレーズ
を⼊⼒します。

11. 

操作を開始をクリックします。12. 

1. 

この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。
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ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
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Device Encryption Error: Disabling encryption for 
Processor %1 DIMM %2 ( PMM SN: %3 ) has 
failed
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x3145

症状
デバイスの暗号化エラー：プロセッサー%1、DIMM %2（PMM SN：%3）の暗号化を無効にする
ことができませんでした。
 

原因
パスフレーズまたは暗号化論理が正しくないため、識別されたPMMデバイスの暗号化を無効にで
きませんでした。
 

アクション
正しいパスフレーズで暗号化の無効化を再試⾏してください。

正しいパスフレーズで暗号化の有効化を再試⾏してください。
システムを再起動し、POST画⾯が表⽰されたらF9を押します。1. 
F9を押します。
システムユーティリティページが表⽰されます。

2. 

BIOS/プラットフォームの構成（RBSU）を選択します。3. 
サーバーのセキュリティを選択します。4. 
デバイス暗号化オプションを選択します。5. 
デバイス暗号化設定を選択します。6. 
暗号化デバイスを選択します。7. 
デバイスの選択で適切なデバイスを選択します。8. 
操作を選択ボックスでパスフレーズの変更を選択します。9. 
パスフレーズのタイプボックスで⾃動または⼿動を選択します。10. 
⼿動のパスフレーズタイプを使⽤する場合は、パスフレーズボックスにパスフレーズ
を⼊⼒します。

11. 

操作を開始をクリックします。12. 

1. 

この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
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当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Device Encryption Error: Modifying passphrase 
for Processor %1 DIMM %2 ( PMM SN: %3 ) 
failed
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x3146

症状
デバイスの暗号化エラー：プロセッサー%1、DIMM %2（PMM SN：%3）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PMM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
暗号化論理が原因で失敗したPMMデバイスの暗号化の有効化操作を再試⾏します。

システムを再起動し、POST画⾯が表⽰されたらF9を押します。1. 
F9を押します。
システムユーティリティページが表⽰されます。

2. 

BIOS/プラットフォームの構成（RBSU）を選択します。3. 
サーバーのセキュリティを選択します。4. 
デバイス暗号化オプションを選択します。5. 
デバイス暗号化設定を選択します。6. 
暗号化デバイスを選択します。7. 
デバイスの選択で適切なデバイスを選択します。8. 
操作を選択ボックスでパスフレーズの変更を選択します。9. 
パスフレーズのタイプボックスで⾃動または⼿動を選択します。10. 
⼿動のパスフレーズタイプを使⽤する場合は、パスフレーズボックスにパスフレーズ
を⼊⼒します。

11. 

操作を開始をクリックします。12. 

1. 

この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/assistance


Device Encryption Error - Three incorrect 
attempts were made to unlock Processor %1 
DIMM %2 (PMM SN: %3). The device will be 
locked until the next power cycle
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x3148

症状
デバイスの暗号化エラー - プロセッサー%1 DIMM %2（PMM SN：%3）のロックを解除する不正
な試⾏が3回実⾏されました。デバイスは次回の電源の投⼊/切断までロックされます
 

原因
識別されたPMMデバイスの認証情報検証のしきい値を超えました。
 

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。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


One-button secure erase failure for drive %1 
(SN: %2) - %3
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x3150

症状
ドライブ%1（SN: %2）のOne-buttonセキュア消去の障害 - %3。
 

原因
考えられる原因：

One-buttonセキュア消去操作中にドライブに障害が発⽣した場合は、One-buttonセキュア消
去を再試⾏してください。問題が解決されない場合は、サポートにお問い合わせください。

•

ドライブが消去⽅法をサポートしていなかった場合、ドライブ上のデータが消去されていま
せん。

•

 

アクション
One-buttonセキュア消去操作中にドライブに障害が発⽣した場合は、Intelligent Provisioningを使
⽤してOne-buttonセキュア消去を再試⾏してください。
注意：One-buttonセキュア消去は、システムが停⽌しているときのみ、細⼼の注意を払って使⽤
してください。完全消去プロセスはiLOをリセットしてそこに保存されているすべてのライセンス
を削除し、BIOS設定をリセットし、システムに保存されているすべてのAHSデータおよび保証
データを削除します。完全消去プロセスは、サポートされている不揮発性ストレージデータの消
去と、あらゆる展開設定プロファイルの削除も⾏います。このプロセス中にiLOが複数回再起動し
ます。

この⼿順で消去しないストレージデバイスを切断またはデタッチします。これには、着脱可
能なドライブや、外付けストレージ、共有ストレージが含まれます。
注記：

Hewlett Packard Enterpriseは、データ損失の可能性を低減するため、消去されるドラ
イブを切断またはデタッチすることを推奨します。

•

インテグレーテッドマネジメントログ（IML）は、ネイティブのサニタイズ⽅式をサ
ポートしていないドライブごとに消去の失敗を報告します。ドライブを消去するとき
に他のエラーも発⽣する可能性があり、そのエラーはIMLに報告されます。詳しく
は、IMLおよびトラブルシューティングガイドを参照してください。ドライブの消去
を含む、ユーザーデータの消去の全体的なステータスは、このような場合、「エラー
で完了」として報告されます。

•

1. 

Intelligent Provisioningのメイン画⾯で、メンテナンスの実⾏をクリックしてから、画⾯の指
⽰に従ってシステムの消去を開始します。

2. 

One-buttonセキュア消去をクリックします。
重要：システムを安全に消去するには、ストレージのサイズによっては、1⽇以上かかる場
合があります。⼿順が完了するまで、構成の変更やシステムの電源オフに関係するシステム
またはiLOとの対話は避けてください。

3. 

詳しくは、http://www.hpe.com/info/enterprise/docsにあるHPE ProLiant Gen10サーバーおよび
HPE Synergy⽤のIntelligent Provisioningユーザーガイドを参照してください。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


One-button secure erase of drive at Port %1 Box 
%2 Bay %3 (SN: %4) has failed
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x3151

症状
ポート%1 ボックス%2 ベイ%3（SN：%4）のドライブのOne-buttonセキュア消去が失敗しまし
た。
 

原因
One-buttonセキュア消去が開始されると、適切なコマンドがドライブに送信されます。以下の場
合は失敗が報告される可能性があります。

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。•
識別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、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
ドライブがOne-buttonセキュア消去⽅法をサポートしていないか、ドライブが消去を完了できま
せんでした。

次のいずれかを実⾏します。
One-buttonセキュア消去でサポートされているドライブの場合：One-buttonセキュア
消去をもう⼀度起動します。

•

One-buttonセキュア消去でサポートされていないドライブの場合：システムの消去お
よびリセット機能を使⽤します。

•

1. 

サポートされたSmartアレイコントローラーの外部ポートに接続されているドライブが消去され
ません。

システムの消去およびリセット機能を使⽤して外付けドライブを消去します。•
外付けドライブが他のシステムに接続されていないことを確認してから、外付けドライブを
消去してください。

•

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。
Intelligent Provisioningのシステムの消去およびリセット機能を使⽤してこれらのデバイスのデー
タを上書きします。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc


サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Intel Optane DC Persistent Memory 
Configuration Error: Intel Optane DC Persistent 
Memory on Processor %1, Dimm %2 was 
configured in Interleaving mode
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x3156

症状
Intel Optane DC Persistent Memoryの構成エラー：プロセッサー%1、DIMM %2のIntel Optane 
DC Persistent Memoryがインターリーブモードで構成されていました。
 

原因
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%3、DIMM %4に取り付けられました。
 

アクション
最後に成功した構成に従って、すべてのDIMMが正しい順序で取り付けられていることを確認し
ます。
DIMMの取り付けについては、HPE ProLiantおよびSynergy Gen10サーバー搭載のHPE DDR4メ
モリの取り付けルール（http://www.hpe.com/docs/memory-population-rules）を参照してください
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。ProLiantサーバー構成でメモリモジュールを取り扱うための
ベストプラクティス（http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-
c00868283）を参照してください。
問題が解決しない場合、Hewlett Packard Enterpriseでは、サーバーの問題の読み取り、診断、お
よび解決に使⽤するオンラインツールであるActive Health System Viewer（AHSV）にAHSログを
アップロードする際にトラブルシューティングを⽀援するルールのセットを定義しています。

サーバーから、AHSログをダウンロードします。1. 
http://www.hpe.com/servers/ahsvでAHSVにログインしてから、必要なパスポートアカウン
トを⼊⼒します。

2. 

AHSログをAHSVにアップロードします。3. 
AHSVダッシュボードページに移動して、エラーを確認します。4. 
Fault Detection Analyticsページに移動して、他のエラー条件と修正を特定します。5. 

AHSログがアップロードされた後でもHewlett Packard Enterpriseからのサポートが必要な場合
は、AHSVを使⽤してサポートケースを作成することができます。
AHSVダッシュボードに移動し、NavigationメニューからCreate a Support Caseをクリックしま
す。
Case Creationウィンドウが表⽰されます。

連絡先情報をフォームに記⼊します。1. 
Issue sectionで、以下を⼊⼒します。2. 

http://www.hpe.com/docs/memory-population-rules/
http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c00868283/
http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c00868283/
http://www.hpe.com/servers/ahsv


問題の説明•
ケースコメント•

Submitをクリックします。サポートケースはHewlett Packard Enterpriseサポートに送信さ
れて、⾼度な診断とトラブルシューティングが⾏われます。⼊⼒されていない情報がある場
合は、⾚い枠線のブロックが表⽰されて、ポップアップウィンドウに何を追加すべきかが⽰
されます。

3. 

Hewlett Packard Enterpriseサポートが問題を解決して、報告します。4. 
Active Health System Viewer User Guideを参照してください。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/support/ahsv-ug-en
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Resetting the configuration for PCI controller: %1 
failed.
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x3158

症状
PCIコントローラー%1の構成のリセットに失敗しました。
 

原因
ファームウェアの障害が原因で、PCIコントローラーの構成のリセットに失敗しました。
 

アクション
システムを再起動し、再試⾏してください。
問題が解決されない場合は、デバイスのファームウェアをアップデートしてください。
Service Pack for ProLiant（SPP）には、サーバードライバー、システムソフトウェア、ファーム
ウェアが含まれています。SPPについて詳しくは、SPPのWebサイト（
http://www.hpe.com/jp/spp）を参照してください。それぞれのSPPには、サーバーサポートガイ
ドが付属しており、サポートされるサーバーおよびサポートされるサーバーごとに使⽤可能なコ
ンポーネントが⼀覧表⽰されています。サーバーサポートガイドおよびService Pack for ProLiant
クイックスタートガイドは、SPP Information Library（
http://www.hpe.com/info/spp/documentation）で⼊⼿できます。
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docsで⼊⼿できるSmart Update Managerユーザーガイド
およびSUMベストプラクティスのプランニングガイドを参照してください。SPPはSmart Update 
Manager（SUM）を使⽤して、ファームウェアとシステムソフトウェアコンポーネントを展開し
ます。
HPE Synergy製品のファームウェアをアップデートするには、http://www.hpe.com/info/synergy-
docsにあるHPE Synergyファームウェアアップデートの概要を参照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•

http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Intel Optane DC Persistent Memory 
Configuration Error: Intel Optane DC Persistent 
Memory Processor %1, Dimm %2 was 
configured in interleaving mode.
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x3159

症状
Intel Optane DC Persistent Memoryの構成エラー：Intel Optane DC Persistent Memoryのプロセッ
サー%1、DIMM %2がインターリーブモードで構成されていました。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。
 

原因
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%3、DIMM %4に
取り付けられました。
 

アクション
以前に成功した構成に従って、DIMMが正しい順序で取り付けられていることを確認します。
DIMMの取り付けについては、HPE ProLiantおよびSynergy Gen10サーバー搭載のHPE DDR4メ
モリの取り付けルール（http://www.hpe.com/docs/memory-population-rules）を参照してください
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。ProLiantサーバー構成でメモリモジュールを取り扱うための
ベストプラクティス（http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-
c00868283）を参照してください。
問題が解決しない場合、Hewlett Packard Enterpriseでは、サーバーの問題の読み取り、診断、お
よび解決に使⽤するオンラインツールであるActive Health System Viewer（AHSV）にAHSログを
アップロードする際にトラブルシューティングを⽀援するルールのセットを定義しています。

サーバーから、AHSログをダウンロードします。1. 
http://www.hpe.com/servers/ahsvでAHSVにログインしてから、必要なパスポートアカウン
トを⼊⼒します。

2. 

AHSログをAHSVにアップロードします。3. 
AHSVダッシュボードページに移動して、エラーを確認します。4. 
Fault Detection Analyticsページに移動して、他のエラー条件と修正を特定します。5. 

AHSログがアップロードされた後でもHewlett Packard Enterpriseからのサポートが必要な場合
は、AHSVを使⽤してサポートケースを作成することができます。
AHSVダッシュボードに移動し、NavigationメニューからCreate a Support Caseをクリックしま
す。
Case Creationウィンドウが表⽰されます。

連絡先情報をフォームに記⼊します。1. 
Issue sectionで、以下を⼊⼒します。

問題の説明•
2. 

http://www.hpe.com/docs/memory-population-rules/
http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c00868283/
http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c00868283/
http://www.hpe.com/servers/ahsv


ケースコメント•
Submitをクリックします。サポートケースはHewlett Packard Enterpriseサポートに送信さ
れて、⾼度な診断とトラブルシューティングが⾏われます。⼊⼒されていない情報がある場
合は、⾚い枠線のブロックが表⽰されて、ポップアップウィンドウに何を追加すべきかが⽰
されます。

3. 

Hewlett Packard Enterpriseサポートが問題を解決して、報告します。4. 
Active Health System Viewer User Guideを参照してください。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/support/ahsv-ug-en
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Intel Optane DC Persistent Memory 
Configuration Error: Intel Optane DC Persistent 
Memory Processor %1, DIMM %2 was 
configured in Interleaving mode.
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x315b

症状
Intel Optane DC Persistent Memoryの構成エラー：Intel Optane DC Persistent Memoryのプロセッ
サー%1、DIMM %2がインターリーブモードで構成されていました。
 

原因
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%3、DIMM %4に取り付けられました。
 

アクション
以前に成功した構成に従って、DIMMが正しい順序で取り付けられていることを確認します。
DIMMの取り付けについては、HPE ProLiantおよびSynergy Gen10サーバー搭載のHPE DDR4メ
モリの取り付けルール（http://www.hpe.com/docs/memory-population-rules）を参照してください
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。ProLiantサーバー構成でメモリモジュールを取り扱うための
ベストプラクティス（http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-
c00868283）を参照してください。
問題が解決しない場合、Hewlett Packard Enterpriseでは、サーバーの問題の読み取り、診断、お
よび解決に使⽤するオンラインツールであるActive Health System Viewer（AHSV）にAHSログを
アップロードする際にトラブルシューティングを⽀援するルールのセットを定義しています。

サーバーから、AHSログをダウンロードします。1. 
http://www.hpe.com/servers/ahsvでAHSVにログインしてから、必要なパスポートアカウン
トを⼊⼒します。

2. 

AHSログをAHSVにアップロードします。3. 
AHSVダッシュボードページに移動して、エラーを確認します。4. 
Fault Detection Analyticsページに移動して、他のエラー条件と修正を特定します。5. 

AHSログがアップロードされた後でもHewlett Packard Enterpriseからのサポートが必要な場合
は、AHSVを使⽤してサポートケースを作成することができます。
AHSVダッシュボードに移動し、NavigationメニューからCreate a Support Caseをクリックしま
す。
Case Creationウィンドウが表⽰されます。

連絡先情報をフォームに記⼊します。1. 
Issue sectionで、以下を⼊⼒します。

問題の説明•
2. 

http://www.hpe.com/docs/memory-population-rules/
http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c00868283/
http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c00868283/
http://www.hpe.com/servers/ahsv


ケースコメント•
Submitをクリックします。サポートケースはHewlett Packard Enterpriseサポートに送信さ
れて、⾼度な診断とトラブルシューティングが⾏われます。⼊⼒されていない情報がある場
合は、⾚い枠線のブロックが表⽰されて、ポップアップウィンドウに何を追加すべきかが⽰
されます。

3. 

Hewlett Packard Enterpriseサポートが問題を解決して、報告します。4. 
Active Health System Viewer User Guideを参照してください。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/support/ahsv-ug-en
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Innovation Engine Error: The Innovation Engine 
is operating in Diagnostic mode
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x3160

症状
Innovation Engineエラー：Innovation Engineが診断モードで動作しています。
 

原因
Internet Explorerファームウェアステータスレジスタの診断モードビットが有効になっています。
このビットは無効になっているはずです。
 

アクション
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Processor Jitter Control failed to find a jitter-free 
frequency in auto-tuned mode.
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x3161

症状
プロセッサージッター制御は、⾃動調整モードでジッターフリーの周波数を⾒つけることができ
ませんでした。パフォーマンスへの著しい影響を防ぐために、ジッター制御モードは⾃動的に無
効に切り替えられています。
 

原因
プロセッサージッター制御が⾃動モードに設定されていると、ファームウェアはジッターフリー
の周波数が⾒つかるまで動作周波数を調整します。ジッターフリーの周波数が⾒つからない場合
は、パフォーマンスの著しい低下を防ぐためにジッター制御が無効になります。この問題は通
常、C-stateなどの電源管理機能が、BIOSを介して、または通常はオペレーティングシステムの
下で無効にされていない場合に発⽣します。
 

アクション
C-stateがシステムROMおよびオペレーティングシステムの下で無効になっていることを確認しま
す。Linuxの場合、Intel C-stateドライバーは、カーネルコマンドラインパラメーターに"
intel_idle.max_cstate: 0"を追加することで無効にする必要があります。詳しくは、HPE Gen10 
Servers Intelligent System Tuningホワイトペーパーを参照してください。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ホワイトペーパー：
HPE Gen10サーバーのIntelligent System Tuningのホワイトペーパー
ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=a00018313en_us
https://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=a00018313en_us
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=a00018313en_us
https://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=a00018313en_us
https://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=a00018313en_us
https://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=a00018313en_us
https://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=a00018313en_us
https://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=a00018313en_us
http://www.hpe.com/assistance


Server Configuration Lock has encountered an 
unexpected error (code 0x%1)
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x3162

症状
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（コード0x%1）。
 

原因
サーバー構成ロックのロジックが予期しないエラーにより失敗しました。
 

アクション
最近ハードウェアが変更された場合は、正しくインストールされているか確認してください。詳
しくは、お使いのシステムのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Server Configuration Lock has detected 
tampering with the system Digital Fingerprint
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x3163

症状
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。これは、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。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


The system failed to complete the One-button 
secure erase operation on some devices after 
two attempts
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x3164

症状
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。
 

原因
障害が発⽣したデバイスのファームウェアをアップデートします。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。
 

アクション
障害が発⽣したデバイス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サイトにあるお使いの製品⽤のサーバーのメ
ンテナンス&サービスガイドを参照してください。

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

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（
http://www.hpe.com/info/intelligentprovisioning/docs）にあるHPE ProLiant Gen10サーバー
およびHPE Synergy⽤のIntelligent Provisioning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、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サイトにあるお使いの製品⽤のサーバーのメ
ンテナンス&サービスガイドを参照してください。

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

3. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/intelligentprovisioning/docs
http://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Innovation Engine Firmware Error: The 
Innovation Engine firmware is corrupt or not 
operating properly
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x3165

症状
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、
適切に動作していません。
 

原因
Innovation Engineファームウェアが破損しています。
 

アクション
障害が発⽣したデバイス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サイトにある製品のトラブルシューティング
ガイドに記載されているシステムの最新状態の維持を参照してください。

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

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（
http://www.hpe.com/info/intelligentprovisioning/docs）にあるHPE ProLiant Gen10サーバー
およびHPE Synergy⽤のIntelligent Provisioning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、サポートケースを作成し、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
お使いの製品⽤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。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されま
す。お客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービス
ガイドを参照してください。

a. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

b. 

詳しくは、Hewlett Packard EnterpriseのWebサイトにあるお使いの製品⽤のサーバーのメ
ンテナンス&サービスガイドを参照してください。

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

3. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

http://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/intelligentprovisioning/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/assistance


Remote Key Management System (RKMS) 
connection failed
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x3166

症状
リモートキー管理システム（RKMS）の接続に失敗しました。
 

原因
iLOからのネットワーク接続の障害が原因で、リモートキー管理システム（RKMS）の接続に失敗
しました。
 

アクション
iLOからリモートキー管理システムを確認してください。

iLO 5のナビゲーションツリーで管理をクリックして、キーマネージャーをクリックしま
す。

1. 

ESKM接続のテストをクリックします
テスト結果は、Enterprise Secure Key Managerイベントテーブルに表⽰されます。

2. 

この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Device Encryption Error: Enabling encryption for 
Self Encrypted Drive (SED) at location : [ %1 ] 
has failed
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x3168

症状
デバイスの暗号化エラー：⾃⼰暗号化ドライブ（SED）の暗号化を有効にできませんでした。場
所：[ %1 ]。
 

原因
暗号化論理が原因で、⾃⼰暗号化ドライブ（SED）の暗号化を有効にできませんでした。
 

アクション
正しいパスフレーズで暗号化の有効化を再試⾏してください。

システムを再起動し、POST画⾯が表⽰されたらF9を押します。1. 
F9を押します。
システムユーティリティページが表⽰されます。

2. 

BIOS/プラットフォームの構成（RBSU）を選択します。3. 
サーバーのセキュリティを選択します。4. 
デバイス暗号化オプションを選択します。5. 
デバイス暗号化設定を選択します。6. 
暗号化デバイスを選択します。7. 
デバイスの選択で適切なデバイスを選択します。8. 
操作を選択ボックスで暗号化を無効にするを選択します。9. 

この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Device Encryption Error: Disabling encryption for 
Self Encrypted Drive (SED) at location : [ %1 ] 
has failed
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x3169

症状
デバイスの暗号化エラー：⾃⼰暗号化ドライブ（SED）の暗号化を無効にできませんでした。場
所：[ %1 ]。
 

原因
パスフレーズまたは暗号化論理が正しくないため、識別された⾃⼰暗号化ドライブ（SED）の暗
号化を無効にできませんでした。
 

アクション
正しいパスフレーズで暗号化の無効化を再試⾏してください。問題が解決されない場合は、サ
ポートにお問い合わせください。

正しいパスフレーズで暗号化の有効化を再試⾏してください。
UEFIシステムユーティリティでシステムユーティリティ画⾯に移動し、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 > AMD > セキュアメモ
リ暗号化を選択します。

1. 

無効を選択します。2. 
設定を保存します。3. 

1. 

この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Device Encryption Error: Modifying passphrase 
for Self Encrypted Drive (SED) at location : [ %1 ] 
failed
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x316a

症状
デバイスの暗号化エラー：⾃⼰暗号化ドライブ（SED）のパスフレーズを変更できませんでし
た。場所：[ %1 ]。
 

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（SED）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
正しいパスフレーズで暗号化の有効化を再試⾏してください。

システムを再起動し、POST画⾯が表⽰されたらF9を押します。1. 
F9を押します。
システムユーティリティページが表⽰されます。

2. 

BIOS/プラットフォームの構成（RBSU）を選択します。3. 
サーバーのセキュリティを選択します。4. 
デバイス暗号化オプションを選択します。5. 
デバイス暗号化設定を選択します。6. 
暗号化デバイスを選択します。7. 
デバイスの選択で適切なデバイスを選択します。8. 
操作を選択ボックスでパスフレーズの変更を選択します。9. 
パスフレーズのタイプボックスで⾃動または⼿動を選択します。10. 
⼿動のパスフレーズタイプを使⽤する場合は、パスフレーズボックスにパスフレーズ
を⼊⼒します。

11. 

操作を開始をクリックします。12. 

1. 

この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc


Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。
ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Four incorrect attempts were made to unlock Self 
Encrypted Drive (SED) at location : [ %1 ] . The 
device will be locked until the next power cycle.
エラークラス：0x000a | エラーコード：0x316b

症状
⾃⼰暗号化ドライブ（SED）のロックを解除する不正な試⾏が4回実⾏されました。場所：[ 
%1 ]。デバイスは次回の電源の投⼊/切断までロックされます。
 

原因
識別された⾃⼰暗号化ドライブ（SED）の資格情報検証のしきい値を超えました。
 

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。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Mismatched power supply
エラークラス：0x000b | エラーコード：0x0015

症状
電源装置が機能していません。
 

原因
冗⻑電源装置が構成されていますが、電源装置に互換性がありません。
 

アクション
冗⻑構成を実⾏する場合は、システム内のすべての電源装置のスペア部品番号が同じであり、
サーバーがサポートしていることを確認してください。

サポートされている電源装置の⼀覧は、サーバーのドキュメントを参照してください。•
システムBIOS設定で不⼀致電源装置レポートをオフにすると、これらのメッセージを無効
にできます。

•

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Power supply or power backplane detection error
エラークラス：0x000b | エラーコード：0x001c

症状
電源装置のLEDは点灯していますが、電源装置が検出されていません。
 

原因
マネジメントプロセッサーによって電源装置が検出されませんでした。•
システムCPLDが電源装置を検出しないという問題を⽰します。•
シャーシ制御のサーバーの場合は、シャーシファームウェアが電源装置を検出しないという
問題を⽰している場合があります。

•

 

アクション
システムCPLD、および必要に応じてシャーシファームウェアを、最新バージョンにアップデー
トします。
ファームウェアをアップグレードする⽅法は複数あります。
HPEサポートのWebサイト：

https://www.hpe.com/jp/ja/support.htmlにアクセスします。1. 
HPEサーバー、ストレージ、ネットワークをクリックします。2. 
製品名を⼊⼒して、実⾏をクリックします。3. 
ドライバー、ソフトウェア、およびファームウェアを⼊⼿するをクリックします。4. 
該当するオペレーティングシステムを選択します。5. 
該当するパッチを選択してから、ダウンロードをクリックします。6. 

Smart Update Manager（SUM）:
Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/servers/hpsum/download
）からSUMをダウンロードします。

1. 

最新のSPPがあることを確認してください（http://www.hpe.com/jp/spp/download）。2. 
SUMを開き、Smartアレイドライバーが含まれているベースラインを追加します。ファーム
ウェアアップデートの具体的な⼿順については、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationにあるSmart Update Managerユーザーガイ
ドを参照してください。

3. 

Smart Update Tool（SUT）：
注記：SUTを使⽤するには、HPE OneViewをダウンロードしてインストールしておく必要があり
ます。詳しくは、HPE OneViewのドキュメント（http://www.hpe.com/info/ovvcenter/docs）を参
照してください。

SUTはHewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/info/hpsut）からダウ
ンロードしてください。

1. 

最新のSPPがあることを確認してください（http://www.hpe.com/jp/spp/download）。2. 
コマンドラインからSUTを実⾏して（On-Demand mode）、Smartアレイファームウェアを
アップデートします。詳しくは、HP SUTのドキュメント（http://www.hpe.com/info/sut-
docs）を参照してください。

3. 

Service Pack for ProLiant（SPP）：
SPPをHewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/jp/spp）からダウンロード

https://www.hpe.com/us/en/support.html
http://www.hpe.com/servers/hpsum/download
http://www.hpe.com/servers/spp/download
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentation
http://www.hpe.com/info/ovvcenter/docs
http://www.hpe.com/info/hpsut
http://www.hpe.com/servers/spp/download
http://www.hpe.com/info/sut-docs
http://www.hpe.com/info/sut-docs
http://www.hpe.com/servers/spp


して、Smartアレイファームウェアをアップデートします。ファームウェアをアップデートする
⼿順については、SPPドキュメント（http://www.hpe.com/info/spp/documentation）を参照してく
ださい。
注記：SPPをダウンロードするには、Hewlett Packard Enterpriseとの契約およびHPEパスポート
IDが必要です。HPEパスポートIDをお持ちでない場合は、http://www.hpe.com/info/insightonlineに
アクセスしてください。
注記：SPP全体をダウンロードするにはかなりの時間がかかります。
オンラインフラッシュコンポーネント
このコンポーネントは、サポートされるオペレーティングシステム上で直接インストールでき
る、アップデートされたシステムファームウェアを提供します。さらに、SUMと組み合わせて使
⽤すると、このスマートコンポーネントによって中央の場所からリモートサーバー上のファーム
ウェアをアップデートすることができます。
このリモート展開機能により、ファームウェアのアップデートを実⾏するためにサーバーの場所
に物理的にいる必要がなくなります。
ファームウェアアップデートの具体的な⼿順については、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationにあるSmart Update Managerユーザーガイドを参
照してください。
 

サポートと他のリソース
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアアップデートについて詳しくは、HPE 
ApolloおよびHPE ProLiantサーバー⽤のHPE Gen10トラブルシューティングガイド（
http://www.hpe.com/info/Gen10-troubleshooting）を参照してください。
システムCPLDのアップデートについて詳しくは、HPE iLO 5ユーザーガイドを参照してくださ
い。
特定のサーバーまたはオプション⽤の最新バージョンのファームウェアは、Hewlett Packard 
EnterpriseのWebサイト 
（http://www.hpe.com/support/hpesc）からダウンロードできます。
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Information Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてくださ
い。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティングガイド•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/insightonline
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentations
http://www.hpe.com/info/Gen10-troubleshooting
http://h20565.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=a00018324en_us
http://h20565.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=a00018324en_us
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Smart Storage Energy Pack Removed (Energy 
Pack %1)
エラークラス：0x000b | エラーコード：0x001e

症状
Smart Storage Energy Packが取り外されています（Energy Pack %1）。
 

原因
Energy Packが取り外されている。•
Energy Packケーブルコネクターを取り付けなおす必要がある。•
Energy Packに障害が発⽣している。•

 

アクション
サポートされているSmart Storage Energy Packを取り付けて、Energy Packケーブルがしっかり
と接続されていることを確認します。iLO GUIでEnergy Packのステータスを確認します。
http://www.hpe.com/info/enterprise/docsにあるHPE ProLiant Gen10サーバートラブルシューティ
ングガイドのSmartアレイコントローラー⽤のHPE Smartストレージバッテリの問題のセクショ
ンを参照してください。
Energy Packのステータスの確認については、iLO 5のドキュメントを参照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://h17007.www1.hpe.com/us/en/enterprise/servers/solutions/info-library/index.aspx?cat=moonshot#.W7Qmo2hKjIX
http://h17007.www1.hpe.com/us/en/enterprise/servers/solutions/info-library/index.aspx?cat=moonshot#.W7Qmo2hKjIX
http://h17007.www1.hpe.com/us/en/enterprise/servers/solutions/info-library/index.aspx?cat=moonshot#.W7Qmo2hKjIX
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx


（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/assistance


Inadequate power to server
エラークラス：0x000b | エラーコード：0x0024

症状
サーバーの電源が⼊っていません。
 

原因
現在の電源装置の構成がサーバーを操作するのに不⼗分である。•
電⼒要件を確認するためにメザニンカードまたはベースボードFRU（交換可能ユニット）を
読み取ることができない。

•

 

アクション
取り付けられている電源装置がサーバー構成の電⼒要件に対応していることを確認します。
詳しくは、Power Advisor（http://www.hpe.com/info/poweradvisor-ja）を参照してくださ
い。

1. 

このサーバーですべての電源装置がサポートされていることを確認します。詳しくは、製品
QuickSpecs（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）を参照してください。

2. 

特に、最近、ドライブなどのハードウェアを追加した場合は、システムに⼗分な電⼒が供給
されていることを確認してください。新しく追加したコンポーネントを取り外します。これ
により問題が発⽣しなくなった場合は、追加の電源装置が必要です。

3. 

電源装置にLEDがある場合、各電源装置が正常に動作していることをLEDが⽰しているかど
うかを確認してください。

LEDが電源装置の問題を⽰す場合（⾚⾊、オレンジ⾊、または消灯）は、電源を調べ
ます。

a. 

電源が正常に機能している場合は、電源装置を交換してください。b. 

4. 

ベースボードFRUの読み取りエラーがある場合：
ブレードを取り外して再び挿⼊し、システムの電源投⼊を試みます。•

5. 

メザニンカードの読み取りエラーがある場合：
障害が発⽣しているメザニンカードを取り出して取り付けなおし、システムの電源投
⼊を試みます。

a. 

障害が発⽣しているメザニンカードを取り出して、システムの電源投⼊を試みます。b. 

6. 

この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 

http://www.hpe.com/info/poweradvisor
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc


Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。
ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


System power supply: %1 (Power Supply %2)
エラークラス：0x000b | エラーコード：0x0028

症状
システム電源装置：%1（電源装置%2）
 

原因
電源装置が完全に取り付けられていない可能性がある。1. 
AC電源が供給されていない。2. 
電源装置に障害が発⽣している。3. 
電源装置がスタンバイモードに⼊っている。4. 
電源装置の電流制限を超過した。5. 
サーバーで電源装置がサポートされていない。6. 
取り付けられているハードウェアの電⼒が⼗分でない。7. 
冗⻑電源装置が構成されているが、電源装置に互換性がない。8. 

 

アクション
電源装置を交換してください。

「接続不良」がないことを確認します。詳しくは、HPE ProLiant Gen9トラブルシューティ
ングガイド、ボリューム1の「接続不良の解決策」を参照してください。

1. 

電源装置にLEDがある場合、各電源装置が正常に動作していることをLEDが⽰しているかど
うかを確認してください。

LEDが電源装置の問題を⽰したら（⾚⾊、オレンジ⾊、または消灯）、電源を調べて
ください。

a. 

電源が正常に機能している場合は、電源装置を交換してください。b. 

2. 

特に、最近、ドライブなどのハードウェアを追加した場合は、システムに⼗分な電⼒が供給
されていることを確認してください。新しく追加したコンポーネントを取り外します。これ
により問題が発⽣しなくなった場合は、追加の電源装置が必要です。IMLでシステムの情報
を調べます。
製品固有の情報については、サーバーのドキュメント（
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）を参照してください。
Power Advisorについて詳しくは、http://www.hpe.com/info/poweradvisor-jaにアクセスして
ください。
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。

3. 

冗⻑構成を実⾏している場合は、システムに取り付けられている電源装置がシステムの冗⻑
性要件を満たしていることを確認してください。サポートされる電源装置のリストは、サー
バーのドキュメント（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）に掲載されています。

4. 

トラブルシューティングについて詳しくは、HPE ProLiant Gen 10トラブルシューティング
ガイドの「電源投⼊時の問題のフローチャート」を参照してください。詳しくは、サーバー
のドキュメント（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）を参照してください。

5. 

 

サポートと他のリソース

http://www.hpe.com/info/gen9-troubleshooting
http://www.hpe.com/info/gen9-troubleshooting
http://www.hpe.com/info/gen9-troubleshooting
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/info/poweradvisor
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/info/Gen10-troubleshooting
http://www.hpe.com/info/Gen10-troubleshooting
http://www.hpe.com/info/Gen10-troubleshooting
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


External chassis power supply not functioning
エラークラス：0x000b | エラーコード：0x0029

症状
外部シャーシの電源装置から電⼒が供給されていません。
 

原因
電源装置が完全に取り付けられていない可能性がある。•
AC電源が供給されていない。•
電源装置に障害が発⽣している。•
電源装置がスタンバイモードに⼊っている。•
電源装置の電流制限を超過した。•
サーバーで電源装置がサポートされていない。•
取り付けられているハードウェアの電⼒が⼗分でない。•
冗⻑電源装置が構成されているが、電源装置に互換性がない。•

 

アクション
電源装置を交換してください。

「接続不良」がないことを確認します。詳しくは、HPE ProLiant Gen10サーバートラブル
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。

1. 

電源装置にLEDがある場合、各電源装置が正常に動作していることをLEDが⽰しているかど
うかを確認してください。

LEDが電源装置の問題を⽰したら（⾚⾊、オレンジ⾊、または消灯）、電源を調べて
ください。

a. 

電源が正常に機能している場合は、電源装置を交換してください。b. 
特に、最近、ドライブなどのハードウェアを追加した場合は、システムに⼗分な電⼒
が供給されていることを確認してください。新しく追加したコンポーネントを取り外
します。これにより問題が発⽣しなくなった場合は、追加の電源装置が必要です。
IMLでシステムの情報を調べます。

製品固有の情報については、サーバーのドキュメント（
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）を参照してください。

•

Power Advisorについて詳しくは、http://www.hpe.com/info/poweradvisor-jaにア
クセスしてください。

•

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。•

c. 

2. 

冗⻑構成を実⾏している場合は、システムに取り付けられている電源装置がシステムの冗⻑
性要件を満たしていることを確認してください。サポートされる電源装置のリストは、サー
バーのドキュメント（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）に掲載されています。

3. 

トラブルシューティングについて詳しくは、HPE ProLiant Gen10サーバートラブルシュー
ティングガイドの電源投⼊時の問題のフローチャートを参照してください。
詳しくは、サーバーのドキュメント（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）を参照して
ください。

4. 

この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。1. 

http://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting
http://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting
http://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/info/poweradvisor
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting
http://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting
http://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。
http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Storage system power supply failed
エラークラス：0x000b | エラーコード：0x002a

症状
ストレージシステムの電源装置が使⽤できません。
 

原因
電源装置が完全に取り付けられていない可能性がある。•
AC電源が供給されていない。•
電源装置に障害が発⽣している。•
電源装置がスタンバイモードに⼊っている。•
電源装置の電流制限を超過した。•
サーバーで電源装置がサポートされていない。•
取り付けられているハードウェアの電⼒が⼗分でない。•
冗⻑電源装置が構成されているが、電源装置に互換性がない。•

 

アクション
「接続不良」がないことを確認します。詳しくは、http://www.hpe.com/info/Gen10-
troubleshootingにあるHPE ProLiant Gen10サーバー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。

1. 

電源装置にLEDがある場合、各電源装置が正常に動作していることをLEDが⽰しているかど
うかを確認してください。

LEDが電源装置の問題を⽰す場合（⾚⾊、オレンジ⾊、または消灯）は、電源を調べ
ます。

a. 

電源が正常に機能している場合は、電源装置を交換してください。b. 

2. 

特に、最近、ドライブなどのハードウェアを追加した場合は、システムに⼗分な電⼒が供給
されていることを確認してください。新しく追加したコンポーネントを取り外します。これ
により問題が発⽣しなくなった場合は、追加の電源装置が必要です。IMLでシステムの情報
を調べます。製品固有の情報については、サーバーのドキュメントを参照してください。詳
しくは、Power Advisor（http://www.hpe.com/info/poweradvisor-ja）を参照してくださ
い。

3. 

冗⻑構成を実⾏している場合は、システムに取り付けられている電源装置がシステムの冗⻑
性要件を満たしていることを確認してください。サポートされている電源装置の⼀覧は、
サーバーのドキュメントを参照してください。

4. 

トラブルシューティングについて詳しくは、HPE ProLiant Gen10サーバートラブルシュー
ティングガイド（http://www.hpe.com/info/Gen10-troubleshooting）の電源投⼊時の問題の
フローチャートを参照してください。詳しくは、サーバーのドキュメントを参照してくださ
い。

5. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

http://www.hpe.com/info/Gen10-troubleshooting
http://www.hpe.com/info/Gen10-troubleshooting
http://www.hpe.com/info/Gen10-troubleshooting
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


P%1 Power Supply: %2 (Power Supply %3, %4)
エラークラス：0x000b | エラーコード：0x002b

症状
%1電源装置：%2（電源装置%3、%4）。
 

原因
次のような原因が考えられます。

電源装置が完全に取り付けられていない可能性がある。•
AC電源が供給されていない。•
電源装置に障害が発⽣している。•
電源装置がスタンバイモードに⼊っている。•
電源装置の電流制限を超過した。•
サーバーで電源装置がサポートされていない。•
取り付けられているハードウェアの電⼒が⼗分でない。•
冗⻑電源装置が構成されているが、電源装置に互換性がない。•

 

アクション
他のコンポーネントに関わって発⽣する可能性がある問題についてすべてのエラーメッセージを
確認し、特定されたコンポーネントのトラブルシューティングを⾏います

システムボードまたは電源バックプレーンに接続不良がないことを確認します。プロセッ
サーを取り付けなおす必要はありません。詳しくは、HPE ProLiant Gen10サーバートラブ
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。

1. 

最近追加されたコンポーネントがあれば取り外します。取り外しおよび交換⼿順について詳
しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照してください。

2. 

電源を切り、サーバーからすべての電源を取り外します。システムバッテリを取り外して、
10分間待ちます。バッテリを取り付けなおして、サーバーの電源を⼊れます。システム
バッテリの位置と、サーバー固有の⼿順については、製品のドキュメントを参照してくださ
い。

3. 

BIOSユーティリティ（F9）を使⽤して、NVRAMをデフォルト値にリセットします。シス
テムが起動しない場合、NVRAMをリセットするには、システムメンテナンススイッチSW6
を使⽤します。
詳しくは、サーバーのアクセスパネル上のラベル、またはサーバーのユーザーガイドを参照
してください。

4. 

この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

http://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting
http://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting
http://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc


サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


System power supplies are not redundant
エラークラス：0x000b | エラーコード：0x0036

症状
システム電源装置が冗⻑ではありません
 

原因
電源装置が完全に取り付けられていない可能性がある。•
AC電源が供給されていない。•
電源装置に障害が発⽣している。•
電源装置がスタンバイモードに⼊っている。•
電源装置の電流制限を超過した。•
サーバーで電源装置がサポートされていない。•
取り付けられているハードウェアの電⼒が⼗分でない。•
冗⻑電源装置が構成されているが、電源装置に互換性がない。•

 

アクション
電源装置を追加するか、または障害の発⽣している電源装置を交換してください。

「接続不良」がないことを確認します。詳しくは、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。

1. 

電源装置にLEDがある場合、各電源装置が正常に動作していることをLEDが⽰しているかど
うかを確認してください。

LEDが電源装置の問題を⽰す場合（⾚⾊、オレンジ⾊、または消灯）は、電源を調べ
ます。

a. 

電源が正常に機能している場合は、電源装置を交換してください。b. 

2. 

特に、最近、ドライブなどのハードウェアを追加した場合は、システムに⼗分な電⼒が供給
されていることを確認してください。
新しく追加したコンポーネントを取り外します。これにより問題が発⽣しなくなった場合
は、追加の電源装置が必要です。IMLでシステムの情報を調べます。
製品固有の情報については、サーバーのドキュメントを参照してください。詳しくは、
Power Advisor（http://www.hpe.com/info/poweradvisor-ja）を参照してください。

3. 

冗⻑構成を実⾏している場合は、システムに取り付けられている電源装置がシステムの冗⻑
性要件を満たしていることを確認してください。サポートされている電源装置の⼀覧は、
サーバーのドキュメントを参照してください。

4. 

トラブルシューティングについて詳しくは、トラブルシューティングガイドの「電源投⼊時
の問題のフローチャート」を参照してください。詳しくは、サーバーのドキュメントを参照
してください。

5. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•

http://www.hpe.com/info/poweradvisor
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


External chassis power supplies not redundant 
(Chassis %1)
エラークラス：0x000b | エラーコード：0x0037

症状
シャーシの電源が⼊りません。
 

原因
電源装置が完全に取り付けられていない可能性がある。•
AC電源が供給されていない。•
電源装置に障害が発⽣している。•
電源装置がスタンバイモードに⼊っている。•
電源装置の電流制限を超過した。•
サーバーで電源装置がサポートされていない。•
取り付けられているハードウェアの電⼒が⼗分でない。•
冗⻑電源装置が構成されているが、電源装置に互換性がない。•

 

アクション
電源装置を追加するか、または障害の発⽣している電源装置を交換する前に、以下を実⾏してく
ださい。 
1. 「接続不良」がないことを確認します。
2. 電源装置にLEDがある場合、各電源装置が正常に動作していることをLEDが⽰しているかどう
かを確認してください。

LEDが電源装置の問題を⽰す場合（⾚⾊、オレンジ⾊、または消灯）は、電源を調べます。•
電源が正常に機能している場合は、電源装置を交換してください。•

3. 特に、最近、ドライブなどのハードウェアを追加した場合は、システムに⼗分な電⼒が供給さ
れていることを確認してください。新しく追加したコンポーネントを取り外します。問題が解決
したら、そのときに電源装置が必要です。
4. 冗⻑構成を実⾏している場合は、システムに取り付けられている電源装置がシステムの冗⻑性
要件を満たしていることを確認してください。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Information Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてくださ
い。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•

HPEカスタマーセルフリペアビデオについて：
カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/support/selfrepair
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx


ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。
サポートされる電源装置のリストは、サーバーのドキュメント（
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）に掲載されています。
以下の製品のトラブルシューティング情報について詳しくは、HPE ApolloおよびHPE ProLiant
サーバー⽤のHPE Gen10トラブルシューティングガイド（http://www.hpe.com/info/Gen10-
troubleshooting）の電源投⼊時の問題のフローチャートを参照してください。

XLシリーズサーバー•
MLおよびDLシリーズサーバー•
BLシリーズサーバーブレード•

HPE Synergy製品のトラブルシューティングについて詳しくは、HPE Synergyトラブルシュー
ティングガイド（http://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting-en）を参照してください。
電⼒要件について詳しくは、HPE Power Advisor（http://www.hpe.com/info/poweradvisor-ja）を
参照してください。

http://www.hpe.com/assistance
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/poweradvisor


%1 Storage System power supplies not 
redundant (Chassis %2 Slot %3)
エラークラス：0x000b | エラーコード：0x0038

症状
%1ストレージシステムの電源装置が冗⻑ではありません（シャーシ%2 スロット%3）
 

原因
電源装置が完全に取り付けられていない可能性がある。•
AC電源が供給されていない。•
電源装置に障害が発⽣している。•
電源装置がスタンバイモードに⼊っている。•
電源装置の電流制限を超過した。•
サーバーで電源装置がサポートされていない。•
取り付けられているハードウェアの電⼒が⼗分でない。•
冗⻑電源装置が構成されているが、電源装置に互換性がない。•

 

アクション
電源装置を追加するか、または障害の発⽣している電源装置を交換する前に、以下を実⾏してく
ださい。 

「接続不良」がないことを確認します。1. 
電源装置にLEDがある場合、各電源装置が正常に動作していることをLEDが⽰しているかど
うかを確認してください。

LEDが電源装置の問題を⽰す場合（⾚⾊、オレンジ⾊、または消灯）は、電源を調べ
ます。

a. 

電源が正常に機能している場合は、電源装置を交換してください。b. 

2. 

特に、最近、ドライブなどのハードウェアを追加した場合は、システムに⼗分な電⼒が供給
されていることを確認してください。新しく追加したコンポーネントを取り外します。問題
が解決したら、そのときに電源装置が必要です。

3. 

冗⻑構成を実⾏している場合は、システムに取り付けられている電源装置がシステムの冗⻑
性要件を満たしていることを確認してください。

4. 

この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc


当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•

HPEカスタマーセルフリペアビデオについて：
カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。
サポートされる電源装置のリストは、サーバーのドキュメント（
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）に掲載されています。
以下の製品のトラブルシューティング情報について詳しくは、HPE ApolloおよびHPE ProLiant
サーバー⽤のHPE Gen10トラブルシューティングガイド（http://www.hpe.com/info/Gen10-
troubleshooting）の電源投⼊時の問題のフローチャートを参照してください。

XLシリーズサーバー•
MLおよびDLシリーズサーバー•
BLシリーズサーバーブレード•

HPE Synergy製品のトラブルシューティングについて詳しくは、HPE Synergyトラブルシュー
ティングガイド（http://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting-en）を参照してください。
電⼒要件について詳しくは、HPE Power Advisor（http://www.hpe.com/info/poweradvisor-ja）を
参照してください。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/support/selfrepair
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/poweradvisor


%1 Power Supplies Not Redundant (Enclosure 
Serial Number %2)
エラークラス：0x000b | エラーコード：0x003a

症状
%1電源装置が冗⻑ではありません（エンクロージャーシリアル番号%2）
 

原因
電源装置が完全に取り付けられていない可能性がある。•
AC電源が供給されていない。•
電源装置に障害が発⽣している。•
電源装置がスタンバイモードに⼊っている。•
電源装置の電流制限を超過した。•
サーバーで電源装置がサポートされていない。•
取り付けられているハードウェアの電⼒が⼗分でない。•
冗⻑電源装置が構成されているが、電源装置に互換性がない。•

 

アクション
電源装置を追加するか、または障害の発⽣している電源装置を交換する前に、以下を実⾏してく
ださい。 
1. 「接続不良」がないことを確認します。
2. 電源装置にLEDがある場合、各電源装置が正常に動作していることをLEDが⽰しているかどう
かを確認してください。

LEDが電源装置の問題を⽰す場合（⾚⾊、オレンジ⾊、または消灯）は、電源を調べます。a. 
電源が正常に機能している場合は、電源装置を交換してください。b. 

3. 特に、最近、ドライブなどのハードウェアを追加した場合は、システムに⼗分な電⼒が供給さ
れていることを確認してください。新しく追加したコンポーネントを取り外します。問題が解決
したら、そのときに電源装置が必要です。
4. 冗⻑構成を実⾏している場合は、システムに取り付けられている電源装置がシステムの冗⻑性
要件を満たしていることを確認してください。
サポートされる電源装置のリストは、サーバーのドキュメント（
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）に掲載されています。
以下の製品のトラブルシューティング情報について詳しくは、HPE ApolloおよびHPE ProLiant
サーバー⽤のHPE Gen10トラブルシューティングガイド（http://www.hpe.com/info/Gen10-
troubleshooting）の電源投⼊時の問題のフローチャートを参照してください。

XLシリーズサーバー•
MLおよびDLシリーズサーバー•
BLシリーズサーバーブレード•

HPE Synergy製品のトラブルシューティングについて詳しくは、HPE Synergyトラブルシュー
ティングガイド（http://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting-en）を参照してください。
電⼒要件について詳しくは、HPE Power Advisor（http://www.hpe.com/info/poweradvisor-ja）を
参照してください。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/poweradvisor


 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Information Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてくださ
い。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•

HPEカスタマーセルフリペアビデオについて：
カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/support/selfrepair
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


System power supplies are not redundant
エラークラス：0x000b | エラーコード：0x003b

症状
システム電源装置が冗⻑ではありません
 

原因
電源装置が完全に取り付けられていない可能性がある。•
AC電源が供給されていない。•
電源装置に障害が発⽣している。•
電源装置がスタンバイモードに⼊っている。•
電源装置の電流制限を超過した。•
サーバーで電源装置がサポートされていない。•
取り付けられているハードウェアの電⼒が⼗分でない。•
冗⻑電源装置が構成されているが、電源装置に互換性がない。•

 

アクション
電源装置を追加するか、または障害の発⽣している電源装置を交換してください。

「接続不良」がないことを確認します。詳しくは、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。

1. 

電源装置にLEDがある場合、各電源装置が正常に動作していることをLEDが⽰しているかど
うかを確認してください。

LEDが電源装置の問題を⽰す場合（⾚⾊、オレンジ⾊、または消灯）は、電源を調べ
ます。

a. 

電源が正常に機能している場合は、電源装置を交換してください。b. 

2. 

特に、最近、ドライブなどのハードウェアを追加した場合は、システムに⼗分な電⼒が供給
されていることを確認してください。
新しく追加したコンポーネントを取り外します。これにより問題が発⽣しなくなった場合
は、追加の電源装置が必要です。IMLでシステムの情報を調べます。
製品固有の情報については、サーバーのドキュメントを参照してください。詳しくは、
Power Advisor（http://www.hpe.com/info/poweradvisor-ja）を参照してください。

3. 

冗⻑構成を実⾏している場合は、システムに取り付けられている電源装置がシステムの冗⻑
性要件を満たしていることを確認してください。サポートされている電源装置の⼀覧は、
サーバーのドキュメントを参照してください。

4. 

トラブルシューティングについて詳しくは、トラブルシューティングガイドの「電源投⼊時
の問題のフローチャート」を参照してください。詳しくは、サーバーのドキュメントを参照
してください。

5. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•

http://www.hpe.com/info/poweradvisor
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


System power fault detected (XR: %1 %2 MID: 
%3)
エラークラス：0x000b | エラーコード：0x003c

症状
システムの電源障害が検出されました。
 

原因
システムに供給されている電⼒が不⼗分です。
 

アクション
HPE Power Advisorに連絡して、システムに⼗分な電⼒が供給されていることを確認します。必
要に応じて、システムに電⼒を追加します。詳しくは、HPE ProLiantサーバー - オンラインの
HPE Power Calculators（HPE Power Advisorユーティリティ）にアクセスしてください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
詳しくは、HPE Power Advisor（http://www.hpe.com/info/poweradvisor-ja）を参照してくださ
い。
サポートされる電源装置のリストは、サーバーのドキュメント（
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）に掲載されています。
以下の製品のトラブルシューティング情報について詳しくは、HPE ApolloおよびHPE ProLiant
サーバー⽤のHPE Gen10トラブルシューティングガイド（http://www.hpe.com/info/Gen10-
troubleshooting）の電源投⼊時の問題のフローチャートを参照してください。

XLシリーズサーバー•
MLおよびDLシリーズサーバー•
BLシリーズサーバーブレード•

HPE Synergy製品のトラブルシューティングについて詳しくは、HPE Synergyトラブルシュー
ティングガイド（http://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting-en）を参照してください。
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Information Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてくださ
い。

メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティングガイド•

http://www.hpe.com/info/poweradvisor%3C/a%3Ehttps://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c01510445&docLocale=en_US
http://www.hpe.com/info/poweradvisor%3C/a%3Ehttps://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c01510445&docLocale=en_US
http://www.hpe.com/info/poweradvisor%3C/a%3Ehttps://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c01510445&docLocale=en_US
http://www.hpe.com/info/poweradvisor%3C/a%3Ehttps://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c01510445&docLocale=en_US
http://www.hpe.com/info/poweradvisor%3C/a%3Ehttps://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c01510445&docLocale=en_US
http://www.hpe.com/info/poweradvisor%3C/a%3Ehttps://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c01510445&docLocale=en_US
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/poweradvisor
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/assistance


System power fault detected (XR: %1 %2 MID: 
%3)
エラークラス：0x000b | エラーコード：0x003d

症状
システムの電源障害が検出されました。
 

原因
システムに供給されている電⼒が不⼗分です。
 

アクション
HPE Power Advisorに連絡して、システムに⼗分な電⼒が供給されていることを確認します。必
要に応じて、システムに電⼒を追加します。詳しくは、HPE ProLiantサーバー - オンラインの
HPE Power Calculators（HPE Power Advisorユーティリティ）にアクセスしてください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
詳しくは、HPE Power Advisor（http://www.hpe.com/info/poweradvisor-ja）を参照してくださ
い。
サポートされる電源装置のリストは、サーバーのドキュメント（
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）に掲載されています。
以下の製品のトラブルシューティング情報について詳しくは、HPE ApolloおよびHPE ProLiant
サーバー⽤のHPE Gen10トラブルシューティングガイド（http://www.hpe.com/info/Gen10-
troubleshooting）の電源投⼊時の問題のフローチャートを参照してください。

XLシリーズサーバー•
MLおよびDLシリーズサーバー•
BLシリーズサーバーブレード•

HPE Synergy製品のトラブルシューティングについて詳しくは、HPE Synergyトラブルシュー
ティングガイド（http://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting-en）を参照してください。
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Information Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてくださ
い。

メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティングガイド•

http://www.hpe.com/info/poweradvisor%3C/a%3Ehttps://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c01510445&docLocale=en_US
http://www.hpe.com/info/poweradvisor%3C/a%3Ehttps://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c01510445&docLocale=en_US
http://www.hpe.com/info/poweradvisor%3C/a%3Ehttps://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c01510445&docLocale=en_US
http://www.hpe.com/info/poweradvisor%3C/a%3Ehttps://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c01510445&docLocale=en_US
http://www.hpe.com/info/poweradvisor%3C/a%3Ehttps://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c01510445&docLocale=en_US
http://www.hpe.com/info/poweradvisor%3C/a%3Ehttps://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c01510445&docLocale=en_US
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/poweradvisor
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/assistance


Smart Storage Battery failure (Battery %1, 
service information: %2)
エラークラス：0x000b | エラーコード：0x003e

症状
バッテリが認識されない。•
バッテリが充電されていない。•
バッテリまたはキャッシュモジュールに障害が発⽣していると報告される。•

 

原因
バッテリがこのサーバーでサポートされていない。1. 
バッテリのケーブルコネクターを取り付けなおす必要がある。2. 
バッテリが故障している。3. 

 

アクション
サポートされているSmart Storage Energy Packを取り付けて、Energy Packケーブルがしっかり
と接続されていることを確認します。iLO GUIでEnergy Packのステータスを確認します。
http://www.hpe.com/info/enterprise/docsにあるHPE ProLiant Gen10サーバートラブルシューティ
ングガイドのSmartアレイコントローラー⽤のHPE Smartストレージバッテリの問題のセクショ
ンを参照してください。
Energy Packのステータスの確認については、iLO 5のドキュメントを参照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
以下の製品のトラブルシューティング情報について詳しくは、HPE ApolloおよびHPE ProLiant
サーバー⽤のHPE Gen10トラブルシューティングガイド（http://www.hpe.com/info/Gen10-
troubleshooting）にあるHPEストレージバッテリの問題のフローチャートを参照してください。

XLシリーズサーバー•
MLおよびDLシリーズサーバー•
BLシリーズサーバーブレード•

HPE Synergy製品のトラブルシューティングについて詳しくは、HPE Synergyトラブルシュー
ティングガイド（http://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting-en）を参照してください。
電⼒要件について詳しくは、HPE Power Advisor（http://www.hpe.com/info/poweradvisor-ja）を
参照してください。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://h17007.www1.hpe.com/us/en/enterprise/servers/solutions/info-library/index.aspx?cat=moonshot#.W7Qmo2hKjIX
http://h17007.www1.hpe.com/us/en/enterprise/servers/solutions/info-library/index.aspx?cat=moonshot#.W7Qmo2hKjIX
http://h17007.www1.hpe.com/us/en/enterprise/servers/solutions/info-library/index.aspx?cat=moonshot#.W7Qmo2hKjIX
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/poweradvisor


HPEカスタマーセルフリペアビデオについて：
カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

http://www.hpe.com/support/selfrepair
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx


Smart Storage Energy Pack did not charge at the 
expected rate, indicating a faulty energy pack 
(Energy Pack %1, service information: 0x03)
エラークラス：0x000b | エラーコード：0x003f

症状
Smart Storage Energy Packが期待された⽐率まで充電されなかったため、Energy Packに障害が
発⽣したことを⽰しています（Energy Pack %1、サービス情報：0x03）
 

原因
バッテリがこのサーバーでサポートされていない。1. 
バッテリのケーブルコネクターを取り付けなおす必要がある。2. 
バッテリが故障している。3. 

 

アクション
サポートされているSmart Storage Energy Packを取り付けて、Energy Packケーブルがしっかり
と接続されていることを確認します。iLO GUIでEnergy Packのステータスを確認します。
http://www.hpe.com/info/enterprise/docsにあるHPE ProLiant Gen10サーバートラブルシューティ
ングガイドのSmartアレイコントローラー⽤のHPE Smartストレージバッテリの問題のセクショ
ンを参照してください。
Energy Packのステータスの確認については、iLO 5のドキュメントを参照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
以下の製品のトラブルシューティング情報について詳しくは、HPE ApolloおよびHPE ProLiant
サーバー⽤のHPE Gen10トラブルシューティングガイド（http://www.hpe.com/info/Gen10-
troubleshooting）にあるHPEストレージバッテリの問題のフローチャートを参照してください。

XLシリーズサーバー•
MLおよびDLシリーズサーバー•
BLシリーズサーバーブレード•

HPE Synergy製品のトラブルシューティングについて詳しくは、HPE Synergyトラブルシュー
ティングガイド（http://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting-en）を参照してください。
電⼒要件について詳しくは、HPE Power Advisor（http://www.hpe.com/info/poweradvisor-ja）を

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://h17007.www1.hpe.com/us/en/enterprise/servers/solutions/info-library/index.aspx?cat=moonshot#.W7Qmo2hKjIX
http://h17007.www1.hpe.com/us/en/enterprise/servers/solutions/info-library/index.aspx?cat=moonshot#.W7Qmo2hKjIX
http://h17007.www1.hpe.com/us/en/enterprise/servers/solutions/info-library/index.aspx?cat=moonshot#.W7Qmo2hKjIX
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/poweradvisor


参照してください。
HPEカスタマーセルフリペアビデオについて：

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

http://www.hpe.com/support/selfrepair
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx


Smart Storage Energy Pack discharged to below 
minimum voltage, resulting in the inability of the 
energy pack to recharge properly (Energy Pack 
%1, service information: 0x05)
エラークラス：0x000b | エラーコード：0x0041

症状
Smart Storage Energy Packが最⼩電圧未満に放電されたため、Energy Packを適切に再充電でき
ません（Energy Pack %1、サービス情報：0x05）。
 

原因
Energy Packは最⼩電圧を下回って放電したため、充電できません。1. 
Energy Packに障害が発⽣している。2. 

 

アクション
サポートされているSmart Storage Energy Packを取り付けて、Energy Packケーブルがしっかり
と接続されていることを確認します。iLO GUIでEnergy Packのステータスを確認します。
http://www.hpe.com/info/enterprise/docsにあるHPE ProLiant Gen10サーバートラブルシューティ
ングガイドのSmartアレイコントローラー⽤のHPE Smartストレージバッテリの問題のセクショ
ンを参照してください。
Energy Packのステータスの確認については、iLO 5のドキュメントを参照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
以下の製品のトラブルシューティング情報について詳しくは、HPE ApolloおよびHPE ProLiant
サーバー⽤のHPE Gen10トラブルシューティングガイド（http://www.hpe.com/info/Gen10-
troubleshooting）にあるHPEストレージバッテリの問題のフローチャートを参照してください。

XLシリーズサーバー•
MLおよびDLシリーズサーバー•
BLシリーズサーバーブレード•

HPE Synergy製品のトラブルシューティングについて詳しくは、HPE Synergyトラブルシュー
ティングガイド（http://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting-en）を参照してください。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://h17007.www1.hpe.com/us/en/enterprise/servers/solutions/info-library/index.aspx?cat=moonshot#.W7Qmo2hKjIX
http://h17007.www1.hpe.com/us/en/enterprise/servers/solutions/info-library/index.aspx?cat=moonshot#.W7Qmo2hKjIX
http://h17007.www1.hpe.com/us/en/enterprise/servers/solutions/info-library/index.aspx?cat=moonshot#.W7Qmo2hKjIX
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs


電⼒要件について詳しくは、HPE Power Advisor（http://www.hpe.com/info/poweradvisor-ja）を
参照してください。
HPEカスタマーセルフリペアビデオについて：

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

http://www.hpe.com/info/poweradvisor
http://www.hpe.com/support/selfrepair
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx


Smart Storage Energy Pack has exceeded the 
maximum amount of devices supported (Energy 
Pack %1, service information: 0x07)
エラークラス：0x000b | エラーコード：0x0042

症状
Smart Storage Energy Packがサポートされているデバイスの最⼤量を越えています（Energy 
Pack %1、サービス情報：0x07）
 

原因
Energy Packが⼗分に充電されていません。•
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る。•

 

アクション
ストレージコントローラーとNVDIMM構成がEnergy Packでサポートされていることを確認しま
す。Energy Packの充電には2時間かかります。iLO GUIでEnergy Packのステータスを確認しま
す。

Energy Packがサポートされていない場合は、サポートされているEnergy Packを取り付け
ます。

1. 

Energy Packのケーブルコネクターを取り付けなおします。2. 
Energy Packが損傷または故障しているかどうかを確認します。

そうでない場合は、Energy Packを取り付けなおしてください。•
Energy Packが損傷しているか故障している場合は、Energy Packを交換してくださ
い。

•

3. 

このトラブルシューティング情報をご覧になるには、Hewlett Packard Enterprise Information 
Library（http:// www.hpe.com/info/Gen10-troubleshooting）を参照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
以下の製品のトラブルシューティング情報について詳しくは、HPE ApolloおよびHPE ProLiant

http://www.hpe.com/info/Gen10-troubleshooting
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc


サーバー⽤のHPE Gen10トラブルシューティングガイド（http://www.hpe.com/info/Gen10-
troubleshooting）にあるHPEストレージバッテリの問題のフローチャートを参照してください。

XLシリーズサーバー•
MLおよびDLシリーズサーバー•
BLシリーズサーバーブレード•

HPE Synergy製品のトラブルシューティングについて詳しくは、HPE Synergyトラブルシュー
ティングガイド（http://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting-en）を参照してください。
電⼒要件について詳しくは、HPE Power Advisor（http://www.hpe.com/info/poweradvisor-ja）を
参照してください。
HPEカスタマーセルフリペアビデオについて：

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/poweradvisor
http://www.hpe.com/support/selfrepair
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx


Smart Storage Energy Pack failure (Energy Pack 
%1)
エラークラス：0x000b | エラーコード：0x0043

症状
Smart Storage Energy Packの障害（Energy Pack %1）
 

原因
Energy Packケーブルコネクターを取り付けなおす必要がある。1. 
Energy Packに障害が発⽣している。2. 

 

アクション
Energy Packが正しく取り付けられていることを確認します。Energy Packの充電には最⼤2時間
かかります。iLO GUIでEnergy Packのステータスを確認します。
Energy Packのステータスの確認については、iLO 5のドキュメントを参照してください。
次のいずれかを実⾏します。

Energy Packがサポートされていない場合は、サポートされているEnergy Packを取り付け
ます。

1. 

Energy Packのケーブルコネクターを取り付けなおします。2. 
Energy Packが損傷または故障しているかどうかを確認します。

そうでない場合は、Energy Packを取り付けなおしてください。•
Energy Packが損傷しているか故障している場合は、Energy Packを交換してくださ
い。

•

3. 

このトラブルシューティング情報をご覧になるには、Hewlett Packard Enterprise Information 
Library（http:// www.hpe.com/info/Gen10-troubleshooting）を参照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

http://h17007.www1.hpe.com/us/en/enterprise/servers/solutions/info-library/index.aspx?cat=moonshot#.W7Qmo2hKjIX
http://h17007.www1.hpe.com/us/en/enterprise/servers/solutions/info-library/index.aspx?cat=moonshot#.W7Qmo2hKjIX
http://h17007.www1.hpe.com/us/en/enterprise/servers/solutions/info-library/index.aspx?cat=moonshot#.W7Qmo2hKjIX
http://www.hpe.com/info/Gen10-troubleshooting
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Storage Enclosure power supply failure (Power 
Supply %2, Box %3, %4)
エラークラス：0x000b | エラーコード：0x0044

症状
%1ストレージエンクロージャー電源装置の障害（電源装置%2、ボックス%3、%4）
 

原因
電源装置の障害が検出されました。

このエンクロージャーでは電源装置はサポートされていません。1. 
電源装置を取り付けなおす必要があります。2. 
電源装置が故障しています。3. 

 

アクション
電源装置を取り付けなおすか、交換します。
 

サポートと他のリソース
詳しくは、HPE Power Advisor（http://www.hpe.com/info/poweradvisor-ja）を参照してくださ
い。
サポートされる電源装置のリストは、サーバーのドキュメント（
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）に掲載されています。
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Information Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてくださ
い。

メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティングガイド•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/poweradvisor
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


System power supply: %1 (Power Supply %2)
エラークラス：0x000b | エラーコード：0x0052

症状
電源LEDが電源装置の問題を⽰しています（LEDが⾚⾊、オレンジ⾊、または消灯）。
 

原因
電源装置が完全に取り付けられていない可能性がある。•
AC電源が供給されていない。•
電源装置に障害が発⽣しました。•
電源装置がスタンバイモードに⼊っている。•
電源装置の電流制限を超過した。•
サーバーで電源装置がサポートされていない。•
取り付けられているハードウェアの電⼒が⼗分でない。•
冗⻑電源装置が構成されているが、電源装置に互換性がない。•

 

アクション
電源装置を確認してから、障害が発⽣した電源装置をテストして交換してください。•
すべての電源コードがしっかりと差し込まれ、電源装置のLEDが緑⾊に点灯していることを
確認します。これは、電源が正常であることを⽰しています。

LEDが電源装置の問題を⽰す場合（⾚⾊、オレンジ⾊、または消灯）は、電源を調べ
ます。

○

電源が正常に機能している場合は、サーバーの電源がオフの状態で電源装置を取り外
して取り付けなおします。

○

それでも1つ以上の電源装置がAC電源の消失を⽰している場合は、影響を受ける電源
装置を交換してください。

○

•

 

サポートと他のリソース
詳しくは、HPE Power Advisor（http://www.hpe.com/info/poweradvisor-ja）を参照してくださ
い。
サポートされる電源装置のリストは、サーバーのドキュメント（
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）に掲載されています。
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Information Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてくださ
い。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•

HPEカスタマーセルフリペアビデオについて：
カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 

http://www.hpe.com/info/poweradvisor
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/support/selfrepair
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx


（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/assistance


Lost server power redundancy
エラークラス：0x000b | エラーコード：0x0053

症状
サーバーが冗⻑電源のしきい値を超えました。
 

原因
サーバーの総消費電⼒が、冗⻑電源の警告上限を超えました。
 

アクション
電源装置がサーバー構成の電⼒要件に対応していることを確認します。詳しくは、Hewlett 
Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/info/poweradvisor-ja）のHPE Power 
Advisorを参照してください。

1. 

このサーバーですべての電源装置がサポートされていることを確認します。詳しくは、サー
バーの製品QuickSpecsを参照してください。

2. 

電源装置にLEDがある場合は、LEDが問題を⽰すかどうかを確認します。
LEDが⾚⾊で表⽰される場合は、電源装置を交換します。a. 
LEDがオレンジ⾊で表⽰される場合、電源装置はスタンバイモードに⼊っています。b. 
サーバーの電源ボタンを押し続けます。c. 
LEDが消灯している場合は、電源を調べてください。その後、再度サーバーに電源を
⼊れます。

d. 

電源が正常に機能していても、LEDが消灯したままの場合は、電源装置を交換してく
ださい。

e. 

3. 

特に、最近、ドライブなどのハードウェアを追加した場合は、システムに⼗分な電⼒が供給
されていることを確認してください。システムに⼗分な電⼒が供給されていることを確認す
るには、新しく追加したコンポーネントを取り外します。問題が解決したら、そのときに電
源装置が必要です。IMLでシステムの情報を調べます。詳しくは、Hewlett Packard 
EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docsで⼊⼿できるサーバーのドキュメントを参照してく
ださい。

4. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。
.

http://www.hpe.com/info/poweradvisor
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


The system power supply or power source is 
malfunctioning
エラークラス：0x000b | エラーコード：0x0054

症状
システム電源装置または電源が故障しています。
 

原因
電源が電源装置に供給している電圧が⾼すぎる。•
電源装置のファンの回転が停⽌したが、電源装置はまだ動作している。•

 

アクション
何らかの原因で電源装置のファンが適切に回転しないようになっていないか確認します。
電源装置をチェックします。

電源ボタンを押して、電源を⼊れます。サーバーに、押すと元の位置に戻る電源ボタンがあ
る場合は、必ずこのスイッチをしっかりと押してください。システム電源LEDのステータス
について詳しくは、HPE ProLiant Gen10サーバートラブルシューティングガイド（
http://www.hpe.com/info/Gen10-troubleshooting）のシステム電源LEDの定義のセクションを
参照してください。

1. 

「接続不良」がないことを確認します。詳しくは、http://www.hpe.com/info/Gen10-
troubleshootingにあるHPE ProLiant Gen10サーバー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。

2. 

電源装置の電源LEDが点灯していることを確認します。3. 
別のデバイスをアース付きコンセントに接続してコンセントが機能しているかどうかを確認
します。また、電源が適⽤される基準を満たすことを確認してください。

4. 

電源コードを正常に機能することがわかっている電源コードと交換して、損傷していないこ
とを確認します。

5. 

電源ケーブルを正常に機能することがわかっている電源ケーブルと交換して、損傷していな
いことを確認します。

6. 

該当する回路ブレーカーがオンの位置に設定されていることを確認します。7. 
資格のある技術者に電圧を調べてもらい、必要な仕様を満たしていることを確認します。8. 
エンクロージャー動的消費電⼒上限またはエンクロージャー電⼒制限が、サポートされてい
るサーバーで有効になっている場合は、サーバーをサポートするために⼗分な電⼒が割り当
てられていることを確認します。詳しくは、以下のドキュメントを参照してください。

テクノロジー概要のHPE Power Capping and HPE Dynamic Power Capping for 
ProLiant servers（Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト
http://www.hpe.com/support/hpdpc）

•

HPE BladeSystem Onboard Administratorユーザーガイド（Hewlett Packard 
EnterpriseのWebサイトhttp://www.hpe.com/support/BladeSystem/docs）

•

9. 

 

サポートと他のリソース

http://www.hpe.com/info/Gen10-troubleshooting
http://www.hpe.com/info/Gen10-troubleshooting
http://www.hpe.com/info/Gen10-troubleshooting
http://www.hpe.com/support/hpdpc
http://www.hpe.com/support/BladeSystem/docs


当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Battery Backup Unit: %1 (Power Supply %2)
エラークラス：0x000b | エラーコード：0x0055

症状
電源装置のバッテリバックアップユニットが機能していない。
 

原因
電源装置のバッテリバックアップユニットで障害が発⽣した。•
電源装置のバッテリバックアップユニットがその寿命の終了に達したため、交換する必要が
ある。

•

 

アクション
バッテリバックアップユニットを含む電源装置を取り付けなおすか、交換します。

バッテリ交換が⽰されている場合は、バッテリバックアップユニットを交換します。1. 
バッテリ障害が⽰されている場合は、バッテリバックアップユニットを含む電源装置を取り
外して取り付けなおします。

2. 

新しいファームウェアバージョンが利⽤可能な場合は、電源装置のファームウェアをアップ
デートします。

3. 

この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
HPE Smartストレージバッテリの診断フローチャートについては、HPE ApolloおよびHPE 
ProLiantサーバー⽤のHPE Gen10トラブルシューティングガイド（
http://www.hpe.com/info/Gen10-troubleshooting）を参照してください。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/Gen10-troubleshooting


Smart Storage Energy Pack pre-failure (Energy 
Pack %1)
エラークラス：0x000b | エラーコード：0x0056

症状
Smart Storage Energy Packの事前障害（Energy Pack %1）
 

原因
Energy Packは事前障害の警告条件を満たしており、障害が発⽣すると予想されます。
 

アクション
iLO GUIでEnergy Packのステータスを確認します。Energy Packのステータスの確認について
は、iLO 5のドキュメントを参照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://h17007.www1.hpe.com/us/en/enterprise/servers/solutions/info-library/index.aspx?cat=moonshot#.W7Qmo2hKjIX
http://h17007.www1.hpe.com/us/en/enterprise/servers/solutions/info-library/index.aspx?cat=moonshot#.W7Qmo2hKjIX
http://h17007.www1.hpe.com/us/en/enterprise/servers/solutions/info-library/index.aspx?cat=moonshot#.W7Qmo2hKjIX
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


The Battery Backup Unit in Power Supply bay 
%1 is discharging
エラークラス：0x000b | エラーコード：0x0057

症状
電源装置のベイ%1のバッテリバックアップユニットが放電しています
 

原因
電源装置のバッテリバックアップユニットが放電中です。
 

アクション
操作は必要ありません。ただし、バッテリバックアップユニットが予期せず放電している場合
は、以下を実⾏してください。

電源装置のヘルスステータスを確認します。1. 
電源装置のコードが抜けているか、またはサーバーの⼊⼒電源が失われていないか確認しま
す。

2. 

この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


ASR detected by system ROM
エラークラス：0x000d | エラーコード：0x0001

症状
システムROMによってASRが検出されました
 

原因
システムROMが⾃動サーバー復旧を検出しました。
 

アクション
iLOファームウェアを最新バージョンにアップデートします。
ファームウェアをアップグレードする⽅法は複数あります。
HPEサポートのWebサイト：

https://www.hpe.com/jp/ja/support.htmlにアクセスします。1. 
HPEサーバー、ストレージ、ネットワークをクリックします。2. 
製品名を⼊⼒して、実⾏をクリックします。3. 
ドライバー、ソフトウェア、およびファームウェアを⼊⼿するをクリックします。4. 
該当するオペレーティングシステムを選択します。5. 
該当するパッチを選択してから、ダウンロードをクリックします。6. 

Smart Update Manager（SUM）:
Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/servers/hpsum/download
）からSUMをダウンロードします。

1. 

最新のSPPがあることを確認してください（http://www.hpe.com/jp/spp/download）。2. 
SUMを開き、Smartアレイドライバーが含まれているベースラインを追加します。ファーム
ウェアアップデートの具体的な⼿順については、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationにあるSmart Update Managerユーザーガイ
ドを参照してください。

3. 

Smart Update Tool（SUT）：
注記：SUTを使⽤するには、HPE OneViewをダウンロードしてインストールしておく必要があり
ます。詳しくは、HPE OneViewのドキュメント（http://www.hpe.com/info/ovvcenter/docs）を参
照してください。

SUTはHewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/info/hpsut）からダウ
ンロードしてください。

1. 

最新のSPPがあることを確認してください（http://www.hpe.com/jp/spp/download）。2. 
コマンドラインからSUTを実⾏して（On-Demand mode）、Smartアレイファームウェアを
アップデートします。詳しくは、HP SUTのドキュメント（http://www.hpe.com/info/sut-
docs）を参照してください。

3. 

Service Pack for ProLiant（SPP）：
SPPをHewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/jp/spp）からダウンロード
して、Smartアレイファームウェアをアップデートします。ファームウェアをアップデートする
⼿順については、SPPドキュメント（http://www.hpe.com/info/spp/documentation）を参照してく
ださい。
注記：SPPをダウンロードするには、Hewlett Packard Enterpriseとの契約およびHPEパスポート

https://www.hpe.com/us/en/support.html
http://www.hpe.com/servers/hpsum/download
http://www.hpe.com/servers/spp/download
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentation
http://www.hpe.com/info/ovvcenter/docs
http://www.hpe.com/info/hpsut
http://www.hpe.com/servers/spp/download
http://www.hpe.com/info/sut-docs
http://www.hpe.com/info/sut-docs
http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation


IDが必要です。HPEパスポートIDをお持ちでない場合は、http://www.hpe.com/info/insightonlineに
アクセスしてください。
注記：SPP全体をダウンロードするにはかなりの時間がかかります。
オンラインフラッシュコンポーネント
このコンポーネントは、サポートされるオペレーティングシステム上で直接インストールでき
る、アップデートされたシステムファームウェアを提供します。さらに、SUMと組み合わせて使
⽤すると、このスマートコンポーネントによって中央の場所からリモートサーバー上のファーム
ウェアをアップデートすることができます。
このリモート展開機能により、ファームウェアのアップデートを実⾏するためにサーバーの場所
に物理的にいる必要がなくなります。
ファームウェアアップデートの具体的な⼿順については、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationにあるSmart Update Managerユーザーガイドを参
照してください。
 

サポートと他のリソース
Service Pack for ProLiant（SPP）には、サーバードライバー、システムソフトウェア、ファーム
ウェアが含まれています。SPPについて詳しくは、SPPのWebサイト（
http://www.hpe.com/jp/spp）を参照してください。それぞれのSPPには、サーバーサポートガイ
ドが付属しており、サポートされるサーバーおよびサポートされるサーバーごとに使⽤可能なコ
ンポーネントが⼀覧表⽰されています。サーバーサポートガイドおよびService Pack for ProLiant
クイックスタートガイドは、SPP Information Library（
http://www.hpe.com/info/spp/documentation）で⼊⼿できます。
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docsで⼊⼿できるSmart Update Managerユーザーガイド
およびSUMベストプラクティスのプランニングガイドを参照してください。SPPはSmart Update 
Manager（SUM）を使⽤して、ファームウェアとシステムソフトウェアコンポーネントを展開し
ます。
HPE Synergy製品のファームウェアをアップデートするには、http://www.hpe.com/info/synergy-
docsにあるHPE Synergyファームウェアアップデートの概要を参照してください。

http://www.hpe.com/info/insightonline
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentations
http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs


ASR reset limit detected by system ROM
エラークラス：0x000d | エラーコード：0x0003

症状
システムROMによってASRリセット上限が検出されました。
 

原因
システムROMが、ASRがリセット上限に達したことを検出しました。
 

アクション
システムROMをアップデートします。
ファームウェアをアップグレードする⽅法は複数あります。
HPEサポートのWebサイト：

https://www.hpe.com/jp/ja/support.htmlにアクセスします。1. 
HPEサーバー、ストレージ、ネットワークをクリックします。2. 
製品名を⼊⼒して、実⾏をクリックします。3. 
ドライバー、ソフトウェア、およびファームウェアを⼊⼿するをクリックします。4. 
該当するオペレーティングシステムを選択します。5. 
該当するパッチを選択してから、ダウンロードをクリックします。6. 

Smart Update Manager（SUM）:
Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/servers/hpsum/download
）からSUMをダウンロードします。

1. 

最新のSPPがあることを確認してください（http://www.hpe.com/jp/spp/download）。2. 
SUMを開き、Smartアレイドライバーが含まれているベースラインを追加します。ファーム
ウェアアップデートの具体的な⼿順については、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationにあるSmart Update Managerユーザーガイ
ドを参照してください。

3. 

Smart Update Tool（SUT）：
注記：SUTを使⽤するには、HPE OneViewをダウンロードしてインストールしておく必要があり
ます。詳しくは、HPE OneViewのドキュメント（http://www.hpe.com/info/ovvcenter/docs）を参
照してください。

SUTはHewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/info/hpsut）からダウ
ンロードしてください。

1. 

最新のSPPがあることを確認してください（http://www.hpe.com/jp/spp/download）。2. 
コマンドラインからSUTを実⾏して（On-Demand mode）、Smartアレイファームウェアを
アップデートします。詳しくは、HP SUTのドキュメント（http://www.hpe.com/info/sut-
docs）を参照してください。

3. 

Service Pack for ProLiant（SPP）：
SPPをHewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/jp/spp）からダウンロード
して、ファームウェアをアップデートします。ファームウェアをアップデートする⼿順について
は、SPPドキュメント（http://www.hpe.com/info/spp/documentation）を参照してください。
注記：SPPをダウンロードするには、Hewlett Packard Enterpriseとの契約およびHPEパスポート
IDが必要です。HPEパスポートIDをお持ちでない場合は、http://www.hpe.com/info/insightonlineに

https://www.hpe.com/us/en/support.html
http://www.hpe.com/servers/hpsum/download
http://www.hpe.com/servers/spp/download
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentation
http://www.hpe.com/info/ovvcenter/docs
http://www.hpe.com/info/hpsut
http://www.hpe.com/servers/spp/download
http://www.hpe.com/info/sut-docs
http://www.hpe.com/info/sut-docs
http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/insightonline


アクセスしてください。
注記：SPP全体をダウンロードするにはかなりの時間がかかります。
オンラインフラッシュコンポーネント
このコンポーネントは、サポートされるオペレーティングシステム上で直接インストールでき
る、アップデートされたシステムファームウェアを提供します。さらに、SUMと組み合わせて使
⽤すると、このスマートコンポーネントによって中央の場所からリモートサーバー上のファーム
ウェアをアップデートすることができます。
このリモート展開機能により、ファームウェアのアップデートを実⾏するためにサーバーの場所
に物理的にいる必要がなくなります。
ファームウェアアップデートの具体的な⼿順については、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationにあるSmart Update Managerユーザーガイドを参
照してください。
 

サポートと他のリソース
Service Pack for ProLiant（SPP）には、サーバードライバー、システムソフトウェア、ファーム
ウェアが含まれています。SPPについて詳しくは、SPPのWebサイト（
http://www.hpe.com/jp/spp）を参照してください。それぞれのSPPには、サーバーサポートガイ
ドが付属しており、サポートされるサーバーおよびサポートされるサーバーごとに使⽤可能なコ
ンポーネントが⼀覧表⽰されています。サーバーサポートガイドおよびService Pack for ProLiant
クイックスタートガイドは、SPP Information Library（
http://www.hpe.com/info/spp/documentation）で⼊⼿できます。
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docsで⼊⼿できるSmart Update Managerユーザーガイド
およびSUMベストプラクティスのプランニングガイドを参照してください。SPPはSmart Update 
Manager（SUM）を使⽤して、ファームウェアとシステムソフトウェアコンポーネントを展開し
ます。
HPE Synergy製品のファームウェアをアップデートするには、http://www.hpe.com/info/synergy-
docsにあるHPE Synergyファームウェアアップデートの概要を参照してください。

http://www.hpe.com/info/hpsum/documentations
http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs


Automatic operating system shutdown %1
エラークラス：0x000e | エラーコード：0x0002

症状
オペレーティングシステムの⾃動シャットダウン%1
 

原因
考えられる原因

1つ以上の温度センサーが警告しきい値を超えた。•
ファンの故障または取り外しが原因で、ファンソリューションが⼗分ではなくなったと⾒な
される。

•

 

アクション
同時にログに記録されたメッセージでシャットダウンの原因を確認し、それに応じて問題を
解決します

1. 

ファンでエラーをチェックします。
ファンが正しく固定されていない。•
ファンの構成がサーバーの稼動要件を満たしていない。•
サーバーの通気が正しく確保されていない。•
1つまたは複数の必要なファンが取り付けられていない。•
必要なファンブランクが取り付けられていない。•
POST実⾏中またはIMLにエラーメッセージが表⽰される。•
1つまたは複数のファンが動作していない。•

詳しくは、HPE ProLiant Gen10サーバー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。

2. 

サーバーの通気が適切に確保され室温が要求される範囲内に保たれていることを確認してく
ださい。

3. 

詳しくは、http：//www.hpe.com/info/enterprise/docsにあるお使いのシステムのドキュメント
で、取り付けのガイドラインを参照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•

http://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting
http://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/assistance


A User initiated remote NMI Switch event 
detected
エラークラス：0x000e | エラーコード：0x0006

症状
ユーザーが開始したリモートNMIスイッチイベントが検出されました。
 

原因
システムが、仮想NMIボタンが押されたことを検出しました。
 

アクション
対応は不要です。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Network adapter link down (Slot %1, Port %2)
エラークラス：0x0011 | エラーコード：0x0008

症状
ネットワークアダプターのリンクがスロット%1、ポート%2でダウンしています。
 

原因
考えられる原因：

ファームウェアまたはドライバーが古くなっている、⼀致していない、または障害が発⽣し
ている。

1. 

NICまたはケーブルが適切に取り付けられていない。2. 
NIC、ケーブル、またはその他のハードウェアで障害が発⽣している。3. 
ハードウェアコンポーネントが同じ構成でサポートされていない。4. 
NICがサーバーではサポートされていない。5. 

 

アクション
HPE ProLiant Gen10サーバートラブルシューティングガイドのNICの問題のフローチャートを参
照してください。

ケーブルの両端が接続されていて、緩んでいないことを確認してください。1. 
Hewlett Packard EnterpriseサポートのWebサイトにアクセスして、以下の使⽤可能なアッ
プデートを確認してインストールします。

アダプターファームウェア•
アダプタードライバー•
システムROM。•

2. 

接続のもう⼀⽅の端にあるデバイスに電源が⼊っていて、正しく機能していることを確認し
てください。

3. 

オペレーティングシステムでネットワークポートが無効になっていないことを確認してくだ
さい。

4. 

別のケーブル、スイッチの別のポート、または別のスイッチを使⽤してください。5. 
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•

http://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting
http://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting
https://www.hpe.com/us/en/support.html
https://www.hpe.com/us/en/support.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Network adapter link down (Chassis %1, Slot 
%2, Port %3)
エラークラス：0x0011 | エラーコード：0x0009

症状
ネットワークアダプターのリンクがダウンしています（シャーシ%1、スロット%2、ポート%3）
 

原因
考えられる原因：

ファームウェアまたはドライバーが古くなっている、⼀致していない、または障害が発⽣し
ている。

1. 

NICまたはケーブルが適切に取り付けられていない。2. 
NIC、ケーブル、またはその他のハードウェアで障害が発⽣している。3. 
ハードウェアコンポーネントが同じ構成でサポートされていない。4. 
NICがサーバーではサポートされていない。5. 

 

アクション
HPE ProLiant Gen10サーバートラブルシューティングガイドのNICの問題のフローチャートを参
照してください。

ケーブルの両端が接続されていて、緩んでいないことを確認してください。1. 
Hewlett Packard EnterpriseサポートのWebサイトにアクセスして、以下の使⽤可能なアッ
プデートを確認してインストールします。

アダプターファームウェア•
アダプタードライバー•
システムROM。•

2. 

接続のもう⼀⽅の端にあるデバイスに電源が⼊っていて、正しく機能していることを確認し
てください。

3. 

オペレーティングシステムでネットワークポートが無効になっていないことを確認してくだ
さい。

4. 

別のケーブル、スイッチの別のポート、または別のスイッチを使⽤してください。5. 
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 

http://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting
http://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting
https://www.hpe.com/us/en/support.html
https://www.hpe.com/us/en/support.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc


Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。
ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


%1 Connectivity status changed to %2 for 
adapter in slot %3, port %4
エラークラス：0x0011 | エラーコード：0x000a

症状
スロット%3、ポート%4のアダプターの%1接続ステータスが%2に変更されました
 

原因
接続が失われている場合は、以下のいずれかが原因である可能性があります。

ファームウェアまたはドライバーが古くなっている、⼀致していない、または障害が発⽣し
ている。

•

NICまたはケーブルが適切に取り付けられていない。•
NIC、ケーブル、またはその他のハードウェアで障害が発⽣している。•
ハードウェアコンポーネントが同じ構成でサポートされていない。•
NICがサーバーではサポートされていない。•

 

アクション
接続が失われている場合は、

ケーブルの両端が接続されていて、緩んでいないことを確認してください。1. 
アダプターファームウェア、アダプタードライバー、およびシステムROMについて、アッ
プデートが利⽤可能かどうかを確認します。

2. 

接続のもう⼀⽅の端にあるデバイス（スイッチなど）に電源が⼊っていて、正しく機能して
いることを確認してください。

3. 

OSでネットワークポートが無効になっていないことを確認してください。4. 
別のケーブル、スイッチの別のポート、または別のスイッチを使⽤してください。5. 

ファームウェアのアップデート
ファームウェアをアップグレードする⽅法は複数あります。
HPEサポートのWebサイト：

https://www.hpe.com/jp/ja/support.htmlにアクセスします。1. 
HPEサーバー、ストレージ、ネットワークをクリックします。2. 
製品名を⼊⼒して、実⾏をクリックします。3. 
ドライバー、ソフトウェア、およびファームウェアを⼊⼿するをクリックします。4. 
該当するオペレーティングシステムを選択します。5. 
該当するパッチを選択してから、ダウンロードをクリックします。6. 

Smart Update Manager（SUM）:
Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/servers/hpsum/download
）からSUMをダウンロードします。

1. 

最新のSPPがあることを確認してください（http://www.hpe.com/jp/spp/download）。2. 
SUMを開き、Smartアレイドライバーが含まれているベースラインを追加します。ファーム
ウェアアップデートの具体的な⼿順については、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationにあるSmart Update Managerユーザーガイ
ドを参照してください。

3. 

https://www.hpe.com/us/en/support.html
http://www.hpe.com/servers/hpsum/download
http://www.hpe.com/servers/spp/download
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentation


Smart Update Tool（SUT）：
注記：SUTを使⽤するには、HPE OneViewをダウンロードしてインストールしておく必要があり
ます。詳しくは、HPE OneViewのドキュメント（http://www.hpe.com/info/ovvcenter/docs）を参
照してください。

SUTはHewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/info/hpsut）からダウ
ンロードしてください。

1. 

最新のSPPがあることを確認してください（http://www.hpe.com/jp/spp/download）。2. 
コマンドラインからSUTを実⾏して（On-Demand mode）、Smartアレイファームウェアを
アップデートします。詳しくは、HP SUTのドキュメント（http://www.hpe.com/info/sut-
docs）を参照してください。

3. 

Service Pack for ProLiant（SPP）：
SPPをHewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/jp/spp）からダウンロード
して、ファームウェアをアップデートします。ファームウェアをアップデートする⼿順について
は、SPPドキュメント（http://www.hpe.com/info/spp/documentation）を参照してください。
注記：SPPをダウンロードするには、Hewlett Packard Enterpriseとの契約およびHPEパスポート
IDが必要です。HPEパスポートIDをお持ちでない場合は、http://www.hpe.com/info/insightonlineに
アクセスしてください。
注記：SPP全体をダウンロードするにはかなりの時間がかかります。
オンラインフラッシュコンポーネント
このコンポーネントは、サポートされるオペレーティングシステム上で直接インストールでき
る、アップデートされたシステムファームウェアを提供します。さらに、SUMと組み合わせて使
⽤すると、このスマートコンポーネントによって中央の場所からリモートサーバー上のファーム
ウェアをアップデートすることができます。
このリモート展開機能により、ファームウェアのアップデートを実⾏するためにサーバーの場所
に物理的にいる必要がなくなります。
ファームウェアアップデートの具体的な⼿順については、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationにあるSmart Update Managerユーザーガイドを参
照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

http://www.hpe.com/info/ovvcenter/docs
http://www.hpe.com/info/hpsut
http://www.hpe.com/servers/spp/download
http://www.hpe.com/info/sut-docs
http://www.hpe.com/info/sut-docs
http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/insightonline
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentations
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Fibre Channel Host Controller has a new Status 
%1
エラークラス：0x0011 | エラーコード：0x000b

症状
ファイバーチャネルホストコントローラーが新しいステータス%1になりました
 

原因
コントローラーに障害が発⽣しました。
 

アクション
コントローラーを交換してください。
取り外しおよび交換⼿順については、Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト（ 
http://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs）で⼊⼿できる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。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs
http://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Redundancy status changed to %1 by adapter in 
slot %2, port %3
エラークラス：0x0011 | エラーコード：0x000c

症状
スロット%2、ポート%3のアダプターによって、冗⻑ステータスが%1に変更されました
 

原因
冗⻑性が低下した場合は、次のいずれかが原因である可能性があります。

ファームウェアまたはドライバーが古くなっている、⼀致していない、または障害が発⽣し
ている。

•

NICまたはケーブルが適切に取り付けられていない。•
NIC、ケーブル、またはその他のハードウェアで障害が発⽣している。•
ハードウェアコンポーネントが同じ構成でサポートされていない。•
NICがサーバーではサポートされていない。•

 

アクション
冗⻑性が低下した場合は、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。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の交換が必要になる場合があります。
冗⻑性が低下した場合は、以下を実⾏してください。

ケーブルの両端が接続されていて、緩んでいないことを確認してください。1. 
アダプターファームウェア、アダプタードライバー、およびシステムROMについて、アッ
プデートが利⽤可能かどうかを確認します。

2. 

接続のもう⼀⽅の端にあるデバイス（スイッチなど）に電源が⼊っていて、正しく機能して
いることを確認してください。

3. 

オペレーティングシステムでネットワークポートが無効になっていないことを確認してくだ
さい。

4. 

別のケーブル、スイッチの別のポート、または別のスイッチを使⽤してください。5. 
ファームウェアのアップデート
ファームウェアをアップグレードする⽅法は複数あります。
HPEサポートのWebサイト：

https://www.hpe.com/jp/ja/support.htmlにアクセスします。1. 
HPEサーバー、ストレージ、ネットワークをクリックします。2. 
製品名を⼊⼒して、実⾏をクリックします。3. 
ドライバー、ソフトウェア、およびファームウェアを⼊⼿するをクリックします。4. 
該当するオペレーティングシステムを選択します。5. 
該当するパッチを選択してから、ダウンロードをクリックします。6. 

Smart Update Manager（SUM）:
Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/servers/hpsum/download
）からSUMをダウンロードします。

1. 

最新のSPPがあることを確認してください（http://www.hpe.com/jp/spp/download）。2. 

https://www.hpe.com/us/en/support.html
http://www.hpe.com/servers/hpsum/download
http://www.hpe.com/servers/spp/download


SUMを開き、Smartアレイドライバーが含まれているベースラインを追加します。ファーム
ウェアアップデートの具体的な⼿順については、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationにあるSmart Update Managerユーザーガイ
ドを参照してください。

3. 

Smart Update Tool（SUT）：
注記：SUTを使⽤するには、HPE OneViewをダウンロードしてインストールしておく必要があり
ます。詳しくは、HPE OneViewのドキュメント（http://www.hpe.com/info/ovvcenter/docs）を参
照してください。

SUTはHewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/info/hpsut）からダウ
ンロードしてください。

1. 

最新のSPPがあることを確認してください（http://www.hpe.com/jp/spp/download）。2. 
コマンドラインからSUTを実⾏して（On-Demand mode）、Smartアレイファームウェアを
アップデートします。詳しくは、HP SUTのドキュメント（http://www.hpe.com/info/sut-
docs）を参照してください。

3. 

Service Pack for ProLiant（SPP）：
SPPをHewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/jp/spp）からダウンロード
して、Smartアレイファームウェアをアップデートします。ファームウェアをアップデートする
⼿順については、SPPドキュメント（http://www.hpe.com/info/spp/documentation）を参照してく
ださい。
注記：SPPをダウンロードするには、Hewlett Packard Enterpriseとの契約およびHPEパスポート
IDが必要です。HPEパスポートIDをお持ちでない場合は、http://www.hpe.com/info/insightonlineに
アクセスしてください。
注記：SPP全体をダウンロードするにはかなりの時間がかかります。
オンラインフラッシュコンポーネント
このコンポーネントは、サポートされるオペレーティングシステム上で直接インストールでき
る、アップデートされたシステムファームウェアを提供します。さらに、SUMと組み合わせて使
⽤すると、このスマートコンポーネントによって中央の場所からリモートサーバー上のファーム
ウェアをアップデートすることができます。
このリモート展開機能により、ファームウェアのアップデートを実⾏するためにサーバーの場所
に物理的にいる必要がなくなります。
ファームウェアアップデートの具体的な⼿順については、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationにあるSmart Update Managerユーザーガイドを参
照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•

http://www.hpe.com/info/hpsum/documentation
http://www.hpe.com/info/ovvcenter/docs
http://www.hpe.com/info/hpsut
http://www.hpe.com/servers/spp/download
http://www.hpe.com/info/sut-docs
http://www.hpe.com/info/sut-docs
http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/insightonline
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentations
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


All links are down in adapter %1 in slot %2
エラークラス：0x0011 | エラーコード：0x000d

症状
スロット%2のアダプター%1のリンクがすべてダウンしています
 

原因
アダプターへの接続、またはサーバーから外部デバイスへの接続が切断されました。
 

アクション
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。
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の交換が必要になる場合が
あります。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


iSCSI link/session is down
エラークラス：0x0012 | エラーコード：0x0002

症状
iSCSIリンク/セッションがダウンしています
 

原因
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
iSCSIイニシエータードライバーのステータスまたはiSCSIイニシエーター/ターゲット構成を確認
します。問題が⾒つからない場合、iSCSIイニシエータードライバーをインストールする必要があ
るか、iSCSIセッションをイニシエーターおよびターゲットシステムで構成する必要があります。
詳しくは、http：//www.hpe.com/support/storageのストレージサポートおよびトラブルシュー
ティングページで製品情報を確認してください。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/support/storage
http://www.hpe.com/support/storage
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


%1 Smart Array - Controller failure (Status: %2)
エラークラス：0x0013 | エラーコード：0x0012

症状
%1 Smartアレイ - コントローラーの障害（ステータス：%2）
 

原因
コントローラーが正しく固定されていないか、取り付けられていない。•
コントローラーのファームウェアが古くなっています。•
コントローラーが故障している。•
コントローラーが物理的に損傷している。•
コントローラーがサーバーでサポートされていない。•

 

アクション
コントローラーがサーバーでサポートされていることを確認します。1. 
コントローラーが物理的に損傷していないことを確認します。2. 
キャッシュモジュールを取り付けなおしてください。3. 
コントローラーをPCIスロットに取り付けなおします。4. 
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。
Service Pack for ProLiant（SPP）には、サーバードライバー、システムソフトウェア、
ファームウェアが含まれています。SPPについて詳しくは、SPPのWebサイト
http://www.hpe.com/jp/sppを参照してください。それぞれのSPPには、サーバーサポートガ
イドが付属しており、サポートされるサーバーおよびサポートされるサーバーごとに使⽤可
能なコンポーネントが⼀覧表⽰されています。サーバーサポートガイドおよびService Pack 
for ProLiantクイックスタートガイドは、SPP Information Library（
http://www.hpe.com/info/spp/documentation）で⼊⼿できます。
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docsで⼊⼿できるSmart Update Managerユーザーガ
イドおよびSUMベストプラクティスのプランニングガイドを参照してください。SPPは
Smart Update Manager（SUM）を使⽤して、ファームウェアとシステムソフトウェアコン
ポーネントを展開します。
HPE Synergy製品のファームウェアをアップデートするには、HPE Synergyファームウェア
とドライバーアップデートのためのベストプラクティスhttp://www.hpe.com/info/synergy-
docsを参照してください。

5. 

問題が解決されない場合は、コントローラーを交換します。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されま
す。お客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービス
ガイドを参照してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

6. 

 

http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc


サポートと他のリソース
ご使⽤の製品でサポートされているコントローラーのリストについては、Hewlett Packard 
Enterprise Information Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてくださ
い。
HPEカスタマーセルフリペアビデオについて：

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/support/selfrepair
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Drive array controller failure (chassis %1, Slot 
%2)
エラークラス：0x0013 | エラーコード：0x0013

症状
ドライブアレイコントローラーは反応していません。
 

原因
コントローラーが正しく固定されていないか、取り付けられていない。•
コントローラーのファームウェアが古くなっています。•
コントローラーが故障している。•
コントローラーが物理的に損傷している。•
コントローラーがサーバーでサポートされていない。•

 

アクション
コントローラーがサーバーでサポートされていることを確認します。1. 
コントローラーが物理的に損傷していないことを確認します。2. 
キャッシュモジュールを取り付けなおしてください。3. 
コントローラーをPCIスロットに取り付けなおします。4. 
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。5. 
問題が解決されない場合は、コントローラーを交換します。6. 
コントローラーがサーバーでサポートされていることを確認します。7. 
コントローラーが物理的に損傷していないことを確認します。8. 
キャッシュモジュールを取り付けなおしてください。9. 
コントローラーをPCIスロットに取り付けなおします。10. 

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。
Service Pack for ProLiant（SPP）には、サーバードライバー、システムソフトウェア、ファーム
ウェアが含まれています。SPPについて詳しくは、SPPのWebサイトhttp://www.hpe.com/jp/spp
を参照してください。それぞれのSPPには、サーバーサポートガイドが付属しており、サポート
されるサーバーおよびサポートされるサーバーごとに使⽤可能なコンポーネントが⼀覧表⽰され
ています。サーバーサポートガイドおよびService Pack for ProLiantクイックスタートガイドは、
SPP Information Library（http://www.hpe.com/info/spp/documentation）で⼊⼿できます。
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docsで⼊⼿できるSmart Update Managerユーザーガイド
およびSUMベストプラクティスのプランニングガイドを参照してください。SPPはSmart Update 
Manager（SUM）を使⽤して、ファームウェアとシステムソフトウェアコンポーネントを展開し
ます。
HPE Synergy製品のファームウェアをアップデートするには、HPE Synergyファームウェアとド
ライバーアップデートのためのベストプラクティスhttp://www.hpe.com/info/synergy-docsを参照
してください。
コントローラーを交換してください。

コントローラーが保証または契約対象であることを確認してください。1. 

http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs


カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。
http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Information Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてくださ
い。

メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティングガイド•

HPEカスタマーセルフリペアビデオについて：
カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


%1 Smart Array—Drive is failed: Port %2 Box 
%3 Bay %4
エラークラス：0x0013 | エラーコード：0x0014

症状
%1 Smartアレイ—ドライブが故障しています：ポート%2、ボックス%3、ベイ%4
 

原因
考えられる原因：

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
「接続不良」がないことを確認します。詳しくは、HPE ProLiant Gen10サーバートラブル
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。

1. 

次のコンポーネントについて、アップデートが利⽤可能かどうかを確認します。
Smartアレイコントローラーファームウェア•
Dynamic Smartアレイドライバー•
ホストバスアダプターファームウェア•
エキスパンダーバックプレーンSEPファームウェア•
システムROM•

2. 

ドライブまたはバックプレーンが正しくケーブル接続されていることを確認します。3. 
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
SCSIケーブルが機能することを確認します。

4. 

サーバーの動作時には、ドライブブランクが正しく取り付けられているようにします。ドラ
イブが過熱し、応答が遅くなったりドライブ障害が発⽣したりする可能性があります。

5. 

HPE SSAを実⾏して、障害が発⽣したドライブのステータスを確認します。
詳しくは、HPE ProLiant Gen10サーバートラブルシューティングガイドのHPE Smart 
Storage Administratorを参照してください。

6. 

アレイ内の交換⽤ドライブが同じ容量以上であることを確認します。7. 
アレイ内の交換⽤ドライブが同じドライブタイプ（SAS、SATA、SSDなど）であることを
確認します。

8. 

サーバーの電源を切って、⼊れなおします。ドライブが認識されたら、ドライブファーム
ウェアのアップデートが必要かどうか確認します。

9. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•

http://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting
http://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting
http://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting
http://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting
http://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


リリースノート•
Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Smart Array - SSD wear status level changed.
エラークラス：0x0013 | エラーコード：0x0015

症状
Smartアレイ - SSD Wearステータスレベルが変更されました。
 

原因
SSD Wearステータスレベルが以下のいずれかに変更されました。

Unknown1. 
OK2. 
56 Days Remaining3. 
5 Percent Remaining4. 
2 Percent Remaining5. 
SSD Wear Out. Drive will indicate a predictive failure alert.6. 

 

アクション
使⽤パターンと業務要件に応じて、ドライブ交換またはワークロード変更を準備します。
指⽰がある場合は、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。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


%1 Smart Array - Predictive drive is failed: Port 
%2 Box %3 Bay %4
エラークラス：0x0013 | エラーコード：0x0016

症状
%1 Smartアレイ - 予測可能なドライブ障害：ポート%2、ボックス%3、ベイ%4
 

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らない可能性が
あります。
 

アクション
このドライブがフォールトトレラントボリュームの⼀部ではない場合は、ドライブを交換する前
にすべてのデータをバックアップし、後ですべてのデータを復元します。（または）このドライ
ブがフォールトトレラントボリュームの⼀部である場合は、論理ドライブのステータスがOKであ
る場合を除き、このドライブを交換しないでください。
「接続不良」がないことを確認します。詳しくは、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。

次のコンポーネントについて、アップデートが利⽤可能かどうかを確認します。
Smartアレイコントローラーファームウェア•
Dynamic Smartアレイドライバー•
ホストバスアダプターファームウェア•
エキスパンダーバックプレーンSEPファームウェア•
システムROM•

1. 

ドライブまたはバックプレーンが正しくケーブル接続されていることを確認します。2. 
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
SCSIケーブルが機能することを確認します。

3. 

サーバーの動作時には、ドライブブランクが正しく取り付けられているようにします。ドラ
イブが過熱し、応答が遅くなったりドライブ障害が発⽣したりする可能性があります。

4. 

Insight Diagnosticsを実⾏してください。指⽰に従って故障したコンポーネントを交換しま
す。

5. 

Storage Administration Utilityを実⾏して、障害が発⽣したドライブのステータスを確認しま
す。

6. 

アレイ内の交換⽤ドライブが同じ容量以上であることを確認します。7. 
アレイ内の交換⽤ドライブが同じドライブタイプ（SAS、SATA、SSDなど）であることを
確認します。

8. 

サーバーの電源を切って、⼊れなおします。ドライブが認識されたら、ドライブファーム
ウェアのアップデートが必要かどうか確認します。

9. 

この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お

1. 

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html


客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。
http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


%1 Smart Array: Drive could not be 
authenticated as genuine drive. Smart Array will 
not control the LEDs: Port %2 Box %3 Bay %4
エラークラス：0x0013 | エラーコード：0x0018

症状
%1 Smartアレイ：ドライブを純正のドライブとして認証できませんでした。LEDは、Smartアレ
イにより制御されません：ポート%2、ボックス%3、ベイ%4。
 

原因
ドライブを純正の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、Smart Storage Administratorツール
を実⾏してください。詳しくは、Smart Storage Administratorユーザーガイドを参照してくださ
い。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=c03909334
https://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=c03909334
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


%1 Smart Array: Drive status changed. Status is 
%2
エラークラス：0x0013 | エラーコード：0x001e

症状
%1 Smartアレイ：ドライブのステータスが変化しました。ステータスは%2です
 

原因
ハード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。
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構成されている場合は、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。
 

アクション
物理ドライブのステータスが障害、障害予測、消耗、または未認証の場合は、ドライブを交換し
てください。
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。
詳しくは、http://www.hpe.com/info/enterprise/docsにあるシステムのサービスおよびメンテナン
スガイドを参照してください。
このトラブルシューティング情報をご覧になるには、Hewlett Packard Enterprise Information 
Library（http:// www.hpe.com/info/Gen10-troubleshooting）を参照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/info/Gen10-troubleshooting
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


い。
カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Solid state disk wear status is now %1 for drive 
at location %2 connected to controller in %3
エラークラス：0x0013 | エラーコード：0x001f

症状
%3のコントローラーに接続されている場所%2にあるSSD Wearステータスが%1になりました。
 

原因
次のような原因が考えられます。

SmartSSD Wearゲージのログがいっぱいです。Wearゲージパラメーターは使⽤できませ
ん。

•

SSDの空き容量が残り5%を切っています。•
SSDの空き容量が残り2%を切っています。•
SSDが最⼤書き込み使⽤量の上限（寿命）に達するまでに予測されている⽇数は56⽇もあ
りません。できるだけ早く交換する必要があります。

•

SSDの空き容量が残り5%を切っています。最⼤使⽤量の上限に達するまでに予測されてい
る⽇数は56⽇もありません。できるだけ早く交換する必要があります。

•

SSDの空き容量が残り2%を切っています。最⼤使⽤量の上限に達するまでに予測されてい
る⽇数は56⽇もありません。できるだけ早く交換する必要があります。

•

SSDが書き込み最⼤使⽤制限値（寿命）に達したため、直ちに交換してください。•
 

アクション
SSDが消耗ステータスの場合、ドライブを交換してください。
追加情報については、Information Library（http://www.hpe.com/info/Gen10-troubleshooting）にア
クセスしてください。
HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

http://www.hpe.com/info/Gen10-troubleshooting
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


ATA disk drive status is now %1 for drive %2
エラークラス：0x0013 | エラーコード：0x0020

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）
重要度：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wearoutの場合は、ドライブを交換
してください。詳しくは、http://www.hpe.com/info/enterprise/docsにあるシステムのメンテナン
ス&サービスガイドを参照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


%1 Smart Array - Logical drive status changed to 
%2
エラークラス：0x0013 | エラーコード：0x0021

症状
%1 Smartアレイ - 論理ドライブのステータスが%2に変更されました
 

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。
 

アクション
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。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。物理ドライブの交換⽅法につい
ては、Hewlett Packard Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にある、特
定サーバー⽤のメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


%1 Smart Array—Cache module board lost 
backup power.
エラークラス：0x0013 | エラーコード：0x0023

症状
%1 Smartアレイ—キャッシュモジュールボードのバックアップ電源が失われました。
 

原因
エージェントが、キャッシュモジュールボード（場所%1）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。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


%1 Smart Array—Cache module board backup 
power source status is failed
エラークラス：0x0013 | エラーコード：0x0024

症状
％1 Smartアレイ—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。
 

原因
%1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。
 

アクション
バックアップ電源を交換してください。
重要な安全および準拠情報
このユーザーおよびメンテナンスガイドの⼿順を実⾏する前に、このドキュメントに記載されて
いるすべての注意と警告を必ずお読みください。問題の発⽣を防⽌するため、サーバーのドキュ
メントに掲載されている警告、注意、および安全に関する情報を必ずよく読んでから、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。
安全と規定準拠
安全と環境、規定に関する重要な情報は、HP Webサイト http://www.hp.com/support/Safety-
Compliance-EnterpriseProductsにあるSafety and Compliance Information for Server, Storage, 
Power, Networking, and Rack Productsを参照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

http://www.hp.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts
http://www.hp.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Storage system fan status changed to %1 for 
location %2 connected to controller %3
エラークラス：0x0013 | エラーコード：0x0028

症状
コントローラー%3に接続された位置%2のストレージシステムのファンステータスが%1に変化し
ました。
 

原因
考えられる原因：

1つまたは複数のファンが正しく固定されていない。•
ファンの構成がサーバーの稼動要件を満たしていない。•
サーバーの通気が正しく確保されていない。•
1つまたは複数の必要なファンが取り付けられていない。•
必要なファンブランクが取り付けられていない。•
POST実⾏中にエラーメッセージが表⽰される。•
1つまたは複数のファンが動作していない。•

 

アクション
ファンが正しく固定され動作していることを確認します。

サーバーのドキュメントの⼿順および警告に従って、アクセスパネルを取り外し、
ファンにアクセスして、ファンを交換します。

a. 

正しい⼿順に従って、各ファンを取り外してから取り付けなおします。b. 
アクセスパネルを元に戻してサーバーを再起動します。c. 

1. 

ファンの構成がサーバーの稼動要件を満たしていることを確認します。2. 
通気の問題がないことを確認します。アクセスパネルを取り外したまま⻑時間サーバーを稼
動させている場合、通気が妨げられ、温度上昇によりコンポーネントが損傷する場合があり
ます。

3. 

サーバーの起動中に温度異常情報やファン障害情報を⽰すPOSTエラーメッセージが表⽰さ
れていないことを確認します。

4. 

iLOまたはオプションのIMLビューアーを使⽤してIMLを参照し、ファンに関するイベントリ
ストエラーメッセージが⽰されていないかどうかを確認します。

5. 

iLO Webインターフェイスで、電⼒ & 温度ページの順に進み、次の情報を確認します。
ファンタブをクリックし、ファンのステータス、ファンの速度、および通気要件を確
認します。

a. 

温度タブをクリックしてから、温度タブで各場所の温度表⽰値を確認します。ホット
スポットが⾒つかった場合は、通気がケーブルや他の異物でふさがれていないことを
確認します。ホットスポットは絶対温度ではなく、コンポーネントの仕様に対する相
対温度です。ホットスポットは、センサー上の温度タブに⼀覧表⽰されている警告し
きい値の3°C以内の温度として定義されます。

b. 

6. 

動作していない必要なファンを交換してサーバーを再起動します。7. 
すべてのファンスロットにファンまたはブランクが取り付けられていることを確認します。8. 



通気の要件については、サーバーのドキュメントを参照してください。
ファンの通気がケーブルや他の異物でふさがれていないことを確認します。9. 

詳しくは、HPE ProLiant Gen10サーバートラブルシューティングガイドを参照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting
http://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Storage system temperature status changed to 
%1 for location %2 connected to controller %3.
エラークラス：0x0013 | エラーコード：0x0029

症状
コントローラー％3に接続された位置%2のストレージシステムの温度ステータスが%1に変化しま
した。
 

原因
ストレージシステムの温度は正常な動作範囲内ですが、％2のコントローラーに接続されている場
所%1のストレージシステムは温度監視をサポートしていません。
 

アクション
温度ステータスが'degraded'または'failed'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。環境が適切に冷却されており、どのコンポーネントも過熱していないことを確認してく
ださい
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Storage system power supply status changed to 
%1 for location %2 connected to controller %3
エラークラス：0x0013 | エラーコード：0x002a

症状
コントローラー%3に接続された位置%2のストレージシステムの電源装置ステータスが%1に変化
しました。
 

原因
以下のいずれかになります。

電源装置が完全に取り付けられていない。•
AC電源が供給されていない。•
電源装置に障害が発⽣している。•
電源装置がスタンバイモードに⼊っている。•
電源装置の電流制限を超過した。•
サーバーで電源装置がサポートされていない。•
取り付けられているハードウェアの電⼒が⼗分でない。•
冗⻑電源装置が構成されているが、電源装置に互換性がない。•

 

アクション
電源装置を回復するかパワーサプライを交換してください。

「接続不良」がないことを確認します。1. 
電源装置にLEDがある場合、各電源装置が正常に動作していることをLEDが⽰しているかど
うかを確認してください。

LEDが電源装置の問題を⽰す場合（⾚⾊、オレンジ⾊、または消灯）は、電源を調べ
ます。

•

電源が正常に機能している場合は、電源装置を交換してください。•

2. 

特に、ドライブなどのハードウェアを最近追加した場合は、システムに⼗分な電⼒があるこ
とを確認してください。新しく追加したコンポーネントを取り外すと問題が解決する場合
は、追加の電源装置が必要です。IMLでシステムの情報を調べます。HPE Power Advisorに
ついて詳しくは、ここをクリックしてください。

3. 

冗⻑構成を実⾏する場合は、システム内のすべての電源装置のスペア部品番号が同じであ
り、サーバーがサポートしていることを確認してください。

4. 

この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

http://www.hpe.com/info/poweradvisor
http://www.hpe.com/info/poweradvisor
http://www.hpe.com/info/poweradvisor
http://www.hpe.com/info/poweradvisor
http://www.hpe.com/info/poweradvisor
http://www.hpe.com/info/poweradvisor
http://www.hpe.com/info/poweradvisor
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc


サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Storage system connection status changed to 
%1 for location %2 connected to controller %3
エラークラス：0x0013 | エラーコード：0x002b

症状
コントローラー%3に接続された位置%2のストレージシステムの接続ステータスが%1に変化しま
した。
 

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。
 

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復元してくだ
さい。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


%1 Smart Array: Spare status is changed to %2
エラークラス：0x0013 | エラーコード：0x002c

症状
%1 Smartアレイ：スペアステータスが%2に変化しました
 

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。
 

アクション
スペアドライブのステータスが障害の場合は、ドライブを交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard EnterpriseのWebサイトにあるお使いの製品⽤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（http://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs）•
HPE Synergy（http://www.hpe.com/info/synergy-docs）•

問題が解決しない場合、Hewlett Packard Enterpriseでは、サーバーの問題の読み取り、診断、お
よび解決に使⽤するオンラインツールであるActive Health System Viewer（AHSV）にAHSログを
アップロードする際にトラブルシューティングを⽀援するルールのセットを定義しています。

サーバーから、AHSログをダウンロードします。1. 
http://www.hpe.com/servers/ahsvでAHSVにログインしてから、必要なパスポートアカウン
トを⼊⼒します。

2. 

AHSログをAHSVにアップロードします。3. 
AHSVダッシュボードページに移動して、エラーを確認します。4. 
Fault Detection Analyticsページに移動して、他のエラー条件と修正を特定します。5. 

AHSログがアップロードされた後でもHewlett Packard Enterpriseからのサポートが必要な場合
は、AHSVを使⽤してサポートケースを作成することができます。
AHSVダッシュボードに移動し、NavigationメニューからCreate a Support Caseをクリックしま
す。
Case Creationウィンドウが表⽰されます。

連絡先情報をフォームに記⼊します。1. 
Issue sectionで、以下を⼊⼒します。

問題の説明•
ケースコメント•

2. 

Submitをクリックします。サポートケースはHewlett Packard Enterpriseサポートに送信さ
れて、⾼度な診断とトラブルシューティングが⾏われます。⼊⼒されていない情報がある場
合は、⾚い枠線のブロックが表⽰されて、ポップアップウィンドウに何を追加すべきかが⽰
されます。

3. 

Hewlett Packard Enterpriseサポートが問題を解決して、報告します。4. 
Active Health System Viewer User Guideを参照してください。
 

サポートと他のリソース

http://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/servers/ahsv
http://www.hpe.com/support/ahsv-ug-en


当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Unrecoverable I/O error has occurred
エラークラス：0x0014 | エラーコード：0x0005

症状
復旧不能なI/Oエラーが発⽣しました。可能な場合は、システムファームウェアにより別のIML
メッセージエントリーに詳細が記録されます。
 

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
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。
ファームウェアをアップグレードする⽅法は複数あります。
HPEサポートのWebサイト：

https://www.hpe.com/jp/ja/support.htmlにアクセスします。1. 
HPEサーバー、ストレージ、ネットワークをクリックします。2. 
製品名を⼊⼒して、実⾏をクリックします。3. 
ドライバー、ソフトウェア、およびファームウェアを⼊⼿するをクリックします。4. 
該当するオペレーティングシステムを選択します。5. 
該当するパッチを選択してから、ダウンロードをクリックします。6. 

Smart Update Manager（SUM）:
Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/servers/hpsum/download
）からSUMをダウンロードします。

1. 

最新のSPPがあることを確認してください（http://www.hpe.com/jp/spp/download）。2. 
SUMを開き、Smartアレイドライバーが含まれているベースラインを追加します。ファーム
ウェアアップデートの具体的な⼿順については、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationにあるSmart Update Managerユーザーガイ
ドを参照してください。

3. 

Smart Update Tool（SUT）：
注記：SUTを使⽤するには、HPE OneViewをダウンロードしてインストールしておく必要があり
ます。詳しくは、HPE OneViewのドキュメント（http://www.hpe.com/info/ovvcenter/docs）を参
照してください。

SUTはHewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/info/hpsut）からダウ
ンロードしてください。

1. 

最新のSPPがあることを確認してください（http://www.hpe.com/jp/spp/download）。2. 
コマンドラインからSUTを実⾏して（On-Demand mode）、Smartアレイファームウェアを
アップデートします。詳しくは、HP SUTのドキュメント（http://www.hpe.com/info/sut-
docs）を参照してください。

3. 

Service Pack for ProLiant（SPP）：
SPPをHewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/jp/spp）からダウンロード
して、Smartアレイファームウェアをアップデートします。ファームウェアをアップデートする
⼿順については、SPPドキュメント（http://www.hpe.com/info/spp/documentation）を参照してく
ださい。

https://www.hpe.com/us/en/support.html
http://www.hpe.com/servers/hpsum/download
http://www.hpe.com/servers/spp/download
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentation
http://www.hpe.com/info/ovvcenter/docs
http://www.hpe.com/info/hpsut
http://www.hpe.com/servers/spp/download
http://www.hpe.com/info/sut-docs
http://www.hpe.com/info/sut-docs
http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation


注記：SPPをダウンロードするには、Hewlett Packard Enterpriseとの契約およびHPEパスポート
IDが必要です。HPEパスポートIDをお持ちでない場合は、http://www.hpe.com/info/insightonlineに
アクセスしてください。
注記：SPP全体をダウンロードするにはかなりの時間がかかります。
オンラインフラッシュコンポーネント
このコンポーネントは、サポートされるオペレーティングシステム上で直接インストールでき
る、アップデートされたシステムファームウェアを提供します。さらに、SUMと組み合わせて使
⽤すると、このスマートコンポーネントによって中央の場所からリモートサーバー上のファーム
ウェアをアップデートすることができます。
このリモート展開機能により、ファームウェアのアップデートを実⾏するためにサーバーの場所
に物理的にいる必要がなくなります。
ファームウェアアップデートの具体的な⼿順については、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationにあるSmart Update Managerユーザーガイドを参
照してください。
 

サポートと他のリソース
Service Pack for ProLiant（SPP）には、サーバードライバー、システムソフトウェア、ファーム
ウェアが含まれています。SPPについて詳しくは、SPPのWebサイトhttp://www.hpe.com/jp/spp
を参照してください。それぞれのSPPには、サーバーサポートガイドが付属しており、サポート
されるサーバーおよびサポートされるサーバーごとに使⽤可能なコンポーネントが⼀覧表⽰され
ています。サーバーサポートガイドおよびService Pack for ProLiantクイックスタートガイドは、
SPP Information Library（http://www.hpe.com/info/spp/documentation）で⼊⼿できます。
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docsで⼊⼿できるSmart Update Managerユーザーガイド
およびSUMベストプラクティスのプランニングガイドを参照してください。SPPはSmart Update 
Manager（SUM）を使⽤して、ファームウェアとシステムソフトウェアコンポーネントを展開し
ます。
HPE Synergy製品のファームウェアをアップデートするには、http://www.hpe.com/info/synergy-
docsにあるHPE Synergyファームウェアアップデートの概要を参照してください。

http://www.hpe.com/info/insightonline
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentations
http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs


Server Critical Fault (Service Information: %1) 
%2
エラークラス：0x0014 | エラーコード：0x0007

症状
サーバーのクリティカルな障害（サービス情報：％1）％2
 

原因
このメッセージは、CPLDがシステムに何らかのタイプの電源障害が発⽣したことを⽰している
ことを表します。
 

アクション
他のコンポーネントに関わって発⽣する可能性がある問題についてすべてのエラーメッセージを
確認し、特定されたコンポーネントのトラブルシューティングを⾏います

システムボードまたは電源バックプレーンに接続不良がないことを確認します。プロセッ
サーを取り付けなおす必要はありません。詳しくは、HPE ProLiant Gen10サーバートラブ
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。

1. 

最近追加されたコンポーネントがあれば取り外します。取り外しおよび交換⼿順について詳
しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照してください。

2. 

電源を切り、サーバーからすべての電源を取り外します。システムバッテリを取り外して、
10分間待ちます。バッテリを取り付けなおして、サーバーの電源を⼊れます。システム
バッテリの位置と、サーバー固有の⼿順については、製品のドキュメントを参照してくださ
い。

3. 

BIOSユーティリティ（F9）を使⽤して、NVRAMをデフォルト値にリセットします。シス
テムが起動しない場合、NVRAMをリセットするには、システムメンテナンススイッチSW6
を使⽤します。
詳しくは、サーバーのアクセスパネル上のラベル、またはサーバーのユーザーガイドを参照
してください。

4. 

この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•

http://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting
http://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting
http://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Enclosure induced event (enclosure power loss)
エラークラス：0x0014 | エラーコード：0x0008

症状
エンクロージャーに誘発されたイベント（サービス情報：エンクロージャーの電源喪失、％1）
 

原因
電源装置の障害が検出されました。

このエンクロージャーでは電源装置はサポートされていません。•
電源装置を取り付けなおす必要があります。•
電源装置が故障しています。•

 

アクション
電源装置を取り付けなおすか、交換します。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
詳しくは、HPE Power Advisor（http://www.hpe.com/info/poweradvisor）を参照してください。
サポートされる電源装置のリストは、サーバーのドキュメント（
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）に掲載されています。
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Information Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてくださ
い。

メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティングガイド•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/poweradvisor
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


A degraded power event has been detected and 
the server should be replaced.
エラークラス：0x0014 | エラーコード：0x0009

症状
電源の劣化が検出され、サーバーを交換する必要があります。
 

原因
電源保護回路が劣化しています。
 

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MLB電源装置を交換し
てください。

ユニットに熱を持ったコンポーネントが含まれる場合、コンポーネントの熱が冷めてから作
業に移ってください。各コンポーネントに必要な冷却時間については、サービスマニュアル
を参照してください。

1. 

回路の損傷を防ぐために、静電放電（ESD）リスト/シューズストラップを着⽤します。2. 
適切にアースされた⾯にESDマットを敷いて、その上にユニットを置きます。3. 
作業するユニットから、デバイス（ディスケット、テープカートリッジ、CD-ROMな
ど）を取り外します。

4. 

ユニットおよび接続されているすべての周辺機器の電源を切ります。
注記：ホットプラグデバイスを交換する場合、ユニットの電源を切る必要はありません。

5. 

コンセントとユニットから、順に電源コードを抜きます。ユニットをAC電源に接続する
と、ユニットには常に電圧がかかった状態になります。したがって、ユニットを開ける前
に、電源から電気コードを抜き取る必要があります。

6. 

すべての周辺機器のケーブルをユニットから外します。7. 
詳しくは、http://www.hpe.com/info/enterprise/docsにあるシステムのサーバーおよびメンテナン
スサービスガイドを参照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


iLO detected invalid firmware
エラークラス：0x0020 | エラーコード：0x0003

症状
iLOが無効なファームウェアを検出しました。
 

原因
ファームウェア整合性スキャンで、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。
 

アクション
ファームウェアで⾃動リカバリが構成されている場合、iLOはファームウェアの修復を試みます。
ファームウェアで⾃動リカバリが構成されていない場合、またはリカバリが失敗した場合は、
ファームウェアをアップデートする必要があります。
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。
Service Pack for ProLiant（SPP）には、サーバードライバー、システムソフトウェア、ファーム
ウェアが含まれています。SPPについて詳しくは、SPPのWebサイトhttp://www.hpe.com/jp/spp
を参照してください。それぞれのSPPには、サーバーサポートガイドが付属しており、サポート
されるサーバーおよびサポートされるサーバーごとに使⽤可能なコンポーネントが⼀覧表⽰され
ています。サーバーサポートガイドおよびService Pack for ProLiantクイックスタートガイドは、
SPP Information Library（http://www.hpe.com/info/spp/documentation）で⼊⼿できます。
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docsで⼊⼿できるSmart Update Managerユーザーガイド
およびSUMベストプラクティスのプランニングガイドを参照してください。SPPはSmart Update 
Manager（SUM）を使⽤して、ファームウェアとシステムソフトウェアコンポーネントを展開し
ます。
HPE Synergy製品のファームウェアをアップデートするには、http://www.hpe.com/info/synergy-
docsにあるHPE Synergyファームウェアアップデートの概要を参照してください。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


#iLO was unable to automatically repair the %1 
firmware
エラークラス：0x0020 | エラーコード：0x0004

症状
iLOは整合性スキャンの問題の⾃動修復に失敗しました。
 

原因
⾃動ファームウェアリカバリが正常に完了しませんでした。⼿動リカバリが必要です。
 

アクション
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。ファームウェアをアップデートする
まで、サーバーを再起動しないでください。
ファームウェアをアップグレードする⽅法は複数あります。
HPEサポートのWebサイト：

https://www.hpe.com/jp/ja/support.htmlにアクセスします。1. 
HPEサーバー、ストレージ、ネットワークをクリックします。2. 
製品名を⼊⼒して、実⾏をクリックします。3. 
ドライバー、ソフトウェア、およびファームウェアを⼊⼿するをクリックします。4. 
該当するオペレーティングシステムを選択します。5. 
該当するパッチを選択してから、ダウンロードをクリックします。6. 

Smart Update Manager（SUM）:
Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/servers/hpsum/download
）からSUMをダウンロードします。

1. 

最新のSPPがあることを確認してください（http://www.hpe.com/jp/spp/download）。2. 
SUMを開き、Smartアレイドライバーが含まれているベースラインを追加します。ファーム
ウェアアップデートの具体的な⼿順については、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationにあるSmart Update Managerユーザーガイ
ドを参照してください。

3. 

Smart Update Tool（SUT）：
注記：SUTを使⽤するには、HPE OneViewをダウンロードしてインストールしておく必要があり
ます。詳しくは、HPE OneViewのドキュメント（http://www.hpe.com/info/ovvcenter/docs）を参
照してください。

SUTはHewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/info/hpsut）からダウ
ンロードしてください。

1. 

最新のSPPがあることを確認してください（http://www.hpe.com/jp/spp/download）。2. 
コマンドラインからSUTを実⾏して（On-Demand mode）、Smartアレイファームウェアを
アップデートします。詳しくは、HP SUTのドキュメント（http://www.hpe.com/info/sut-
docs）を参照してください。

3. 

Service Pack for ProLiant（SPP）：
SPPをHewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/jp/spp）からダウンロード
して、Smartアレイファームウェアをアップデートします。ファームウェアをアップデートする

https://www.hpe.com/us/en/support.html
http://www.hpe.com/servers/hpsum/download
http://www.hpe.com/servers/spp/download
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentation
http://www.hpe.com/info/ovvcenter/docs
http://www.hpe.com/info/hpsut
http://www.hpe.com/servers/spp/download
http://www.hpe.com/info/sut-docs
http://www.hpe.com/info/sut-docs
http://www.hpe.com/servers/spp


⼿順については、SPPドキュメント（http://www.hpe.com/info/spp/documentation）を参照してく
ださい。
注記：SPPをダウンロードするには、Hewlett Packard Enterpriseとの契約およびHPEパスポート
IDが必要です。HPEパスポートIDをお持ちでない場合は、http://www.hpe.com/info/insightonlineに
アクセスしてください。
注記：SPP全体をダウンロードするにはかなりの時間がかかります。
オンラインフラッシュコンポーネント
このコンポーネントは、サポートされるオペレーティングシステム上で直接インストールでき
る、アップデートされたシステムファームウェアを提供します。さらに、SUMと組み合わせて使
⽤すると、このスマートコンポーネントによって中央の場所からリモートサーバー上のファーム
ウェアをアップデートすることができます。
このリモート展開機能により、ファームウェアのアップデートを実⾏するためにサーバーの場所
に物理的にいる必要がなくなります。
ファームウェアアップデートの具体的な⼿順については、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationにあるSmart Update Managerユーザーガイドを参
照してください。
 

サポートと他のリソース
Service Pack for ProLiant（SPP）には、サーバードライバー、システムソフトウェア、ファーム
ウェアが含まれています。SPPについて詳しくは、SPPのWebサイトhttp://www.hpe.com/jp/spp
を参照してください。それぞれのSPPには、サーバーサポートガイドが付属しており、サポート
されるサーバーおよびサポートされるサーバーごとに使⽤可能なコンポーネントが⼀覧表⽰され
ています。サーバーサポートガイドおよびService Pack for ProLiantクイックスタートガイドは、
SPP Information Library（http://www.hpe.com/info/spp/documentation）で⼊⼿できます。
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docsで⼊⼿できるSmart Update Managerユーザーガイド
およびSUMベストプラクティスのプランニングガイドを参照してください。SPPはSmart Update 
Manager（SUM）を使⽤して、ファームウェアとシステムソフトウェアコンポーネントを展開し
ます。
HPE Synergy製品のファームウェアをアップデートするには、http://www.hpe.com/info/synergy-
docsにあるHPE Synergyファームウェアアップデートの概要を参照してください。

http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/insightonline
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentations
http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs


One-button secure erase completed. User data 
erase status: %1. System settings erase status: 
%2
エラークラス：0x0021 | エラーコード：0x0003

症状
One-buttonセキュア消去が完了しました。ユーザーデータの消去ステータス：%1。システム設定
の消去ステータス：%2。
 

原因
1つ以上のコンポーネントが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
障害がない場合、アクションは不要です。
障害がある場合は、One-buttonセキュア消去操作を再試⾏してください。
注意：One-buttonセキュア消去は、システムが停⽌しているときのみ、細⼼の注意を払って使⽤
してください。完全消去プロセスはiLOをリセットしてそこに保存されているすべてのライセンス
を削除し、BIOS設定をリセットし、システムに保存されているすべてのAHSデータおよび保証
データを削除します。完全消去プロセスは、サポートされている不揮発性ストレージデータの消
去と、あらゆる展開設定プロファイルの削除も⾏います。このプロセス中にiLOが複数回再起動し
ます。
注意：FCoE、iSCSI、外部SAS、ファイバーチャネルストレージは、完全消去を使⽤する前に切
断してください。
詳しくは、Intelligent Provisioningユーザーガイド（HPE ProLiant Gen10サーバーおよびHPE 
Synergy向け）を参照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•

http://h17007.www1.hpe.com/us/en/enterprise/servers/solutions/info-library/index.aspx?cat=moonshot#.XP_Uy1xKjIX
http://h17007.www1.hpe.com/us/en/enterprise/servers/solutions/info-library/index.aspx?cat=moonshot#.XP_Uy1xKjIX
http://h17007.www1.hpe.com/us/en/enterprise/servers/solutions/info-library/index.aspx?cat=moonshot#.XP_Uy1xKjIX
http://h17007.www1.hpe.com/us/en/enterprise/servers/solutions/info-library/index.aspx?cat=moonshot#.XP_Uy1xKjIX
http://h17007.www1.hpe.com/us/en/enterprise/servers/solutions/info-library/index.aspx?cat=moonshot#.XP_Uy1xKjIX
http://h17007.www1.hpe.com/us/en/enterprise/servers/solutions/info-library/index.aspx?cat=moonshot#.XP_Uy1xKjIX
http://h17007.www1.hpe.com/us/en/enterprise/servers/solutions/info-library/index.aspx?cat=moonshot#.XP_Uy1xKjIX
http://h17007.www1.hpe.com/us/en/enterprise/servers/solutions/info-library/index.aspx?cat=moonshot#.XP_Uy1xKjIX
http://h17007.www1.hpe.com/us/en/enterprise/servers/solutions/info-library/index.aspx?cat=moonshot#.XP_Uy1xKjIX
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


リリースノート•
ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/assistance


%1 Inadequate power to power on: %2 
(Enclosure Serial Number %3, Bay %4)
エラークラス：0x0022 | エラーコード：0x001b

症状
%1の電⼒が適切でないために電源を⼊れることができません：%2（エンクロージャーシリアル
番号%3、ベイ%4）
 

原因
考えられる原因：

供給されている電⼒が、エンクロージャーに取り付けられているサーバーブレードに対して
⼗分ではない。

•

管理プロセッサーとエンクロージャーマネージャーの間で発⽣している可能性のある通信障
害により、サーバーブレードが、電源投⼊の許可を待っている。

•

エンクロージャーの電⼒が適切でないために、この時点でシステムの電源を⼊れることがで
きません。

•

 

アクション
サーバーの電源が⼊っていてこのイベントが発⽣した場合、以前は電⼒が適切でないためにサー
バーが拒否されていましたが、現在はすべて正常に機能しています。そうでない場合、以下の操
作を実⾏します。

電源ボタンを押して、電源を⼊れます。サーバーに、押すと元の位置に戻る電源ボタンがあ
る場合は、必ずこのスイッチをしっかりと押してください。

1. 

「接続不良」がないことを確認します。2. 
電源装置の電源LEDが点灯していることを確認します。3. 
別のデバイスをアース付きコンセントに接続してコンセントが機能しているかどうかを確認
します。また、電源が適⽤される基準を満たすことを確認してください。

4. 

電源コードを正常に機能することがわかっている電源コードと交換して、損傷していないこ
とを確認します。

5. 

電源ケーブルを正常に機能することがわかっている電源ケーブルと交換して、損傷していな
いことを確認します。

6. 

該当する回路ブレーカーがオンの位置に設定されていることを確認します。7. 
資格のある技術者に電圧を調べてもらい、必要な仕様を満たしていることを確認します。8. 
エンクロージャー動的消費電⼒上限またはエンクロージャー電⼒制限が、サポートされてい
るサーバーで有効になっている場合は、サーバーをサポートするために⼗分な電⼒が割り当
てられていることを確認します。

9. 

詳しくは、HPE ProLiant Gen10サーバートラブルシューティングガイドの電⼒の問題を参照して
ください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お

1. 

http://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting
http://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html


客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。
http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
以下の製品のトラブルシューティング情報について詳しくは、HPE ProLiant Gen10サーバートラ
ブルシューティングガイド（http://www.hpe.com/info/Gen10-troubleshooting）の電源投⼊時の問
題のフローチャートを参照してください。

XLシリーズサーバー•
MLおよびDLシリーズサーバー•
BLシリーズサーバーブレード•

HPE Synergy製品のトラブルシューティングについて詳しくは、HPE Synergyトラブルシュー
ティングガイド（http://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting-en）を参照してください。
詳しくは、HPE Power Advisor（http://www.hpe.com/info/poweradvisor）を参照してください。
サポートされる電源装置のリストは、Hewlett Packard Enterprise Information Library（
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）で⼊⼿できるサーバーのドキュメントに掲載されてい
ます。また、ユーザーマニュアルには他の製品情報が記載されていることもあります。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティングガイド•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/poweradvisor
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


%1 Inadequate power to power on: %2 
(Enclosure Address %3, Slot %4)
エラークラス：0x0022 | エラーコード：0x001c

症状
サーバーヘルスLEDが警告に設定されています。
 

原因
この時点でサーバーの電源をオンにすることができる⼗分な電⼒がフレームまたはエンクロー
ジャーにありません。これは、フレームまたはエンクロージャー内の電源装置構成の結果である
可能性があります。
 

アクション
追加情報については、HPE OneView（Synergyコンピュートモジュール）またはOnboard 
Administrator（c-Classサーバー）を参照してください。他のサーバーがPOSTを完了すると、こ
の問題は解決する可能性があります。
 

サポートと他のリソース
以下の製品のトラブルシューティング情報について詳しくは、HPE ApolloおよびHPE ProLiant
サーバー⽤のHPE Gen10トラブルシューティングガイド（http://www.hpe.com/info/Gen10-
troubleshooting）の電源投⼊時の問題のフローチャートを参照してください。

XLシリーズサーバー•
MLおよびDLシリーズサーバー•
BLシリーズサーバーブレード•

HPE Synergy製品のトラブルシューティングについて詳しくは、HPE Synergyトラブルシュー
ティングガイド（http://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting-en）を参照してください。
詳しくは、HPE Power Advisor（http://www.hpe.com/info/poweradvisor）を参照してください。
サポートされる電源装置のリストは、Hewlett Packard Enterprise Information Library（
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）で⼊⼿できるサーバーのドキュメントに掲載されてい
ます。また、ユーザーマニュアルには他の製品情報が記載されていることもあります。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティングガイド•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/poweradvisor
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Chassis Enclosure Serial Number %1 requires 
minimum firmware revision
エラークラス：0x0022 | エラーコード：0x002d

症状
シャーシエンクロージャーシリアル番号％1には、最⼩ファームウェアリビジョン0x％2.0x％3が
必要です。現在は0x％4.0x％5です。
 

原因
エンクロージャーマネージャーのファームウェアバージョンがサポートされている最⼩バージョ
ン未満です。
 

アクション
エンクロージャーマネージャーファームウェアをアップデートします。
ファームウェアをアップグレードする⽅法は複数あります。
HPEサポートのWebサイト：

https://www.hpe.com/jp/ja/support.htmlにアクセスします。1. 
HPEサーバー、ストレージ、ネットワークをクリックします。2. 
製品名を⼊⼒して、実⾏をクリックします。3. 
ドライバー、ソフトウェア、およびファームウェアを⼊⼿するをクリックします。4. 
該当するオペレーティングシステムを選択します。5. 
該当するパッチを選択してから、ダウンロードをクリックします。6. 

Smart Update Manager（SUM）:
Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/servers/hpsum/download
）からSUMをダウンロードします。

1. 

最新のSPPがあることを確認してください（http://www.hpe.com/jp/spp/download）。2. 
SUMを開き、Smartアレイドライバーが含まれているベースラインを追加します。ファーム
ウェアアップデートの具体的な⼿順については、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationにあるSmart Update Managerユーザーガイ
ドを参照してください。

3. 

Smart Update Tool（SUT）：
注記：SUTを使⽤するには、HPE OneViewをダウンロードしてインストールしておく必要があり
ます。詳しくは、HPE OneViewのドキュメント（http://www.hpe.com/info/ovvcenter/docs）を参
照してください。

SUTはHewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/info/hpsut）からダウ
ンロードしてください。

1. 

最新のSPPがあることを確認してください（http://www.hpe.com/jp/spp/download）。2. 
コマンドラインからSUTを実⾏して（On-Demand mode）、Smartアレイファームウェアを
アップデートします。詳しくは、HP SUTのドキュメント（http://www.hpe.com/info/sut-
docs）を参照してください。

3. 

Service Pack for ProLiant（SPP）：
SPPをHewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/jp/spp）からダウンロード

https://www.hpe.com/us/en/support.html
http://www.hpe.com/servers/hpsum/download
http://www.hpe.com/servers/spp/download
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentation
http://www.hpe.com/info/ovvcenter/docs
http://www.hpe.com/info/hpsut
http://www.hpe.com/servers/spp/download
http://www.hpe.com/info/sut-docs
http://www.hpe.com/info/sut-docs
http://www.hpe.com/servers/spp


して、ファームウェアをアップデートします。ファームウェアをアップデートする⼿順について
は、SPPドキュメント（http://www.hpe.com/info/spp/documentation）を参照してください。
注記：SPPをダウンロードするには、Hewlett Packard Enterpriseとの契約およびHPEパスポート
IDが必要です。HPEパスポートIDをお持ちでない場合は、http://www.hpe.com/info/insightonlineに
アクセスしてください。
注記：SPP全体をダウンロードするにはかなりの時間がかかります。
オンラインフラッシュコンポーネント
このコンポーネントは、サポートされるオペレーティングシステム上で直接インストールでき
る、アップデートされたシステムファームウェアを提供します。さらに、SUMと組み合わせて使
⽤すると、このスマートコンポーネントによって中央の場所からリモートサーバー上のファーム
ウェアをアップデートすることができます。
このリモート展開機能により、ファームウェアのアップデートを実⾏するためにサーバーの場所
に物理的にいる必要がなくなります。
ファームウェアアップデートの具体的な⼿順については、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationにあるSmart Update Managerユーザーガイドを参
照してください。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/insightonline
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentations
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Chassis enclosure address %1 requires 
minimum firmware revision 0x%2.0x%3. It is 
currently 0x%4.0x%5.
エラークラス：0x0022 | エラーコード：0x002e

症状
シャーシエンクロージャーアドレス％1には、最⼩ファームウェアリビジョン0x％2.0x％3が必要
です。現在は0x％4.0x％5です。
 

原因
シャーシ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
シャーシファームウェアを最新バージョンにアップデートします。
ファームウェアをアップグレードする⽅法は複数あります。
HPEサポートのWebサイト：

https://www.hpe.com/jp/ja/support.htmlにアクセスします。1. 
HPEサーバー、ストレージ、ネットワークをクリックします。2. 
製品名を⼊⼒して、実⾏をクリックします。3. 
ドライバー、ソフトウェア、およびファームウェアを⼊⼿するをクリックします。4. 
該当するオペレーティングシステムを選択します。5. 
該当するパッチを選択してから、ダウンロードをクリックします。6. 

Smart Update Manager（SUM）:
Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/servers/hpsum/download
）からSUMをダウンロードします。

1. 

最新のSPPがあることを確認してください（http://www.hpe.com/jp/spp/download）。2. 
SUMを開き、Smartアレイドライバーが含まれているベースラインを追加します。ファーム
ウェアアップデートの具体的な⼿順については、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationにあるSmart Update Managerユーザーガイ
ドを参照してください。

3. 

Smart Update Tool（SUT）：
注記：SUTを使⽤するには、HPE OneViewをダウンロードしてインストールしておく必要があり
ます。詳しくは、HPE OneViewのドキュメント（http://www.hpe.com/info/ovvcenter/docs）を参
照してください。

SUTはHewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/info/hpsut）からダウ
ンロードしてください。

1. 

最新のSPPがあることを確認してください（http://www.hpe.com/jp/spp/download）。2. 
コマンドラインからSUTを実⾏して（On-Demand mode）、Smartアレイファームウェアを
アップデートします。詳しくは、HP SUTのドキュメント（http://www.hpe.com/info/sut-
docs）を参照してください。

3. 

Service Pack for ProLiant（SPP）：

https://www.hpe.com/us/en/support.html
http://www.hpe.com/servers/hpsum/download
http://www.hpe.com/servers/spp/download
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentation
http://www.hpe.com/info/ovvcenter/docs
http://www.hpe.com/info/hpsut
http://www.hpe.com/servers/spp/download
http://www.hpe.com/info/sut-docs
http://www.hpe.com/info/sut-docs


SPPをHewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/jp/spp）からダウンロード
して、Smartアレイファームウェアをアップデートします。ファームウェアをアップデートする
⼿順については、SPPドキュメント（http://www.hpe.com/info/spp/documentation）を参照してく
ださい。
注記：SPPをダウンロードするには、Hewlett Packard Enterpriseとの契約およびHPEパスポート
IDが必要です。HPEパスポートIDをお持ちでない場合は、http://www.hpe.com/info/insightonlineに
アクセスしてください。
注記：SPP全体をダウンロードするにはかなりの時間がかかります。
オンラインフラッシュコンポーネント
このコンポーネントは、サポートされるオペレーティングシステム上で直接インストールでき
る、アップデートされたシステムファームウェアを提供します。さらに、SUMと組み合わせて使
⽤すると、このスマートコンポーネントによって中央の場所からリモートサーバー上のファーム
ウェアをアップデートすることができます。
このリモート展開機能により、ファームウェアのアップデートを実⾏するためにサーバーの場所
に物理的にいる必要がなくなります。
ファームウェアアップデートの具体的な⼿順については、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationにあるSmart Update Managerユーザーガイドを参
照してください。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Information Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてくださ
い。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティングガイド•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/insightonline
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentations
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


%1 Power request denied: %2 %3 (Enclosure 
Serial Number %4, Bay %5)
エラークラス：0x0022 | エラーコード：0x002f

症状
％1電⼒リクエストが拒否されました：%2 %3（エンクロージャーシリアル番号%4、ベイ%5）
 

原因
考えられる原因：

サーバーブレードがエンクロージャーに正しく取り付けられていない。•
サーバーブレードが、⾃動的に電源が投⼊されるように構成されていない。•
供給されている電⼒が、エンクロージャーに取り付けられているサーバーブレードに対して
⼗分ではない。

•

エンクロージャーに関して、消費電⼒上限が正しく構成されていない。•
OAモジュールがエンクロージャーに正しく取り付けられていない。•
管理プロセッサーとOAの間で発⽣している可能性のある通信障害により、サーバーブレー
ドが、電源投⼊の許可を待っている。

•

サーバーブレードのメザニン1コネクターまたはメザニン2コネクターに、適合しないファ
ブリックが取り付けられている。

•

 

アクション
電源ボタンを押して、オンになっていることを確認します。サーバーに、押すと元の位置に
戻る電源ボタンがある場合は、必ずこのスイッチをしっかりと押してください。

1. 

「接続不良」がないことを確認します。2. 
電源装置の電源LEDが点灯していることを確認します。3. 
別のデバイスをアース付きコンセントに接続してコンセントが機能しているかどうかを確認
します。また、電源が適⽤される基準を満たすことを確認してください。

4. 

電源コードを正常に機能することがわかっている電源コードと交換して、損傷していないこ
とを確認します。

5. 

電源ケーブルを正常に機能することがわかっている電源ケーブルと交換して、損傷していな
いことを確認します。

6. 

該当する回路ブレーカーがオンの位置に設定されていることを確認します。7. 
資格のある技術者に電圧を調べてもらい、必要な仕様を満たしていることを確認します。8. 
エンクロージャー動的消費電⼒上限またはエンクロージャー電⼒制限が、サポートされてい
るサーバーで有効になっている場合は、サーバーをサポートするために⼗分な電⼒が割り当
てられていることを確認します。

9. 

詳しくは、HPE ProLiant Gen10サーバートラブルシューティングガイドの電⼒の問題を参照して
ください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お

1. 

http://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting
http://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html


客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。
http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


%1 power request denied: %2 (Enclosure 
Address %3, Slot %4)
エラークラス：0x0022 | エラーコード：0x0030

症状
iLOはシステムの電源投⼊を要求しますが、フレームリンクモジュール（FLM）またはOnboard 
Administrator（OA）が要求を拒否しています。
 

原因
この状態には複数の原因があります。

ビジー•
電⼒保留•
不⼗分な冷却•
Ekeyingエラー•
エンクロージャーエラー•
不⼗分な電⼒•

 

アクション
ビジー拒否

メッセージは次のようになります。“Server Blade Enclosure Power Requested Denied: 
Enclosure Busy (Enclosure Serial Number <serial number>, Slot <blade slot location>)”

•

これはエラーとは⾒なされません。これはSynergyとc-Classで使⽤されています。•
Onboard Administratorまたはフレームリンクモジュール（FLM）がビジー状態であり、現時
点でiLOがサーバーの電源をオンにすることを許可していません。

•

Onboard Administrator（c-Class）またはOneView（Synergy）に問い合わせてください。•
電⼒保留

メッセージは次のようになります。“Server Blade Enclosure Power Requested Denied: 
Power Hold by Manager Profile (Enclosure Serial Number <serial number>, Slot <blade slot 
location>)”

•

これはエラーとは⾒なされません（Synergyのみ）。•
OneViewは、サーバーが取り付けられているベイに電⼒保留を適⽤し、現在サーバーのプロ
ファイルを構成中です。

•

OneViewに問い合わせてください。•
不⼗分な冷却エラー

メッセージは次のようになります。“Server Blade Enclosure Power Requested Denied: Not 
Enough Cooling (Enclosure Serial Number <serial number>, Slot <blade slot location>)”

•

フレーム（Synergy）またはエンクロージャー（c-Class）の冷却が⼗分ではありません。•
フレーム内のファンに問題がある可能性があります。•
OneView（Synergy）またはOnboard Administrator（c-Class）に問い合わせてください。•
この場合、拒否の理由が発⽣すると、iLOは警告IMLをログに記録し、ヘルスLEDを警告に
設定します。

•

Ekeyingエラー
メッセージは次のようになります。“Server Blade Enclosure Power Requested Denied: •



Electronic Keying or I/O Configuration Error (Enclosure Serial Number <serial number>, Slot 
<blade slot location>)”
メザニンカードとフレームまたはエンクロージャー内のインターコネクトとの間に不⼀致が
あります。c-ClassとSynergyに適⽤されます。

•

これはハードウェア構成エラーが原因です。•
OneView（Synergy）またはOnboard Administrator（c-Class）に問い合わせてください。•
これは、サーバー、メザニンカード、またはフレームまたはエンクロージャー内のインター
コネクトを移動することで解決できます。

•

この場合、拒否の理由が発⽣すると、iLOはクリティカルIMLをログに記録し、ヘルスLED
をクリティカルに設定します。

•

エンクロージャーエラー
メッセージは次のようになります。“Server Blade Enclosure Power Requested Denied: 
Enclosure Error <additional information> (Enclosure Serial Number <serial number>, Slot 
<blade slot location>)”

•

フレームにエラーがあります（Synergyのみ）。•
詳しくは、OneViewに問い合わせてください。•
この場合、拒否の理由が発⽣すると、iLOは情報IMLをログに記録します。•

不⼗分な電⼒
メッセージは次のようになります。“Server Blade Enclosure Power Requested Denied: Not 
Enough Power (Enclosure Serial Number <serial number>, Slot <blade slot location>)

•

この時点でサーバーの電源をオンにすることができる⼗分な電⼒がフレームまたはエンク
ロージャーにありません。

•

これは、フレームまたはエンクロージャー内の電源装置構成の結果である可能性がありま
す。

•

OneView（Synergy）またはOnboard Administrator（c-Class）に問い合わせてください。•
他のサーバーがPOSTを進めると、これは⾃動的に解決する可能性があります。•
この場合、拒否の理由が発⽣すると、iLOはクリティカルIMLをログに記録し、ヘルスLED
を警告に設定します。

•

 

サポートと他のリソース
以下の製品のトラブルシューティング情報について詳しくは、HPE ApolloおよびHPE ProLiant
サーバー⽤のHPE Gen10トラブルシューティングガイド（http://www.hpe.com/info/Gen10-
troubleshooting）の電源投⼊時の問題のフローチャートを参照してください。

XLシリーズサーバー•
MLおよびDLシリーズサーバー•
BLシリーズサーバーブレード•

詳しくは、HPE Power Advisor（http://www.hpe.com/info/poweradvisor）を参照してください。
サポートされる電源装置のリストは、サーバーのドキュメント（
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）に掲載されています。
HPE Synergy製品のトラブルシューティングについて詳しくは、HPE Synergyトラブルシュー
ティングガイド（http://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting-en）を参照してください。
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Information Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてくださ
い。

メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティングガイド•

HPEカスタマーセルフリペアビデオについて：

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/info/poweradvisor
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Processor operating at reduced performance 
level due to a low power cap.
エラークラス：0x0027 | エラーコード：0x0001

症状
消費電⼒上限が低いため、プロセッサーが低いパフォーマンスレベルで動作しています。
 

原因
プロセッサーのパフォーマンスが低下しました。プロセッサーのパフォーマンスが低下した後
は、消費電⼒上限を満たすことができます。
 

アクション
サーバー電源装置の容量または割り当てられたサーバー電⼒がワークロードに適しているかどう
かを確認してください。パフォーマンスの低下を防ぐために、必要に応じて消費電⼒上限を引き
上げ、電⼒容量を追加することを検討してください。

管理プロセッサーWeb GUIで、シャーシ制御の電源装置を搭載したサーバーの電源および
温度->電源またはシャーシ情報の下にあるサーバー電源装置の容量を確認します。

1. 

電源と温度->電源ページ、または該当する場合は最⼤24時間の電⼒履歴を表⽰する電⼒メー
ターページの消費電⼒と⽐較してください。

2. 

構成されている消費電⼒上限値を⼤きくします。追加のハードウェアがサーバーに追加され
ている場合は、次回のサーバー起動時の電⼒較正でこの問題を解決できる可能性がありま
す。

3. 

 
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。
iLOの消費電⼒上限について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information Libraryで⼊⼿でき
るiLOのドキュメントを参照してください。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance
http://h17007.www1.hpe.com/us/en/enterprise/servers/solutions/info-library/index.aspx?cat=none#.WdUo0k2Wzcd


Power cap cannot be reached with current 
system configuration
エラークラス：0x0027 | エラーコード：0x0003

症状
消費電⼒上限に達することはできません。
 

原因
プロセッサーのパフォーマンスが低下しました。•
プロセッサーのパフォーマンスが低下した後は、消費電⼒上限を満たすことができません。•

 

アクション
サーバー電源装置の容量または割り当てられたサーバー電⼒がワークロードに適しているかどう
かを確認してください。

たとえば、管理プロセッサーWeb GUIで、シャーシ制御の電源装置を搭載したサーバーの
電源および温度->電源またはシャーシ情報の下にあるサーバー電源装置の容量を確認しま
す。

1. 

電源と温度->電源ページ、または該当する場合は最⼤24時間の電⼒履歴をグラフ形式で表⽰
する電⼒メーターページの消費電⼒と⽐較してください。

2. 

構成されている消費電⼒上限値を⼤きくします。追加のハードウェアがサーバーに追加され
ている場合は、次回のサーバー起動時の電⼒較正でこの問題を解決できる可能性がありま
す。

3. 

この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Power allocation not optimized. Increased power 
allocation requested. Server performance is not 
degraded.
エラークラス：0x0027 | エラーコード：0x0004

症状
電⼒割り当てが最適化されていません。電⼒割り当ての増加が要求されました。サーバーのパ
フォーマンスは劣化していません。
 

原因
⾼速な上限設定値が正常に構成されませんでした。•
サーバーブレードには、消費のスパイクの可能性に対応するために追加の電⼒が割り当てら
れます。

•

ユニットは通常より⾼い電⼒割り当てを使⽤しています。•
 

アクション
システムを再起動して、電⼒最適化が修正されたかどうかを確認します。1. 
電⼒最適化が修正されていない場合は、ブレードを取り外して再度挿⼊します。詳しくは、
特定サーバーのサーバーメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

2. 

この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx


ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/assistance


Boot from flash error (%1)
エラークラス：0x0028 | エラーコード：0x0001

症状
ドライブがUSBドライブから起動しません。
 

原因
UEFIシステムユーティリティでUSBドライブキーが有効になっていない。•
USBドライブキーから起動するようにドライブのブート順序が設定されていない。•
USBドライブキーが適切に取り付けられていない。•

 

アクション
USBドライブキーを取り付けなおします。

UEFIシステムユーティリティでUSBが有効になっていることを確認します。1. 
UEFIシステムユーティリティのドライブブート順序が、サーバーがUSBドライブキーから
起動するように設定されていることを確認します。

2. 

USBドライブキーを取り付けなおします。3. 
USBドライブキーを別のUSBポート（使⽤可能な場合）に移動します。4. 

 

サポートと他のリソース
UEFIの要件について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Library（
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にあるHPE ProLiant Gen10サーバーおよびHPE 
Synergy⽤UEFI展開ガイドを参照してください。
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/support/selfrepair
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


A read error occurred on the Flash Media in Slot 
%1 of a USB storage device attached to the 
system
エラークラス：0x0028 | エラーコード：0x0002

症状
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%1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。
 

原因
UEFIシステムユーティリティでUSBドライブキーが有効になっていない。•
USBドライブキーから起動するようにドライブのブート順序が設定されていない。•
USBドライブキーが適切に取り付けられていない。•

 

アクション
UEFIシステムユーティリティでUSBが有効になっていることを確認します。1. 
UEFIシステムユーティリティのドライブブート順序が、サーバーがUSBドライブキーから
起動するように設定されていることを確認します。

2. 

USBドライブキーを取り付けなおします。3. 
USBドライブキーを別のUSBポート（使⽤可能な場合）に移動します。4. 

この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ •

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html


（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）
ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


A write error occurred on the Flash Media in Slot 
%1 of a USB storage device attached to the 
system
エラークラス：0x0028 | エラーコード：0x0003

症状
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%1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
 

原因
UEFIシステムユーティリティでUSBドライブキーが有効になっていない。•
USBドライブキーから起動するようにドライブのブート順序が設定されていない。•
USBドライブキーが適切に取り付けられていない。•

 

アクション
USBドライブキーを取り付けなおします。

UEFIシステムユーティリティでUSBが有効になっていることを確認します。1. 
UEFIシステムユーティリティのドライブブート順序が、サーバーがUSBドライブキーから
起動するように設定されていることを確認します。

2. 

USBドライブキーを取り付けなおします。3. 
USBドライブキーを別のUSBポート（使⽤可能な場合）に移動します。4. 

この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
UEFIシステムユーティリティユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Redundancy is lost on a USB storage device 
attached to the system. Flash Media in Slot %1 
has failed
エラークラス：0x0028 | エラーコード：0x0004

症状
システムに接続されているUSBストレージデバイスで冗⻑性が失われました。スロット%1のフ
ラッシュメディアが故障しました。
 

原因
UEFIシステムユーティリティでUSBドライブキーが有効になっていない。•
USBドライブキーから起動するようにドライブのブート順序が設定されていない。•
USBドライブキーが適切に取り付けられていない。•

 

アクション
USBドライブキーを取り付けなおします。

UEFIシステムユーティリティでUSBが有効になっていることを確認します。1. 
UEFIシステムユーティリティのドライブブート順序が、サーバーがUSBドライブキーから
起動するように設定されていることを確認します。

2. 

USBドライブキーを取り付けなおします。3. 
USBドライブキーを別のUSBポート（使⽤可能な場合）に移動します。4. 

この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
UEFIシステムユーティリティユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Sync operation to restore redundancy failed on a 
USB storage device attached to the system
エラークラス：0x0028 | エラーコード：0x0005

症状
システムに接続されているUSBストレージデバイスで冗⻑性を復元するための同期操作が失敗し
ました
 

原因
UEFIシステムユーティリティでUSBドライブキーが有効になっていない。•
USBドライブキーから起動するようにドライブのブート順序が設定されていない。•
USBドライブキーが適切に取り付けられていない。•

 

アクション
USBドライブキーを取り付けなおします。

UEFIシステムユーティリティでUSBが有効になっていることを確認します。1. 
UEFIシステムユーティリティのドライブブート順序が、サーバーがUSBドライブキーから
起動するように設定されていることを確認します。

2. 

USBドライブキーを取り付けなおします。3. 
USBドライブキーを別のUSBポート（使⽤可能な場合）に移動します。4. 

この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
UEFIシステムユーティリティユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ •

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html


（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）
ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Secure Erase of the management processor's 
embedded media device has failed
エラークラス：0x0028 | エラーコード：0x0006

症状
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。
 

原因
ハードウェアまたはコントローラーファームウェアの問題の可能性があるため、内蔵メディ
アデバイスで完全消去操作を実⾏できません。

•

完全消去の開始後、ライセンスが期限切れになっていないことを確認してください。•
 

アクション
Intelligent Provisioningを使⽤して完全消去を再試⾏してください。
注意：完全消去は、細⼼の注意を払って、システムが停⽌しているときのみ使⽤してください。
完全消去プロセスはiLOをリセットしてそこに保存されているすべてのライセンスを削除し、
BIOS設定をリセットし、システムに保存されているすべてのAHSデータおよび保証データを削除
します。完全消去プロセスは、サポートされている不揮発性ストレージデータの消去と、あらゆ
る展開設定プロファイルの削除も⾏います。このプロセス中にiLOが複数回再起動します。
注意：FCoE、iSCSI、外部SAS、ファイバーチャネルストレージは、完全消去を使⽤する前に切
断してください。
詳しくは、Intelligent Provisioning 3.x - Using Secure Erase and Resetを参照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=a00029725en_us
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Improperly seated or missing device (%1, %2)
エラークラス：0x0029 | エラーコード：0x0001

症状
ドライブが応答していません。
 

原因
デバイスがシステムボードに適切に取り付けられていない、またはありません。
 

アクション
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。1. 
サーバーを起動します。2. 

この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
HPE Synergy製品のファームウェアアップデートについて詳しくは、HPE Synergyファームウェ
アとドライバーアップデートのためのベストプラクティス（http://www.hpe.com/info/synergy-
docs）を参照してください。
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアアップデートについて詳しくは、HPE 
ApolloおよびHPE ProLiantサーバー⽤のHPE Gen10トラブルシューティングガイド（
http://www.hpe.com/info/Gen10-troubleshooting）を参照してください。
特定のサーバーまたはオプション⽤の最新バージョンのファームウェアは、Hewlett Packard 
EnterpriseのWebサイト 
（http://www.hpe.com/support/hpesc）からダウンロードできます。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/Gen10-troubleshooting
http://www.hpe.com/support/hpesc


A critical error event kept the system from 
booting
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x0120

症状
次のPOSTメッセージが表⽰されます。critical error event kept the system from booting. System 
halted.
 

原因
重⼤なエラーが発⽣しています。
 

アクション
サーバーを再起動します。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
トラブルシューティング•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Time and date not set
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x0163

症状
次のPOSTメッセージが表⽰されます。Time and date not set.
 

原因
構成メモリの時間または⽇付が設定されていないか無効です。
 

アクション
サーバーのセットアップユーティリティを実⾏して時刻または⽇付を訂正してください。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Information Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてくださ
い。

ユーザーガイド•
トラブルシューティングガイド•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Unsupported DIMM configuration detected
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x0209

症状
次のPOSTメッセージが表⽰されます。Unsupported DIMM configuration detected - Installed 
DIMM configuration does NOT support configured AMP Mode. System will operate in Advanced 
ECC Mode. (Major Code:%1 Minor Code:%2).
 

原因
DIMM構成は構成済みAMPモードと⼀致しません。
 

アクション
DIMMを、サポートされる構成で取り付けます。
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。
メモリを取り付けなおすには

サーバーの電源を切ります。1. 
すべての電源の取り外し：

各電源コードを電源から抜き取ります。a. 
各電源コードをサーバーから抜き取ります。b. 

詳しくは、http://www.hpe.com/info/enterprise/docsで⼊⼿できる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。

2. 

この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
DIMMの取り付けに関する情報は、Hewlett Packard Enterprise Information Library（
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）で⼊⼿できるサーバーのユーザーガイドを参照してく
ださい。
DIMMの取り付けルールとガイドラインについては、HPE ProLiantおよびSynergy Gen10サー
バー搭載のHPE DDR4メモリの取り付けルール（http://www.hpe.com/docs/memory-population-
rules）を参照してください。
ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/docs/memory-population-rules/
http://www.hpe.com/docs/memory-population-rules/
http://www.hpe.com/assistance


Unsupported DIMM configuration detected
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x0210

症状
次のPOSTメッセージが表⽰されます。Unsupported DIMM configuration detected - Installed 
DIMMs could not support the currently configured interleave mode. (Major Code:%1, Minor 
Code:%2).
 

原因
サーバー内の現在のDIMM構成が、サーバー⽤に構成されているインターリーブモードと⼀致し
ません。
 

アクション
DIMMを、サポートされる構成で取り付けます。

すべての電源を取り外します。
各電源コードを電源から抜き取ります。a. 
各電源コードをサーバーから抜き取ります。b. 

1. 

新しいDIMMを取り付けます。
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。Hewlett Packard Enterprise Library（
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にあるDIMMの取り扱いガイドラインを参照して
ください

2. 

 

サポートと他のリソース
DIMMの取り付けに関する情報は、Hewlett Packard Enterprise Information Library（
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）で⼊⼿できるサーバーのユーザーガイドを参照してく
ださい。
DIMMの取り付けルールについては、ProLiant Gen10サーバーのDDR4メモリの取り付けに関する
ベストプラクティスガイドライン（http://www.hpe.com/docs/memory-population-rules）を参照し
てください。
ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/docs/memory-population-rules/
http://www.hpe.com/assistance


Unsupported DIMM configuration detected
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x0211

症状
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%1 DIMM %2。DIMMはECCを
サポートしていません。（メジャーコード：％3、マイナーコード：％4）。
 

原因
指定されたDIMMはECCをサポートしていません。
 

アクション
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。
メモリが保証または契約の対象になっているか確認するには、カスタマーセルフリペアのWebサ
イトにアクセスしてください。CSRでは、故障が確認されると、Hewlett Packard Enterpriseから
お客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お客様による交換が可能な部品について詳しくは、
製品メンテナンス&サービスガイドを参照してください。
Hewlett Packard Enterpriseサポートケースを作成します
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
DIMMの取り付けに関する情報およびサポートされるDIMMのタイプについては、Hewlett 
Packard Enterprise Information Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）で⼊⼿できる
サーバーのユーザーガイドを参照してください。
DIMMの取り付けルールについては、ProLiant Gen10サーバーのDDR4メモリの取り付けに関する
ベストプラクティスガイドライン（http://www.hpe.com/docs/memory-population-rules）を参照し
てください。
Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/docs/memory-population-rules/
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Processor UPI Initialization Error. A processor 
UPI initalization error was detected.
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x0212

症状
次のPOSTメッセージが表⽰されます。Processor UPI Initialization Error. A processor UPI 
initialization error was detected. %1 (Major Code:%2, Minor Code:%3).
 

原因
プロセッサーが完全に取り付けられていません。
 

アクション
各電源コードを電源から抜き取ります。1. 
各電源コードをサーバーから抜き取ります。2. 
DIMMを取り外します。
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。ProLiantサーバー構成でメモリモジュールを取り
扱うためのベストプラクティス（ 
http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c00868283）を参照し
てください。

3. 

静電気防⽌⽤の圧縮空気で、DIMMおよびDIMMスロットのクリーニングを⾏います。4. 
DIMMを再度取り付けます。5. 

詳しくは、http://www.hpe.com/info/enterprise/docsで⼊⼿できる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。
詳しくは、http://www.hpe.com/info/enterprise/docsで⼊⼿できる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。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•

http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c00868283
http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c00868283
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


リリースノート•
Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Unsupported DIMM configuration detected
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x0213

症状
次のPOSTメッセージが表⽰されます。Unsupported DIMM configuration detected - Processor 
%1 DIMM %2. The DIMM has more ranks than is supported by this system. (Major Code:%3, 
Minor Code:%4).
 

原因
サポートされていないDIMMがサーバーに取り付けられている。
 

アクション
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。

すべての電源を取り外します。
各電源コードを電源から抜き取ります。a. 
各電源コードをサーバーから抜き取ります。b. 

1. 

DIMMを取り外します。
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。Hewlett Packard Enterprise Library（
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にあるDIMMの取り扱いガイドラインを参照して
ください

2. 

新しいDIMMを取り付けます。3. 
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
DIMMの取り付けに関する情報およびサポートされるDIMMのタイプについては、Hewlett 
Packard Enterprise Information Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）で⼊⼿できる
サーバーのユーザーガイドを参照してください。
DIMMの取り付けルールについては、ProLiant Gen10サーバーのDDR4メモリの取り付けに関する
ベストプラクティスガイドライン（http://www.hpe.com/docs/memory-population-rules）を参照し
てください。
HPEカスタマーセルフリペアビデオについて：

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/docs/memory-population-rules/
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx


ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/assistance


Unsupported DIMM configuration detected
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x0214

症状
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%1 DIMM %2。DIMMには、シ
ステムでサポートされていない周波数が必要です。（メジャーコード：％3、マイナーコー
ド：％4）。
 

原因
サポートされていないDIMMが取り付けられています。
 

アクション
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。
HPEサポートケースを作成してください

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

DIMMを交換します。
各電源コードを電源から抜き取ります。1. 
各電源コードをサーバーから抜き取ります。2. 
DIMMを取り外します。
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。ProLiantサーバー構成でメモリモジュールを取り
扱うためのベストプラクティス（ 
http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c00868283）を参照し
てください。

3. 

静電気防⽌⽤の圧縮空気で、DIMMおよびDIMMスロットのクリーニングを⾏います。4. 
DIMMを再度取り付けます。5. 

詳しくは、http://www.hpe.com/info/enterprise/docsで⼊⼿できる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。
 

サポートと他のリソース
DIMMの取り付けに関する情報およびサポートされるDIMMのタイプについては、Hewlett 
Packard Enterprise Information Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）で⼊⼿できる
サーバーのユーザーガイドを参照してください。
DIMMの取り付けルールについては、ProLiant Gen10サーバーのDDR4メモリの取り付けに関する
ベストプラクティスガイドライン（http://www.hpe.com/docs/memory-population-rules）を参照し
てください。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c00868283
http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c00868283
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/docs/memory-population-rules/


HPEカスタマーセルフリペアビデオについて：
カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


DIMM Initialization Error - Processor %1 DIMM 
%2. The identified processor and memory failed 
to initialize properly. %3 (Major Code:%4, Minor 
Code:%5).
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x0215

症状
DIMM初期化エラー - プロセッサー%1 DIMM %2。指定されたプロセッサーおよびメモリを適切に
初期化できませんでした。%3（メジャーコード：％4、マイナーコード：％5）。
 

原因
⽰されたメモリモジュールはトレーニングに失敗した可能性があり、結果として使⽤できませ
ん。
 

アクション
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。
プロセッサーを取り付けなおしてください。
警告：表⾯が熱くなっているため、やけどをしないように、ドライブや内部システムコンポーネ
ントが⼗分に冷めてから⼿を触れてください。
注意：システムボードのピンは、⾮常に壊れやすく、簡単に損傷します。システムボードの損傷
を防⽌するために、プロセッサーまたはプロセッサーソケットの接点には触れないでください。
重要：両⽅のプロセッサーソケットに必ず装着されていなければなりません。いずれかのプロ
セッサーソケットにプロセッサーが取り付けられていないと、サーバーに電源を⼊れることがで
きません。
DIMMを取り付けなおしてください。

各電源コードを電源から抜き取ります。1. 
各電源コードをサーバーから抜き取ります。2. 
DIMMを取り外します。
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。ProLiantサーバー構成でメモリモジュールを取り
扱うためのベストプラクティス（ 
http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c00868283）を参照し
てください。

3. 

静電気防⽌⽤の圧縮空気で、DIMMおよびDIMMスロットのクリーニングを⾏います。4. 
DIMMを再度取り付けます。5. 

詳しくは、http://www.hpe.com/info/enterprise/docsで⼊⼿できる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。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。

1. 

http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c00868283
http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c00868283
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html


CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。
http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
DIMMの取り付けルールとガイドラインについては、HPE ProLiantおよびSynergy Gen10サー
バー搭載のHPE DDR4メモリの取り付けルール（http://www.hpe.com/docs/memory-population-
rules）を参照してください。
DIMMの交換について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information Library（
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にある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カスタマーセルフリペアビデオについて：

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/docs/memory-population-rules/
http://www.hpe.com/docs/memory-population-rules/
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


DIMM initialization error
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x0216

症状
次のPOSTメッセージが表⽰されます。DIMM initialization error. A fatal error was detected while 
initializing memory. %1 (Major Code:%2, Minor Code:%3).
 

原因
プロセッサーまたはDIMMが完全に取り付けられていません。
 

アクション
プロセッサーを取り付けなおしてください。
警告：表⾯が熱くなっているため、やけどをしないように、ドライブや内部システムコンポーネ
ントが⼗分に冷めてから⼿を触れてください。
注意：システムボードのピンは、⾮常に壊れやすく、簡単に損傷します。システムボードの損傷
を防⽌するために、プロセッサーまたはプロセッサーソケットの接点には触れないでください。
重要：両⽅のプロセッサーソケットに必ず装着されていなければなりません。いずれかのプロ
セッサーソケットにプロセッサーが取り付けられていないと、サーバーに電源を⼊れることがで
きません。
メモリを取り付けなおします

サーバーの電源を切ります。1. 
すべての電源の取り外し：

各電源コードを電源から抜き取ります。a. 
各電源コードをサーバーから抜き取ります。b. 

2. 

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。https://h20565.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?sp4ts.
oid=7271241&docLocale=en_US&docId=emr_na-c05161786にあるDIMMの取り扱いのガイドラ
インを参照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Information Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてくださ
い。

ユーザーガイド•

https://h20565.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?sp4ts.oid=7271241&docLocale=en_US&docId=emr_na-c05161786
https://h20565.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?sp4ts.oid=7271241&docLocale=en_US&docId=emr_na-c05161786
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


メンテナンス&サービスガイド•
Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/support/selfrepair
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


DIMM initialization error
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x0217

症状
次のPOSTメッセージが表⽰されます。DIMM initialization error - Processor %1 DIMM %2. The 
identified processor and memory are operating at an incorrect voltage. %3 (Major Code:%4, Minor 
Code:%5).
 

原因
プロセッサーまたはDIMMが完全に取り付けられていません。
 

アクション
プロセッサーを取り付けなおしてください。
警告：表⾯が熱くなっているため、やけどをしないように、ドライブや内部システムコンポーネ
ントが⼗分に冷めてから⼿を触れてください。
注意：システムボードのピンは、⾮常に壊れやすく、簡単に損傷します。システムボードの損傷
を防⽌するために、プロセッサーまたはプロセッサーソケットの接点には触れないでください。
重要：両⽅のプロセッサーソケットに必ず装着されていなければなりません。いずれかのプロ
セッサーソケットにプロセッサーが取り付けられていないと、サーバーに電源を⼊れることがで
きません。
DIMMを取り付けなおしてください。

各電源コードを電源から抜き取ります。1. 
各電源コードをサーバーから抜き取ります。2. 
DIMMを取り外します。
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。ProLiantサーバー構成でメモリモジュールを取り
扱うためのベストプラクティス（ 
http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c00868283）を参照し
てください。

3. 

静電気防⽌⽤の圧縮空気で、DIMMおよびDIMMスロットのクリーニングを⾏います。4. 
DIMMを再度取り付けます。5. 

詳しくは、Hewlett Packard EnterpriseのWebサイトにあるお使いの製品⽤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（http://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs）•
HPE Synergy（http://www.hpe.com/info/synergy-docs）•

この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c00868283
http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c00868283
http://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc


 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Information Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてくださ
い。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Memory configuration error - Processor memory 
exceeds the amount supported
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x0219

症状
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。
 

原因
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。
 

アクション
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。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/support/selfrepair
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


UPI Initialization Error: A fatal UPI initialization 
error has been detected. %1 (Major Code: %2, 
Minor Code: %3)
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x0220

症状
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。%1（メジャーコード：％2、マ
イナーコード：％3）。
 

原因
プロセッサーインターコネクトリンクが正しく初期化/トレーニングされなかったため、マルチプ
ロセッサー通信が制限されている可能性があります。
 

アクション
プロセッサーを取り付けなおします。
プロセッサーの取り付け、取り外し、または交換が必要なすべての⼿順を⾏う前に、ご使⽤のプ
ロセッサーモデルのドキュメントを必ず確認してください。Hewlett Packard Enterprise 
Information Libraryでサーバーのユーザーガイドまたはメンテナンス&サービスガイドを探してく
ださい。
注意：プロセッサーの取り外しまたは交換を⾏う前に、Hewlett Packard Enterprise Information 
LibraryにあるHPE ProLiant Gen9トラブルシューティングガイド、ボリューム1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に記載されている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。

アクセスパネルを取り外します。1. 
ヒートシンクを取り外します。2. 
各プロセッサー固定レバーを開き、プロセッサーを取り外します。3. 
プロセッサーを取り付けなおします。プロセッサーの両側にあるプロセッサー取り付けガイ
ドを⽬で確認しながら、プロセッサー固定⽤ブラケットにプロセッサーを確実に固定しま
す。システムボードのピンは、⾮常に壊れやすく、簡単に損傷します。

4. 

プロセッサー固定⽤ブラケットを閉じます。プロセッサーがプロセッサー固定⽤ブラケット
に正しく取り付けられている場合、ソケットの前⾯でプロセッサー固定⽤ブラケットはフラ
ンジにかかっていません。
注意：プロセッサーを押し込まないでください。プロセッサーを押し込むと、プロセッサー
ソケットやシステムボードが損傷する場合があります。プロセッサー固定⽤ブラケットの⽰
されている部分のみを押してください。

5. 

プロセッサー固定⽤ブラケットを押して正しい位置で固定し、プロセッサーの各ロック⽤レ
バーを閉じます。プロセッサー固定⽤ブラケットの⽰されている部分のみを押してくださ
い。

6. 

問題が解決されない場合は、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。
Service Pack for ProLiant（SPP）には、サーバードライバー、システムソフトウェア、ファーム



ウェアが含まれています。SPPについて詳しくは、SPPのWebサイトhttp://www.hpe.com/jp/spp
を参照してください。それぞれのSPPには、サーバーサポートガイドが付属しており、サポート
されるサーバーおよびサポートされるサーバーごとに使⽤可能なコンポーネントが⼀覧表⽰され
ています。サーバーサポートガイドおよびService Pack for ProLiantクイックスタートガイドは、
SPP Information Library（http://www.hpe.com/info/spp/documentation）で⼊⼿できます。
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docsで⼊⼿できるSmart Update Managerユーザーガイド
およびSUMベストプラクティスのプランニングガイドを参照してください。SPPはSmart Update 
Manager（SUM）を使⽤して、ファームウェアとシステムソフトウェアコンポーネントを展開し
ます。
HPE Synergy製品のファームウェアをアップデートするには、HPE Synergyファームウェアとド
ライバーアップデートのためのベストプラクティスhttp://www.hpe.com/info/synergy-docsを参照
してください。
詳しくは、Hewlett Packard EnterpriseのWebサイトにある製品のトラブルシューティングガイド
に記載されているシステムの最新状態の維持を参照してください。

HPE ProLiant Gen10（http://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting）•
HPE Synergy（http://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting）•

この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting
http://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


System initialization error
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x0221

症状
システムエラー
 

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。
 

アクション
プロセッサーを取り付けなおして、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。
プロセッサーの取り付け、取り外し、または交換が必要なすべての⼿順を⾏う前に、ご使⽤のプ
ロセッサーモデルのドキュメントを必ず確認してください。Hewlett Packard Enterprise 
Information Libraryでサーバーのユーザーガイドまたはメンテナンス&サービスガイドを探してく
ださい。
注意：プロセッサーの取り外しまたは交換を⾏う前に、Hewlett Packard Enterprise Information 
LibraryにあるHPE ProLiant Gen9トラブルシューティングガイド、ボリューム1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に記載されている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。

アクセスパネルを取り外します。1. 
ヒートシンクを取り外します。2. 
各プロセッサー固定レバーを開きます。3. 
プロセッサーを取り付けます。プロセッサーの両側にあるプロセッサー取り付けガイドを⽬
で確認しながら、プロセッサー固定⽤ブラケットにプロセッサーを確実に固定します。シス
テムボードのピンは、⾮常に壊れやすく、簡単に損傷します。

4. 

プロセッサー固定⽤ブラケットを閉じます。プロセッサーがプロセッサー固定⽤ブラケット
に正しく取り付けられている場合、ソケットの前⾯でプロセッサー固定⽤ブラケットはフラ
ンジにかかっていません。
注意：プロセッサーを押し込まないでください。プロセッサーを押し込むと、プロセッサー
ソケットやシステムボードが損傷する場合があります。プロセッサー固定⽤ブラケットの⽰
されている部分のみを押してください。

5. 

プロセッサー固定⽤ブラケットを押して正しい位置で固定し、プロセッサーの各ロック⽤レ
バーを閉じます。プロセッサー固定⽤ブラケットの⽰されている部分のみを押してくださ
い。

6. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


DIMM Initialization Error - Processor %1 Channel 
%2. The identified memory channel could not be 
properly trained and has been mapped out. 
(Major Code:%3, Minor Code:%4).
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x0223

症状
DIMM初期化エラー ‒ プロセッサー%1 チャネル%2。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：％3、マイナーコー
ド：％4）。
 

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、メモリの初期化コードによ
り無効になっています。
 

アクション
識別されたチャネルのDIMMを取り付けなおし、システムROMをアップデートします。問題が解
決されない場合は、サポートにお問い合わせください。
影響を受けるDIMMごとに、以下の⼿順を実⾏してください。

次に利⽤可能なメンテナンスウィンドウで、サーバーの電源を切ります。1. 
すべての電源を取り外します。

各電源コードを電源から抜き取ります。a. 
各電源コードをサーバーから抜き取ります。b. 

2. 

DIMMを取り外します。
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。Hewlett Packard Enterprise Library（
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にあるDIMMの取り扱いガイドラインを参照して
ください

3. 

静電気防⽌⽤の圧縮空気で、DIMMおよびDIMMスロットのクリーニングを⾏います。4. 
DIMMを再度取り付けます。5. 

問題が解決しない場合、Hewlett Packard Enterpriseでは、サーバーの問題の読み取り、診断、お
よび解決に使⽤するオンラインツールであるActive Health System Viewer（AHSV）にAHSログを
アップロードする際にトラブルシューティングを⽀援するルールのセットを定義しています。

サーバーから、AHSログをダウンロードします。1. 
http://www.hpe.com/servers/ahsvでAHSVにログインしてから、必要なパスポートアカウン
トを⼊⼒します。

2. 

AHSログをAHSVにアップロードします。3. 
AHSVダッシュボードページに移動して、エラーを確認します。4. 
Fault Detection Analyticsページに移動して、他のエラー条件と修正を特定します。5. 

AHSログがアップロードされた後でもHewlett Packard Enterpriseからのサポートが必要な場合

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/servers/ahsv


は、AHSVを使⽤してサポートケースを作成することができます。
AHSVダッシュボードに移動し、NavigationメニューからCreate a Support Caseをクリックしま
す。
Case Creationウィンドウが表⽰されます。

連絡先情報をフォームに記⼊します。1. 
Issue sectionで、以下を⼊⼒します。

問題の説明•
ケースコメント•

2. 

Submitをクリックします。サポートケースはHewlett Packard Enterpriseサポートに送信さ
れて、⾼度な診断とトラブルシューティングが⾏われます。⼊⼒されていない情報がある場
合は、⾚い枠線のブロックが表⽰されて、ポップアップウィンドウに何を追加すべきかが⽰
されます。

3. 

Hewlett Packard Enterpriseサポートが問題を解決して、報告します。4. 
Active Health System Viewer User Guideを参照してください。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/support/ahsv-ug-en
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Unsupported DIMM Configuration Detected - 
Processor %1 Channel %2. DIMM population 
rule violation. The Memory channel has been 
mapped out. (Major Code:%3, Minor Code:%4).
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x0228

症状
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%1 チャネル%2。DIMM取り付
けルール違反です。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構成が無効です。
 

アクション
DIMMを、サポートされる構成で取り付けます。

サーバーの電源を切ります。1. 
すべての電源の取り外し：

各電源コードを電源から抜き取ります。a. 
各電源コードをサーバーから抜き取ります。b. 

2. 

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。ProLiantサーバー構成でメモリモジュールを取り扱うための
ベストプラクティス（http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-
c00868283）を参照してください。
詳しくは、Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
）にあるサーバーユーザーガイドを参照してください。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Information Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてくださ
い。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティングガイド•
リリースノート•

HPEカスタマーセルフリペアビデオについて：
カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c00868283/
http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c00868283/
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx


ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/assistance


Unsupported DIMM configuration detected
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x0229

症状
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%1 DIMM %2。識別された
DIMMはシステムでサポートされていません。（メジャーコード：％3、マイナーコー
ド：％4）。
 

原因
サポートされていないDIMMがサーバーに取り付けられている。
 

アクション
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（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
）にあるサーバーユーザーガイドを参照してください。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Unsupported DIMM Configuration Detected - 
Processor %1 Channel %2
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x0230

症状
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%1 チャネル%2。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：％3、マイナーコード：％4）。
 

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。
 

アクション
影響を受けるチャネルからDIMMを取り外すか、取り付けられているDIMM構成を変更してくださ
い。サポートされている構成について詳しくは、ユーザーガイドを参照してください。

すべての電源を取り外します。
各電源コードを電源から抜き取ります。a. 
各電源コードをサーバーから抜き取ります。b. 

1. 

DIMMを取り外します。
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。Hewlett Packard Enterprise Library（
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にあるDIMMの取り扱いガイドラインを参照して
ください

2. 

DIMMの取り付けについては、HPE ProLiantおよびSynergy Gen10サーバー搭載のHPE DDR4メ
モリの取り付けルール（http://www.hpe.com/docs/memory-population-rules）を参照してください
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。ProLiantサーバー構成でメモリモジュールを取り扱うための
ベストプラクティス（http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-
c00868283）を参照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/docs/memory-population-rules/
http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c00868283/
http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c00868283/
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


DIMM configuration error—No memory is 
available
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x0231

症状
次のPOSTメッセージが表⽰されます。DIMM configuration error—No memory is available. If 
DIMMs are installed, verify that the corresponding processor is installed.
 

原因
サーバーにDIMMが取り付けられていません。•
対応するプロセッサーがあるのに、DIMMが取り付けられていません。•

 

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、http://www.hpe.com/docs/memory-population-rulesにあるDIMMの取り付けルールを参
照してください。

サーバーの電源を切ります。1. 
すべての電源の取り外し：

各電源コードを電源から抜き取ります。a. 
各電源コードをサーバーから抜き取ります。b. 

2. 

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。ProLiantサーバー構成でメモリモジュールを取り扱うための
ベストプラクティス（http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-
c00868283）を参照してください。
DIMMの取り付けについては、HPE ProLiantおよびSynergy Gen10サーバー搭載のHPE DDR4メ
モリの取り付けルール（http://www.hpe.com/docs/memory-population-rules）を参照してください
取り付けられているDIMMに対応するプロセッサーがあることを確認します。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•

http://www.hpe.com/docs/memory-population-rules
http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c00868283/
http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c00868283/
http://www.hpe.com/docs/memory-population-rules/
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ（
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト（
http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/support/selfrepair
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Memory initialization error
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x0232

症状
次のPOSTメッセージが表⽰されます。Memory initialization error – Processor A, DIMM B failed.
 

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。
 

アクション
メッセージに⽰されたDIMMを交換します。

サーバーの電源を切ります。1. 
すべての電源の取り外し：

各電源コードを電源から抜き取ります。a. 
各電源コードをサーバーから抜き取ります。b. 

2. 

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。ProLiantサーバー構成でメモリモジュールを取り扱うための
ベストプラクティス（http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-
c00868283）を参照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
DIMMの取り付けに関する情報およびサポートされるDIMMのタイプについては、Hewlett 
Packard Enterprise Information Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）で⼊⼿できる
サーバーのユーザーガイドを参照してください。
DIMMの取り付けルールについては、ProLiant Gen10サーバーのDDR4メモリの取り付けに関する
ベストプラクティスガイドライン（http://www.hpe.com/docs/memory-population-rules）を参照し
てください。
HPEカスタマーセルフリペアビデオについて：

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c00868283/
http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c00868283/
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/docs/memory-population-rules/
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


DIMM Initialization Error - Processor %1 Channel 
%2. The identified memory channel could not be 
properly trained and has been mapped out. 
(Major Code:%3, Minor Code:%4).
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x0233

症状
DIMM初期化エラー - プロセッサー%1 チャネル%2。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：％3、マイナーコー
ド：％4）。
 

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、メモリの初期化コードによ
り無効になっています。
 

アクション
識別されたチャネルのDIMMを取り付けなおし、システムROMをアップデートします。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。
影響を受けるDIMMごとに、以下の⼿順を実⾏してください。

次に利⽤可能なメンテナンスウィンドウで、サーバーの電源を切ります。1. 
すべての電源を取り外します。

各電源コードを電源から抜き取ります。a. 
各電源コードをサーバーから抜き取ります。b. 

2. 

DIMMを取り外します。
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。Hewlett Packard Enterprise Library（
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にあるDIMMの取り扱いガイドラインを参照して
ください

3. 

静電気防⽌⽤の圧縮空気で、DIMMおよびDIMMスロットのクリーニングを⾏います。4. 
DIMMを再度取り付けます。5. 

この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc


サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


DIMM Initialization Error: Processor %1 DIMM 
%2
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x0234

症状
DIMM初期化エラー：プロセッサー%1 DIMM %2。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：％3、マイナーコード：％4）。
 

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。•

 

アクション
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（
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）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。

1. 

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。
注意：プロセッサーの取り外しまたは交換を⾏う前に、必ず、HPE ProLiantトラブルシュー
ティングガイド、ボリュームI：トラブルシューティングに記載されているトラブルシュー
ティングプロセスでのプロセッサー⼿順の実⾏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に従ってください。 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。

2. 

問題が解決されない場合は、Hewlett Packard Enterpriseサポートに連絡してください。3. 
DIMMを取り付けなおす

次に利⽤可能なメンテナンスウィンドウで、サーバーの電源を切ります。1. 
すべての電源を取り外します。

各電源コードを電源から抜き取ります。a. 
各電源コードをサーバーから抜き取ります。b. 

2. 

DIMMを取り外します。
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。Hewlett Packard Enterprise Library（
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にあるDIMMの取り扱いガイドラインを参照して
ください

3. 

静電気防⽌⽤の圧縮空気で、DIMMおよびDIMMスロットのクリーニングを⾏います。4. 
DIMMを再度取り付けます。5. 

プロセッサーを取り付けなおす
警告：表⾯が熱くなっているため、やけどをしないように、ドライブや内部システムコンポーネ
ントが⼗分に冷めてから⼿を触れてください。
注意：システムボードのピンは、⾮常に壊れやすく、簡単に損傷します。システムボードの損傷
を防⽌するために、プロセッサーまたはプロセッサーソケットの接点には触れないでください。
重要：両⽅のプロセッサーソケットに必ず装着されていなければなりません。いずれかのプロ

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


セッサーソケットにプロセッサーが取り付けられていないと、サーバーに電源を⼊れることがで
きません。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


DIMM configuration error—Only 2 DIMMs can be 
installed on a channel with UDIMMs
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x0235

症状
次のPOSTメッセージが表⽰されます。DIMM configuration error—Only 2 DIMMs can be installed 
on a channel with UDIMMs.
 

原因
UDIMMを搭載するチャネルに、2枚を超えるDIMMが取り付けられています。
 

アクション
DIMMを、サポートされる構成で取り付けます。

サーバーの電源を切ります。1. 
すべての電源の取り外し：

各電源コードを電源から抜き取ります。a. 
各電源コードをサーバーから抜き取ります。b. 

2. 

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。ProLiantサーバー構成でメモリモジュールを取り扱うための
ベストプラクティス（http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-
c00868283）を参照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
DIMMの取り付けに関する情報およびサポートされるDIMMのタイプについては、Hewlett 
Packard Enterprise Information Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）で⼊⼿できる
サーバーのユーザーガイドを参照してください。
HPEカスタマーセルフリペアビデオについて：

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c00868283/
http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c00868283/
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Unsupported DIMM configuration detected - 
Processor %1 DIMM %2.
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x0236

症状
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%1 DIMM %2。DIMMが、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：％3、マイナーコード：％4）
 

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。
 

アクション
サポートされていないDIMMを取り外し、サポートされているものと交換します。

サーバーの電源を切ります。1. 
すべての電源の取り外し：

各電源コードを電源から抜き取ります。a. 
各電源コードをサーバーから抜き取ります。b. 

2. 

詳しくは、http://www.hpe.com/info/enterprise/docsで⼊⼿できる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。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
DIMMの取り付けルールとガイドラインについては、HPE ProLiantおよびSynergy Gen10サー
バー搭載のHPE DDR4メモリの取り付けルール（http://www.hpe.com/docs/memory-population-
rules）を参照してください。
HPE ProLiant、Apollo、およびSynergy製品でサポートされているDIMMについて詳しくは、HPE 
Enterprise Information Library Webサイトのドキュメントを参照してください。 

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティングガイド•

HPEカスタマーセルフリペアビデオについて：
カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/docs/memory-population-rules/
http://www.hpe.com/docs/memory-population-rules/
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/support/selfrepair
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx


ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/assistance


Unsupported DIMM configuration detected - 
Octal and Quad Rank DIMMs are not supported 
on the same memory channel
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x0237

症状
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：％1、マイナー
コード：％2）
 

原因
互換性のないDIMMが同じメモリチャネルに取り付けられています。
 

アクション
互換性のないDIMMを取り外して交換します。取り付けられているすべてのDIMMが同じタイプで
あることを確認してください。

すべての電源を取り外します。
各電源コードを電源から抜き取ります。a. 
各電源コードをサーバーから抜き取ります。b. 

1. 

DIMMを取り外します。
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。Hewlett Packard Enterprise Library（
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にあるDIMMの取り扱いガイドラインを参照して
ください

2. 

新しいDIMMを取り付けます。3. 
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
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。DIMMの取り付けルールとガイドラインについては、HPE 
ProLiantおよびSynergy Gen10サーバー搭載のHPE DDR4メモリの取り付けルール（
http://www.hpe.com/docs/memory-population-rules）を参照してください。
HPE Synergy製品でサポートされているDIMMについて詳しくは、HPE Enterprise Information 

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/docs/memory-population-rules/
http://www.hpe.com/info/synergy-docs


Library WebサイトにあるHPE Synergyのドキュメントを参照してください。 
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品でサポートされているDIMMについて詳しくは、HPE 
Enterprise Information Libraryを参照してください。
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Information Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてくださ
い。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティングガイド•

HPEカスタマーセルフリペアビデオについて：
カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://h17007.www1.hpe.com/us/en/enterprise/servers/solutions/info-library/index.aspx#.WVF7KE2GPcd
http://h17007.www1.hpe.com/us/en/enterprise/servers/solutions/info-library/index.aspx#.WVF7KE2GPcd
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/support/selfrepair
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


DIMM configuration error—Processor X, DIMM Y
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x0238

症状
次のPOSTメッセージが表⽰されます。DIMM configuration error—Processor X, DIMM 
Y&mdashQuad Rank DIMMs must be installed in the first socket of any memory channel in which 
they are populated.
 

原因
シングルランクまたはデュアルランクDIMMの後のメモリチャネルにクアッドランクDIMMが取り
付けられています。
 

アクション
いずれかのメモリチャネルの最初のスロットにクアッドランクDIMMを取り付けます。
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。Hewlett Packard Enterprise Library（
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にあるDIMMの取り扱いガイドラインを参照してくださ
い
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
DIMMの取り付けルールとガイドラインについては、HPE ProLiantおよびSynergy Gen10サー
バー搭載のHPE DDR4メモリの取り付けルール（http://www.hpe.com/docs/memory-population-
rules）を参照してください。
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ（
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト（
http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/docs/memory-population-rules/
http://www.hpe.com/docs/memory-population-rules/
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/support/selfrepair
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Unsupported DIMM configuration detected - 
Mixed DIMM configurations are not supported on 
this system (%1 (Major Code:%2, Minor 
Code:%3)
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x0239

症状
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。%1（メジャーコード：％2、マイナーコード：％3）。
 

原因
システム内でDIMMタイプの混在が検出されたため、システムでは構成できません。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
メモリ構成に含まれるDIMMタイプが1つだけであることを確認してください。サポートされてい
る構成について詳しくは、ユーザーガイドを参照してください。
取り付けられているすべてのDIMMを調べ、それらが同じタイプであることを確認してくださ
い。LRDIMMとRDIMMまたはUDIMMを同じシステムに混在させることはできません。同じタイ
プのみを使⽤してDIMMを取り付けなおし、システムを再起動します。
DIMMの取り付けについては、HPE ProLiantおよびSynergy Gen10サーバー搭載のHPE DDR4メ
モリの取り付けルール（http://www.hpe.com/docs/memory-population-rules）を参照してください
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。ProLiantサーバー構成でメモリモジュールを取り扱うための
ベストプラクティス（http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-
c00868283）を参照してください。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ •

http://www.hpe.com/docs/memory-population-rules/
http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c00868283/
http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c00868283/
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html


（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）
ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Unsupported processor configuration detected
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x0242

症状
次のPOSTメッセージが表⽰されます。Unsupported processor configuration detected - System 
does not support booting with three processors installed.
 

原因
サーバーは、3プロセッサー構成による動作をサポートしていません。
 

アクション
サーバーのユーザーガイドでサポートされているプロセッサー構成を確認してください。1. 
プロセッサーを、サポートされる構成で取り付けます。2. 

警告：表⾯が熱くなっているため、やけどをしないように、ドライブや内部システムコンポーネ
ントが⼗分に冷めてから⼿を触れてください。
注意：システムボードのピンは、⾮常に壊れやすく、簡単に損傷します。システムボードの損傷
を防⽌するために、プロセッサーまたはプロセッサーソケットの接点には触れないでください。
重要：両⽅のプロセッサーソケットに必ず装着されていなければなりません。いずれかのプロ
セッサーソケットにプロセッサーが取り付けられていないと、サーバーに電源を⼊れることがで
きません。
 

サポートと他のリソース
プロセッサーの取り付けおよび構成に関する情報は、Hewlett Packard Enterprise Information 
Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）で⼊⼿できるサーバーのユーザーガイドを参
照してください。
ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Unsupported option card configuration
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x0243

症状
次のPOSTメッセージが表⽰されます。Unsupported option card configuration. The option card 
installed in Slot X is not supported in that slot with the current server configuration. Action: Move 
the option card to a different slot.
 

原因
オプションカードは、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
オプションカードを、⽰されているスロットから取り外します。1. 
オプションカードを、サポートされているスロットに取り付けます。2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/support/selfrepair
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Unsupported processor configuration detected
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x0259

症状
次のPOSTメッセージが表⽰されます。Unsupported processor configuration detected. All 
installed processors do not have the same model number.
 

原因
サーバーに異なるモデルのプロセッサーが取り付けられています。
 

アクション
同じモデル番号のプロセッサーのみをサーバーに取り付けます。
警告：表⾯が熱くなっているため、やけどをしないように、ドライブや内部システムコンポーネ
ントが⼗分に冷めてから⼿を触れてください。
注意：システムボードのピンは、⾮常に壊れやすく、簡単に損傷します。システムボードの損傷
を防⽌するために、プロセッサーまたはプロセッサーソケットの接点には触れないでください。
重要：両⽅のプロセッサーソケットに必ず装着されていなければなりません。いずれかのプロ
セッサーソケットにプロセッサーが取り付けられていないと、サーバーに電源を⼊れることがで
きません。
 

サポートと他のリソース
プロセッサーの取り付けおよび構成に関する情報は、Hewlett Packard Enterprise Information 
Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）で⼊⼿できるサーバーのユーザーガイドを参
照してください。
ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Server Platform Services firmware in recovery 
mode
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x0264

症状
次のPOSTメッセージが表⽰されます。Server Platform Services firmware in recovery mode. SPS 
Firmware Update Switch 12 of the Maintenance Switch is in the ON position.
 

原因
スイッチ12がONの位置です。
 

アクション
サーバーの電源を切ります。1. 
システムメンテナンススイッチバンクを確認します。2. 
スイッチ12をOFFの位置に設定します。3. 

 

サポートと他のリソース
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、Hewlett Packard Enterprise Library（
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）で⼊⼿できるサーバーのユーザーガイドを参照してく
ださい。
ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


System configuration error
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x0265

症状
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
システムデフォルトをリセットし、ブートオプションを制限します。

iLOをリセットします。1. 
詳しくは、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。

2. 

サーバーを再起動します。3. 
 

サポートと他のリソース
Hewlett Packard Enterprise Information Library（http://www.hpe.com/info/ilo-docs）で⼊⼿できる
iLOのユーザーガイドを参照してください。
ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/ilo-docs
http://www.hpe.com/assistance


Unable to communicate with the firmware.
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x0270

症状
%2 FWと通信できません。特定の管理機能がありません。
 

原因
ファームウェアの最新バージョンを使⽤していないか、またはファームウェアが破損していま
す。
 

アクション
電源を切り、ファームウェアをアップデートしてください。
ファームウェアをアップデートする⽅法は複数あります。
HPEサポートのWebサイト：

https://www.hpe.com/jp/ja/support.htmlにアクセスします。1. 
HPEサーバー、ストレージ、ネットワークをクリックします。2. 
製品モデルを⼊⼒して、実⾏をクリックします。3. 
システムを選択します。4. 
ドライバー、ソフトウェア、およびファームウェアを⼊⼿するをクリックします。5. 
該当するオペレーティングシステムを選択します。6. 
該当するパッチを選択してから、ダウンロードをクリックします。7. 

Service Pack for ProLiant（SPP）：
SPPをHewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/jp/spp）からダウンロード
して、ドライブファームウェアをアップデートします。ファームウェアをアップデートする⼿順
については、SPPドキュメント（http://www.hpe.com/info/spp/documentation）を参照してくださ
い。
注記：SPPをダウンロードするには、Hewlett Packard Enterpriseとの契約およびHPEパスポート
IDが必要です。
注記：SPP全体をダウンロードするにはかなりの時間がかかります。
オンラインフラッシュコンポーネント
このコンポーネントは、サポートされるオペレーティングシステム上で直接インストールでき
る、アップデートされたシステムファームウェアを提供します。さらに、SUMと組み合わせて使
⽤すると、このスマートコンポーネントによって中央の場所からリモートサーバー上のファーム
ウェアをアップデートすることができます。
このリモート展開機能により、ファームウェアのアップデートを実⾏するためにサーバーの場所
に物理的にいる必要がなくなります。
ファームウェアアップデートの具体的な⼿順については、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationにあるSmart Update Managerユーザーガイドを参
照してください。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 

https://www.hpe.com/us/en/support.html
http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentation


Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。
ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Unsupported processor detected
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x0275

症状
次のPOSTメッセージが表⽰されます。Unsupported processor detected - Processor stepping not 
supported.
 

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
ウェアアップデートインターフェイスを使⽤してアップデートします。
Service Pack for ProLiant（SPP）には、サーバードライバー、システムソフトウェア、ファーム
ウェアが含まれています。SPPについて詳しくは、SPPのWebサイトhttp://www.hpe.com/jp/spp
を参照してください。それぞれのSPPには、サーバーサポートガイドが付属しており、サポート
されるサーバーおよびサポートされるサーバーごとに使⽤可能なコンポーネントが⼀覧表⽰され
ています。サーバーサポートガイドおよびService Pack for ProLiantクイックスタートガイドは、
SPP Information Library（http://www.hpe.com/info/spp/documentation）で⼊⼿できます。
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docsで⼊⼿できるSmart Update Managerユーザーガイド
およびSUMベストプラクティスのプランニングガイドを参照してください。SPPはSmart Update 
Manager（SUM）を使⽤して、ファームウェアとシステムソフトウェアコンポーネントを展開し
ます。
HPE Synergy製品のファームウェアをアップデートするには、http://www.hpe.com/info/synergy-
docsにあるHPE Synergyファームウェアアップデートの概要を参照してください。
 

サポートと他のリソース
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information LibraryのエンタープライズWebサイト（
http://www.hpe.com/info/ilo/docs）にあるiLO 5ユーザーガイドを参照してください。
ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/ilo-docs
http://www.hpe.com/assistance


Trusted Platform Module (TPM) self-test error
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x0318

症状
次のPOSTエラーメッセージが表⽰されます。Trusted Platform Module (TPM) self-test error.
 

原因
TPMに障害が発⽣した。•
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。•
UEFIシステムユーティリティでチップセットTPMが無効になっている。これは、デフォル
トがロードされている場合に発⽣する場合がある。

•

 

アクション
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。ご使⽤の製品⽤のUEFIシステムユーティリ
ティユーザーガイドと、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
交換リカバリ⼿順を参照してください。

1. 

TPMが取り付けられている場合は、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てください。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。

2. 

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。

3. 

TPMは取り付けたままにして、Hewlett Packard Enterprise認定サービスプロバイダーに新
しいシステムボードとTPMを依頼してください。詳しくは、Hewlett Packard Enterpriseサ
ポートへのアクセス（131ページ）を参照してください。

4. 

システムユーティリティでTrusted Platform Moduleオプションのメニューでチップセット
TPM機能が有効になっていることを確認します。

5. 

 

サポートと他のリソース
ご使⽤の製品のUEFIユーザーガイド（Hewlett Packard Enterprise Information Library（
http://www.hpe.com/info/uefi/docs））を参照してください。
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
トラブルシューティング•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/uefi/docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Unsupported processor configuration detected
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x0330

症状
次のPOSTメッセージが表⽰されます。Unsupported processor configuration detected - 
Processors are installed in the incorrect order.
 

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。
 

アクション
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。
警告：表⾯が熱くなっているため、やけどをしないように、ドライブや内部システムコンポーネ
ントが⼗分に冷めてから⼿を触れてください。
注意：システムボードのピンは、⾮常に壊れやすく、簡単に損傷します。システムボードの損傷
を防⽌するために、プロセッサーまたはプロセッサーソケットの接点には触れないでください。
重要：両⽅のプロセッサーソケットに必ず装着されていなければなりません。いずれかのプロ
セッサーソケットにプロセッサーが取り付けられていないと、サーバーに電源を⼊れることがで
きません。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
プロセッサーの取り付けおよび構成に関する情報は、Hewlett Packard Enterprise Information 
Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）で⼊⼿できるサーバーのユーザーガイドを参
照してください。
Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/support/selfrepair
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


NVDIMM population error
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x0347

症状
次のPOSTメッセージが表⽰されます。NVDIMM population error – X NVDIMMs are present in 
the system. Only Y NVDIMMs are supported.
 

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。
 

アクション
サーバーのNVDIMMの数をY以下に減らしてください。
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。Hewlett Packard Enterprise Information Library（
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にあるDIMMの取り扱いガイドラインを参照してくださ
い。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
DIMMの取り付けルールについては、ProLiant Gen10サーバーのDDR4メモリの取り付けに関する
ベストプラクティスガイドライン（http://www.hpe.com/docs/memory-population-rules）を参照し
てください。
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/docs/memory-population-rules/
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/support/selfrepair
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Unsupported DIMM configuration detected
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x0348

症状
⾮対応のDIMM構成が検知されました。プロセッサー%1 DIMM %2。登録済みDIMMは、
NVMDIMMがシステムに存在する場合にのみサポートされます。（メジャーコード：％3、マイ
ナーコード：％4）
 

原因
サーバーは、NVDIMMをサポートしていません。1. 
サーバーは、⽰されているDIMMスロットに取り付けられたNVDIMMをサポートしていませ
ん。

2. 

 

アクション
サポートされていないDIMMを取り外してください。

すべての電源を取り外します。
各電源コードを電源から抜き取ります。a. 
各電源コードをサーバーから抜き取ります。b. 

1. 

DIMMを取り外します。
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。DIMMの取り付けルールとガイドラインについて
は、HPE ProLiantおよびSynergy Gen10サーバー搭載のHPE DDR4メモリの取り付けルール
（http://www.hpe.com/docs/memory-population-rules）を参照してください。

2. 

HPE Synergy製品でサポートされているDIMMについて詳しくは、HPE Enterprise Information 
Library WebサイトにあるHPE Synergyのドキュメントを参照してください。 
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品でサポートされているDIMMについて詳しくは、HPE 
Enterprise Information Libraryを参照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Information Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてくださ
い。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•

http://www.hpe.com/docs/memory-population-rules/
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://h17007.www1.hpe.com/us/en/enterprise/servers/solutions/info-library/index.aspx#.WVF7KE2GPcd
http://h17007.www1.hpe.com/us/en/enterprise/servers/solutions/info-library/index.aspx#.WVF7KE2GPcd
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


トラブルシューティングガイド•
HPEカスタマーセルフリペアビデオについて：

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/support/selfrepair
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


NVDIMM population error
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x0349

症状
次のPOSTメッセージが表⽰されます。NVDIMM population error - NVDIMMs and LRDIMMs are 
installed in this system. NVDIMMs are only supported with DIMMs on this system.
 

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。
 

アクション
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。•

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。Hewlett Packard Enterprise Information Library（
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にあるDIMMの取り扱いガイドラインを参照してくださ
い。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
HPEカスタマーセルフリペアビデオについて：

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ（
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

サーバーでサポートされているメモリのタイプについて詳しくは、Hewlett Packard Enterpriseの
Webサイト（http://http://www.hpe.com/info/qs）にある製品QuickSpecsを参照してください。
Hewlett Packard Enterprise Information Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にある
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。
ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/info/qs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


NVDIMM population error
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x0350

症状
次のPOSTメッセージが表⽰されます。NVDIMM population error - Processor X, DIMM Y. 
NVDIMMs and RDIMMs are in the incorrect order on Channel Z. NVDIMMs on the channel should 
be closest to the CPU.
 

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。
 

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。
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。（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にあるDIMMの取
り扱いガイドラインを参照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
DIMMの取り付けルールについては、ProLiant Gen10サーバーのDDR4メモリの取り付けに関する
ベストプラクティスガイドライン（http://www.hpe.com/docs/memory-population-rules）を参照し
てください。
HPEカスタマーセルフリペアビデオについて：

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ（
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/docs/memory-population-rules/
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


IMPORTANT: Processor X, DIMM Y
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x0358

症状
次のPOSTメッセージが表⽰されます。IMPORTANT: Processor X, DIMM Y - The installed 
NVDIMM has a Supercap attached. This is not supported.
 

原因
サポートされていないコンデンサーパックは、取り付けられているNVDIMMに接続されます。
HPE Proliantサーバーでは、HPE SmartストレージバッテリによってNVDIMMに電源が提供され
ます。
 

アクション
サポートされていないコンデンサ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。
 

サポートと他のリソース
HPEカスタマーセルフリペアビデオについて：

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ（
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

プロセッサーの取り付けおよび構成に関する情報は、Hewlett Packard Enterprise Information 
Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）で⼊⼿できる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。
ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


NVDIMM population error
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x0359

症状
次のPOSTメッセージが表⽰されます。NVDIMM population error - Processor 1 must have at 
least one RDIMM installed when NVDIMMs are present in the system.
 

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。
 

アクション
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
のサーバーユーザーガイドを参照してください。
<>b>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。（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にある
DIMMの取り扱いガイドラインを参照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
HPEカスタマーセルフリペアビデオについて：

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ（
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Unsupported NVDIMM-N configuration detected
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x0365

症状
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：％1、マイナーコード：％2）。
 

原因
インストールされているNVDIMM-Nは相互互換性がありません。
 

アクション
サポートされていないNVDIMM-Nを取り外して、互換性のあるNVDIMM-Nと交換します。

すべての電源を取り外します。
各電源コードを電源から抜き取ります。a. 
各電源コードをサーバーから抜き取ります。b. 

1. 

DIMMを取り外します。
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。Hewlett Packard Enterprise Library（
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にあるDIMMの取り扱いガイドラインを参照して
ください

2. 

新しいDIMMを取り付けます。3. 
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
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。DIMMの取り付けルールとガイドラインについては、HPE 
ProLiantおよびSynergy Gen10サーバー搭載のHPE DDR4メモリの取り付けルール（
http://www.hpe.com/docs/memory-population-rules）を参照してください。
HPE Synergy製品でサポートされているDIMMについて詳しくは、HPE Enterprise Information 
Library WebサイトにあるHPE Synergyのドキュメントを参照してください。 
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品でサポートされているDIMMについて詳しくは、HPE 
Enterprise Information Libraryを参照してください。
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Information Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてくださ
い。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/docs/memory-population-rules/
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://h17007.www1.hpe.com/us/en/enterprise/servers/solutions/info-library/index.aspx#.WVF7KE2GPcd
http://h17007.www1.hpe.com/us/en/enterprise/servers/solutions/info-library/index.aspx#.WVF7KE2GPcd
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティングガイド•

HPEカスタマーセルフリペアビデオについて：
カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/support/selfrepair
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


System ROM authentication error
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x0367

症状
次のPOSTメッセージが表⽰されます。The System ROM image could not be authenticated or 
recovered.
 

原因
システムROMは壊れているか無効です。
 

アクション
システムROMをアップデートして、システムの動作を復元します。
ファームウェアをアップグレードする⽅法は複数あります。
HPEサポートのWebサイト：

https://www.hpe.com/jp/ja/support.htmlにアクセスします。1. 
HPEサーバー、ストレージ、ネットワークをクリックします。2. 
製品名を⼊⼒して、実⾏をクリックします。3. 
ドライバー、ソフトウェア、およびファームウェアを⼊⼿するをクリックします。4. 
該当するオペレーティングシステムを選択します。5. 
該当するパッチを選択してから、ダウンロードをクリックします。6. 

Smart Update Manager（SUM）:
Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/servers/hpsum/download
）からSUMをダウンロードします。

1. 

最新のSPPがあることを確認してください（http://www.hpe.com/jp/spp/download）。2. 
SUMを開き、Smartアレイドライバーが含まれているベースラインを追加します。ファーム
ウェアアップデートの具体的な⼿順については、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationにあるSmart Update Managerユーザーガイ
ドを参照してください。

3. 

Smart Update Tool（SUT）：
注記：SUTを使⽤するには、HPE OneViewをダウンロードしてインストールしておく必要があり
ます。詳しくは、HPE OneViewのドキュメント（http://www.hpe.com/info/ovvcenter/docs）を参
照してください。

SUTはHewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/info/hpsut）からダウ
ンロードしてください。

1. 

最新のSPPがあることを確認してください（http://www.hpe.com/jp/spp/download）。2. 
コマンドラインからSUTを実⾏して（On-Demand mode）、Smartアレイファームウェアを
アップデートします。詳しくは、HP SUTのドキュメント（http://www.hpe.com/info/sut-
docs）を参照してください。

3. 

Service Pack for ProLiant（SPP）：
SPPをHewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/jp/spp）からダウンロード
して、Smartアレイファームウェアをアップデートします。ファームウェアをアップデートする
⼿順については、SPPドキュメント（http://www.hpe.com/info/spp/documentation）を参照してく
ださい。

https://www.hpe.com/us/en/support.html
http://www.hpe.com/servers/hpsum/download
http://www.hpe.com/servers/spp/download
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentation
http://www.hpe.com/info/ovvcenter/docs
http://www.hpe.com/info/hpsut
http://www.hpe.com/servers/spp/download
http://www.hpe.com/info/sut-docs
http://www.hpe.com/info/sut-docs
http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation


注記：SPPをダウンロードするには、Hewlett Packard Enterpriseとの契約およびHPEパスポート
IDが必要です。HPEパスポートIDをお持ちでない場合は、http://www.hpe.com/info/insightonlineに
アクセスしてください。
注記：SPP全体をダウンロードするにはかなりの時間がかかります。
オンラインフラッシュコンポーネント
このコンポーネントは、サポートされるオペレーティングシステム上で直接インストールでき
る、アップデートされたシステムファームウェアを提供します。さらに、SUMと組み合わせて使
⽤すると、このスマートコンポーネントによって中央の場所からリモートサーバー上のファーム
ウェアをアップデートすることができます。
このリモート展開機能により、ファームウェアのアップデートを実⾏するためにサーバーの場所
に物理的にいる必要がなくなります。
ファームウェアアップデートの具体的な⼿順については、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationにあるSmart Update Managerユーザーガイドを参
照してください。
 

サポートと他のリソース
Service Pack for ProLiant（SPP）には、サーバードライバー、システムソフトウェア、ファーム
ウェアが含まれています。SPPについて詳しくは、SPPのWebサイトhttp://www.hpe.com/jp/spp
を参照してください。それぞれのSPPには、サーバーサポートガイドが付属しており、サポート
されるサーバーおよびサポートされるサーバーごとに使⽤可能なコンポーネントが⼀覧表⽰され
ています。サーバーサポートガイドおよびService Pack for ProLiantクイックスタートガイドは、
SPP Information Library（http://www.hpe.com/info/spp/documentation）で⼊⼿できます。
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docsで⼊⼿できるSmart Update Managerユーザーガイド
およびSUMベストプラクティスのプランニングガイドを参照してください。SPPはSmart Update 
Manager（SUM）を使⽤して、ファームウェアとシステムソフトウェアコンポーネントを展開し
ます。
HPE Synergy製品のファームウェアをアップデートするには、http://www.hpe.com/info/synergy-
docsにあるHPE Synergyファームウェアアップデートの概要を参照してください。

http://www.hpe.com/info/insightonline
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentations
http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs


System ROM authentication error
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x0368

症状
次のPOSTメッセージが表⽰されます。System ROM authentication error – The BIOS image 
could not be authenticated.
 

原因
BIOSイメージは壊れているか無効です。
 

アクション
システムにより⾃動的に復元が試みられます。問題が解決されない場合は、システムROMをアッ
プデートして、システムの動作を復元してください。
ファームウェアをアップグレードする⽅法は複数あります。
HPEサポートのWebサイト：

https://www.hpe.com/jp/ja/support.htmlにアクセスします。1. 
HPEサーバー、ストレージ、ネットワークをクリックします。2. 
製品名を⼊⼒して、実⾏をクリックします。3. 
ドライバー、ソフトウェア、およびファームウェアを⼊⼿するをクリックします。4. 
該当するオペレーティングシステムを選択します。5. 
該当するパッチを選択してから、ダウンロードをクリックします。6. 

Smart Update Manager（SUM）:
Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/servers/hpsum/download
）からSUMをダウンロードします。

1. 

最新のSPPがあることを確認してください（http://www.hpe.com/jp/spp/download）。2. 
SUMを開き、Smartアレイドライバーが含まれているベースラインを追加します。ファーム
ウェアアップデートの具体的な⼿順については、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationにあるSmart Update Managerユーザーガイ
ドを参照してください。

3. 

Smart Update Tool（SUT）：
注記：SUTを使⽤するには、HPE OneViewをダウンロードしてインストールしておく必要があり
ます。詳しくは、HPE OneViewのドキュメント（http://www.hpe.com/info/ovvcenter/docs）を参
照してください。

SUTはHewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/info/hpsut）からダウ
ンロードしてください。

1. 

最新のSPPがあることを確認してください（http://www.hpe.com/jp/spp/download）。2. 
コマンドラインからSUTを実⾏して（On-Demand mode）、Smartアレイファームウェアを
アップデートします。詳しくは、HP SUTのドキュメント（http://www.hpe.com/info/sut-
docs）を参照してください。

3. 

Service Pack for ProLiant（SPP）：
SPPをHewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/jp/spp）からダウンロード
して、Smartアレイファームウェアをアップデートします。ファームウェアをアップデートする
⼿順については、SPPドキュメント（http://www.hpe.com/info/spp/documentation）を参照してく

https://www.hpe.com/us/en/support.html
http://www.hpe.com/servers/hpsum/download
http://www.hpe.com/servers/spp/download
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentation
http://www.hpe.com/info/ovvcenter/docs
http://www.hpe.com/info/hpsut
http://www.hpe.com/servers/spp/download
http://www.hpe.com/info/sut-docs
http://www.hpe.com/info/sut-docs
http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation


ださい。
注記：SPPをダウンロードするには、Hewlett Packard Enterpriseとの契約およびHPEパスポート
IDが必要です。HPEパスポートIDをお持ちでない場合は、http://www.hpe.com/info/insightonlineに
アクセスしてください。
注記：SPP全体をダウンロードするにはかなりの時間がかかります。
オンラインフラッシュコンポーネント
このコンポーネントは、サポートされるオペレーティングシステム上で直接インストールでき
る、アップデートされたシステムファームウェアを提供します。さらに、SUMと組み合わせて使
⽤すると、このスマートコンポーネントによって中央の場所からリモートサーバー上のファーム
ウェアをアップデートすることができます。
このリモート展開機能により、ファームウェアのアップデートを実⾏するためにサーバーの場所
に物理的にいる必要がなくなります。
ファームウェアアップデートの具体的な⼿順については、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationにあるSmart Update Managerユーザーガイドを参
照してください。
 

サポートと他のリソース
Service Pack for ProLiant（SPP）には、サーバードライバー、システムソフトウェア、ファーム
ウェアが含まれています。SPPについて詳しくは、SPPのWebサイトhttp://www.hpe.com/jp/spp
を参照してください。それぞれのSPPには、サーバーサポートガイドが付属しており、サポート
されるサーバーおよびサポートされるサーバーごとに使⽤可能なコンポーネントが⼀覧表⽰され
ています。サーバーサポートガイドおよびService Pack for ProLiantクイックスタートガイドは、
SPP Information Library（http://www.hpe.com/info/spp/documentation）で⼊⼿できます。
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docsで⼊⼿できるSmart Update Managerユーザーガイド
およびSUMベストプラクティスのプランニングガイドを参照してください。SPPはSmart Update 
Manager（SUM）を使⽤して、ファームウェアとシステムソフトウェアコンポーネントを展開し
ます。
HPE Synergy製品のファームウェアをアップデートするには、http://www.hpe.com/info/synergy-
docsにあるHPE Synergyファームウェアアップデートの概要を参照してください。
ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/insightonline
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentations
http://www.hpe.com/assistance


System ROM authentication error
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x0369

症状
次のPOSTメッセージが表⽰されます。System ROM authentication error – The system is 
operating on a recovered or redundant image. Redundant ROM functionality is NOT available.
 

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。
 

アクション
システムROMをアップデートして冗⻑性を復元します。
ファームウェアをアップグレードする⽅法は複数あります。
HPEサポートのWebサイト：

https://www.hpe.com/jp/ja/support.htmlにアクセスします。1. 
HPEサーバー、ストレージ、ネットワークをクリックします。2. 
製品名を⼊⼒して、実⾏をクリックします。3. 
ドライバー、ソフトウェア、およびファームウェアを⼊⼿するをクリックします。4. 
該当するオペレーティングシステムを選択します。5. 
該当するパッチを選択してから、ダウンロードをクリックします。6. 

Smart Update Manager（SUM）:
Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/servers/hpsum/download
）からSUMをダウンロードします。

1. 

最新のSPPがあることを確認してください（http://www.hpe.com/jp/spp/download）。2. 
SUMを開き、Smartアレイドライバーが含まれているベースラインを追加します。ファーム
ウェアアップデートの具体的な⼿順については、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationにあるSmart Update Managerユーザーガイ
ドを参照してください。

3. 

Smart Update Tool（SUT）：
注記：SUTを使⽤するには、HPE OneViewをダウンロードしてインストールしておく必要があり
ます。詳しくは、HPE OneViewのドキュメント（http://www.hpe.com/info/ovvcenter/docs）を参
照してください。

SUTはHewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/info/hpsut）からダウ
ンロードしてください。

1. 

最新のSPPがあることを確認してください（http://www.hpe.com/jp/spp/download）。2. 
コマンドラインからSUTを実⾏して（On-Demand mode）、Smartアレイファームウェアを
アップデートします。詳しくは、HP SUTのドキュメント（http://www.hpe.com/info/sut-
docs）を参照してください。

3. 

Service Pack for ProLiant（SPP）：
SPPをHewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/jp/spp）からダウンロード
して、Smartアレイファームウェアをアップデートします。ファームウェアをアップデートする
⼿順については、SPPドキュメント（http://www.hpe.com/info/spp/documentation）を参照してく
ださい。

https://www.hpe.com/us/en/support.html
http://www.hpe.com/servers/hpsum/download
http://www.hpe.com/servers/spp/download
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentation
http://www.hpe.com/info/ovvcenter/docs
http://www.hpe.com/info/hpsut
http://www.hpe.com/servers/spp/download
http://www.hpe.com/info/sut-docs
http://www.hpe.com/info/sut-docs
http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation


注記：SPPをダウンロードするには、Hewlett Packard Enterpriseとの契約およびHPEパスポート
IDが必要です。HPEパスポートIDをお持ちでない場合は、http://www.hpe.com/info/insightonlineに
アクセスしてください。
注記：SPP全体をダウンロードするにはかなりの時間がかかります。
オンラインフラッシュコンポーネント
このコンポーネントは、サポートされるオペレーティングシステム上で直接インストールでき
る、アップデートされたシステムファームウェアを提供します。さらに、SUMと組み合わせて使
⽤すると、このスマートコンポーネントによって中央の場所からリモートサーバー上のファーム
ウェアをアップデートすることができます。
このリモート展開機能により、ファームウェアのアップデートを実⾏するためにサーバーの場所
に物理的にいる必要がなくなります。
ファームウェアアップデートの具体的な⼿順については、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationにあるSmart Update Managerユーザーガイドを参
照してください。
 

サポートと他のリソース
Service Pack for ProLiant（SPP）には、サーバードライバー、システムソフトウェア、ファーム
ウェアが含まれています。SPPについて詳しくは、SPPのWebサイトhttp://www.hpe.com/jp/spp
を参照してください。それぞれのSPPには、サーバーサポートガイドが付属しており、サポート
されるサーバーおよびサポートされるサーバーごとに使⽤可能なコンポーネントが⼀覧表⽰され
ています。サーバーサポートガイドおよびService Pack for ProLiantクイックスタートガイドは、
SPP Information Library（http://www.hpe.com/info/spp/documentation）で⼊⼿できます。
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docsで⼊⼿できるSmart Update Managerユーザーガイド
およびSUMベストプラクティスのプランニングガイドを参照してください。SPPはSmart Update 
Manager（SUM）を使⽤して、ファームウェアとシステムソフトウェアコンポーネントを展開し
ます。
HPE Synergy製品のファームウェアをアップデートするには、http://www.hpe.com/info/synergy-
docsにあるHPE Synergyファームウェアアップデートの概要を参照してください。
ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/insightonline
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentations
http://www.hpe.com/assistance


Redundant ROM authentication error
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x0370

症状
次のPOSTメッセージが表⽰されます。Redundant ROM authentication error – The Redundant 
ROM image could not be authenticated. Redundant ROM functionality is NOT available.
 

原因
冗⻑ROMは壊れているか無効です。
 

アクション
システムROMをアップデートして冗⻑性を復元します。
ファームウェアをアップグレードする⽅法は複数あります。
HPEサポートのWebサイト：

https://www.hpe.com/jp/ja/support.htmlにアクセスします。1. 
HPEサーバー、ストレージ、ネットワークをクリックします。2. 
製品名を⼊⼒して、実⾏をクリックします。3. 
ドライバー、ソフトウェア、およびファームウェアを⼊⼿するをクリックします。4. 
該当するオペレーティングシステムを選択します。5. 
該当するパッチを選択してから、ダウンロードをクリックします。6. 

Smart Update Manager（SUM）:
Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/servers/hpsum/download
）からSUMをダウンロードします。

1. 

最新のSPPがあることを確認してください（http://www.hpe.com/jp/spp/download）。2. 
SUMを開き、Smartアレイドライバーが含まれているベースラインを追加します。ファーム
ウェアアップデートの具体的な⼿順については、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationにあるSmart Update Managerユーザーガイ
ドを参照してください。

3. 

Smart Update Tool（SUT）：
注記：SUTを使⽤するには、HPE OneViewをダウンロードしてインストールしておく必要があり
ます。詳しくは、HPE OneViewのドキュメント（http://www.hpe.com/info/ovvcenter/docs）を参
照してください。

SUTはHewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/info/hpsut）からダウ
ンロードしてください。

1. 

最新のSPPがあることを確認してください（http://www.hpe.com/jp/spp/download）。2. 
コマンドラインからSUTを実⾏して（On-Demand mode）、Smartアレイファームウェアを
アップデートします。詳しくは、HP SUTのドキュメント（http://www.hpe.com/info/sut-
docs）を参照してください。

3. 

Service Pack for ProLiant（SPP）：
SPPをHewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/jp/spp）からダウンロード
して、Smartアレイファームウェアをアップデートします。ファームウェアをアップデートする
⼿順については、SPPドキュメント（http://www.hpe.com/info/spp/documentation）を参照してく
ださい。

https://www.hpe.com/us/en/support.html
http://www.hpe.com/servers/hpsum/download
http://www.hpe.com/servers/spp/download
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentation
http://www.hpe.com/info/ovvcenter/docs
http://www.hpe.com/info/hpsut
http://www.hpe.com/servers/spp/download
http://www.hpe.com/info/sut-docs
http://www.hpe.com/info/sut-docs
http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation


注記：SPPをダウンロードするには、Hewlett Packard Enterpriseとの契約およびHPEパスポート
IDが必要です。HPEパスポートIDをお持ちでない場合は、http://www.hpe.com/info/insightonlineに
アクセスしてください。
注記：SPP全体をダウンロードするにはかなりの時間がかかります。
オンラインフラッシュコンポーネント
このコンポーネントは、サポートされるオペレーティングシステム上で直接インストールでき
る、アップデートされたシステムファームウェアを提供します。さらに、SUMと組み合わせて使
⽤すると、このスマートコンポーネントによって中央の場所からリモートサーバー上のファーム
ウェアをアップデートすることができます。
このリモート展開機能により、ファームウェアのアップデートを実⾏するためにサーバーの場所
に物理的にいる必要がなくなります。
ファームウェアアップデートの具体的な⼿順については、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationにあるSmart Update Managerユーザーガイドを参
照してください。
 

サポートと他のリソース
Service Pack for ProLiant（SPP）には、サーバードライバー、システムソフトウェア、ファーム
ウェアが含まれています。SPPについて詳しくは、SPPのWebサイトhttp://www.hpe.com/jp/spp
を参照してください。それぞれのSPPには、サーバーサポートガイドが付属しており、サポート
されるサーバーおよびサポートされるサーバーごとに使⽤可能なコンポーネントが⼀覧表⽰され
ています。サーバーサポートガイドおよびService Pack for ProLiantクイックスタートガイドは、
SPP Information Library（http://www.hpe.com/info/spp/documentation）で⼊⼿できます。
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docsで⼊⼿できるSmart Update Managerユーザーガイド
およびSUMベストプラクティスのプランニングガイドを参照してください。SPPはSmart Update 
Manager（SUM）を使⽤して、ファームウェアとシステムソフトウェアコンポーネントを展開し
ます。
HPE Synergy製品のファームウェアをアップデートするには、http://www.hpe.com/info/synergy-
docsにあるHPE Synergyファームウェアアップデートの概要を参照してください。
ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/insightonline
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentations
http://www.hpe.com/assistance


Unexpected shutdown and restart
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x0389

症状
未確定のエラータイプにより、サーバーが再起動されました。
 

原因
特定されていません
 

アクション
HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Server Platform Services Firmware requires 
update
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x0412

症状
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
ファームウェアのアップデートが必要です。
 

アクション
ファームウェアをアップデートしてください。
ファームウェアをアップデートする⽅法は複数あります。
HPEサポートのWebサイト：

https://www.hpe.com/jp/ja/support.htmlにアクセスします。1. 
HPEサーバー、ストレージ、ネットワークをクリックします。2. 
製品モデルを⼊⼒して、実⾏をクリックします。3. 
システムを選択します。4. 
ドライバー、ソフトウェア、およびファームウェアを⼊⼿するをクリックします。5. 
該当するオペレーティングシステムを選択します。6. 
該当するパッチを選択してから、ダウンロードをクリックします。7. 

Service Pack for ProLiant（SPP）：
SPPをHewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/jp/spp）からダウンロード
して、ドライブファームウェアをアップデートします。ファームウェアをアップデートする⼿順
については、SPPドキュメント（http://www.hpe.com/info/spp/documentation）を参照してくださ
い。
注記：SPPをダウンロードするには、Hewlett Packard Enterpriseとの契約およびHPEパスポート
IDが必要です。
注記：SPP全体をダウンロードするにはかなりの時間がかかります。
オンラインフラッシュコンポーネント
このコンポーネントは、サポートされるオペレーティングシステム上で直接インストールでき
る、アップデートされたシステムファームウェアを提供します。さらに、SUMと組み合わせて使
⽤すると、このスマートコンポーネントによって中央の場所からリモートサーバー上のファーム
ウェアをアップデートすることができます。
このリモート展開機能により、ファームウェアのアップデートを実⾏するためにサーバーの場所
に物理的にいる必要がなくなります。
ファームウェアアップデートの具体的な⼿順については、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationにあるSmart Update Managerユーザーガイドを参
照してください。
 

サポートと他のリソース

https://www.hpe.com/us/en/support.html
http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentation


当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Innovation Engine Image authentication error
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x0413

症状
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
Innovation Engineファームウェアをアップデートします。
Service Pack for ProLiant（SPP）には、サーバードライバー、システムソフトウェア、ファーム
ウェアが含まれています。SPPについて詳しくは、SPPのWebサイトhttp://www.hpe.com/jp/spp
を参照してください。それぞれのSPPには、サーバーサポートガイドが付属しており、サポート
されるサーバーおよびサポートされるサーバーごとに使⽤可能なコンポーネントが⼀覧表⽰され
ています。サーバーサポートガイドおよびService Pack for ProLiantクイックスタートガイドは、
SPP Information Library（http://www.hpe.com/info/spp/documentation）で⼊⼿できます。
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docsで⼊⼿できるSmart Update Managerユーザーガイド
およびSUMベストプラクティスのプランニングガイドを参照してください。SPPはSmart Update 
Manager（SUM）を使⽤して、ファームウェアとシステムソフトウェアコンポーネントを展開し
ます。
HPE Synergy製品のファームウェアをアップデートするには、HPE Synergyファームウェアとド
ライバーアップデートのためのベストプラクティスhttp://www.hpe.com/info/synergy-docsを参照
してください。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。
ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Scalable Persistent Memory on %1 Logical 
NVDIMM %2
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x0436

症状
次のPOSTメッセージが表⽰されます。Scalable Persistent Memory on %1 Logical NVDIMM %2 
does not have enough memory to initialize.
 

原因
⼗分なメモリがインストールされていません。
 

アクション
サーバーに追加メモリをインストールします。
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。https://h20565.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?sp4ts.
oid=7271241&docLocale=en_US&docId=emr_na-c05161786にあるDIMMの取り扱いのガイドラ
インを参照してください。
 

サポートと他のリソース
DIMMの取り扱いのガイドライン、および当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の
製品情報については、Hewlett Packard Enterprise Information Library（
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://h20565.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?sp4ts.oid=7271241&docLocale=en_US&docId=emr_na-c05161786
https://h20565.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?sp4ts.oid=7271241&docLocale=en_US&docId=emr_na-c05161786
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/support/selfrepair
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


iLO Firmware Communication Issue: Unable to 
communicate with X firmware
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x0452

症状
%1 FWの通信に関する問題。%2 FW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
システムは管理プロセッサーファームウェアと通信できません。
 

アクション
サーバーの電源を切った後、再度、電源を⼊れます。1. 
問題が解決されない場合は、管理プロセッサーのファームウェアをアップデートします。
Service Pack for ProLiant（SPP）には、サーバードライバー、システムソフトウェア、
ファームウェアが含まれています。SPPについて詳しくは、SPPのWebサイト
http://www.hpe.com/jp/sppを参照してください。それぞれのSPPには、サーバーサポートガ
イドが付属しており、サポートされるサーバーおよびサポートされるサーバーごとに使⽤可
能なコンポーネントが⼀覧表⽰されています。サーバーサポートガイドおよびService Pack 
for ProLiantクイックスタートガイドは、SPP Information Library（
http://www.hpe.com/info/spp/documentation）で⼊⼿できます。
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docsで⼊⼿できるSmart Update Managerユーザーガ
イドおよびSUMベストプラクティスのプランニングガイドを参照してください。SPPは
Smart Update Manager（SUM）を使⽤して、ファームウェアとシステムソフトウェアコン
ポーネントを展開します。
HPE Synergy製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/synergy-docsにあるHPE Synergyファームウェアアップデートの概
要を参照してください。

2. 

詳しくは、Hewlett Packard EnterpriseのWebサイトにある製品のトラブルシューティングガイド
に記載されているシステムの最新状態の維持を参照してください。

HPE ProLiant Gen10（http://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting）•
HPE Synergy（http://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting）•

この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting
http://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc


 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Information Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてくださ
い。

ユーザーガイド•
トラブルシューティングガイド•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Unsupported DIMM configuration detected - 
Processor %1 DIMM %2
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x0453

症状
⾮対応のDIMM構成が検知されました。プロセッサー%1 DIMM %2。サポートされていない
Persistent Memoryモジュールがシステム内に存在します。このモジュールはインストールされた
プロセッサーでサポートされていないため、無効になっています。
 

原因
サーバーにインストールされたDIMMは、プロセッサーでサポートされていません。
 

アクション
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。
DIMMの取り付けルールとガイドラインについては、HPE ProLiantおよびSynergy Gen10サー
バー搭載のHPE DDR4メモリの取り付けルール（http://www.hpe.com/docs/memory-population-
rules）を参照してください。

サポートされていないDIMMを取り外してください。1. 
インストールされているプロセッサーでサポートされているDIMMと交換してください。2. 

この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
HPE Persistent Memory Managerについて詳しくは、HPE Persistent Memory Managerユーザー
ガイドを参照してください。
HPE ProLiant、Apollo、およびSynergy製品でサポートされているDIMMについて詳しくは、HPE 
Enterprise Information Library Webサイトのドキュメントを参照してください。 
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Information Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてくださ
い。

メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティングガイド•

HPEカスタマーセルフリペアビデオについて：
カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•

http://www.hpe.com/docs/memory-population-rules/
http://www.hpe.com/docs/memory-population-rules/
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://h20566.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c05308021
http://h20566.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c05308021
http://h20566.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c05308021
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/support/selfrepair


カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


%1 FW communication issue - Unable to 
communicate with %2 FW.
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x0457

症状
次のPOSTメッセージが表⽰されます。%1 FW communication issue - Unable to communicate 
with %2 FW (Error Code 0x%3). Unexpected %4 behavior may occur.
 

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
サーバーを再起動します。1. 
この問題が解決しない場合は、サーバーの電源を切った後、再度、電源を⼊れます。2. 
それでも問題が解決しない場合は、システムROMと指定されたファームウェアをアップ
デートしてください。
Service Pack for ProLiant（SPP）には、サーバードライバー、システムソフトウェア、
ファームウェアが含まれています。SPPについて詳しくは、SPPのWebサイト
http://www.hpe.com/jp/sppを参照してください。それぞれのSPPには、サーバーサポートガ
イドが付属しており、サポートされるサーバーおよびサポートされるサーバーごとに使⽤可
能なコンポーネントが⼀覧表⽰されています。サーバーサポートガイドおよびService Pack 
for ProLiantクイックスタートガイドは、SPP Information Library（
http://www.hpe.com/info/spp/documentation）で⼊⼿できます。
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docsで⼊⼿できるSmart Update Managerユーザーガ
イドおよびSUMベストプラクティスのプランニングガイドを参照してください。SPPは
Smart Update Manager（SUM）を使⽤して、ファームウェアとシステムソフトウェアコン
ポーネントを展開します。
HPE Synergy製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/synergy-docsにあるHPE Synergyファームウェアアップデートの概
要を参照してください。

3. 

この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc


 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Information Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてくださ
い。

ユーザーガイド•
トラブルシューティングガイド•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Uncorrectable memory error threshold exceeded
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x0462

症状
次のPOSTメッセージが表⽰されます。Uncorrectable memory error threshold exceeded (%1 %2, 
DIMM %3). The DIMM is mapped out and is currently not available.
 

原因
DIMM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
故障しているDIMMを交換してください。

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。https://h20565.www2.hpe.com/hp
sc/doc/public/display?sp4ts.oid=7271241&docLocale=en_US&docId=emr_na-
c05161786にあるDIMMの取り扱いのガイドラインを参照してください。

1. 

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、http://www.hpe.com/info/proliantuefi/docsにある製品のUEFIユーザーガイド
を参照してください。

2. 

この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 

https://h20565.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?sp4ts.oid=7271241&docLocale=en_US&docId=emr_na-c05161786
https://h20565.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?sp4ts.oid=7271241&docLocale=en_US&docId=emr_na-c05161786
https://h20565.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?sp4ts.oid=7271241&docLocale=en_US&docId=emr_na-c05161786
http://www.hpe.com/info/proliantuefi/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx


（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/assistance


HPE Persistent Memory Configuration Error: 
Processor %1 DIMM %2
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x0560

症状
HPE Persistent Memory構成エラー：プロセッサー%1 DIMM %2。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 %3と%4は使⽤できま
せん。（メジャーコード：％5、マイナーコード：％6）。
 

原因
⽰されたHPE Persistent Memoryモジュールは、サポートされているステッピング、リビジョ
ン、または容量ではありません。
 

アクション
⽰されたHPE Persistent Memoryモジュールを取り外し、サポートされているステッピング、リ
ビジョン、および容量のいずれかと交換してください。サポートされている構成について詳しく
は、システムのドキュメントを参照してください。
問題が解決しない場合、Hewlett Packard Enterpriseでは、サーバーの問題の読み取り、診断、お
よび解決に使⽤するオンラインツールであるActive Health System Viewer（AHSV）にAHSログを
アップロードする際にトラブルシューティングを⽀援するルールのセットを定義しています。

サーバーから、AHSログをダウンロードします。1. 
http://www.hpe.com/servers/ahsvでAHSVにログインしてから、必要なパスポートアカウン
トを⼊⼒します。

2. 

AHSログをAHSVにアップロードします。3. 
AHSVダッシュボードページに移動して、エラーを確認します。4. 
Fault Detection Analyticsページに移動して、他のエラー条件と修正を特定します。5. 

AHSログがアップロードされた後でもHewlett Packard Enterpriseからのサポートが必要な場合
は、AHSVを使⽤してサポートケースを作成することができます。
AHSVダッシュボードに移動し、NavigationメニューからCreate a Support Caseをクリックしま
す。
Case Creationウィンドウが表⽰されます。

連絡先情報をフォームに記⼊します。1. 
Issue sectionで、以下を⼊⼒します。

問題の説明•
ケースコメント•

2. 

Submitをクリックします。サポートケースはHewlett Packard Enterpriseサポートに送信さ
れて、⾼度な診断とトラブルシューティングが⾏われます。⼊⼒されていない情報がある場
合は、⾚い枠線のブロックが表⽰されて、ポップアップウィンドウに何を追加すべきかが⽰
されます。

3. 

Hewlett Packard Enterpriseサポートが問題を解決して、報告します。4. 
Active Health System Viewer User Guideを参照してください。
 

http://www.hpe.com/servers/ahsv
http://www.hpe.com/support/ahsv-ug-en


サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


HPE Persistent Memory Configuration Error - 
Processor %1 requires at least one 
RDIMM/LRDIMM installed when a PMM is 
present. (Major Code:%2, Minor Code:%3)
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x0561

症状
HPE Persistent Memory構成エラー - PMMが存在する場合は、プロセッサー%1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。（メジャーコード：%2、マイナー
コード：%3）。
 

原因
HPE Persistent Memoryモジュールがシステムに存在する場合は、プロセッサーソケットごとに
少なくとも1つのRDIMM/LRDIMMが必要です。
 

アクション
メモリ取り付けガイドラインに従って、RDIMM/LRDIMMをプロセッサー%1に追加してくださ
い。サポートされている構成について詳しくは、ドキュメントを参照してください。
DIMMの取り付けについては、HPE ProLiantおよびSynergy Gen10サーバー搭載のHPE DDR4メ
モリの取り付けルール（http://www.hpe.com/docs/memory-population-rules）を参照してください

すべての電源を取り外します。
各電源コードを電源から抜き取ります。a. 
各電源コードをサーバーから抜き取ります。b. 

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。Hewlett Packard Enterprise Library（
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にあるDIMMの取り扱いガイドラインを参照して
ください

1. 

新しいRDIMM/LRDIMMを取り付けます。2. 
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library

http://www.hpe.com/docs/memory-population-rules/
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc


（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。
ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


HPE Persistent Memory Configuration Error - 
Processor 1 DIMM %1 must be an 
RDIMM/LRDIMM when a PMM is present. (Major 
Code:%2, Minor Code:%3)
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x0562

症状
HPE Persistent Memory構成エラー - PMMが存在する場合、プロセッサー1 DIMM %1には
RDIMM/LRDIMMが必要です。（メジャーコード：%2、マイナーコード：%3）。
 

原因
HPE Persistent Memoryモジュールがシステムに存在する場合は、プロセッサー1の指定された
DIMMスロットにRDIMM/LRDIMMが取り付けられている必要があります。
 

アクション
メモリ取り付けガイドラインに従って、RDIMM/LRDIMMをプロセッサー%1に追加してくださ
い。サポートされている構成について詳しくは、ドキュメントを参照してください。

すべての電源を取り外します。
各電源コードを電源から抜き取ります。a. 
各電源コードをサーバーから抜き取ります。b. 

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。Hewlett Packard Enterprise Library（
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にあるDIMMの取り扱いガイドラインを参照して
ください

1. 

新しいRDIMM/LRDIMMを取り付けます。2. 
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


HPE Persistent Memory Configuration Error: 
Processor %1 DIMM %2. The indicated DIMM is 
not supported when a PMM is present. (Major 
Code:%3, Minor Code:%4).
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x0563

症状
HPE Persistent Memory構成エラー：プロセッサー%1 DIMM %2。PMMが存在する場合、指定さ
れたDIMMはサポートされません。（メジャーコード：%3、マイナーコード：%4）。
 

原因
HPE Persistent Memory Moduleがシステムに存在する場合、指定されたDIMMはサポートされま
せん。
 

アクション
メモリ取り付けガイドラインに従って、指定されたDIMMを交換してください。サポートされて
いる構成について詳しくは、ドキュメントを参照してください。

すべての電源を取り外します。
各電源コードを電源から抜き取ります。a. 
各電源コードをサーバーから抜き取ります。b. 

1. 

DIMMを取り外します。
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。Hewlett Packard Enterprise Library（
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にあるDIMMの取り扱いガイドラインを参照して
ください

2. 

新しいDIMMを取り付けます。3. 
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


HPE Persistent Memory Configuration Error - 
Processor %1 DIMM %2. Two PMMs are 
installed on the same channel. (Major Code:%3, 
Minor Code:%4)
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x0564

症状
HPE Persistent Memory構成エラー - プロセッサー%1 DIMM%2。2つのPMMが同じメモリチャネ
ルに取り付けられています。（メジャーコード：%3、マイナーコード：%4）。
 

原因
2つのHPE Persistent Memoryモジュール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PMMのみを取り付けることができます。
 

アクション
メモリ取り付けガイドラインに従って、プロセッサー%1 DIMM %2またはDIMM %3を取り外して
ください。
DIMMの取り付けについては、HPE ProLiantおよびSynergy Gen10サーバー搭載のHPE DDR4メ
モリの取り付けルール（http://www.hpe.com/docs/memory-population-rules）を参照してください

すべての電源を取り外します。
各電源コードを電源から抜き取ります。a. 
各電源コードをサーバーから抜き取ります。b. 

1. 

DIMMを取り外します。
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。Hewlett Packard Enterprise Library（
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にあるDIMMの取り扱いガイドラインを参照して
ください

2. 

この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。
コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
すべての電源を取り外します。

各電源コードを電源から抜き取ります。a. 
1. 

http://www.hpe.com/docs/memory-population-rules/
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc


各電源コードをサーバーから抜き取ります。b. 
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。Hewlett Packard Enterprise Library（
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にあるDIMMの取り扱いガイドラインを参照して
ください
新しいRDIMM/LRDIMMを取り付けます。2. 

問題が解決しない場合、Hewlett Packard Enterpriseでは、サーバーの問題の読み取り、診断、お
よび解決に使⽤するオンラインツールであるActive Health System Viewer（AHSV）にAHSログを
アップロードする際にトラブルシューティングを⽀援するルールのセットを定義しています。

サーバーから、AHSログをダウンロードします。1. 
http://www.hpe.com/servers/ahsvでAHSVにログインしてから、必要なパスポートアカウン
トを⼊⼒します。

2. 

AHSログをAHSVにアップロードします。3. 
AHSVダッシュボードページに移動して、エラーを確認します。4. 
Fault Detection Analyticsページに移動して、他のエラー条件と修正を特定します。5. 

AHSログがアップロードされた後でもHewlett Packard Enterpriseからのサポートが必要な場合
は、AHSVを使⽤してサポートケースを作成することができます。
AHSVダッシュボードに移動し、NavigationメニューからCreate a Support Caseをクリックしま
す。
Case Creationウィンドウが表⽰されます。

連絡先情報をフォームに記⼊します。1. 
Issue sectionで、以下を⼊⼒します。

問題の説明•
ケースコメント•

2. 

Submitをクリックします。サポートケースはHewlett Packard Enterpriseサポートに送信さ
れて、⾼度な診断とトラブルシューティングが⾏われます。⼊⼒されていない情報がある場
合は、⾚い枠線のブロックが表⽰されて、ポップアップウィンドウに何を追加すべきかが⽰
されます。

3. 

Hewlett Packard Enterpriseサポートが問題を解決して、報告します。4. 
Active Health System Viewer User Guideを参照してください。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/servers/ahsv
http://www.hpe.com/support/ahsv-ug-en


HPE Persistent Memory configuration error: 
Processor %1. A PMM and an RDIMM/LRDIMM 
are installed on the same channel in the wrong 
order.
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x0565

症状
HPE Persistent Memory構成エラー - プロセッサー%1。PMMとRDIMM/LRDIMMが同じチャネル
に間違った順番で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 %2と%3は使⽤できません。（メジャーコード：%4、マイナーコード：%5）。 

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
モジュールが取り付けられています。RDIMM/LRDIMMと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。
 

アクション
RDIMM/LRDIMMと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。プロセッサー%3のスロット%1と%2のDIMMをスワップします。サポートされている構成
について詳しくは、ドキュメントを参照してください。

すべての電源を取り外します。
各電源コードを電源から抜き取ります。a. 
各電源コードをサーバーから抜き取ります。b. 

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。Hewlett Packard Enterprise Library（
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にあるDIMMの取り扱いガイドラインを参照して
ください

1. 

DIMMをスワップします。2. 
問題が解決しない場合、Hewlett Packard Enterpriseでは、サーバーの問題の読み取り、診断、お
よび解決に使⽤するオンラインツールであるActive Health System Viewer（AHSV）にAHSログを
アップロードする際にトラブルシューティングを⽀援するルールのセットを定義しています。

サーバーから、AHSログをダウンロードします。1. 
http://www.hpe.com/servers/ahsvでAHSVにログインしてから、必要なパスポートアカウン
トを⼊⼒します。

2. 

AHSログをAHSVにアップロードします。3. 
AHSVダッシュボードページに移動して、エラーを確認します。4. 
Fault Detection Analyticsページに移動して、他のエラー条件と修正を特定します。5. 

AHSログがアップロードされた後でもHewlett Packard Enterpriseからのサポートが必要な場合
は、AHSVを使⽤してサポートケースを作成することができます。
AHSVダッシュボードに移動し、NavigationメニューからCreate a Support Caseをクリックしま
す。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/servers/ahsv


Case Creationウィンドウが表⽰されます。
連絡先情報をフォームに記⼊します。1. 
Issue sectionで、以下を⼊⼒します。

問題の説明•
ケースコメント•

2. 

Submitをクリックします。サポートケースはHewlett Packard Enterpriseサポートに送信さ
れて、⾼度な診断とトラブルシューティングが⾏われます。⼊⼒されていない情報がある場
合は、⾚い枠線のブロックが表⽰されて、ポップアップウィンドウに何を追加すべきかが⽰
されます。

3. 

Hewlett Packard Enterpriseサポートが問題を解決して、報告します。4. 
Active Health System Viewer User Guideを参照してください。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

http://www.hpe.com/support/ahsv-ug-en
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx


HPE Persistent Memory configuration error
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x0567

症状
HPE Persistent Memory構成エラー：プロセッサー%1 DIMM %2。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。（メジャーコード：%3、マイナーコー
ド：%4）。
 

原因
⽰されたHPE Persistent Memoryモジュールが、その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にPMMを取り付ける必要があります。
 

アクション
メモリ取り付けガイドラインに従って、PMMを他のプロセッサーに取り付ける前にプロセッサー
1に取り付けます。
詳しくは、Hewlett Packard EnterpriseのWebサイトにあるお使いの製品⽤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（http://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs）•
HPE Synergy（http://www.hpe.com/info/synergy-docs）•
すべての電源を取り外します。

各電源コードを電源から抜き取ります。a. 
各電源コードをサーバーから抜き取ります。b. 

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。Hewlett Packard Enterprise Library（
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にあるDIMMの取り扱いガイドラインを参照して
ください

1. 

DCPMMを取り付けます。2. 
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•

http://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


HPE Persistent Memory Configuration Error: 
Processor %1 DIMM %2.
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x0568

症状
HPE Persistent Memory構成エラー：プロセッサー%1 DIMM %2。PMMがプロセッサー1に取り付
けられていません。（メジャーコード：%3、マイナーコード：%4）。
 

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モジュールを取り
付ける必要があります。
 

アクション
メモリ取り付けガイドラインに従って、PMMを他のプロセッサーに取り付ける前にプロセッサー
1に取り付けます。サポートされている構成について詳しくは、ドキュメントを参照してくださ
い。

すべての電源を取り外します。
各電源コードを電源から抜き取ります。a. 
各電源コードをサーバーから抜き取ります。b. 

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。Hewlett Packard Enterprise Library（
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にあるDIMMの取り扱いガイドラインを参照して
ください

1. 

DCPMMを取り付けます。2. 
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


い。
カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


HPE Persistent Memory Configuration Error: 
Processor %1
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x0570

症状
HPE Persistent Memory構成エラー：プロセッサー%1。3DS LRDIMMは、現在のPMM構成では
サポートされていません。（メジャーコード：%2、マイナーコード：%3）。
 

原因
3DS LRDIMMは、HPE Persistent Memoryモジュール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。
 

アクション
⽰されたプロセッサーから3DS LRDIMMを交換するか、そのプロセッサー上で揮発性領域のみま
たは永続領域のみを使⽤してPMMを構成してください。

すべての電源を取り外します。
各電源コードを電源から抜き取ります。a. 
各電源コードをサーバーから抜き取ります。b. 

1. 

DIMMを取り外します。
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。Hewlett Packard Enterprise Library（
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にあるDIMMの取り扱いガイドラインを参照して
ください

2. 

新しいDIMMを取り付けます。3. 
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


い。
カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


HPE Persistent Memory Configuration Error: 
Processor %1
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x0573

症状
HPE Persistent Memory構成エラー：プロセッサー%1。メモリ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。（メジャー
コード：%2、マイナーコード：%3）。
 

原因
現在のPMM構成では、揮発性容量を持つ少なくとも1つのHPE Persistent Memory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。
 

アクション
⽰されているプロセッサーの各メモリコントローラーにPMMおよびRDIMM/LRDIMMを取り付
け、PMMで揮発性容量を構成してください。サポートされている構成について詳しくは、システ
ムのドキュメントを参照してください。

すべての電源を取り外します。
各電源コードを電源から抜き取ります。a. 
各電源コードをサーバーから抜き取ります。b. 

1. 

DIMMを取り外します。
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。Hewlett Packard Enterprise Library（
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にあるDIMMの取り扱いガイドラインを参照して
ください

2. 

新しいDIMMを取り付けます。3. 
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


HPE Persistent Memory Configuration Error: 
Processor %1
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x0574

症状
HPE Persistent Memory構成エラー：プロセッサー%1。異なる容量のPMMが同じプロセッサー上
にあります。（メジャーコード：%2、マイナーコード：%3）。
 

原因
異なる容量のHPE Persistent Memoryモジュールが同じプロセッサー上にあります。
 

アクション
プロセッサー%1上の容量が異なるHPE Persistent Memoryモジュールを交換してください。サ
ポートされている構成について詳しくは、ドキュメントを参照してください。

すべての電源を取り外します。
各電源コードを電源から抜き取ります。a. 
各電源コードをサーバーから抜き取ります。b. 

1. 

DIMMを取り外します。
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。Hewlett Packard Enterprise Library（
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にあるDIMMの取り扱いガイドラインを参照して
ください

2. 

新しいDIMMを取り付けます。3. 
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


The System Programmable Logic Device 
revision in this system does not meet minimum 
requirements for operation with HPE Persistent 
Memory
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x0582

症状
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
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 PMM機能をサポートしていませ
ん。
 

アクション
システムプログラマブルロジックデバイスのファームウェアをアップデートします。
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。
Service Pack for ProLiant（SPP）には、サーバードライバー、システムソフトウェア、ファーム
ウェアが含まれています。SPPについて詳しくは、SPPのWebサイトhttp://www.hpe.com/jp/spp
を参照してください。それぞれのSPPには、サーバーサポートガイドが付属しており、サポート
されるサーバーおよびサポートされるサーバーごとに使⽤可能なコンポーネントが⼀覧表⽰され
ています。サーバーサポートガイドおよびService Pack for ProLiantクイックスタートガイドは、
SPP Information Library（http://www.hpe.com/info/spp/documentation）で⼊⼿できます。
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docsで⼊⼿できるSmart Update Managerユーザーガイド
およびSUMベストプラクティスのプランニングガイドを参照してください。SPPはSmart Update 
Manager（SUM）を使⽤して、ファームウェアとシステムソフトウェアコンポーネントを展開し
ます。
HPE Synergy製品のファームウェアをアップデートするには、HPE Synergyファームウェアとド
ライバーアップデートのためのベストプラクティスhttp://www.hpe.com/info/synergy-docsを参照
してください。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/assistance


MemBIST RMT: %1 margin out of range at CPU 
%2 DIMM %3, Count %4
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x3010

症状
MemBIST RMT：%1のマージンがCPU %2、DIMM %3、カウント%4で範囲外です。
 

原因
システムは、指定されたDIMMでエラーを検出しました。
 

アクション
プロセッサーとメモリを取り付けなおします。

サーバーの電源を切ります。1. 
すべての電源の取り外し：

各電源コードを電源から抜き取ります。a. 
各電源コードをサーバーから抜き取ります。b. 

2. 

詳しくは、http://www.hpe.com/info/enterprise/docsで⼊⼿できる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サポートケースを作成してください

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

メモリを交換します。
サーバーの電源を切ります。1. 
すべての電源の取り外し：

各電源コードを電源から抜き取ります。a. 
各電源コードをサーバーから抜き取ります。b. 

詳しくは、http://www.hpe.com/info/enterprise/docsで⼊⼿できる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。

2. 

問題が解決されない場合は、サポートケース番号とともにHewlett Packard Enterpriseサポートに
連絡してください。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


MemBIST MEMTEST: Uncorrectable memory 
error
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x3011

症状
次のPOSTメッセージが表⽰されます。MemBIST MEMTEST: Uncorrectable memory error found 
at CPU %1 DIMM %2 Rank %3 - UC Count %4
 

原因
システムは、指定されたDIMMでエラーを検出しました。
 

アクション
DIMMを取り付けなおしてください。
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。ProLiantサーバー構成でメモリモジュールを取り扱うための
ベストプラクティス（http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-
c00868283）を参照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c00868283/
http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c00868283/
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Correctable memory error found
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x3012

症状
次のPOSTメッセージが表⽰されます。MemBIST MEMTEST: Correctable memory error found at 
CPU %1 DIMM %2 Rank %3 Strobe %4 - CE Count %5
 

原因
システムは、指定されたDIMMで訂正済みメモリ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しなければなりません。
 

アクション
DIMMを取り付けなおしてください。

各電源コードを電源から抜き取ります。1. 
各電源コードをサーバーから抜き取ります。2. 
DIMMを取り外します。
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。ProLiantサーバー構成でメモリモジュールを取り
扱うためのベストプラクティス（ 
http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c00868283）を参照し
てください。

3. 

静電気防⽌⽤の圧縮空気で、DIMMおよびDIMMスロットのクリーニングを⾏います。4. 
DIMMを再度取り付けます。5. 

詳しくは、Hewlett Packard EnterpriseのWebサイトにあるお使いの製品⽤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（http://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs）•
HPE Synergy（http://www.hpe.com/info/synergy-docs）•

この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してから、次回のサービスイベント時
にDIMMを交換してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
DIMMの取り扱いのガイドライン、および当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の
製品情報については、Hewlett Packard Enterprise Information Library（
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

メンテナンスとサービス•

http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c00868283
http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c00868283
http://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


トラブルシューティングガイド•
HPEカスタマーセルフリペアビデオについて：

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Processor Built-In Self-Test (BIST) failure
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x3013

症状
次のPOSTメッセージが表⽰されます。Processor Built-In Self-Test (BIST) failure. Processor %1, 
Error Code: 0x%2.
 

原因
プロセッサーが正しく装着されていません。•
プロセッサーが脱落しているか、故障しています。•

 

アクション
プロセッサーを取り付けなおしてください。

各電源コードを電源から抜き取ります。1. 
各電源コードをサーバーから抜き取ります。2. 
DIMMを取り外します。
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。ProLiantサーバー構成でメモリモジュールを取り
扱うためのベストプラクティス（ 
http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c00868283）を参照し
てください。

3. 

静電気防⽌⽤の圧縮空気で、DIMMおよびDIMMスロットのクリーニングを⾏います。4. 
DIMMを再度取り付けます。5. 

詳しくは、http://www.hpe.com/info/enterprise/docsで⼊⼿できる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。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してからプロセッサーを交換してくだ
さい。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c00868283
http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c00868283
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Memory configuration error - No memory is 
available. If DIMMs are installed, verify that the 
DIMMs are installed properly. -System Halted!
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x3016

症状
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。システムが中断されました。
 

原因
サーバーにDIMMが取り付けられていません。
 

アクション
メモリを取り付けます。サポートされている構成について詳しくは、ユーザーガイドを参照して
ください。
DIMMの取り付けについては、HPE ProLiantおよびSynergy Gen10サーバー搭載のHPE DDR4メ
モリの取り付けルール（http://www.hpe.com/docs/memory-population-rules）を参照してください
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。ProLiantサーバー構成でメモリモジュールを取り扱うための
ベストプラクティス（http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-
c00868283）を参照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•

http://www.hpe.com/docs/memory-population-rules/
http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c00868283/
http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c00868283/
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html


カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Server Platform Services authentication failure - 
The Server Platform Services (SPS) firmware 
image failed authentication and may be 
compromised. -System Halted!
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x3017

症状
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。システムが中断
されました。
 

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する可能性があります。
 

アクション
SPSファームウェアをアップデートしてください。詳しい⼿順については、ユーザーガイドを参
照してください。問題が解決されない場合は、サポートにお問い合わせください。
ファームウェアのアップデート
ファームウェアをアップグレードする⽅法は複数あります。
HPEサポートのWebサイト：

https://www.hpe.com/jp/ja/support.htmlにアクセスします。1. 
HPEサーバー、ストレージ、ネットワークをクリックします。2. 
製品名を⼊⼒して、実⾏をクリックします。3. 
ドライバー、ソフトウェア、およびファームウェアを⼊⼿するをクリックします。4. 
該当するオペレーティングシステムを選択します。5. 
該当するパッチを選択してから、ダウンロードをクリックします。6. 

Smart Update Manager（SUM）:
Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/servers/hpsum/download
）からSUMをダウンロードします。

1. 

最新のSPPがあることを確認してください（http://www.hpe.com/jp/spp/download）。2. 
SUMを開き、Smartアレイドライバーが含まれているベースラインを追加します。ファーム
ウェアアップデートの具体的な⼿順については、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationにあるSmart Update Managerユーザーガイ
ドを参照してください。

3. 

Smart Update Tool（SUT）：
注記：SUTを使⽤するには、HPE OneViewをダウンロードしてインストールしておく必要があり
ます。詳しくは、HPE OneViewのドキュメント（http://www.hpe.com/info/ovvcenter/docs）を参
照してください。

SUTはHewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/info/hpsut）からダウ1. 

https://www.hpe.com/us/en/support.html
http://www.hpe.com/servers/hpsum/download
http://www.hpe.com/servers/spp/download
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentation
http://www.hpe.com/info/ovvcenter/docs
http://www.hpe.com/info/hpsut


ンロードしてください。
最新のSPPがあることを確認してください（http://www.hpe.com/jp/spp/download）。2. 
コマンドラインからSUTを実⾏して（On-Demand mode）、Smartアレイファームウェアを
アップデートします。詳しくは、HP SUTのドキュメント（http://www.hpe.com/info/sut-
docs）を参照してください。

3. 

Service Pack for ProLiant（SPP）：
SPPをHewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/jp/spp）からダウンロード
して、Smartアレイファームウェアをアップデートします。ファームウェアをアップデートする
⼿順については、SPPドキュメント（http://www.hpe.com/info/spp/documentation）を参照してく
ださい。
注記：SPPをダウンロードするには、Hewlett Packard Enterpriseとの契約およびHPEパスポート
IDが必要です。HPEパスポートIDをお持ちでない場合は、http://www.hpe.com/info/insightonlineに
アクセスしてください。
注記：SPP全体をダウンロードするにはかなりの時間がかかります。
オンラインフラッシュコンポーネント
このコンポーネントは、サポートされるオペレーティングシステム上で直接インストールでき
る、アップデートされたシステムファームウェアを提供します。さらに、SUMと組み合わせて使
⽤すると、このスマートコンポーネントによって中央の場所からリモートサーバー上のファーム
ウェアをアップデートすることができます。
このリモート展開機能により、ファームウェアのアップデートを実⾏するためにサーバーの場所
に物理的にいる必要がなくなります。
ファームウェアアップデートの具体的な⼿順については、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationにあるSmart Update Managerユーザーガイドを参
照してください。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/servers/spp/download
http://www.hpe.com/info/sut-docs
http://www.hpe.com/info/sut-docs
http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/insightonline
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentations
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Server Platform Services Authentication Failure - 
The Server Platform Services (SPS) firmware 
image could not be authenticated because the 
image is out of date.
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x3018

症状
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
SPSファームウェアイメージをアップデートしてください。
ファームウェアのアップデート
ファームウェアをアップグレードする⽅法は複数あります。
HPEサポートのWebサイト：

https://www.hpe.com/jp/ja/support.htmlにアクセスします。1. 
HPEサーバー、ストレージ、ネットワークをクリックします。2. 
製品名を⼊⼒して、実⾏をクリックします。3. 
ドライバー、ソフトウェア、およびファームウェアを⼊⼿するをクリックします。4. 
該当するオペレーティングシステムを選択します。5. 
該当するパッチを選択してから、ダウンロードをクリックします。6. 

Smart Update Manager（SUM）:
Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/servers/hpsum/download
）からSUMをダウンロードします。

1. 

最新のSPPがあることを確認してください（http://www.hpe.com/jp/spp/download）。2. 
SUMを開き、Smartアレイドライバーが含まれているベースラインを追加します。ファーム
ウェアアップデートの具体的な⼿順については、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationにあるSmart Update Managerユーザーガイ
ドを参照してください。

3. 

Smart Update Tool（SUT）：
注記：SUTを使⽤するには、HPE OneViewをダウンロードしてインストールしておく必要があり
ます。詳しくは、HPE OneViewのドキュメント（http://www.hpe.com/info/ovvcenter/docs）を参
照してください。

SUTはHewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/info/hpsut）からダウ
ンロードしてください。

1. 

最新のSPPがあることを確認してください（http://www.hpe.com/jp/spp/download）。2. 

https://www.hpe.com/us/en/support.html
http://www.hpe.com/servers/hpsum/download
http://www.hpe.com/servers/spp/download
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentation
http://www.hpe.com/info/ovvcenter/docs
http://www.hpe.com/info/hpsut
http://www.hpe.com/servers/spp/download


コマンドラインからSUTを実⾏して（On-Demand mode）、Smartアレイファームウェアを
アップデートします。詳しくは、HP SUTのドキュメント（http://www.hpe.com/info/sut-
docs）を参照してください。

3. 

Service Pack for ProLiant（SPP）：
SPPをHewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/jp/spp）からダウンロード
して、Smartアレイファームウェアをアップデートします。ファームウェアをアップデートする
⼿順については、SPPドキュメント（http://www.hpe.com/info/spp/documentation）を参照してく
ださい。
注記：SPPをダウンロードするには、Hewlett Packard Enterpriseとの契約およびHPEパスポート
IDが必要です。HPEパスポートIDをお持ちでない場合は、http://www.hpe.com/info/insightonlineに
アクセスしてください。
注記：SPP全体をダウンロードするにはかなりの時間がかかります。
オンラインフラッシュコンポーネント
このコンポーネントは、サポートされるオペレーティングシステム上で直接インストールでき
る、アップデートされたシステムファームウェアを提供します。さらに、SUMと組み合わせて使
⽤すると、このスマートコンポーネントによって中央の場所からリモートサーバー上のファーム
ウェアをアップデートすることができます。
このリモート展開機能により、ファームウェアのアップデートを実⾏するためにサーバーの場所
に物理的にいる必要がなくなります。
ファームウェアアップデートの具体的な⼿順については、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationにあるSmart Update Managerユーザーガイドを参
照してください。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/sut-docs
http://www.hpe.com/info/sut-docs
http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/insightonline
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentations
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Server Platform Services Firmware in recovery 
mode. SPS firmware image is corrupted - 
System halted
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x3019

症状
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
SPSファームウェアをアップデートしてください。詳しい⼿順については、ユーザーガイドを参
照してください。
ファームウェアのアップデート
ファームウェアをアップグレードする⽅法は複数あります。
HPEサポートのWebサイト：

https://www.hpe.com/jp/ja/support.htmlにアクセスします。1. 
HPEサーバー、ストレージ、ネットワークをクリックします。2. 
製品名を⼊⼒して、実⾏をクリックします。3. 
ドライバー、ソフトウェア、およびファームウェアを⼊⼿するをクリックします。4. 
該当するオペレーティングシステムを選択します。5. 
該当するパッチを選択してから、ダウンロードをクリックします。6. 

Smart Update Manager（SUM）:
Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/servers/hpsum/download
）からSUMをダウンロードします。

1. 

最新のSPPがあることを確認してください（http://www.hpe.com/jp/spp/download）。2. 
SUMを開き、Smartアレイドライバーが含まれているベースラインを追加します。ファーム
ウェアアップデートの具体的な⼿順については、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationにあるSmart Update Managerユーザーガイ
ドを参照してください。

3. 

Smart Update Tool（SUT）：
注記：SUTを使⽤するには、HPE OneViewをダウンロードしてインストールしておく必要があり
ます。詳しくは、HPE OneViewのドキュメント（http://www.hpe.com/info/ovvcenter/docs）を参
照してください。

SUTはHewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/info/hpsut）からダウ
ンロードしてください。

1. 

最新のSPPがあることを確認してください（http://www.hpe.com/jp/spp/download）。2. 
コマンドラインからSUTを実⾏して（On-Demand mode）、Smartアレイファームウェアを
アップデートします。詳しくは、HP SUTのドキュメント（http://www.hpe.com/info/sut-

3. 

https://www.hpe.com/us/en/support.html
http://www.hpe.com/servers/hpsum/download
http://www.hpe.com/servers/spp/download
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentation
http://www.hpe.com/info/ovvcenter/docs
http://www.hpe.com/info/hpsut
http://www.hpe.com/servers/spp/download
http://www.hpe.com/info/sut-docs


docs）を参照してください。
Service Pack for ProLiant（SPP）：
SPPをHewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/jp/spp）からダウンロード
して、Smartアレイファームウェアをアップデートします。ファームウェアをアップデートする
⼿順については、SPPドキュメント（http://www.hpe.com/info/spp/documentation）を参照してく
ださい。
注記：SPPをダウンロードするには、Hewlett Packard Enterpriseとの契約およびHPEパスポート
IDが必要です。HPEパスポートIDをお持ちでない場合は、http://www.hpe.com/info/insightonlineに
アクセスしてください。
注記：SPP全体をダウンロードするにはかなりの時間がかかります。
オンラインフラッシュコンポーネント
このコンポーネントは、サポートされるオペレーティングシステム上で直接インストールでき
る、アップデートされたシステムファームウェアを提供します。さらに、SUMと組み合わせて使
⽤すると、このスマートコンポーネントによって中央の場所からリモートサーバー上のファーム
ウェアをアップデートすることができます。
このリモート展開機能により、ファームウェアのアップデートを実⾏するためにサーバーの場所
に物理的にいる必要がなくなります。
ファームウェアアップデートの具体的な⼿順については、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationにあるSmart Update Managerユーザーガイドを参
照してください。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/sut-docs
http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/insightonline
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentations
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


PCIE Slot Training Failure
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x3020

症状
PCIeスロット%1は、Gen %2時間とx%3幅で連結に失敗しました。
 

原因
PCI Expressエンドポイントが正しく連結できず、最適なパフォーマンスと機能に影響を与える可
能性があります。デバイスが正しく装着され、最新のファームウェアを実⾏していることを確認
してください。
 

アクション
アドインカードを取り付けなおします。問題が解決されない場合は、カードファームウェアを
アップデートします。
ファームウェアをアップグレードする⽅法は複数あります。
ファームウェアのアップデート
ファームウェアをアップグレードする⽅法は複数あります。
HPEサポートのWebサイト：

https://www.hpe.com/jp/ja/support.htmlにアクセスします。1. 
HPEサーバー、ストレージ、ネットワークをクリックします。2. 
製品名を⼊⼒して、実⾏をクリックします。3. 
ドライバー、ソフトウェア、およびファームウェアを⼊⼿するをクリックします。4. 
該当するオペレーティングシステムを選択します。5. 
該当するパッチを選択してから、ダウンロードをクリックします。6. 

Smart Update Manager（SUM）:
Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/servers/hpsum/download
）からSUMをダウンロードします。

1. 

最新のSPPがあることを確認してください（http://www.hpe.com/jp/spp/download）。2. 
SUMを開き、Smartアレイドライバーが含まれているベースラインを追加します。ファーム
ウェアアップデートの具体的な⼿順については、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationにあるSmart Update Managerユーザーガイ
ドを参照してください。

3. 

Smart Update Tool（SUT）：
注記：SUTを使⽤するには、HPE OneViewをダウンロードしてインストールしておく必要があり
ます。詳しくは、HPE OneViewのドキュメント（http://www.hpe.com/info/ovvcenter/docs）を参
照してください。

SUTはHewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/info/hpsut）からダウ
ンロードしてください。

1. 

最新のSPPがあることを確認してください（http://www.hpe.com/jp/spp/download）。2. 
コマンドラインからSUTを実⾏して（On-Demand mode）、Smartアレイファームウェアを
アップデートします。詳しくは、HP SUTのドキュメント（http://www.hpe.com/info/sut-
docs）を参照してください。

3. 

Service Pack for ProLiant（SPP）：

https://www.hpe.com/us/en/support.html
http://www.hpe.com/servers/hpsum/download
http://www.hpe.com/servers/spp/download
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentation
http://www.hpe.com/info/ovvcenter/docs
http://www.hpe.com/info/hpsut
http://www.hpe.com/servers/spp/download
http://www.hpe.com/info/sut-docs
http://www.hpe.com/info/sut-docs


SPPをHewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/jp/spp）からダウンロード
して、ファームウェアをアップデートします。ファームウェアをアップデートする⼿順について
は、SPPドキュメント（http://www.hpe.com/info/spp/documentation）を参照してください。
注記：SPPをダウンロードするには、Hewlett Packard Enterpriseとの契約およびHPEパスポート
IDが必要です。HPEパスポートIDをお持ちでない場合は、http://www.hpe.com/info/insightonlineに
アクセスしてください。
注記：SPP全体をダウンロードするにはかなりの時間がかかります。
オンラインフラッシュコンポーネント
このコンポーネントは、サポートされるオペレーティングシステム上で直接インストールでき
る、アップデートされたシステムファームウェアを提供します。さらに、SUMと組み合わせて使
⽤すると、このスマートコンポーネントによって中央の場所からリモートサーバー上のファーム
ウェアをアップデートすることができます。
このリモート展開機能により、ファームウェアのアップデートを実⾏するためにサーバーの場所
に物理的にいる必要がなくなります。
ファームウェアアップデートの具体的な⼿順については、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationにあるSmart Update Managerユーザーガイドを参
照してください。
Service Pack for ProLiant（SPP）には、サーバードライバー、システムソフトウェア、ファーム
ウェアが含まれています。SPPについて詳しくは、SPPのWebサイトhttp://www.hpe.com/jp/spp
を参照してください。それぞれのSPPには、サーバーサポートガイドが付属しており、サポート
されるサーバーおよびサポートされるサーバーごとに使⽤可能なコンポーネントが⼀覧表⽰され
ています。サーバーサポートガイドおよびService Pack for ProLiantクイックスタートガイドは、
SPP Information Library（http://www.hpe.com/info/spp/documentation）で⼊⼿できます。
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docsで⼊⼿できるSmart Update Managerユーザーガイド
およびSUMベストプラクティスのプランニングガイドを参照してください。SPPはSmart Update 
Manager（SUM）を使⽤して、ファームウェアとシステムソフトウェアコンポーネントを展開し
ます。
HPE Synergy製品のファームウェアをアップデートするには、http://www.hpe.com/info/synergy-
docsにあるHPE Synergyファームウェアアップデートの概要を参照してください。
問題が解決しない場合、Hewlett Packard Enterpriseでは、サーバーの問題の読み取り、診断、お
よび解決に使⽤するオンラインツールであるActive Health System Viewer（AHSV）にAHSログを
アップロードする際にトラブルシューティングを⽀援するルールのセットを定義しています。

サーバーから、AHSログをダウンロードします。1. 
http://www.hpe.com/servers/ahsvでAHSVにログインしてから、必要なパスポートアカウン
トを⼊⼒します。

2. 

AHSログをAHSVにアップロードします。3. 
AHSVダッシュボードページに移動して、エラーを確認します。4. 
Fault Detection Analyticsページに移動して、他のエラー条件と修正を特定します。5. 

AHSログがアップロードされた後でもHewlett Packard Enterpriseからのサポートが必要な場合
は、AHSVを使⽤してサポートケースを作成することができます。
AHSVダッシュボードに移動し、NavigationメニューからCreate a Support Caseをクリックしま
す。
Case Creationウィンドウが表⽰されます。

連絡先情報をフォームに記⼊します。1. 
Issue sectionで、以下を⼊⼒します。

問題の説明•
2. 

http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/insightonline
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentations
http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/servers/ahsv


ケースコメント•
Submitをクリックします。サポートケースはHewlett Packard Enterpriseサポートに送信さ
れて、⾼度な診断とトラブルシューティングが⾏われます。⼊⼒されていない情報がある場
合は、⾚い枠線のブロックが表⽰されて、ポップアップウィンドウに何を追加すべきかが⽰
されます。

3. 

Hewlett Packard Enterpriseサポートが問題を解決して、報告します。4. 
Active Health System Viewer User Guideを参照してください。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/support/ahsv-ug-en
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


PCIe Full Slot Training Failure
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x3021

症状
PCIeスロット%1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。デバイスが正しく装着され、最新のファー
ムウェアを実⾏していることを確認してください。
 

アクション
アドインカードを取り付けなおします。問題が解決されない場合は、カードファームウェアを
アップデートします。それでも問題が続く場合は、サポートにお問い合わせください。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Information Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてくださ
い。

メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティングガイド•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


PCIe Slot %1 failed to train or no device detected 
on a bifurcated slot.
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x3022

症状
PCIeスロット%1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。
 

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。デバイスに分岐が必要であること、およびデバイスが正しく装着され、最新のファーム
ウェアを実⾏していることを確認してください。
 

アクション
デバイスが分岐をサポートしていない場合は、サポートを無効にしてください。•
デバイスが分岐をサポートしている場合は、アドインカードを取り付けなおします。•
問題が解決されない場合は、カードファームウェアをアップデートします。•

ファームウェアをアップグレードする⽅法は複数あります。
HPEサポートのWebサイト：

https://www.hpe.com/jp/ja/support.htmlにアクセスします。1. 
HPEサーバー、ストレージ、ネットワークをクリックします。2. 
製品名を⼊⼒して、実⾏をクリックします。3. 
ドライバー、ソフトウェア、およびファームウェアを⼊⼿するをクリックします。4. 
該当するオペレーティングシステムを選択します。5. 
該当するパッチを選択してから、ダウンロードをクリックします。6. 

Smart Update Manager（SUM）:
Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/servers/hpsum/download
）からSUMをダウンロードします。

1. 

最新のSPPがあることを確認してください（http://www.hpe.com/jp/spp/download）。2. 
SUMを開き、Smartアレイドライバーが含まれているベースラインを追加します。ファーム
ウェアアップデートの具体的な⼿順については、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationにあるSmart Update Managerユーザーガイ
ドを参照してください。

3. 

Smart Update Tool（SUT）：
注記：SUTを使⽤するには、HPE OneViewをダウンロードしてインストールしておく必要があり
ます。詳しくは、HPE OneViewのドキュメント（http://www.hpe.com/info/ovvcenter/docs）を参
照してください。

SUTはHewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/info/hpsut）からダウ
ンロードしてください。

1. 

最新のSPPがあることを確認してください（http://www.hpe.com/jp/spp/download）。2. 
コマンドラインからSUTを実⾏して（On-Demand mode）、Smartアレイファームウェアを
アップデートします。詳しくは、HP SUTのドキュメント（http://www.hpe.com/info/sut-

3. 

https://www.hpe.com/us/en/support.html
http://www.hpe.com/servers/hpsum/download
http://www.hpe.com/servers/spp/download
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentation
http://www.hpe.com/info/ovvcenter/docs
http://www.hpe.com/info/hpsut
http://www.hpe.com/servers/spp/download
http://www.hpe.com/info/sut-docs


docs）を参照してください。
Service Pack for ProLiant（SPP）：
SPPをHewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/jp/spp）からダウンロード
して、Smartアレイファームウェアをアップデートします。ファームウェアをアップデートする
⼿順については、SPPドキュメント（http://www.hpe.com/info/spp/documentation）を参照してく
ださい。
注記：SPPをダウンロードするには、Hewlett Packard Enterpriseとの契約およびHPEパスポート
IDが必要です。HPEパスポートIDをお持ちでない場合は、http://www.hpe.com/info/insightonlineに
アクセスしてください。
注記：SPP全体をダウンロードするにはかなりの時間がかかります。
オンラインフラッシュコンポーネント
このコンポーネントは、サポートされるオペレーティングシステム上で直接インストールでき
る、アップデートされたシステムファームウェアを提供します。さらに、SUMと組み合わせて使
⽤すると、このスマートコンポーネントによって中央の場所からリモートサーバー上のファーム
ウェアをアップデートすることができます。
このリモート展開機能により、ファームウェアのアップデートを実⾏するためにサーバーの場所
に物理的にいる必要がなくなります。
ファームウェアアップデートの具体的な⼿順については、
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentationにあるSmart Update Managerユーザーガイドを参
照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/sut-docs
http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/insightonline
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentations
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


FlexibleLOM Training Failure
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x3023

症状
FlexibleLOM %1は、連結に失敗しました
 

原因
FlexibleLOMは、連結に失敗しました。デバイスが正しく装着され、最新のファームウェアを実
⾏していることを確認してください。
 

アクション
FlexibleLOMカードを再度取り付けてください。詳しくは、
http://www.hpe.com/info/enterprise/docsで⼊⼿できるお使いのシステムのサーバーメンテナンス
&サービスガイドを参照してください。
問題が解決されない場合は、カードファームウェアをアップデートします。
Service Pack for ProLiant（SPP）には、サーバードライバー、システムソフトウェア、ファーム
ウェアが含まれています。SPPについて詳しくは、SPPのWebサイトhttp://www.hpe.com/jp/spp
を参照してください。それぞれのSPPには、サーバーサポートガイドが付属しており、サポート
されるサーバーおよびサポートされるサーバーごとに使⽤可能なコンポーネントが⼀覧表⽰され
ています。サーバーサポートガイドおよびService Pack for ProLiantクイックスタートガイドは、
SPP Information Library（http://www.hpe.com/info/spp/documentation）で⼊⼿できます。
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docsで⼊⼿できるSmart Update Managerユーザーガイド
およびSUMベストプラクティスのプランニングガイドを参照してください。SPPはSmart Update 
Manager（SUM）を使⽤して、ファームウェアとシステムソフトウェアコンポーネントを展開し
ます。
HPE Synergy製品のファームウェアをアップデートするには、http://www.hpe.com/info/synergy-
docsにあるHPE Synergyファームウェアアップデートの概要を参照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


FlexibleLOM Link Degraded
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x3024

症状
FlexibleLOM %1は、Gen %2時間とx%3幅で連結に失敗しました
 

原因
FlexibleLOMが正しく連結できず、最適なパフォーマンスと機能に影響を与える可能性がありま
す。デバイスが正しく装着され、最新のファームウェアを実⾏していることを確認してくださ
い。
 

アクション
FlexibleLOMを取り付けなおします。

すべての電源を取り外します。
各電源コードを電源から抜き取ります。a. 
各電源コードをサーバーから抜き取ります。b. 

1. 

FlexibleLOMを取り付けなおします。2. 
詳しくは、お使いのシステムのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
問題が解決されない場合は、カードファームウェアをアップデートします。
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。
Service Pack for ProLiant（SPP）には、サーバードライバー、システムソフトウェア、ファーム
ウェアが含まれています。SPPについて詳しくは、SPPのWebサイトhttp://www.hpe.com/jp/spp
を参照してください。それぞれのSPPには、サーバーサポートガイドが付属しており、サポート
されるサーバーおよびサポートされるサーバーごとに使⽤可能なコンポーネントが⼀覧表⽰され
ています。サーバーサポートガイドおよびService Pack for ProLiantクイックスタートガイドは、
SPP Information Library（http://www.hpe.com/info/spp/documentation）で⼊⼿できます。
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docsで⼊⼿できるSmart Update Managerユーザーガイド
およびSUMベストプラクティスのプランニングガイドを参照してください。SPPはSmart Update 
Manager（SUM）を使⽤して、ファームウェアとシステムソフトウェアコンポーネントを展開し
ます。
HPE Synergy製品のファームウェアをアップデートするには、HPE Synergyファームウェアとド
ライバーアップデートのためのベストプラクティスhttp://www.hpe.com/info/synergy-docsを参照
してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc


サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Information Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてくださ
い。

メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティングガイド•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Intel Optane DC Persistent Memory 
Configuration Error: The system is populated 
with incompatible Intel Optane Memory Module 
types. %1 (Major Code:%2, Minor Code:%3)
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x3025

症状
Intel Optane DC Persistent Memoryの構成エラー：システムに互換性のないインテルOptaneメモ
リモジュールタイプが取り付けられています。%1（メジャーコード：%2、マイナーコー
ド：%3）。
 

原因
互換性のないタイプのIntel Optane DC Persistent Memoryモジュールがシステムに取り付けられ
ています。これは、ハードウェアレベルで異なり互換性がないインテルOptaneメモリモジュー
ル、または互換性のない異なるインテルOptaneメモリモジュールコントローラーファームウェア
バージョンが原因である可能性があります。
 

アクション
サポートされていないモデルタイプのインテルOptaneメモリモジュールを取り外します。すべて
のインテルOptaneメモリモジュールのハードウェアレベルが同じ場合、インテルOptaneメモリモ
ジュールコントローラー上で実⾏されているファームウェアのレベルが異なっている可能性があ
ります。インテルOptaneメモリモジュールのファームウェアバージョンを同じレベルにアップグ
レードします。これには、プロセス中に取り付ける個々のインテルOptaneメモリモジュールでの
ブートが必要になる可能性があります。
ファームウェアをアップデートするには、以下の⼿順に従ってください。
Service Pack for ProLiant（SPP）には、サーバードライバー、システムソフトウェア、ファーム
ウェアが含まれています。SPPについて詳しくは、SPPのWebサイトhttp://www.hpe.com/jp/spp
を参照してください。それぞれのSPPには、サーバーサポートガイドが付属しており、サポート
されるサーバーおよびサポートされるサーバーごとに使⽤可能なコンポーネントが⼀覧表⽰され
ています。サーバーサポートガイドおよびService Pack for ProLiantクイックスタートガイドは、
SPP Information Library（http://www.hpe.com/info/spp/documentation）で⼊⼿できます。
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docsで⼊⼿できるSmart Update Managerユーザーガイド
およびSUMベストプラクティスのプランニングガイドを参照してください。SPPはSmart Update 
Manager（SUM）を使⽤して、ファームウェアとシステムソフトウェアコンポーネントを展開し
ます。
HPE Synergy製品のファームウェアをアップデートするには、http://www.hpe.com/info/synergy-
docsにあるHPE Synergyファームウェアアップデートの概要を参照してください。
 

http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs


サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Intel Optane DC Persistent Memory Initialization 
Error
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x3026

症状
Intel Optane DC Persistent Memory初期化エラー - プロセッサー%1 DIMM %2。識別されたイン
テルOptaneメモリモジュールコントローラーとの通信エラーがありました。インテルOptaneメモ
リモジュールでは、⼀部の機能が制限され、使⽤できないことがあります。（メジャーコー
ド：%3、マイナーコード：%4）。
 

原因
インテルOptaneメモリモジュール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。これは、機能が低下したりメモリチャネル全体
が無効になったりすることのある、インテルOptaneメモリモジュールの動作障害が原因である可
能性があります。
 

アクション
サポートされている構成について詳しくは、Information Library（
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にあるシステムユーザーガイドを参照してください。
問題が解決されない場合は、インテルOptaneメモリ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。
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。
Service Pack for ProLiant（SPP）には、サーバードライバー、システムソフトウェア、ファーム
ウェアが含まれています。SPPについて詳しくは、SPPのWebサイトhttp://www.hpe.com/jp/spp
を参照してください。それぞれのSPPには、サーバーサポートガイドが付属しており、サポート
されるサーバーおよびサポートされるサーバーごとに使⽤可能なコンポーネントが⼀覧表⽰され
ています。サーバーサポートガイドおよびService Pack for ProLiantクイックスタートガイドは、
SPP Information Library（http://www.hpe.com/info/spp/documentation）で⼊⼿できます。
HPE ApolloおよびHPE ProLiant製品のファームウェアをアップデートするには、
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docsで⼊⼿できるSmart Update Managerユーザーガイド
およびSUMベストプラクティスのプランニングガイドを参照してください。SPPはSmart Update 
Manager（SUM）を使⽤して、ファームウェアとシステムソフトウェアコンポーネントを展開し
ます。
HPE Synergy製品のファームウェアをアップデートするには、http://www.hpe.com/info/synergy-
docsにあるHPE Synergyファームウェアアップデートの概要を参照してください。
問題が解決しない場合、Hewlett Packard Enterpriseでは、サーバーの問題の読み取り、診断、お
よび解決に使⽤するオンラインツールであるActive Health System Viewer（AHSV）にAHSログを
アップロードする際にトラブルシューティングを⽀援するルールのセットを定義しています。

サーバーから、AHSログをダウンロードします。1. 
http://www.hpe.com/servers/ahsvでAHSVにログインしてから、必要なパスポートアカウン
トを⼊⼒します。

2. 

AHSログをAHSVにアップロードします。3. 

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/servers/spp
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
http://www.hpe.com/info/SmartUpdate/docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/servers/ahsv


AHSVダッシュボードページに移動して、エラーを確認します。4. 
Fault Detection Analyticsページに移動して、他のエラー条件と修正を特定します。5. 

AHSログがアップロードされた後でもHewlett Packard Enterpriseからのサポートが必要な場合
は、AHSVを使⽤してサポートケースを作成することができます。
AHSVダッシュボードに移動し、NavigationメニューからCreate a Support Caseをクリックしま
す。
Case Creationウィンドウが表⽰されます。

連絡先情報をフォームに記⼊します。1. 
Issue sectionで、以下を⼊⼒します。

問題の説明•
ケースコメント•

2. 

Submitをクリックします。サポートケースはHewlett Packard Enterpriseサポートに送信さ
れて、⾼度な診断とトラブルシューティングが⾏われます。⼊⼒されていない情報がある場
合は、⾚い枠線のブロックが表⽰されて、ポップアップウィンドウに何を追加すべきかが⽰
されます。

3. 

Hewlett Packard Enterpriseサポートが問題を解決して、報告します。4. 
Active Health System Viewer User Guideを参照してください。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/support/ahsv-ug-en
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Intel Optane DC Persistent Memory 
Configuration Error: (Major Code:%1, Minor 
Code:%2)
エラークラス：0x0032 | エラーコード：0x3030

症状
Intel Optane DC Persistent Memoryの構成エラー：（メジャーコード：%1、マイナーコー
ド：%2）。
 

原因
Intel Optane DC Persistent Memoryの取り付けルールに違反しました。
 

アクション
サーバーのメモリ取り付けルールガイドに従って、DRAMとIntel Optane DC Persistent Memory
を取り付けなおします。DIMMの取り付けについては、HPE ProLiantおよびSynergy Gen10サー
バー搭載のHPE DDR4メモリの取り付けルール（http://www.hpe.com/docs/memory-population-
rules）を参照してください
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。ProLiantサーバー構成でメモリモジュールを取り扱うための
ベストプラクティス（http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-
c00868283）を参照してください。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/docs/memory-population-rules/
http://www.hpe.com/docs/memory-population-rules/
http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c00868283/
http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c00868283/
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


Temperature exceeded on PCIe disk %1.
エラークラス：0x0033 | エラーコード：0x0001

症状
PCIeディスク%1の温度が超過しました。
 

原因
ハードウェア障害または不適切な環境冷却が原因で、PCIe温度が超過しています。
 

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。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


The status of the PCIe disk at location %1 is %2
エラークラス：0x0033 | エラーコード：0x0002

症状
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。アクション
 

原因
cpqSePCIeDiskConditionがfailedの場合は、ドライブを交換してください。
 

アクション
PCIeディスク状態が障害を⽰している場合は、ディスクを交換してください。
ドライブの交換について詳しくは、http://www.hpe.com/info/enterprise/docsにあるシステムの
サービスおよびメンテナンスガイドを参照してください。
問題が解決しない場合、Hewlett Packard Enterpriseでは、サーバーの問題の読み取り、診断、お
よび解決に使⽤するオンラインツールであるActive Health System Viewer（AHSV）にAHSログを
アップロードする際にトラブルシューティングを⽀援するルールのセットを定義しています。

サーバーから、AHSログをダウンロードします。1. 
http://www.hpe.com/servers/ahsvでAHSVにログインしてから、必要なパスポートアカウン
トを⼊⼒します。

2. 

AHSログをAHSVにアップロードします。3. 
AHSVダッシュボードページに移動して、エラーを確認します。4. 
Fault Detection Analyticsページに移動して、他のエラー条件と修正を特定します。5. 

AHSログがアップロードされた後でもHewlett Packard Enterpriseからのサポートが必要な場合
は、AHSVを使⽤してサポートケースを作成することができます。
AHSVダッシュボードに移動し、NavigationメニューからCreate a Support Caseをクリックしま
す。
Case Creationウィンドウが表⽰されます。

連絡先情報をフォームに記⼊します。1. 
Issue sectionで、以下を⼊⼒します。

問題の説明•
ケースコメント•

2. 

Submitをクリックします。サポートケースはHewlett Packard Enterpriseサポートに送信さ
れて、⾼度な診断とトラブルシューティングが⾏われます。⼊⼒されていない情報がある場
合は、⾚い枠線のブロックが表⽰されて、ポップアップウィンドウに何を追加すべきかが⽰
されます。

3. 

Hewlett Packard Enterpriseサポートが問題を解決して、報告します。4. 
Active Health System Viewer User Guideを参照してください。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/servers/ahsv
http://www.hpe.com/support/ahsv-ug-en
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx
http://www.hpe.com/assistance


The PCIe disk wear status for the disk at location 
%1 is %2
エラークラス：0x0033 | エラーコード：0x0003

症状
アラートタイプID：trap.cpqSePCIeDiskWearStatusChange
説明：場所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
重要度：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。詳しく
は、http://www.hpe.com/info/enterprise/docsにあるシステムのメンテナンス&サービスガイドを参
照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx


ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/assistance


Power supply %1 has exceeded the current limit. 
Power supply output will be disabled.
エラークラス：0x0034 | エラーコード：0x0001

症状
電源装置%1が電流制限を超過しました。電源装置の出⼒が無効になります。
 

原因
取り付けられているハードウェアの供給電⼒が⼗分でない。
 

アクション
シャーシに供給する電⼒を増やします。1. 
作業負荷を減らして消費電⼒を減らします。2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Chassis operating at reduced performance level 
(> %1 Percentage) for past %2 %3
エラークラス：0x0034 | エラーコード：0x0002

症状
過去%2 %3の間、低いパフォーマンスレベル（> %1パーセント）で動作しているシャーシ
 

原因
プロセッサーのパフォーマンスが低下しました。•
プロセッサーのパフォーマンスが低下した後は、消費電⼒上限が満たされます。•

 

アクション
⼗分な電⼒が供給されていることを確認します。1. 
上限構成が既存のワークロードに適していることを確認してください。パフォーマンスの低
下を防ぐために、必要に応じて消費電⼒上限を引き上げるか、電⼒容量を追加することを検
討してください。

2. 

電⼒容量の構成について詳しくは、http://www.hpe.com/support/ilo-docsにあるiLOのドキュメン
トを参照してください。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/support/ilo-docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance


Power Regulator: Zone %1 operating at reduced 
performance level (> %2 Percentage) for past 
%3 %4
エラークラス：0x0034 | エラーコード：0x0003

症状
パワーレギュレーター：過去%3 %4の間、低いパフォーマンスレベル（> %2パーセント）で動作
しているゾーン%1
 

原因
プロセッサーのパフォーマンスが低下しました。
プロセッサーのパフォーマンスが低下した後は、消費電⼒上限が満たされます。
 

アクション
⼗分な電⼒が供給されているか、上限構成が既存のワークロードに対して⼗分であることを確認
してください。パフォーマンスの低下を防ぐために、必要に応じて消費電⼒上限を引き上げる
か、電⼒容量を追加することを検討してください。すべてのHPE ProLiant Gen10サーバーについ
て、Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/info/poweradvisor-ja）のHPE 
Power Advisorを参照してください。
この問題が解決しない場合は、HPEサポートケースを作成してください。

コンポーネントが保証または契約対象であることを確認してください。
カスタマーセルフリペアのWebサイトにアクセスしてください。
CSRでは、故障が確認されると、HPEからお客様に交換⽤パーツが直接発送されます。お
客様による交換が可能な部品について詳しくは、製品メンテナンス&サービスガイドを参照
してください。

1. 

http://www.hpe.com/support/hpescでサポートケースを作成してください。
HPEサポートからお客様に連絡します。

2. 

 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

Hewlett Packard Enterpriseセルフリペアビデオを表⽰するには、次のURLにアクセスしてくださ
い。

カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair）•
カスタマーセルフリペアサービスメディアライブラリ 
（https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx）

•

http://www.hpe.com/info/poweradvisor
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
https://support.hpe.com/help/ja/Content/productSupport/customerSelfRepair.html
https://thesml.itcs.hpecorp.net/default.aspx


ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/assistance


Performance monitoring has detected that %1 
crossed the user defined %2 threshold
エラークラス：0x0035 | エラーコード：0x0001

症状
パフォーマンス監視は、%1がユーザー定義の%2しきい値を超えたことを検出しました。
 

原因
メトリックが構成済みしきい値を超える原因となっているサーバーの現在のワークロード。
 

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。
 

サポートと他のリソース
当社のユーザーマニュアルに記載されているその他の製品情報については、Hewlett Packard 
Enterprise Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs）にアクセスしてください。

ユーザーガイド•
メンテナンス&サービスガイド•
トラブルシューティング•
リリースノート•

ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイト 
（http://www.hpe.com/assistance）にアクセスします。

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/assistance

