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はじめに 
本書は、PRIMERGY Server上で発生する、ServerView エージェントおよびコントローラ/アプリケーションのすべての既知の警告/エラーイベント  

について説明します。ここでは「イベント」は、Windows イベントログのすべてのエントリのことを指します。 

本書の情報は、OEM ベンダからFujitsu Technology Solutions に提供された情報、および ServerView エージェントのアプリケーションについて 

の情報に基づいています。 

 

 

 

キーワード 
PRIMERGY、イベント、アラート、コントローラ、ServerView、エージェント、イベントログ 

 

 

 

修正履歴 
Date   Version  Pages    Description 

2004-11-30  1  56   First Edition 

2004-12-20  1.1  58   Revision for Promise FastTrak Events 

2005-03-09  1.5  66   New:Duplex Data Manager 

        Added:Intel Software Kit RockyKnoll2 

2005-11-02  2.0  76   New:QLogic Fibre Channel Adapter 

        Emulex Fibre Channel Adapter 

        Expansion:Intel Rocky Knoll3-Kit 

2007-08-10  2.5  105   Added:SC-Mib, SC2-Mib 

        Blade Server Management, NTCluster-Mib 

        New:ServerView-MIB, ServerView Raid,   Deleted: 

        Deleted:Mylex-Mib, PCIHotplug-Mib 

2009-04-23  2.6  107   Document Rebranding (no change of event lists) 

2011-11-28  3.0  89   Update of document 

        Deleted:LSI (RAID) Controllers, Promise Fast Trak Controller 

2012-08-31  4.0  88   Update of document, e.g.: 
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        New events for ServerView Raid, Blade Server, SERVER-CONTROL 

 

   

          

 

略語 
DDM   DuplexDataManager 

FTS   Fujitsu Technology Solutions 

MIB   Management Information Base 

SNMP   Simple Network Management Protocol 

UPS   Uninterruptible Power Supply 

W2K  Windows 2000 

W2K3   Windows 2003 

 

 

 
 

1. 本書について 
 

本書は PRIMERGY Server上で発生する、ServerView エージェントおよびコントローラ/ドライバのすべての既知のイベントについて説明 

します。本書の情報は、OEM ベンダから Fujitsu Technology Solutions に提供された情報、および ServerView エージェントや他の 

システム関連のアプリケーションの情報に基づいています。 

 

 

 

1.1  イベント一覧 
 

ServerView エージェント/コンポーネントのイベント 

  

• HD-MIB 

• NTCluster-MIB 

• Threshold-MIB 

 Server-Control2-MIB 

 X10sureV1-MIB 
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コントローラのドライバ/アプリケーションのイベント 

 

 ServerView RAID 

• DuplexDataManager 

 QLogic Fibre Channel Adapter 

 Emulex Fibre Channel Adapter 

 Broadcom LAN Controller  

 Intel LAN Controller（Intel LAN Softwarekit） 

 PowerNet / PowerChute UPS from APC 

 

 

ブレードサーバ管理システムのイベント: 

 

 ブレードサーバの MIB 

 

 

 

 

1.2 イベントの有効化 
 

1.2.1 ServerViewエージェントのイベント 
 

Windows の Start メニューから、次の順に選択します。 

 

スタート -> プログラム -> Fujitsu -> ServerView Suite -> Agents Configuration 
 
設定画面が表示され、必要に応じて設定を行えます。 
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1.2.2 コントローラのドライバのイベント 
 

コントローラのドライバによっては、イベントが自動的には Windows イベントログに記録されません。各コントローラの関連ドキュメント 

（readmeファイルなど）を使用して確認し、必要な場合は記載された手順に従って有効化する必要があります。 

 

 

 

1.2.3 ブレードサーバ管理システムのイベント 

 
ブレードサーバ管理システムのイベントの有効化については、ServerView アラームサービスのドキュメントをご覧ください。 

 

 

 

 

1.3 イベント一覧の見かた 
 

2 章以降のイベント一覧では、次の情報を記載しています。: 

 

 

コントローラ イベントが発生したコントローラ、またはドライバ。該当する情報がない場合は

省略します。 

イベントログ名 Windows のイベントログ名です。システム/アプリケーション 

ソース名 イベントログ名に記載されているイベントのソース名です。この情報は、イベン

ト ID と共に、イベントログ名でイベントを明確にするために必要です。 

イベントID イベントの識別番号です。 

種類 イベントの重要度です。情報/警告/エラー 

メッセージ イベント発生時に表示されるメッセージです。変数が埋め込まれる箇所は、次の

記号で示します。 « <…> »、 « %n »、 « $n » 

説明 イベントの説明です（コントローラ側でこの機能が有効な場合のみ）。説明文は

斜体 で表記されています（別の列に記載されていない場合）。 

エラーの解決方法

/処置 

イベントの原因となった問題を解決するための説明/ヒント。 

 

注意:以下では、重大度が「情報」以上のイベントのみを記載します。
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2. HD-MIB 
 
 

イベントログ名:アプリケーション 

ソース名:“ServerView Agents” 

イベントの有効化については、5 ページの「ServerView エージェントのイベント」の章をご覧ください。 

 

"HD_MIB_nnnnn"、 nnnnn = イベントID        

 

イベント

ID 

種類 メッセージ 説明 エラーの解決方法/処置 

10750 エラー <HdTrapDeviceIndexPerAdapter> 

(<HdTrapDeviceName>), adapter 

<HdTrapAdapterNumber> 

(<HdTrapAdapterName>), on Server 

<HdTrapServerName> 

ハードディスクの故障（S.M.A.R.T)を予

測した場合に送信されます。S.M.A.R.T
がディスクの故障を予測しました。 

関連するハードディスクを交換してくださ

い。 

 

 

 

 

 

3. NTCluster-MIB 
 

イベントログ名:アプリケーション 

ソース名:“ServerView Agents” 

イベントの有効化については、5 ページの「ServerView エージェントのイベント」の章をご覧ください。 

 

“NTCLUSTER_MIB_nnnnn”、   nnnnn = イベントID 
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イベント 

ID 

種類 メッセージ 説明 エラーの解決方法/処置 

10810 エラー SNMP cannot access cluster software SNMP エージェントが開始されました 
が、クラスタサービスと通信できませ

ん。 

1.）クラスタサービスが実行されているか

どうかを確認してください。 

2.）SNMPの構成を確認してください。 

10812 エラー SNMP lost access to the cluster 

software. 

SNMP エージェントとクラスタサービス 

との通信が切断されました。 

1.）クラスタサービスが実行されているか

どうかを確認してください。 

2.）SNMP サービスが実行されているか 

どうかを確認してください。 

10832 エラー The node <node> has changed its 

state 

クラスタノードの状態が変化しまし 
た。 

注意:状態が手動で変更された場合、これ

は情報提供の目的にすぎません。そうでな

い場合は、以下の処置を実行してくださ 

い。 

1.）クラスタマネージャで、すべてのノー

ドのステータスを確認してください。 

2.）関連するノードをリブートしてくださ

い。 

10852 エラー Group has changed its state リソースグループの状態が変化しまし
た。 

注意:状態が手動で変更された場合、これ

は情報提供の目的にすぎません。そうでな

い場合は、以下の処置を実行してくださ 

い。 

1.）クラスタマネージャで、関連するクラ

スタグループのステータスを確認してくだ

さい。 

2.）関連するリソースを異なるノードに切

り替えてみてください。 

10862 エラー Resource %s has changed its state クラスタリソースの状態が変化しまし
た。 

注意:状態が手動で変更された場合、これ

は情報提供の目的にすぎません。そうでな

い場合は、以下の処置を実行してくださ 

い。 

1.）クラスタマネージャで、関連するクラ

スタグループのステータスを確認してくだ

さい。 

2.）関連するリソースを異なるノードに切
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り替えてみてください。 

10912 エラー Network %s has changed its state ネットワークの状態が変化しました。 1.）ネットワークの接続を確認してくださ

い。 

2.）IPの構成を確認してください。 

10922 エラー Network interface %s has changed its 

state 

ネットワークインターフェースの状態
が変化しました。 

1.）ネットワークの接続を確認してくださ

い。 

2.）IP の構成を確認してください。 

10932 エラー Cluster group %s has failed クラスタリソースグループでエラーが
発生しました。 

 

10935 エラー Cluster resource %s has failed クラスタリソースでエラーが発生しま
した。 

注意:状態が手動で変更された場合、これ

は情報提供の目的にすぎません。そうでな

い場合は、以下の処置を実行してくださ 

い。 

1.）クラスタマネージャで、関連するクラ

スタグループのステータスを確認してくだ

さい。 

2.）関連するリソースを異なるノードに切

り替えてみてください。 

10938 エラー Cluster network %s unavailable クラスタネットワークは利用できませ
ん。 

1.）ネットワークの接続を確認してくださ

い。 

2.）IPの構成を確認してください。 

10940 エラー Cluster network interface %s has 

failed 

クラスタネットワークインターフェー

スでエラーが発生しました。 

1.）ネットワークの接続を確認してくださ

い。 

2.）IPの構成を確認してください。 

10941 エラー Cluster network interface %s 

unreachable 

クラスタネットワークインターフェー

スは到達不可能です。 

1.）ネットワークの接続を確認してくださ

い。 

2.）IPの構成を確認してください。 

10942 エラー Cluster network interface %s 

unavailable 

クラスタネットワークインターフェー
スは利用できません。 

1.）ネットワークの接続を確認してくださ

い。 

2.）IPの構成を確認してください。 
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4. Threshold-MIB 
 

イベントログ名:アプリケーション 

ソース名:“ServerView Agents” 

イベントの有効化については、5 ページの「ServerView エージェントのイベント」の章をご覧ください。 

 

“THRESHOLD_MIB_nnnnn”、   nnnnn = イベントID 

 

イベントI

D 

種類 メッセージ 説明 エラーの解決方法/処置 

12200 エラー Threshold exceeded at server %s.The 

rule %s met condition with value %s. 
構成されたしきい値を超えました。 Performance Manager で構成されたしきい 

値のいずれかを超えました。詳しくは、 

Performance Manager を確認してくださ 

い。  

12201 警告 Threshold exceeded at server %s.The 

rule %s met condition with value %s. 
構成されたしきい値を超えました。 Performance Manager で構成されたしきい 

値のいずれかを超えました。詳しくは、 

Performance Managerを 確認してくださ 

い。  

12202 警告 Threshold exceeded at server %s.The 

rule %s met condition with value %s. 
構成されたしきい値を超えました。 Performance Manager で構成されたしきい 

値のいずれかを超えました。詳しくは、 

Performance Manager を確認してくださ 

い。  

 

 

 

 

 

5. SERVER-CONTROL2-MIB 
 

イベントログ名:アプリケーション 

ソース名:“ServerView Agents” 

イベントの有効化については、5 ページの「ServerView エージェントのイベント」の章をご覧ください。 

 

“SC2_MIB_nnnnn”、  nnnnn = イベントID 
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イベント 

ID 

種類 メッセージ 説明 エラーの解決方法/処置 

12001 警告 Communication with the Server 

Management controller in cabinet %d 

of server %s lost. 

管理コントローラとの通信に失敗しま

した。 

注意:これは、エラー状態ではありませ 

ん。 

12003 警告 The Server Management controller in 

cabinet %d has detected an minor 

problem during selftest of server 

%s. 

コントローラセルフテスト警告です。 注意:これは、エラー状態ではありませ 

ん。 

12004 エラー The Server Management controller in 

cabinet %d of server %s failed. 

コントローラセルフテストエラーで 
す。 

詳細情報はサーバ管理メッセージログ（リ

カバリログ）をご覧ください。 

12005 エラー A critical error happend while BIOS 

selftest in cabinet %d of server 

%s.詳細情報はサーバ管理メッセージロ

グ（リカバリログ）をご覧ください。 

BIOS セルフテスト中に重大なエラーを 
検出しました。このエラーを確認し、

エラー状態をクリアしてください。 

アクション:メッセージログ（リカバリロ

グ）を参照して、エラーの理由を確認して

問題を解決してください。 

問題が解決されたら、ServerView の 

「Acknowledge BIOS selftest status」 

を押してエラー状態を解消してください。 

12006 エラー The system was restarted after a 

severe problem at cabinet %d of 

server 

%s.詳細情報はサーバ管理メッセージロ

グ（リカバリログ）をご覧ください。 

重要問題発生後、システムは再開され

ました。詳細情報はサーバ管理メッセ
ージログ（リカバリログ）をご覧くだ
さい。 

アクション:メッセージログ（リカバリロ

グ）を参照して、エラーの理由を確認して

問題を解決してください。 

12013 エラー Fan '%s' will fail in near future 

in cabinet %d of server %s. 

表示されたファンが危険な状態になり

ました。 

1.）システムファンが正しく取り付けられ

ていることを確認してください。 
2.）最新の BIOS バージョンおよび BMC 

ファームウェアがインストールされている

かどうかを確認してください。 
3.）問題が解決しない場合は、マニュアル

内の手順に従って、該当するファンを交換

してください。 

12014 エラー Fan '%s' failed in cabinet %d of 

server '%s'. 

表示されたファンが故障しました。 アクション:故障のあるファンを交換して

ください。注意:カバーを外したままシス

テムを使用しないでください。適切な通気
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を確保できません。 

12015 エラー The redundant fan '%s' failed in 

cabinet %d of server %s.System can 

become critical if another fan in 

this group fails. 

表示された冗長ファンが故障しまし 

た。 

1.）システムファンが正しく取り付けられ

ていることを確認してください。 
2.）最新の BIOS バージョンおよび BMC 

ファームウェアがインストールされている

かどうかを確認してください。 
3.）問題が解決しない場合は、サービスマ

ニュアル内の手順に従って、該当するファ

ンを交換してください。 

12021 エラー Temperature at sensor '%s' in 

cabinet %d of server %s has reached 

the warning level. 

表示されたセンサーの温度が警告レベ

ルに達しました。 

アクション:ファンの開口部をチェックし

ます。\n ファンを確認します。\n 環境温 

度を下げます。注意:カバーを外したまま

システムを使用しないでください。適切な

通気を確保できません。 

12022 エラー Temperature at sensor '%s' in 

cabinet %d of server %s has reached 

the critical level. 

表示されたセンサーの温度が許容範囲
を超えています。シャットダウンが有

効な場合はシステムがシャットダウン
され、電源が切断されます。 

アクション:ファンの開口部をチェックし

ます。\n ファンを確認します。\n 環境温 

度を下げます。\n システムが冷却され 

てから再起動します。注意:カバーを外し

たままシステムを使用しないでください。

適切な通気を確保できません。 

12024 エラー Temperature sensor '%s' in cabinet 

%d of server %s is broken or not 

connected. 

表示された温度センサーが故障してい

ます。 

アクション:接続を確認するか、温度セン

サーを交換します。 

12033 エラー Insufficient operating power 

supplies available in cabinet %d at 

server %s. 

電源装置ステータスが危険な状態にな
りました。 

アクション:故障した電源装置を交換しま

す。\n 追加の電源装置を取り付けます。 

12034 エラー Power supply '%s' in cabinet %d at 

server %s failed. 

ホットリプレース電源装置が1つ故障し
ました。 

アクション:故障した電源装置を交換して

ください。注意:電源装置の冗長性が失わ

れます。冗長性を復元するには、できるだ

け速やかに故障した電源装置を交換してく

ださい。 

12035 エラー Redundant power supply '%s' in 

cabinet %d at server %s 

failed.System can become critical 

if another power supply fails. 

冗長ホットリプレース電源装置が1つ故
障しました。 

1.）取り付けられているすべての電源ユニ

ットに AC コネクタが完全に接続されてい 

るかどうかを確認してください。 
2.）停電していなかったことを確認してく
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ださい。 
3.）故障した電源装置を交換してくださ 

い。 
4.）問題が解決しない場合は、最寄りの 

Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。 

 

12036 警告 Power supply redundancy in cabinet 

%d at server %s lost.System will 

become critical if a power supply 

fails. 

電源装置の冗長性がなくなりました。 1.）取り付けられているすべての電源ユニ

ットに AC コネクタが完全に接続されて 

いるかどうかを確認してください。 
2.）停電していなかったことを確認してく

ださい。 
3.）故障した電源装置を交換してくださ 

い。 
4.）問題が解決しない場合は、最寄りの 

Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。 

 

12037 エラー Temperature at power supply '%s' in 

cabinet %d of server %s has reached 

the critical level. 

Critical temperature in power 
supply. 

 

 

12038 エラー Fan failure is predicted at power 

supply '%s' in cabinet %d of server 

%s. 

Fan failure prediction in power 
supply. 

 

 

12039 エラー Fan failure at power supply '%s' in 

cabinet %d of server %s. 

Fan failure in power supply.  

 

12040 エラー AC failure in cabinet %d of server 

%s. 

特定のキャビネットで主電源に異常が
発生しました。このトラップは、UPS 

または BBU を搭載していない拡張記憶 
装置のみで発生します。サーバには、
このイベントを送信する時間がありま

せん。 

アクション:キャビネットのライン間電圧/

電源装置を確認してください。 

12041 エラー DC power failure in cabinet %d of 

server %s. 

特定のキャビネットでDC電源異常が発

生しました。これはシステムのパワー
グッドセンサー監視機能です。この条
件が発生したとき、システムが停止す

る場合があります。 

アクション:電源装置を確認して、追加の

電源装置を取り付けます。\n 電源装置 

を交換して、AC 電源を確認してくださ 

い。 
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12042 エラー AC failure.Cabinet %d at server %s 

is running on battery power.The 

remaining battery lifetime is 

approximately %d minutes. 

サーバは、UPS またはバッテリバック 
アップユニット（BBU）によるバッテリ
電源で動作しています。 

アクション:主電源電圧を確認してくださ

い。 

12051 エラー Power supply voltage '%s' in 

cabinet %d at server %s is too low. 

電源装置の電圧が低すぎます。 1.）すべての電源ケーブルがマザーボード

のコネクタに正しく接続されているかどう

かを確認してください。 
2.）問題が解決しない場合は、最寄りの 

Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。 

12052 エラー Power supply voltage '%s' in 

cabinet %d at server %s is too 

high. 

電源装置の電圧が高すぎます。 1.）すべての電源ケーブルがマザーボード

のコネクタに正しく接続されているかどう

かを確認してください。 
2.）問題が解決しない場合は、最寄りの 

Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。 

12053 エラー Power supply voltage '%s' in 

cabinet %d at server %s is out of 

range. 

電源装置の電圧が規定値外です。 1.）すべての電源ケーブルがマザーボード

のコネクタに正しく接続されているかどう

かを確認してください。 
2.）問題が解決しない場合は、最寄りの 

Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。 

12054 エラー Battery voltage '%s' in cabinet %d 

at server %s:Battery is predicted 

to fail in near future. 

バッテリの故障を予測しました。 1.）ACケ ーブルを取り外し、30 秒経って 

から再び接続してください。 

2.）問題が解決しない場合は、システムの

バッテリを交換してください。 

12061 エラー Uncorrectable memory error at 

address %d in cabinet %d of server 

%s. 

特定のアドレスに訂正不可能なメモリ
エラーを検知しました。 

アクション:故障したメモリモジュールを

特定します。 

View / System Board / Memory Modules 

ウィンドウにアクセスします。 

故障したメモリモジュールを交換してくだ

さい。 

12063 エラー Uncorrectable memory error at bank 

'%s' in cabinet %d of server %s. 

特定のバンクに訂正不可能なメモリエ
ラーを検知しました。 

アクション:故障したメモリモジュールを

特定します。 

View / System Board / Memory Modules 

ウィンドウにアクセスします。 

故障したメモリモジュールを交換してくだ

さい。 
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12065 エラー Uncorrectable memory error at 

module '%s' in cabinet %d of server 

%s. 

特定のモジュールに訂正不可能なメモ
リエラーを検知しました。 

アクション:故障したメモリモジュールを

特定します。 

View / System Board / Memory Modules 

ウィンドウにアクセスします。 

故障したメモリモジュールを交換してくだ

さい。 

12067 エラー Uncorrectable memory error in 

cabinet %d of server %s. 

不明な場所に訂正不可能なメモリエラ
ーを検知しました。 

アクション:故障したメモリモジュールを

特定します。 

View / System Board / Memory Modules 

ウィンドウにアクセスします。 

故障したメモリモジュールを交換

してください。 

12068 エラー Memory module failure is predicted 

for module '%s' in cabinet %d of 

server %s. 

メモリモジュールの故障を予測しまし
た（障害予兆）。 

Warning:メモリモジュールでエラーを予測

しました。発生したエラーが多すぎるため

、まもなくモジュールが故障する可能性が

あります。アクション:故障しているモジ

ュールを交換してください。 

12069 エラー Memory module '%s' in cabinet %d of 

server %s is failing.Too many 

errors have occurred. 

メモリモジュールでエラーが発生して

います。 

Warning:メモリモジュールでエラーが発生

しています。アクション:故障しているモ

ジュールを即座に交換してください。 

12070 エラー Memory module '%s' in cabinet %d of 

server %s had failed and was 

replaced by a hot-spare module 

メモリモジュールでエラーが発生し、
ホットスペアモジュールに切り替わり
ました。 

Warning:メモリモジュールでエラーが発生

しました。発生したエラーが多すぎるため

、バンクが機能しなくなり、ホットスペア

バンクに置き換えられました。アクショ 

ン:故障したモジュールを即座に交換して

ください。 

12071 警告 If logging was disabled and not 

automatically enabled again, you 

have to reboot your server to 

enable memory error logging 

again.\nIf logging is disabled, 

prefailure detection is also not 

active! 

多くの訂正可能なメモリエラーが発生
しました。ロギングは無効になりまし

た。 

注意:ロギングが無効で自動的に有効にな

らない場合、 

サーバを再起動して、メモリエラーロギン

グを再度有効にする必要があります。 

ロギングが無効になっていると、故障の予

測機能は機能しません。 

12072 警告 Error logging was enabled again in 

cabinet %d at server %s (after 

メモリエラーロギングが再度可能にな
りました。 

エラーが多すぎるため、無効になっていた

エラーロギングが再び有効になりました。 
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being disabled because of too many 

errors) 

12073 エラー A memory module in cabinet %d of 

server %s had failed and was 

replaced by a hot-spare module 

メモリモジュールでエラーが発生し、
ホットスペアモジュールに切り替わり
ました。 

Warning:メモリモジュールでエラーが発生

しました。発生したエラーが多すぎるため

、バンクが機能しなくなり、ホットスペア

バンクに置き換えられました。アクショ 

ン:故障したモジュールを即座に交換して

ください。 

12074 エラー Memory configuration in cabinet %d 

of server %s has lost redundancy 

メモリエラーによってメモリの冗長性
が失われました。 

Warning:重大なメモリエラーが発生しまし

た。メモリの冗長性が失われます。アクシ

ョン:できるだけ速やかに故障しているモ

ジュールを交換して、冗長性を復元してく

ださい。 

12081 エラー CPU failure is predicted for CPU 

'%s' in cabinet %d of server %s. 

CPUの故障を予測しました（障害予 
兆）。 

Warning:CPU の故障を予測しました。発生 

したエラーが多すぎるため、まもなく CPU 

が故障する可能性があります。アクショ 

ン:故障している CPU を交換してくださ 

い。 

12082 エラー Internal error (IERR) occurred on 

CPU '%s' in cabinet %d of server 

%s. 

A CPU internal error (IERR) 
occurred 

Warning:CPU 内部エラー（IERR）が発生 

しました。アクション:エラーが繰り返し

発生する場合は、異常が発生している CPU 

を交換してください。 

12083 エラー CPU '%s' in cabinet %d of server %s 

is disabled. 

A CPU is disabled by BIOS Warning:CPU エラーが発生した後、CPU が 

BIOS によって無効にされました。アク 

ション:CPU を再び有効にしてください。 

エラーが解決しない場合は、異常が発生し

ている CPU を交換してください。 

12095 エラー Boot retry counter is zero on 

server %s. 

このトラップは、電源投入時に起動リ

トライカウンタが0になったときに送信
されます。 

1.）深刻な問題が発生し、続いてシステム

のリブートが行われたため、リトライカウ

ンタが減少しました（ASR & R 機構） 

2.）リトライカウンタが0です。このため

、サーバは問題が原因となった次回のシャ

ットダウン後は、オフのままになります。  

3.）SEL に問題の報告がないかどうかを 

確認してください 
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4.）システムが再び通常のように動作した

場合。カウンタはデフォルト値にリセット

されます。 

12100 警告 The System Event Log on server %s 

in cabinet %d is full.No more 

messages can be logged!Please clear 

unneeded log entries as soon as 

possible! 

システムイベントログ（メッセージロ
グ）がいっぱいです。これ以上のメッ

セージは記録できません。このトラッ
プは、ラップアラウンドログタイプの
場合には発生しません。 

Diagnostic Tools/System Message Log 

Viewer のシステムイベントログをクリ 

アしてください。 

既存のログを保存するには、Export 機能 

を使用してください。 

12101 警告 The System Event Log for cabinet %d 

at server %s has exceeded %d 

percent of its capacity. 

システムイベントログエントリ数の警
告しきい値を超えました。 

Diagnostic Tools/System Message Log 

Viewer のシステムイベントログをクリ 

アしてください。 

既存のログを保存するには、Export 機能 

を使用してください。 

12102 エラー An error was recorded on server %s 

before the management agents were 

started (boot phase).See server 

management message log (Recovery 

log) for detailed information. 

エラーメッセージがメインボードのイ
ベント／エラーログに書き込まれまし
た。これはエージェントが作動する前

にエラーが発生したとき、または特定
のトラップがないエラーだった場合に
のみ発生します。エラーの詳しい説明

はサーバ管理イベント／エラーログを
ご覧ください。 

エラーの詳しい説明はサーバ管理イベント

／エラーログをご覧ください。 

12110 エラー The front door or housing of 

cabinet %d was opened on server %s. 

フロント扉または筐体カバーが開かれ
ました。 

1.）上面が正しく閉じられているかどうか

を確認してください。 
2.）問題が解決しない場合は、イントリュ

ージョンスイッチ/ケーブルを確認してく

ださい。 

12112 エラー The front door or housing of 

cabinet %d was opened or closed on 

server %s. 

フロント扉または筐体カバーが開けら
れるか、閉じられました。 

1.）上面が正しく閉じられているかどうか

を確認してください。 

2.）問題が解決しない場合は、イントリュ

ージョンスイッチ/ケーブルを確認してく

ださい。 

12113 エラー A PCI bus system or parity error 

happened in cabinet %d on server 

%s. 

PCI バスシステム、またはパリティエ 
ラーです。 

1.）PCIスロットのアダプタカードを確認

してください 
2.）問題が再現可能な場合は、アダプタカ

ードを交換してください 
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3.）正しい BIOS バージョンおよび BMC 

ファームウェアが使用されているかどうか

を確認してください。 
4.）問題が解決しない場合は、最寄りの 

Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。 
注意:PCI バスでエラーが発生しました。 
最も可能性が高い理由は、接続されている

PCI カード（たとえば、アレイコント 

ローラ）です。また、オンボードのコンポ

ーネントがこのエラーの原因になっている

可能性もあります。 

12120 エラー Warning status on component '%s' in 

cabinet %d of server '%s'.This 

component may be replaced by the 

customer. 

お客様セルフサービスコンポーネント
が警告状態に変化しました。 

アクション:関連するコンポーネントを交

換してください。お客様が交換することが

できます。 

12121 エラー Fail status on component '%s' in 

cabinet %d of server '%s'.This 

component may be replaced by the 

customer. 

お客様セルフサービスコンポーネント

が故障状態に変化しました。 

アクション:関連するコンポーネントを交

換してください。お客様が交換することが

できます。 

12122 エラー Warning status on component '%s' at 

server '%s'.This component may be 

replaced by the customer. 

お客様セルフサービスコンポーネント
が警告状態に変化しました。 

アクション:関連するコンポーネントを交

換してください。お客様が交換することが

できます。 

12123 エラー Fail status on component '%s' at 

server '%s'.This component may be 

replaced by the customer. 

お客様セルフサービスコンポーネント
が故障状態に変化しました。 

アクション:関連するコンポーネントを交

換してください。お客様が交換することが

できます。 

12131 エラー Power limit status in cabinet %d of 

server '%s' has exceeded the 

warning threshold. 

消費電力の制限が警告状態に変化しま

した。 

 

 

12132 エラー Power limit status in cabinet %d of 

server '%s' has exceeded the 

critical threshold. 

消費電力の制限が危険状態に変化しま
した。 

 

 

12151 警告 Driver Monitoring warning event at 

server %s:%s 

ドライバ監視で警告イベントが検出さ
れました。 

注意:これは、エラー状態ではありません

。 

12152 エラー Driver Monitoring error event at 

server %s:%s 

ドライバ監視でエラーイベントが検出
されました。 
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6. X10sureV1-MIB 
 

 

イベントログ名:アプリケーション 

ソース名:“ServerView Agents” 

イベントの有効化については、5 ページの「ServerView エージェントのイベント」の章をご覧ください。 

 

"X10sureV1_MIB_nnnnn"、 nnnnn = イベントID        

 

イベント

ID 

種類 メッセージ 説明 エラーの解決方法/処置 

10002 警告 Farm Name:%s, Control Node Name:%s, 

Date:%s, Message:%s 

For future use.  

10003 エラー Farm Name:%s, Control Node Name:%s, 

Date:%s, Message:%s 

オペレータの操作が必要な可能性のある

、x10sureエラーを示します。 

 

10004 エラー Farm Name:%s, Control Node Name:%s, 

Date:%s, Message:%s 

x10sure fatal error description 
which may require operator 

intervention. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Blade Server Management 
 

イベントログ名:アプリケーション 

ソース名:”FTS ServerView Services” 

 

ブレードサーバ管理システムのイベントの有効化については、ServerView アラームサービスのドキュメントをご覧ください。 
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イベントID,  

(Orig.Trap ID) 

種類 メッセージ/説明 エラーの解決方法/処置 

2  警告   

1604 Management blade %d at blade chassis %s status is error. 1.）マスターマネジメントブレードに接続

してみてください。（Web インターフェー 

ス、telnet、またはシリアル接続を使用） 

アクセスが可能な場合は、 

2.）両方のマネジメントブレードのステー

タスを確認してください。 

関連するマネジメントブレードがスレーブ

ブレードの場合は、 

3.）シャーシからそれを取り外してくださ

い。 

4.）30 秒以上待ってください。 

5.）再びそれを接続してください。 

上記以外のすべての場合は、 

6.）最寄りの Fujitsu Technology 

Solutions ヘルプデスクにご連絡くだ 

さい。 

1609 Server blade %d at blade chassis %s status is error.  

1614 Switch blade %d at blade chassis %s status is error. 注意:以下の処置は、ブレードシャーシ全

体のダウンタイムの間のみ実行できます。 

1.）シャーシからスイッチブレードを取り

外してください。 

2.）30 秒以上待ってください。 

3.）再びそれを接続してください。 

4.）問題が解決しない場合は、最寄りの 

Fujitsu Technology Solutions ヘルプデ 

スクにご連絡ください。 
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1619 System fan %d at blade chassis %s status is error. 1.）関連するファンを取り外してくださ 

い。 

2.）再びそれを接続してください。 

3.）問題が解決しない場合は、関連するフ

ァンを交換してください。 

4.）問題がまだ解決しない場合は、最寄り

の Fujitsu Technology Solutions ヘルプ 

デスクにご連絡ください。 

1622 Temperature at system temperature sensor %d of blade chassis %s 

is out of normal range 

1.）すべての通気経路が正しく配置されて

いること、上面が閉じていること、および

放熱孔がふさがれていないことを確認して

ください。 

2.）設置環境内の温度が警告レベルを超え

ていないかどうかを確認してください。 

3.）最新のマネジメントブレードが取り付

けられていることを確認してください。 

4.）問題が解決しない場合は、最寄りの 

Fujitsu Technology Solutions ヘルプ 

デスクにご連絡ください。 

1625 System temperature sensor %d of blade chassis %s is broken or not 

connected. 

1.）シャーシからすべての電源ケーブルを

取り外し、30 秒経ってから再び接続して 

ください。 

2.）問題が解決しない場合は、ミッドプレ

ーンを交換してください。 

3.）問題がまだ解決しない場合は、最寄り

の Fujitsu Technology Solutions ヘルプ 

デスクにご連絡ください。 
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1629 Power supply unit %d at blade chassis %s failed. 1.）電源ケーブル配線と主電源電圧を確認

してください。 

2.）関連する電源装置の接続を取り外し、

30 秒待ってから、再び接続してくださ 

い。 

3.）関連する電源装置を交換してくださ 

い。 

4.）問題が解決しない場合は、最寄りの 

Fujitsu Technology Solutions ヘルプ 

デスクにご連絡ください。 

1652 警告 System power supply overall status = degraded  

 

 

 

1655 警告 System fan overall status = degraded 

 

 

1658 警告 System temperature overall status = degraded  

1662 警告 Server blade %d at blade chassis %s:%s mismatch - port disabled サーバブレード設定がコネクションブレー

ド設定と一致しません。アクション: 

互換性のある設定については、ハードウェ

アマニュアルを参照してください。 

1664 警告 Connection blade %d at blade chassis %s:%s mismatch - port 

disabled 

コネクションブレード設定がサーバブレー

ド設定と一致しません。アクション: 

互換性のある設定については、ハードウェ

アマニュアルを参照してください。 

1666 警告 Storage blade %d at blade chassis %s:%s mismatch - port disabled ストレージブレード設定がスロットタイプ

と一致しません。アクション: 

互換性のある設定については、ハードウェ

アマニュアルを参照してください。 

1672 警告 Power consumption limiting of blade chassis %s exceeds the limit 

threshold:%s 

消費電力の制限設定を確認してください。 

1673 警告 Power consumption limiting of blade chassis %s causes blade %d to 

shut down:%s 

消費電力の制限設定を確認してください。 

 

3 エラー   
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1605  

 

Management blade %d at blade chassis %s status is critical. 1.）マスターマネジメントブレードに接続

してみてください。（Web インターフェー 

ス、telnet、またはシリアル接続を使用） 

アクセスが可能な場合は、 

2.）両方のマネジメントブレードのステー

タスを確認してください。 

関連するマネジメントブレードがスレーブ

ブレードの場合は、 

3.）シャーシからそれを取り外してくださ

い。 

4.）30 秒以上待ってください。 

5.）再びそれを接続してください。 

上記以外のすべての場合は、 

6.）最寄りの Fujitsu Technology 

Solutions ヘルプデスクにご連絡くださ 

い。 

1610 Server blade %d at blade chassis %s status is critical. 1.）マスターマネジメントブレードに接続

してください。（Web インターフェー 

ス、telnet、またはシリアル接続を使用） 

2.）関連するサーバブレードのシステムイ

ベントログを確認してください。 

3.）関連するサーバブレードをシャットダ

ウンしてください。 

4.）シャーシからそれを取り外してくださ

い。 

5.）30 秒以上待ってください。 

6.）再びそれを接続してください。 

7.）BIOS のデフォルト設定をロードして 

ください。 

8.）問題が解決しない場合は、最寄りの 

Fujitsu Technology Solutions ヘルプ 

デスクにご連絡ください。 
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1615 Switch blade %d at blade chassis %s status is critical. 注意:以下の処置は、ブレードシャーシ全

体のダウンタイムの間のみ実行できます。 

1.）シャーシからスイッチブレードを取り

外してください。 

2.）30 秒以上待ってください。 

3.）再びそれを接続してください。 

4.）問題が解決しない場合は、最寄りの 

Fujitsu Technology Solutions ヘルプ 

デスクにご連絡ください。 

1620 System fan %d at blade chassis %s status is critical. 1.）関連するファンを取り外してくださ 

い。 

2.）再びそれを接続してください。 

3.）問題が解決しない場合は、関連するフ

ァンを交換してください。 

4.）問題がまだ解決しない場合は、最寄り

の Fujitsu Technology Solutions ヘルプ 

デスクにご連絡ください。 

1623 Temperature at system temperature sensor %d of blade chassis %s 

has reached the critical level. 

1.）すべての通気経路が正しく配置されて

いること、上面が閉じていること、および

放熱孔がふさがれていないことを確認して

ください。 

2.）設置環境内の温度が警告レベルを超え

ていないかどうかを確認してください。 

3.）最新のマネジメントブレードが取り付

けられていることを確認してください。 

4.）問題が解決しない場合は、最寄りの 

Fujitsu Technology Solutions ヘルプ 

デスクにご連絡ください。 

1630 Insufficient operating power supplies unit available in power 

supply unit %d at blade chassis %s. 

 

1637 User authentication failure detected at blade chassis %s, 

performing protocol %s. 

 

1638 An error was recorded on blade chassis %s.See server management 

event error log (Recovery) for detailed information 
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1647 Power supply unit %d OVP fail. 12 V 出力で過電圧OV保護が発生しまし 

た。過電流12Vはアクティブな低出力信号

で、過電圧保護における 12 V を超える 

過電圧条件のために電源状態がシャットダ

ウンのときは常に低いままです。アクショ

ン:電源を確認するか、別の電源装置に交

換してください。 

1648 エラー Power supply unit %d OCP fail. 12 V 出力で過電流保護が発生しまし 

た。過電流12Vはアクティブな低出力信号

で、過電流保護における 12 V を超える 

過電流条件のために電源状態がシャットダ

ウンのときは常に低いままです。アクショ

ン:アクション:電源を確認するか、別の電

源装置に交換してください。 

1653 エラー System power supply overall status = critical  

1656 エラー system fan overall status = critical  

1659 エラー System temperature overall status = critical  

1661 エラー Server blade %d at blade chassis %s:I/O virtualization error. POST でエラーが報告されたため、シス 

テムブートが失敗しました。アクション: 

POST エラーの詳細については、BIOS 

仕様書を参照してください。 

 

この表に記載されたイベントは、ブレードサーバマネージメントシステム上で SNMP トラップとして生成され、ServerView アラームサービスによって 

Windows 受信システム上のイベントとして Windows のイベントログに書き込まれます。イベント IDはID1、2、および 3 のみです。重要度は次のよう 

に変換されます。 

 

SNMPトラップの種類 = UNKNOWN、INFORMATIONAL、MINOR ->イベントID = 1;イベントログの種類 = 情報;  

SNMPトラップの種類 = MAJOR  ->イベントID = 2;イベントログの種類=警告;  
SNMPトラップの種類 = CRITICAL ->イベントID = 3;イベントログの種類=エラー;  

 

オリジナルのトラップID（OIDの最後の4桁）は1番目のカラムに表示されます。 
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8. ServerView Raid 
 

イベントログ名:アプリケーション 

ソース名:“ServerView Raid” 

イベントの有効化:イベントは常に有効化されています。 

 

“SERVERVIEW_RAID_nnnnn”、   nnnnn = イベントID 
         

イベントI

D 

種類 メッセージ 説明 エラーの解決方法/処置 

         4 エラー Unexpected disconnect from 

ServerView RAID Manager (Server %s) 

ServerView RAID Manager （Server 

%s）から予期せずに切断されました。 

 

10002 警告 Write access of the ServerView RAID 

Manager revoked by user %s (%s) 

(Server %s) 

ServerView RAID Manager の書き込み 

アクセスが取り消されました。 

情報提供の目的にすぎません。 

10003 エラー Adapter %s:BBU temperature out of 

range (Server %s) 

BBU 温度が規定値外です。 1) すべての通気経路が正しく配置されて 

いること、上面が閉じていること、および

放熱孔がふさがれていないことを確認して

ください。 

2) 環境温度を確認してください。 

3) アレイコントローラ/iRMC ファーム 

ウェア、BIOS のバージョンを確認してく 

ださい。 

10004 エラー Adapter %s:BBU temperature unstable 

(Server %s) 

BBU 温度が不安定です。 1) アレイコントローラ/iRMC ファームウ 

ェア、BIOS のバージョンを確認してくだ 

さい。 

2) 問題が解決しない場合は、BBU を交換 

してください。 

10005 エラー Adapter %s:BBU temperature above 

threshold (Server %s) 

BBU 温度がしきい値以上です。 1) すべての通気経路が正しく配置されて 

いること、上面が閉じていること、および

放熱孔がふさがれていないことを確認して

ください。 

2) 環境温度を確認してください。 

3) アレイコントローラ/iRMC ファーム 
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ウェア、BIOS のバージョンを確認してく 

ださい。 

10006 エラー Adapter %s:BBU voltage out of range 

(Server %s) 

BBU 電圧が規定値外です。 1) BBU データ/電源ケーブルとアレイコン 

トローラとの接続を確認してください。 

2) アレイコントローラ/iRMC ファーム 

ウェア、BIOS のバージョンを確認してく 

ださい。 

3) 問題が解決しない場合は、BBU を交換 

してください。 

10007 エラー Adapter %s:BBU voltage unstable 

(Server %s) 

BBU 電圧が不安定です。 1) BBU データ/電源ケーブルとアレイコン 

トローラとの接続を確認してください。 

2) アレイコントローラ/iRMC ファーム 

ウェア、BIOS のバージョンを確認してく 

ださい。 

3) 問題が解決しない場合は、BBU を交換 

してください。 

10008 エラー Adapter %s:BBU voltage below 

threshold (Server %s) 

BBU 電圧がしきい値以下です。 1) BBU データ/電源ケーブルとアレイコン 

トローラとの接続を確認してください。 

2) アレイコントローラ/iRMC ファーム 

ウェア、BIOS のバージョンを確認してく 

ださい。 

3) 問題が解決しない場合は、BBU を交換 

してください。 

10009 エラー Adapter %s:BBU communication error 

(Server %s) 

BBU 通信エラーです。 1) BBU データ/電源ケーブルとアレイコン 

トローラとの接続を確認してください。 

2) アレイコントローラ/iRMC ファーム 

ウェア、BIOS のバージョンを確認してく 

ださい。 

3) 問題が解決しない場合は、BBU を交換 

してください。 

10013 エラー Adapter %s:BBU failed (Server %s) BBU 故障です。 注意:再調整処理中の情報提供目的にすぎ

ません。 

1) BBU データ/電源ケーブルとアレイコン 

トローラとの接続を確認してください。 

2) アレイコントローラ/iRMC ファーム 
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ウェア、BIOS のバージョンを確認してく 

ださい。 

3) 問題が解決しない場合は、BBU を交換 

してください。 

10014 エラー Adapter %s:BBU fast charging failed 

(Server %s) 

BBU 高速充電異常です。 注意:リブートやシャットダウンで充電処

理を中断させないようにしてください。 

1) アレイコントローラ/iRMC ファーム 

ウェア、BIOS のバージョンを確認してく 

ださい。 

2) 問題が解決しない場合は、BBU を交換 

してください。 

10015 警告 Adapter %s:BBU charge count 

exceeded (Server %s) 

BBU 充電カウント超過です。 1) 手動の再調整処理を開始してくださ 

い（ServerView RAID Manager などで）。 

注意:リブートやシャットダウンで充電処

理を中断させないようにしてください。 

2) 問題が解決しない場合は、BBU を交換 

してください。 

10016 警告 Adapter %s:BBU needs reconditioning 

(Server %s) 

BBU の調整が必要です。 注意:デフォルトでは、BBU 再調整は 30 

日ごとに自動的に開始されます。 

1) スケジュールされている BBU 再調整 

が無効になっている場合は、（ServerView 

RAID Manager などで）手動の再調整処理 

を開始してください。 

10022 エラー Adapter %s:Disk (%s) marked offline 

(Server %s) 

ディスクはオフラインになりました。 注意:関連するディスクが手動でオフライ

ンにされた場合を除き、情報提供の目的に

すぎません。 

1) オフラインのディスクがアレイのメン 

バーの場合は、オフラインディスクへのリ

ビルドを開始します。 

2) 問題が解決しない場合は、関連する 

ディスクを交換してください。 

10023 エラー Adapter %s:Disk (%s) timed out 

(Server %s) 

ディスクはタイムアウトしました。 注意:一般的に、追加のエラーメッセージ

が生成されるはずです。他に指定されてい

る処置がない場合は、最寄りの Fujitsu 

ヘルプデスクにご連絡ください。 



 
Copyright © Fujitsu Technology Solutions 2012, All Rights Reserved 

 
- 29 - 

10025 警告 Adapter %s:Global hot spare deleted 

on disk (%s) (Server %s) 

グローバルホットスペアがディスク上で
取り外されました。 

情報提供の目的にすぎません。 

10027 警告 Adapter %s:Dedicated hot spare 

deleted on disk (%s) (Server %s) 

専用ホットスペアがディスク上で取り外
されました。 

情報提供の目的にすぎません。 

10030 エラー Adapter %s:Rebuild on disk (%s) 

failed (Server %s) 

ディスクでリビルドが失敗しました。 1) （ServerView RAID Manager などで） 

もう一度、手動でリビルドを開始してくだ

さい。 

2) 問題が解決しない場合は、関連する 

ディスクを交換してください。 

10031 エラー Adapter %s:Bad block on disk (%s) 

LBA %s detected (Server %s) 

ディスク上で不良ブロックが検出されま

した。 

関連するディスクを交換してください。 

10033 警告 Adapter %s:Disk (%s) removed 

(Server %s) 

ディスクが取り除かれました。 注意:関連するディスクが取り除かれた場

合を除き、情報提供の目的にすぎません。 

1) 関連するディスクを取り外し、30 秒 

待ってから、再び挿入してください。 

2) 関連するディスクを交換してくださ 

い。 

3) 関連するバックプレーンまたはデータ 

ケーブルを交換してください。 

10036 エラー Adapter %s:Bad sector on disk (%s) 

detected (Server %s) 

ディスク上で不良セクターが検出されま

した。 

関連するディスクを交換してください。 

10037 エラー Adapter %s:COD I/O error on disk 

(%s) (Server %s) 

ディスクの COD I/O エラーです。 1) （ServerView RAID Manager などで） 

関連するディスクのリビルドを手動で開始

してください。 

2) 問題が解決しない場合は、関連する 

ディスクを交換してください。 

10038 エラー Adapter %s:Error on disk (%s) 

detected (Server %s) 

ディスクでエラーが検出されました。 関連するディスクを交換してください。 

10040 エラー Adapter %s:Retry I/O on disk (%s) 

(Server %s) 

ディスクで I/O を再試行します。 問題が繰り返し発生する場合は、関連する

関連するディスクを交換してください。 

10041 エラー Adapter %s:ECC error on disk (%s) 

(Server %s) 

ディスクでの ECC エラーです。 問題が繰り返し発生する場合は、関連する

関連するディスクを交換してください。 

10043 エラー Adapter %s:Media error on disk (%s) 

(Server %s) 

ディスクでのメディアエラーです。 関連するディスクを交換してください。 

10044 警告 Adapter %s:SMART warning on disk ディスクでの SMART 警告です。 注意:ディスクから障害予兆が報告されま
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(%s) (Server %s) す。関連するディスクは近いうちに障害が

発生する可能性があります。 

1) 次回のメンテナンス中にディスクを交 

換してください。 

10045 警告 Adapter %s:SMART error on disk (%s) 

(Server %s) 

ディスクでの SMART エラーです。 関連するディスクを交換してください。 

10046 エラー Adapter %s:Bad disk inserted in 

enclosure %s (Server %s) 

不良ディスクがエンクロージャに挿入さ

れました。 

関連するディスクを交換してください。 

10047 エラー Adapter %s:Enclosure %s powered 

down (Server %s) 

エンクロージャは電源切断されました。 このエラーメッセージが、計画された外部

ストレージサブシステムの電源オフの結果

ではない場合は、以下の処置を実行してく

ださい。 

1) 電源ケーブルを確認してください。 

2) 主電源電圧を確認してください。 

3) 関連する電源装置を交換してくださ 

い。 

10049 エラー Adapter %s:Fan %s in enclosure %s 

failed (Server %s) 

エンクロージャの中のファンが故障しま
した。 

外部ストレージサブシステム内の関連する

ファンを交換してください。 

10050 エラー Adapter %s:Temperature sensor %s in 

enclosure %s above threshold 

(Server %s) 

エンクロージャの中の温度センサーはし
きい値以上です。 

1) すべての通気経路が正しく配置されて 

いること、上面が閉じていること、および

放熱孔がふさがれていないことを確認して

ください。 

2) 環境温度を確認してください。 

10051 エラー Adapter %s:Power supply %s in 

enclosure %s failed (Server %s) 

エンクロージャの中の電源装置は故障し
ました。 

1) 電源ケーブルを確認してください。 

2) 主電源電圧を確認してください。 

3) 関連する電源装置を交換してくださ 

い。 

10052 エラー Adapter %s:3.3V power failed for 

disk (%s) (Server %s) 

ディスクの 3.3V 電源が故障しました。 1) すべての電源ケーブルがディスクバッ 

クプレーンのコネクタに正しく接続されて

いるかどうかを確認してください。 

2) 関連するディスクを交換してくださ 

い。 

10053 エラー Adapter %s:5.0V power failed for 

disk (%s) (Server %s) 

ディスクの 5.0V 電源が故障しました。 1) すべての電源ケーブルがディスクバッ 

クプレーンのコネクタに正しく接続されて

いるかどうかを確認してください。 
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2) 関連するディスクを交換してくださ 

い。 

10054 エラー Adapter %s:12V power failed for 

disk (%s) (Server %s) 

ディスクの 12V 電源が故障しました。 1) すべての電源ケーブルがディスクバッ 

クプレーンのコネクタに正しく接続されて

いるかどうかを確認してください。 

2) 関連するディスクを交換してくださ 

い。 

10057 エラー Adapter %s:Rebuild failed on 

logical drive %s (Server %s) 

論理ドライブのリビルドが失敗しまし 
た。 

1) （ServerView RAID Manager などで） 

もう一度、手動でリビルドを開始してくだ

さい。 

10058 警告 Adapter %s:Rebuild aborted on 

logical drive %s (Server %s) 

論理ドライブのリビルドは中断されまし
た。 

注意:リビルドがユーザによって中断され

た可能性があります。注意:関連する RAID 

アレイはまだ非冗長です。 

1) リビルドを可能な限り早く、再び開始 

してください。 

10062 エラー Adapter %s:Consistency check failed 

on logical drive %s (Server %s) 

論理ドライブの一貫性検査が失敗しまし
た。 

論理ドライブからのドライブが失敗した場

合にのみ、障害が発生しています。 

1) 論理ドライブの状態を確認してくださ 

い。 

2) 論理ドライブが動作していない場合、 

関連するディスクの状態を確認してくださ

い。 

3) 関連するディスクにその他のエラー 

メッセージがないか確認します。 

10063 警告 Adapter %s:Consistency check 

aborted on logical drive %s (Server 

%s) 

論理ドライブの一貫性検査が中断されま
した。 

注意:一貫性チェックがユーザによって中

断された可能性があります。 

1) 一貫性チェックを可能な限り早く、 

再び開始してください。 

10066 エラー Adapter %s:Consistency check 

finished with errors on logical 

drive %s (Server %s) 

論理ドライブの一貫性検査がエラーを伴
って終了しました。 

1) 一貫性検査をもう一度手動で開始し 

ます（MDC）。 

2) 問題が解決しない場合は、関連する論 

理ドライブからデータをバックアップしま

す。 

3) 関連する論理ドライブを削除し、再び 

作成してください。 
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4) データを復元します。 

10067 エラー Adapter %s:Inconsistency detected 

on logical drive %s at LBA %s 

(Server %s) 

論理ドライブで一貫性がないことが検知

されました。 

論理ドライブが初期化されているかどうか

を確認してください。初期化されている場

合は、以下を確認してください。 

1) データをバックアップしてください。 

2) 修正オプションを使用して一貫性チェ 

ックを開始してください。 

3) バックアップデータを論理ドライブ上 

のデータと比較してください。 

4) 違いがある場合は（データが損失した 

場合）、最後に良好であったデータを復元

してください。 

10070 エラー Adapter %s:Migration failed on 

logical drive %s (Server %s) 

論理ドライブで移行が失敗しました。 注意:論理ドライブが失敗しました（multi 

dead）。 

1) 故障したドライブを交換してくださ 

い。 

2) 新しい構成を作成し、最後に良好で 

あったデータを復元してください。 

10071 警告 Adapter %s:Migration aborted on 

logical drive %s (Server %s) 

論理ドライブで移行が中断されました。 注意:移行がユーザによって中断された可

能性があります。情報提供の目的にすぎま

せん。 

10074 警告 Adapter %s:Patrol Read aborted 

(Server %s) 

パトロール読み込みが中断されました。 注意:パトロール読み込みがユーザによっ

て中断された可能性があります。情報提供

の目的にすぎません。 

10078 警告 Adapter %s:Logical drive %s 

degraded (Server %s) 

論理ドライブが低下しました。 1) （ServerView RAID Manager などで） 

手動で関連するディスクのリビルドを開始

してください。 

2) 問題が解決しない場合は、関連する 

ディスクを交換してください。 

10079 エラー Adapter %s:Logical drive %s failed 

(Server %s) 

論理ドライブが故障しました。 注意:データが失われることなく修復でき

る場合があります。さらに調査が必要で 

す。 

10081 警告 Adapter %s:Logical drive %s deleted 

(Server %s) 

論理ドライブが削除されました。 情報提供の目的にすぎません。 

10083 エラー Adapter %s:Logical drive %s:Error ディスクで論理ドライブエラーが発生し 関連するディスクを交換してください。 
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on disk (%s) (Server %s) ました。 

10084 エラー Adapter %s:Logical drive %s:Bad 

block at LBA %s detected (Server 

%s) 

論理ドライブの不良ブロックが検出され

ました。 

1) データを再び書き込んでみてくださ 

い。 

2) 問題が解決しない場合は、関連する 

ディスクを交換してください。 

10089 警告 Adapter %s:BGI canceled on logical 

drive %s (Server %s) 

論理ドライブでBGIがキャンセルされま
した。 

バックグラウンド初期化（BGI）は、一定

時間が経過した後に自動的に再開されま 

す。情報提供の目的にすぎません。 

10090 警告 Adapter %s:Initialization canceled 

on logical drive %s (Server %s) 

論理ドライブで初期化がキャンセルされ
ました。 

情報提供の目的にすぎません。 

10093 エラー Adapter %s:Hot spare operation on 

logical drive %s failed (Server %s) 

論理ドライブでホットスペア操作が失敗
しました。 

1) 関連するディスクを取り外し、30 

秒待ってから、再び挿入してください。 

2) 関連するディスクを交換してくださ 

い。 

10094 エラー Adapter %s:Logical drive %s forced 

from failed to degraded (Server %s) 

論理ドライブは失敗から低下へ強制され
ました。 

1) 一時的オフラインになっている場合で 

す。 

2) 故障した残りのドライブをリビルドし 

てみてください。 

10096 警告 Adapter %s:Alarm disabled (Server 

%s) 

アラームが無効です。 情報提供の目的にすぎません。 

10139 警告 Adapter %s:Channel %s disabled 

(Server %s) 

チャネルが無効になりました。 1) 接続の問題です。 

2) すべてのケーブル接続を確認してくだ 

さい。 

10151 エラー Adapter %s:BBU voltage problem 

detected (Server %s) 

BBU 電圧問題が検出されました。 1) BBU データ/電源ケーブルとアレイコン 

トローラとの接続を確認してください。 

2) アレイコントローラ/iRMC ファーム 

ウェア、BIOS のバージョンを確認してく 

ださい。 

3) 問題が解決しない場合は、BBU を交換 

してください。 

10152 エラー Adapter %s:BBU temperature problem 

detected (Server %s) 

BBU 温度問題が検出されました。 1) すべての通気経路が正しく配置されて 

いること、上面が閉じていること、および

放熱孔がふさがれていないことを確認して

ください。 

2) 環境温度を確認してください。 



 
Copyright © Fujitsu Technology Solutions 2012, All Rights Reserved 

 
- 34 - 

3) アレイコントローラ/iRMCファームウ 

ェア、BIOS のバージョンを確認してく 

ださい。 

10154 エラー Adapter %s:BBU failed (Server %s) BBU 故障です。 注意:再調整処理中の情報提供目的にすぎ

ません。 

1) BBU データ/電源ケーブルとアレイコン 

トローラとの接続を確認してください。 

2) アレイコントローラ/iRMCファーム 

ウェア、BIOS のバージョンを確認してく 

ださい。 

3) 問題が解決しない場合は、BBU を交換 

してください。 

10157 警告 Adapter %s:Disk error fixed (Server 

%s) 

ディスクエラーが修復されました。 情報提供の目的にすぎません。 

10170 エラー Reboot required (Server %s) 再起動が必要です。 情報提供の目的にすぎません。 

10195 エラー Adapter %s:Unable to recover cache 

data from TBBU (Server %s) 

TBBU からキャッシュデータを復元でき 
ません。 

最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡 

ください。 

10197 エラー Adapter %s:Cluster down; 

communication with peer lost 

(Server %s) 

クラスタがダウンしました。ピアとの通
信が失われました。 

最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡 

ください。 

10200 エラー Adapter %s:Adapter cache discarded 

due to memory/BBU problems (Server 

%s) 

コントローラキャッシュが破棄されまし
た。 

 

10201 エラー Adapter %s:Unable to recover cache 

data due to configuration mismatch 

(Server %s) 

キャッシュデータを復元できません。 最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡 

ください。 

10203 エラー Adapter %s:Adapter cache discarded 

due to firmware version 

IOncompatibility (Server %s) 

コントローラキャッシュが破棄されまし

た。 

1) アレイコントローラ/iRMC ファーム 

ウェア、BIOS のバージョンを確認してく 

ださい。 

10204 エラー Adapter %s:Fatal firmware error:%s 

(Server %s) 

ファームウェアの致命的なエラー。 1) AC ケーブルを取り外し、30 秒経って 

から再び接続してください。 

10206 エラー Adapter %s:Flash downloaded image 

corrupt (Server %s) 

フラッシュダウンロードしたイメージが
破損しています。 

1) 再びダウンロードしてください。 

2) 再びアップデートしてください。 

10207 エラー Adapter %s:Flash erase error 

(Server %s) 

フラッシュ消去エラーです。 1) 関連するアレイコントローラを交換し 

てください。 
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10208 エラー Adapter %s:Flash timeout during 

erase (Server %s) 

消去中のフラッシュタイムアウトです。 1) 再びアップデートしてください。 

2) 関連するアレイコントローラを交換し 

てください。 

10209 エラー Adapter %s:Flash error (Server %s) フラッシュエラー。 1) 再びアップデートしてください。 

2) 関連するアレイコントローラを交換し 

てください。 

10212 エラー Adapter %s:Flash programming error 

(Server %s) 

フラッシュプログラムエラーです。 1) 再びアップデートしてください。 

2) 関連するアレイコントローラを交換し 

てください。 

10213 エラー Adapter %s:Flash timeout during 

programming (Server %s) 

プログラム中のフラッシュタイムアウト

です。 

1) 再びアップデートしてください。 

2) 関連するアレイコントローラを交換し 

てください。 

10214 警告 Adapter %s:Flash chip type unknown 

(Server %s) 

フラッシュチップタイプが不明です。 1) 再びアップデートしてください。 

2) 関連するアレイコントローラを交換し 

てください。 

10215 エラー Adapter %s:Flash command set 

unknown (Server %s) 

フラッシュコマンドセットが不明です。 1) 再びアップデートしてください。 

2) 関連するアレイコントローラを交換し 

てください。 

10216 エラー Adapter %s:Flash verification 

failure (Server %s) 

フラッシュ確認エラーです。 1) 再びアップデートしてください。 

2) 関連するアレイコントローラを交換し 

てください。 

10221 エラー Adapter %s:Multi-bit ECC 

error:ECAR=%s, ELOG=%s, (%s) 

(Server %s) 

Multi-bit ECC エラー。 問題が繰り返し発生する場合は、アレイコ

ントローラの DIMM モジュール（キャッ 

シュ）を交換してください。 

10222 エラー Adapter %s:Single-bit ECC 

error:ECAR=%s, ELOG=%s, (%s) 

(Server %s) 

Single-bit ECC エラー。 問題が繰り返し発生する場合は、アレイコ

ントローラの DIMM モジュール（キャッ 

シュ）を交換してください。 

10223 エラー Adapter %s:Not enough adapter 

memory (Server %s) 

コントローラメモリ不足です。 1) アレイコントローラの DIMM モジュ 

ール（キャッシュ）を交換してください。 

2) 問題が解決しない場合は、アレイコン 

トローラを交換してください。 

10231 エラー Adapter %s:BGI finished with 

uncorrectable errors on logical 

drive %s (Server %s) 

BGI が訂正不可能なエラーを伴って終了 
しました。 

（ServerView RAID Manager で）一貫性 

チェックを開始してください。 

10232 エラー Adapter %s:BGI detected BGI は訂正不可能な二重中間エラーを検 1) 関連するディスクを交換してくださ 
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uncorrectable multiple medium 

errors (disk (%s) at LBA %s on 

logical drive %s) (Server %s) 

出しました。 い。 

10233 エラー Adapter %s:BGI failed on logical 

drive %s (Server %s) 

BGI が失敗しました。 1) バックグラウンド初期化（BGI）を再 

び開始してください。 

2) 関連するディスクを交換してくださ 

い。 

10237 エラー Adapter %s:Consistency check found 

inconsistent parity on logical 

drive %s at stripe %s (Server %s) 

一貫性検査は不一致パリティを検出しま
した。 

1) 一貫性検査を再度開始してください。 

2) 問題が解決しない場合は、関連する論 

理ドライブからデータをバックアップしま

す。 

3) 関連する論理ドライブを削除し、再び 

作成してください。 

4) データを復元します。 

10240 エラー Adapter %s:Initialization failed on 

logical drive %s (Server %s) 

Initialization failed. 1) 初期化を再び開始してください。 

10245 エラー Adapter %s:Migration detected 

uncorrectable multiple medium 

errors (logical drive %s at LBA %s 

on disk (%s) at LBA %s) (Server %s) 

再構築は訂正不可能な二重中間エラーを
検出しました。 

1) 関連するディスクを交換してくださ 

い。 

10248 エラー Adapter %s:Resume migration of 

logical drive %s failed due to 

Configuration Mismatch (Server %s) 

再構築の再開に失敗しました。 1) RAID 構成を確認し、イベントログに 

追加情報がないかどうかを確認してくださ

い。 

2) 関連する論理ドライブからデータをバ 

ックアップします。 

10250 警告 Adapter %s:Clear aborted on disk 

(%s) (Server %s) 

クリアが中断されました。 情報提供の目的にすぎません。 

10251 エラー Adapter %s:Clear failed on disk 

(%s) (error %s) (Server %s) 

クリアが失敗しました。 1) アレイコントローラ/iRMC ファーム 

ウェア、BIOS のバージョンを確認して 

ください。 

2) 最新のアレイコントローラドライバが 

インストールされていることを確認してく

ださい。 

3) AC ケーブルを取り外し、30 秒経って 

から再び接続してください。 
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10255 エラー Adapter %s:Error on disk (%s) 

(error %s) (Server %s) 

ディスクでエラーが発生しました。 1) 

関連するディスクを交換してください。 

10258 エラー Adapter %s:Hot spare SMART polling 

failed on disk (%s) (error %s) 

(Server %s) 

ホットスペアS.M.A.R.T.ポーリングが失
敗しました。 

最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡 

ください。 

10259 エラー Adapter %s:Disk (%s) is not 

supported (Server %s) 

対応していないディスクです。 対応しているディスクを取り付けてくださ

い。 

10262 エラー Adapter %s:Patrol Read found an 

uncorrectable medium error on disk 

(%s) at LBA %s (Server %s) 

パトロール読み込みは訂正不可能な中間
エラーを検出しました。 

1) 関連するディスクを交換してくださ 

い。 

10263 警告 Adapter %s:Predictive failure:Disk 

(%s) (Server %s) 

異常予兆です。 注意:ディスクから障害予兆が報告されま

す。関連するディスクは近いうちに障害が

発生する可能性があります。 

1) 次回のメンテナンス中にディスクを 

交換してください。 

10264 エラー Adapter %s:Puncturing bad block on 

disk (%s) at LBA %s (Server %s) 

不良ブロックの貫通です。 1) 関連するディスクを交換してくださ 

い。 

10265 警告 Adapter %s:Rebuild aborted by user 

on disk (%s) (Server %s) 

リビルドはユーザにより中断されまし 
た。 

情報提供の目的にすぎません。 

10271 エラー Adapter %s:Rebuild stopped on disk 

(%s) due to loss of cluster 

ownership (Server %s) 

リビルドが停止しました。 1) リビルドを再び開始します。 

10272 エラー Adapter %s:Reassign write operation 

failed on disk (%s) at LBA %s 

(Server %s) 

書き込み操作の再割り当てが失敗しまし
た。 

1) 関連するディスクを交換してくださ 

い。 

10273 エラー Adapter %s:Unrecoverable medium 

error during rebuild on disk (%s) 

at LBA %s (Server %s) 

修復不可能な中間エラーがリビルド中に

発生しました。 

1) 関連するディスクを交換してくださ 

い。 

10275 エラー Adapter %s:Unrecoverable medium 

error during recovery on disk (%s) 

at LBA %s (Server %s) 

修復中に修復不可能な中間エラーが発生
しました。 

1) 関連するディスクを交換してくださ 

い。 

10279 エラー Adapter %s:Redundant path to disk 

(%s) broken (Server %s) 

冗長パスが切断されました。 最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご 

連絡ください。 

10281 警告 Adapter %s:Dedicated hot spare (%s) 

no longer useful due to deleted 

専用ホットスペアは使用できません。 情報提供の目的にすぎません。 
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array (Server %s) 

10282 エラー Adapter %s:SASトポロジーエラー:Loop 

detected (Server %s) 

SAS トポロジーエラー:ループが検出 

されました。 

SAS 構成と配線を確認してください。 

10283 エラー Adapter 

%s:SASトポロジーエラー:Unaddressabl

e device (Server %s) 

SAS トポロジーエラー:デバイスのア 

ドレスを指定できません。 

SAS 構成と配線を確認してください。 

10284 エラー Adapter 

%s:SASトポロジーエラー:Multiple 

ports to the same SAS address 

(Server %s) 

SAS トポロジーエラー:複数のポートが 

同じ SAS アドレスです。 

SAS 構成と配線を確認してください。 

10285 エラー Adapter 

%s:SASトポロジーエラー:Expander 

error (Server %s) 

SAS トポロジーエラー:Expander エ 
ラー。 

1) SAS 構成と配線を確認してください。 

2) 問題が解決しない場合は、関連する 

バックプレーンを交換してください。 

10286 エラー Adapter %s:SASトポロジーエラー:SMP 

timeout (Server %s) 

SAS トポロジーエラー:SMP タイム 

アウト。 

SAS 構成と配線を確認してください。 

10287 エラー Adapter %s:SASトポロジーエラー:Out 

of route entries (Server %s) 

SAS トポロジーエラー:ルーチン外エン 

トリ。 

SAS 構成と配線を確認してください。 

10288 エラー Adapter 

%s:SASトポロジーエラー:Index not 

found (Server %s) 

SAS トポロジーエラー:インデックスが 
見つかりません。 

SAS 構成と配線を確認してください。 

10289 エラー Adapter %s:SASトポロジーエラー:SMP 

function failed (Server %s) 

SAS トポロジーエラー:SMP機能が停止 

しました。 

SAS 構成と配線を確認してください。 

10290 エラー Adapter %s:SASトポロジーエラー:SMP 

CRC error (Server %s) 

SAS トポロジーエラー:SMP CRC エ 

ラー。 

SAS 構成と配線を確認してください。 

10291 エラー Adapter 

%s:SASトポロジーエラー:Multiple 

subtractive (Server %s) 

SAS トポロジーエラー:多重減算。 SAS 構成と配線を確認してください。 

10292 エラー Adapter 

%s:SASトポロジーエラー:Table to 

table (Server %s) 

SAS トポロジーエラー:テーブルから 

テーブル。 

SAS 構成と配線を確認してください。 

10293 エラー Adapter 

%s:SASトポロジーエラー:Multiple 

paths (Server %s) 

SAS トポロジーエラー:多重パス。 SAS 構成と配線を確認してください。 

10294 エラー Adapter %s:Unable to access disk 

(%s) (Server %s) 

ディスクへアクセスできません。 1) 関連するディスクを取り外し、30 秒 

待ってから、再び挿入してください。 
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2) 関連するディスクを交換してくださ 

い。 

3) 関連するバックプレーンを交換してく 

ださい。 

10295 警告 Adapter %s:Dedicated hot spare not 

useful for all arrays (Server %s) 

専用ホットスペアはすべてのアレイでは

使用できません。 

情報提供の目的にすぎません。 

10296 警告 Adapter %s:Global hot spare does 

not cover all arrays (Server %s) 

グローバルホットスペアはすべてのアレ

イをカバーしていません。 

注意:グローバルホットスペアのサイズが

、セキュアなすべてのアレイに対して十分

ではありません。 

10297 警告 Adapter %s:Marking logical drive %s 

inconsistent due to active writes 

at shutdown (Server %s) 

不一致と記されました。 （ServerView RAID Manager で）一貫性チ 

ェックを開始してください。 

10303 エラー Adapter %s:BBU has failed and 

cannot support data retention 

(Server %s) 

BBU が失敗し、データリテンションをサ 
ポートできません。 

BBU の交換直後にエラーメッセージが表 

示される場合は、無視してもかまいませ 

ん。この状況は、BBU の充電が不十分 

な場合に発生します。通常の操作中にエラ

ーメッセージが表示される場合は、BBU 

を交換してください。 

10307 警告 Adapter %s:BBU relearn timed out 

(Server %s) 

BBU の再学習がタイムアウトしました。 1) 手動の再調整処理を開始してください 

（ServerView RAID Manager などで）。 

注意:リブートやシャットダウンで充電処

理を中断させないようにしてください。 

2) 問題が解決しない場合は、BBU を交換 

してください。 

10314 警告 Adapter %s:BBU removed (Server %s) BBU が取り外されました。 情報提供の目的にすぎません。 

10317 警告 Adapter %s:Enclosure %s 

communication lost (Server %s) 

エンクロージャ通信が失われました。 1) エンクロージャへのデータケーブルを 

確認してください。 

2) エンクロージャが実行されているかど 

うかを確認してください。 

10320 警告 Adapter %s:Enclosure %s fan %s 

removed (Server %s) 

エンクロージャファンが取り外されまし

た。 

情報提供の目的にすぎません。 

10321 エラー Adapter %s:Enclosure %s EMM %s 

failed (Server %s) 

エンクロージャEMMが故障しました。 最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご 

連絡ください。 

10323 エラー Adapter %s:Enclosure %s EMM %s 

removed (Server %s) 

エンクロージャEMMが取り外されました

。 

情報提供の目的にすぎません。 
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10324 エラー Adapter %s:Enclosure %s shutdown 

(Server %s) 

エンクロージャがシャットダウンしまし
た。 

情報提供の目的にすぎません。 

10325 警告 Adapter %s:Enclosure %s not 

supported; too many enclosures 

connected to port (Server %s) 

エンクロージャが対応していません。ポ
ートに接続されているエンクロージャが
多すぎます。 

エンクロージャの構成を確認してください

。 

10326 エラー Adapter %s:Enclosure %s firmware 

mismatch (EMM %s) (Server %s) 

エンクロージャファームウェア不一致で
す。 

最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご 

連絡ください。 

10327 エラー Adapter %s:Enclosure %s sensor %s 

bad (Server %s) 

エンクロージャセンサーが不良です。 最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご 

連絡ください。 

10328 エラー Adapter %s:Enclosure %s PHY bad for 

slot %s (Server %s) 

エンクロージャPHYが不良です。 関連するディスクを交換してください。 

10329 エラー Adapter %s:Enclosure %s is unstable 

(Server %s) 

エンクロージャが不安定です。 最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご 

連絡ください。 

10330 エラー Adapter %s:Enclosure %s hardware 

error (Server %s) 

エンクロージャハードウェアエラーです
。 

1) エンクロージャへのデータケーブルを 

確認してください。 

2) エンクロージャが実行されているかど 

うかを確認してください。 

10331 エラー Adapter %s:Enclosure %s not 

responding (Server %s) 

エンクロージャが応答していません。 1) エンクロージャへのデータケーブルを 

確認してください。 

2) エンクロージャが実行されているかど 

うかを確認してください。 

10332 警告 Adapter %s:SAS/SATA mixing not 

supported in enclosure; %s disabled 

(Server %s) 

SAS/SATA 混合はエンクロージャでは対 
応していません。 

エンクロージャ内のディスクの構成を確認

してください。 

10336 警告 Adapter %s:Disk (%s) too small to 

be used for auto rebuild (Server 

%s) 

ディスクは自動リビルドには小さすぎま
す。 

ディスクの構成を確認してください。 

10338 警告 Adapter %s:BBU disabled; changing 

Write-back logical drives to Write-

through (Server %s) 

BBU が無効になりました;ライトバック 

仮想ディスクからライトスルーに変更さ
れました。 

注意:再調整処理中の情報提供目的にすぎ

ません。 

1) BBU データ/電源ケーブルとアレイコン 

トローラとの接続を確認してください。 

2) アレイコントローラ/iRMC ファーム 

ウェア、BIOS のバージョンを確認して 

ください。 

3) 問題が解決しない場合は、BBU を交換 
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してください。 

10340 エラー Adapter %s:Bad block table on disk 

(%s) is full; unable to log Block 

%s (Server %s) 

不良ブロックテーブルはいっぱいです。 関連するディスクを交換してください。 

10341 警告 Adapter %s:MDC aborted due to 

ownership loss on logical drive %s 

(Server %s) 

MDCは所有権喪失のため中断されまし 
た。 

1) 一貫性チェック（MDC）を再び開始し 

てください。 

10342 警告 Adapter %s:BGI aborted due to 

ownership loss on logical drive %s 

(Server %s) 

BGI が中断されました。 1) バックグラウンド初期化（BGI）を再 

び開始してください。 

10343 エラー Adapter %s:BBU/charger problems 

detected; SOH bad (Server %s) 

BBU/充電問題が検出されました。 BBU を交換してください。 

10344 警告 Adapter %s:Single-bit ECC 

error:ECAR=%s, ELOG=%s, (%s); 

warning threshold exceeded (Server 

%s) 

Single-bit ECC エラー。警告しきい値 
を超過しました。 

問題が繰り返し発生する場合は、アレイコ

ントローラの DIMM モジュール（キャッ 

シュ）を交換してください。 

10345 エラー Adapter %s:Single-bit ECC 

error:ECAR=%s, ELOG=%s, (%s); 

critical threshold exceeded (Server 

%s) 

Single-bit ECC エラー。危険しきい値 
を超過しました。 

1) アレイコントローラの DIMM モジュ 

ール（キャッシュ）を交換してください。 

2) 問題が解決しない場合は、アレイコン 

トローラを交換してください。 

10346 エラー Adapter %s:Single-bit ECC 

error:ECAR=%s, ELOG=%s, (%s); 

further reporting disabled (Server 

%s) 

Single-bit ECC エラー。詳細報告が無 
効です。 

 

10347 警告 Adapter %s:Enclosure %s power 

supply %s cable removed (Server %s) 

エンクロージャ電源装置ケーブルが取り
外されました。 

エンクロージャの電源ケーブルを確認して

ください。 

10352 エラー Adapter %s:BBU retention test 

failed (Server %s) 

BBU リテンションテストが失敗しまし 
た。 

注意:一般的に、追加のエラーメッセージ

が生成されるはずです。他に指定されてい

る処置がない場合は、最寄りの Fujitsu 

ヘルプデスクにご連絡ください。 

10355 エラー Adapter %s:NVRAM retention test 

failed (Server %s) 

NVRAM リテンションテストが失敗しまし 

た。 

注意:一般的に、追加のエラーメッセージ

が生成されるはずです。他に指定されてい

る処置がない場合は、最寄りの Fujitsu 

ヘルプデスクにご連絡ください。 

10357 エラー Adapter %s:%s test failed on %s セルフチェックテストに失敗しました。 注意:一般的に、追加のエラーメッセージ
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pass. fail data: errorOffset=%s 

goodData=%s badData=%s (Server %s) 

が生成されるはずです。他に指定されてい

る処置がない場合は、最寄りの Fujitsu 

ヘルプデスクにご連絡ください。 

10362 警告 Adapter %s:NVRAM is corrupt; 

reinitializing (Server %s) 

NVRAM は破損しています。再初期化中 
です。 

問題が繰り返し発生する場合は、アレイコ

ントローラを交換してください。 

10363 警告 Adapter %s:NVRAM mismatch occurred 

(Server %s) 

NVRAM 不一致が発生しました。 問題が繰り返し発生する場合は、アレイコ

ントローラを交換してください。 

10364 警告 Adapter %s:SAS wide port %s lost 

link on PHY %s (Server %s) 

SASワイドポートは PHY へのリンクを 
失いました。 

1) 関連するディスクを取り外し、30 

秒待ってから、再び挿入してください。 

2) コントローラと関連するディスク間の 

ケーブルを確認または交換してください。 

3) アレイコントローラ/iRMC ファーム 

ウェア、BIOS のバージョンを確認してく 

ださい。 

4) 関連するディスクを交換してくださ 

い。 

10366 警告 Adapter %s:SAS port %s, PHY %s has 

exceeded the allowed error rate 

(Server %s) 

SAS ポートは許可されたエラーレートを 
超過しました。 

注意:ディスクからエラーが報告されま 

す。関連するディスクは近いうちに障害が

発生する可能性があります。 

1) できる限り早くディスクを交換してく 

ださい。 

10367 警告 Adapter %s:Bad block reassigned on 

disk (%s) from LBA %s to LBA %s 

(Server %s) 

不良ブロックを再び割り当てました。 問題が繰り返し発生する場合は、次回のメ

ンテナンス中にディスクを交換してくださ

い。 

10376 エラー Adapter %s:Enclosure %s firmware 

download failed (Server %s) 

エンクロージャファームウェアダウンロ

ードが失敗しました。 

最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡 

ください。 

10377 警告 Adapter %s:Disk (%s) is not 

certified (Server %s) 

ディスクは認証されていません。 ディスクのタイプを確認してください。 

10378 警告 Adapter %s:Dirty cache data 

discarded by user (Server %s) 

汚れたキャッシュデータがユーザにより
破棄されました。 

情報提供の目的にすぎません。 

10379 警告 Adapter %s:Disks missing from 

configuration at boot (Server %s) 

PD が起動で構成から欠落しています。 RAID の構成を確認してください。 

10380 警告 Adapter %s:Logical drives missing 

drives and will go offline at 

boot:%s (Server %s) 

VD はドライブを欠落しています。起動 
時にオフラインになります。 

RAID の構成を確認してください。 
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10381 警告 Adapter %s:Logical drives missing 

at boot:%s (Server %s) 

VD が起動時に欠落しています。 RAID の構成を確認してください。 

10382 警告 Adapter %s:Previous configuration 

completely missing at boot (Server 

%s) 

前回の構成が完全に起動で欠落していま
す。 

RAID の構成を確認してください。 

10388 警告 Adapter %s:Logical drive %s 

partially degraded (Server %s) 

論理ドライブは一部低下しています。 関連するディスクを交換してください。 

10389 警告 Adapter %s:BBU requires 

reconditioning; please initiate a 

LEARN cycle (Server %s) 

BBU の調整が必要です。  

10398 エラー Adapter %s:MDC finished with errors 

on logical drive %s (Server %s) 

MDC は論理ドライブのエラーを伴って終 
了しました。 

1) 一貫性検査をもう一度手動で開始しま 

す（MDC）。 

2) 問題が解決しない場合は、関連するデ 

ィスクを交換してください。 

10401 警告 Adapter %s:Logical drive %s 

disabled because SAS drives are not 

supported by this RAID key (Server 

%s) 

SAS ドライブがサポートされていないた 
め、論理ドライブは無効です。 

ディスクを確認してください。 

10402 警告 Adapter %s:Disks missing (Server 

%s) 

ディスクがありません。 RAID の構成を確認してください。 

10408 エラー Adapter %s:MDC failed on logical 

drive %s (Server %s) 

MDC が論理ドライブで失敗しました。 1) 一貫性検査をもう一度手動で開始しま 

す（MDC）。 

2) 問題が解決しない場合は、関連するデ 

ィスクを交換してください。 

10409 警告 Adapter %s:MDC aborted on logical 

drive %s (Server %s) 

MDC が論理ドライブで中断されました。 情報提供の目的にすぎません。 

10412 警告 Adapter %s:State change on logical 

drive %s from operational to 

degraded (Server %s) 

状態は作動可能から低下に変更されまし
た。 

1) 関連するディスクを交換してくださ 

い。 

10413 警告 Adapter %s:State change on logical 

drive %s from operational to 

partially degraded (Server %s) 

状態は作動可能から一部低下に変更され
ました。 

1) 関連するディスクを交換してくださ 

い。 

10414 エラー Adapter %s:State change on logical 

drive %s from operational to failed 

(Server %s) 

状態は作動可能から故障に変更されまし
た。 

1) アレイコントローラ/iRMC ファーム 

ウェア、BIOS のバージョンを確認して 

ください。 
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10416 警告 Adapter %s:State change on logical 

drive %s from degraded to degraded 

(Server %s) 

状態は低下から低下に変更されました。 最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡 

ください。 

10417 警告 Adapter %s:State change on logical 

drive %s from degraded to partially 

degraded (Server %s) 

状態は低下から一部低下に変更されまし
た。 

情報提供の目的にすぎません。 

10418 エラー Adapter %s:State change on logical 

drive %s from degraded to failed 

(Server %s) 

状態は低下から故障に変更されました。 1) 関連するディスクを交換してくださ 

い。 

2) アレイを再び作成する必要がありま 

す。注意:データを喪失する可能性があり

ます。 

10420 警告 Adapter %s:State change on logical 

drive %s from partially degraded to 

degraded (Server %s) 

状態は一部低下から低下に変更されまし
た。 

1) 関連するディスクを交換してくださ 

い。 

10421 警告 Adapter %s:State change on logical 

drive %s from partially degraded to 

partially degraded (Server %s) 

状態は一部低下から一部低下に変更され

ました。 

最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡 

ください。 

10422 エラー Adapter %s:State change on logical 

drive %s from partially degraded to 

failed (Server %s) 

状態は一部低下から故障に変更されまし
た。 

1) 関連するディスクを交換してくださ 

い。 

2) アレイを再び作成する必要がありま 

す。注意:データを喪失する可能性があり

ます。 

10424 警告 Adapter %s:State change on logical 

drive %s from failed to degraded 

(Server %s) 

状態は故障から低下に変更されました。 情報提供の目的にすぎません。 

10425 警告 Adapter %s:State change on logical 

drive %s from failed to partially 

degraded (Server %s) 

状態は故障から一部低下に変更されまし
た。 

情報提供の目的にすぎません。 

10426 エラー Adapter %s:State change on logical 

drive %s from failed to failed 

(Server %s) 

状態は故障から故障に変更されました。 最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡 

ください。 

10427 エラー Adapter %s:State change by user on 

disk (%s) from available to failed 

(Server %s) 

状態は、ユーザにより利用可能から故障

へ変更されました。 

情報提供の目的にすぎません。 

10432 エラー Adapter %s:State change by user on 状態は、ユーザにより故障から故障へ変 情報提供の目的にすぎません。 
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disk (%s) from failed to failed 

(Server %s) 

更されました。 

10437 エラー Adapter %s:State change by user on 

disk (%s) from hot spare to failed 

(Server %s) 

状態は、ユーザによりホットスペアから
故障へ変更されました。 

情報提供の目的にすぎません。 

10442 エラー Adapter %s:State change by user on 

disk (%s) from rebuilding to failed 

(Server %s) 

状態は、ユーザによりリビルド中から故
障へ変更されました。 

情報提供の目的にすぎません。 

10447 エラー Adapter %s:State change by user on 

disk (%s) from operational to 

failed (Server %s) 

状態は、ユーザにより作動可能から故障
へ変更されました。 

情報提供の目的にすぎません。 

10451 エラー Adapter %s:State change on disk 

(%s) from available to failed 

(Server %s) 

状態は利用可能から故障に変更されまし

た。 

1) 関連するディスクを交換してくださ 

い。 

10456 エラー Adapter %s:State change on disk 

(%s) from failed to failed (Server 

%s) 

状態は故障から故障に変更されました。 最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡 

ください。 

10461 エラー Adapter %s:State change on disk 

(%s) from hot spare to failed 

(Server %s) 

状態はホットスペアから故障に変更され
ました。 

1) 関連するディスクを交換してくださ 

い。 

10466 エラー Adapter %s:State change on disk 

(%s) from rebuilding to failed 

(Server %s) 

状態はリビルド中から故障に変更されま
した。 

1) （ServerView RAID Manager などで） 

もう一度、手動でリビルドを開始してくだ

さい。 

2) 問題が解決しない場合は、関連する 

ディスクを交換してください。 

10471 エラー Adapter %s:State change on disk 

(%s) from operational to failed 

(Server %s) 

状態は作動可能から故障に変更されまし
た。 

1) 関連するディスクを交換してくださ 

い。 

10475 エラー Adapter %s:MDC detected 

uncorrectable multiple medium 

errors (disk (%s) at LBA %s on 

logical drive %s) (Server %s) 

MDC は修復不可能な複数の中間エラー 

を論理ドライブで検出しました。 

1) 関連するディスクを交換してくださ 

い。 

10476 エラー Adapter %s:Disk (%s) missing after 

reboot (Server %s) 

ディスクが再起動後に欠落しています。 RAID の構成を確認してください。 

10477 エラー Adapter %s:Logical drive %s missing 論理ドライブが再起動後に欠落していま RAID の構成を確認してください。 
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after reboot (Server %s) す。 

10480 エラー Adapter %s:Puncturing of LBAs 

enabled (Server %s) 

通し番号が有効になりました。 最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡 

ください。 

10481 エラー Adapter %s:Puncturing of LBAs 

disabled (Server %s) 

通し番号が無効になりました。 最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡 

ください。 

10482 エラー Adapter %s:Enclosure %s EMM %s not 

installed (Server %s) 

エンクロージャ EMM がインストール 
されていません。 

最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡 

ください。 

10485 警告 Adapter %s:State change on disk 

(%s) from available to offline 

(Server %s) 

状態は利用可能からオフラインに変更さ
れました。 

情報提供の目的にすぎません。 

10486 警告 Adapter %s:State change by user on 

disk (%s) from available to offline 

(Server %s) 

状態は、ユーザにより利用可能からオフ

ラインへ変更されました。 

情報提供の目的にすぎません。 

10487 警告 Adapter %s:State change by user on 

disk (%s) from failed to offline 

(Server %s) 

状態は、ユーザにより故障からオフライ
ンへ変更されました。 

情報提供の目的にすぎません。 

10488 警告 Adapter %s:State change by user on 

disk (%s) from hot spare to offline 

(Server %s) 

状態は、ユーザによりホットスペアから
オフラインへ変更されました。 

情報提供の目的にすぎません。 

10490 エラー Adapter %s:State change by user on 

disk (%s) from offline to failed 

(Server %s) 

状態は、ユーザによりオフラインから故
障へ変更されました。 

情報提供の目的にすぎません。 

10492 警告 Adapter %s:State change by user on 

disk (%s) from offline to offline 

(Server %s) 

状態は、ユーザによりオフラインからオ

フラインへ変更されました。 

情報提供の目的にすぎません。 

10495 警告 Adapter %s:State change by user on 

disk (%s) from operational to 

offline (Server %s) 

状態は、ユーザにより作動可能からオフ
ラインへ変更されました。 

情報提供の目的にすぎません。 

10496 警告 Adapter %s:State change by user on 

disk (%s) from rebuilding to 

offline (Server %s) 

状態は、ユーザによりリビルド中からオ
フラインへ変更されました。 

情報提供の目的にすぎません。 

10497 警告 Adapter %s:State change on disk 

(%s) from failed to offline (Server 

%s) 

状態は故障からオフラインに変更されま
した。 

情報提供の目的にすぎません。 

10498 警告 Adapter %s:State change on disk 状態はホットスペアからオフラインに変 1) （ServerView RAID Manager などで） 
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(%s) from hot spare to offline 

(Server %s) 

更されました。 もう一度、手動でディスクをホットスペア

に設定してください。 

2) 問題が解決しない場合は、関連する 

ディスクを交換してください。 

10500 エラー Adapter %s:State change on disk 

(%s) from offline to failed (Server 

%s) 

状態はオフラインから故障に変更されま

した。 

1) 関連するディスクを交換してくださ 

い。 

10502 警告 Adapter %s:State change on disk 

(%s) from offline to offline 

(Server %s) 

状態はオフラインからオフラインに変更
されました。 

情報提供の目的にすぎません。 

10505 警告 Adapter %s:State change on disk 

(%s) from operational to offline 

(Server %s) 

状態は作動可能からオフラインに変更さ
れました。 

注意:状態がユーザによって強制的に変更

された場合を除き、情報提供の目的にすぎ

ません。 

1) 関連するディスクを交換してくださ 

い。 

10506 警告 Adapter %s:State change on disk 

(%s) from rebuilding to offline 

(Server %s) 

状態はリビルド中からオフラインに変更
されました。 

注意:状態がユーザによって強制的に変更

された場合、情報提供の目的にすぎませ 

ん。そうでない場合は、以下の処置を実行

してください。 

1) 関連するディスクを交換してくださ 

い。 

10508 エラー Adapter %s:Data in cache not 

flushed during power up (Server %s) 

Data in cache not flushed during 
power up. 

問題が繰り返し発生する場合は、最寄りの 

Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。 

10512 エラー Adapter %s:Logical drive %s:Error 

on disk %s %s (Server %s) 

ディスクメディアで論理ドライブエラー
が発生しました。 

1) 関連するディスクを交換してくださ 

い。 

10514 エラー Adapter %s:Consistency check 

finished with errors on logical 

drive %s:%s (Server %s) 

論理ドライブの一貫性検査がエラーを伴
って終了しました。 

1) 一貫性検査をもう一度手動で開始しま 

す（MDC）。 

2) 問題が解決しない場合は、関連する論 

理ドライブからデータをバックアップしま

す。 

3) 関連する論理ドライブを削除し、再び 

作成してください。 

4) データを復元します。 

10515 エラー Adapter %s:Error on logical drive 

%s detected (Server %s) 

論理ドライブでエラーが検知されまし 
た。 

1) コントローラと関連するディスク間の 

ケーブルを確認または交換してください。 



 
Copyright © Fujitsu Technology Solutions 2012, All Rights Reserved 

 
- 48 - 

2) 問題が解決しない場合は、ディスクを 

交換してください。 

10516 エラー Adapter %s:Disk (%s) forced from 

failed to online (Server %s) 

ディスクは強制的に故障からオンライン
になりました。 

情報提供の目的にすぎません。 

10517 警告 Adapter %s:Transfer speed of disk 

(%s) changed (Server %s) 

ディスクの転送速度が変更されました。 1) コントローラと関連するディスク間の 

ケーブルを確認または交換してください。 

2) 問題が解決しない場合は、ディスクを 

交換してください。 

10518 エラー Adapter %s:SAS port %s lost link 

(Server %s) 

SAS ポートはリンクを失いました。 1) 関連するディスクを取り外し、30 秒 

待ってから、再び挿入してください。 

2) コントローラと関連するディスク間の 

ケーブルを確認または交換してください。 

3) アレイコントローラ/iRMC ファーム 

ウェア、BIOS のバージョンを確認して 

ください。 

4) 関連するディスクを交換してくださ 

い。 

10522 警告 Adapter %s:Global affinity hot 

spare (%s) commissioned in a 

different enclosure (Server %s) 

グローバルアフィニティホットスペアは

別のエンクロージャで割り当てられまし
た。 

RAID の構成を確認してください。 

10523 警告 Adapter %s:Foreign configuration 

table overflow (Server %s) 

外部構成テーブルがオーバーフローしま
した。 

最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡 

ください。 

10524 警告 Adapter %s:Partial foreign 

configuration imported, disks not 

imported (device numbers):%s 

(Server %s) 

一部外部構成がインポートされました。 注意:構成の一部のみがインポートされま

した 

1) 最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご 

連絡ください。 

10526 エラー Adapter %s:Adapter missing after 

reboot (Server %s) 

アダプタが再起動後に欠落しています。 注意:コントローラがユーザによって取り

外された場合、情報提供の目的にすぎませ

ん。そうでない場合は、以下の処置を実行

してください。 

1) 関連するコントローラを取り外し、30 

秒待ってから、再び挿入してください。 

2) 問題が解決しない場合は、関連する 

コントローラを交換してください。 

3) 問題が解決しない場合は、メインボー 
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ドを交換してください。 

10528 警告 Adapter %s:Rebuild aborted on disk 

(%s) (Server %s) 

ディスクのリビルドが中断されました。 注意:リビルドがユーザによって中断され

た場合、情報提供の目的にすぎません。そ

うでない場合は、以下の処置を実行してく

ださい。1) 

リビルドをもう一度開始してください（Se

rverView RAID Managerなどで）。 

10529 エラー Adapter %s:Consistency check 

finished with %s correctable errors 

on logical drive %s (Server %s) 

一貫性検査は論理ドライブの訂正可能な
エラーを伴って終了しました。 

1) 一貫性検査をもう一度手動で開始しま 

す（MDC）。 

2) 問題が解決しない場合は、関連する論 

理ドライブからデータをバックアップしま

す。 

3) 関連する論理ドライブを削除し、再び 

作成してください。 

4) データを復元します。 

10530 エラー Adapter %s:Consistency check 

finished with %s uncorrectable 

errors on logical drive %s (Server 

%s) 

一貫性検査は論理ドライブの訂正不可能

なエラーを伴って終了しました。 

1) 関連する論理ドライブからデータをバ 

ックアップします。 

2) 関連する論理ドライブを削除し、再び 

作成してください。 

3) データを復元します。 

10532 エラー Adapter %s:MDC finished with %s 

uncorrectable errors on logical 

drive %s (Server %s) 

MDC は論理ドライブの修復不可能なエ 

ラーを伴って終了しました。 

1) 関連する論理ドライブからデータをバ 

ックアップします。 

2) 関連する論理ドライブを削除し、再び 

作成してください。 

3) データを復元します。 

10534 警告 Adapter %s:Changed adapter property 

detected after reboot (Server %s) 

再起動後に、アダプタのプロパティの変

更が検出されました。 

（ServerView RAID Manager などで）アダ 

プタのプロパティを確認してください。 

10536 警告 Adapter %s:Command timeout on disk 

(%s), CDB:%s (Server %s) 

ディスク上でコマンドがタイムアウトし

ました。 

注意:問題が繰り返し発生する場合にのみ

、以下の処置を実行してください。 

1) コントローラと関連するディスク間の 

ケーブルを確認または交換してください。 

2) 問題が解決しない場合は、関連する 

ディスクまたはバックプレーン、あるいは

その両方を交換してください。 

10537 警告 Adapter %s:Disk (%s) reset (type ディスクがリセットされました。 注意:問題が繰り返し発生する場合にのみ
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%s) (Server %s) 、以下の処置を実行してください。 

1) コントローラと関連するディスク間の 

ケーブルを確認または交換してください。 

2) 問題が解決しない場合は、関連する 

ディスクを交換してください。 

10538 警告 Adapter %s:Bad block table on 

logical drive %s is 80 percent full 

(Server %s) 

論理ドライブの不良ブロックテーブルの
使用率が 80% になりました。 

関連するディスクにその他のエラーメッセ

ージがないか確認します。 

10539 エラー Adapter %s:Bad block table on 

logical drive %s is full; unable to 

log LBA %s (on disk (%s) at LBA %s) 

(Server %s) 

論理ドライブの不良ブロックテーブルが
満杯になりました。 

関連するディスクにその他のエラーメッセ

ージがないか確認します。 

10540 エラー Adapter %s:Uncorrectable medium 

error logged for logical drive %s 

at LBA %s (on disk (%s) at LBA %s) 

(Server %s) 

論理ドライブで訂正不可能な中間エラー

が記録されました 

関連するディスクにその他のエラーメッセ

ージがないか確認します。 

10542 警告 Adapter %s:Bad block table on disk 

(%s) is 100 percent full (Server 

%s) 

ディスクの不良ブロックテーブルが満杯
の 100% になりました。 

1) 関連するディスクを交換してくださ 

い。 

10543 警告 Adapter %s:Bad block table on 

logical drive %s is 100 percent 

full (Server %s) 

論理ドライブの不良ブロックテーブルの

満杯の 100% になりました。 

関連するディスクにその他のエラーメッセ

ージがないか確認します。 

10544 エラー Adapter %s:Adapter needs 

replacement, faulty IOP detected 

(Server %s) 

アダプタの交換が必要です。異常のある 
IO P が検出されました。 

1) 関連するアレイコントローラを交換し 

てください。 

10551 エラー Adapter %s:Copyback failed on disk 

(%s) (Server %s) 

ディスクでコピーバックが失敗しまし 
た。 

関連するディスクにその他のエラーメッセ

ージがないか確認します。 

10552 警告 Adapter %s:Early power off warning 

was unsuccessful (Server %s) 

早期電源オフの警告に失敗しました。 最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡 

ください。 

10556 警告 Adapter %s:Foreign configuration 

metadata needs to be upgraded, may 

become incompatible (Server %s) 

外部構成メタデータはアップグレードす
る必要があります。 

情報提供の目的にすぎません。 

10565 警告 Adapter %s:Redundant path broken 

for disk (%s) (Server %s) 

冗長パスが切断されました。 最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡 

ください。 

10567 警告 Adapter %s:Redundant enclosure EMM 冗長エンクロージャが削除されました。 最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡 
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%s removed for EMM %s (Server %s) ください。 

10568 警告 Adapter %s:Patrol Read can't be 

started, all disks are either not 

online, or are in a logical drive 

with an active process, or are in 

an excluded logical drive (Server 

%s) 

パトロール読み込みを開始できません。 情報提供の目的にすぎません。 

10570 エラー Adapter %s:Copyback aborted on hot 

spare (%s) from disk (%s) as hot 

spare needed for rebuild (Server 

%s) 

ホットスペアでコピーバックが中断しま
した。 

最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡 

ください。 

10571 警告 Adapter %s:Copyback aborted on disk 

(%s) from disk (%s) as rebuild 

required in the array (Server %s) 

リビルドに対してコピーバックが中断し
ました。 

最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡 

ください。 

10572 エラー Adapter %s:Cache discarded for 

logical drive (missing or offline) 

%s (Server %s) 

論理ドライブ（見つからないか、オフラ

イン）のキャッシュが破棄されました。 

情報提供の目的にすぎません。 

10575 エラー Adapter %s:Redundancy building 

failed on disk (%s) (Server %s) 

ディスクで冗長性構築に失敗しました。 最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡 

ください。 

10576 警告 Adapter %s:Redundancy building 

aborted on disk (%s) (Server %s) 

ディスクで冗長性構築が中断されまし 
た。 

最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡 

ください。 

10588 警告 Adapter %s:Firmware update timeout 

on disk (%s) (Server %s) 

ディスクでファームウェアアップデート

がタイムアウトしました。 

最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡 

ください。 

10589 警告 Adapter %s:Firmware update failed 

on disk (%s) (Server %s) 

ディスクでファームウェアアップデート

が失敗しました。 

最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡 

ください。 

10601 警告 Adapter 

%s:BBUの定期的な再学習が保留中です

。Please initiate manual learn 

cycle as automatic learn is not 

enabled (Server %s) 

BBU の定期的な再学習が保留中です。 自動学習が有効になっていないため、手動

の確認サイクルを開始してください。 

10606 警告 Adapter %s:Disk security key, re-

key operation failed (Server %s) 

ディスクセキュリティキー、再キー操作

が失敗しました。 

最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡 

ください。 

10607 警告 Adapter %s:Disk security key is 

invalid (Server %s) 

ディスクセキュリティキーが無効です。 最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡 

ください。 

10609 警告 Adapter %s:Disk security key from エスクローからのディスクセキュリティ 最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡 
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escrow is invalid (Server %s) キーが無効です。 ください。 

10611 警告 Adapter %s:Logical drive %s is 

partially secured (Server %s) 

論理ドライブが部分的にセキュリティ保

護されています。 

情報提供の目的にすぎません。 

10616 エラー Adapter %s:Security subsystem 

problems detected for disk (%s) 

(Server %s) 

ディスクでセキュリティサブシステムの

問題が検出されました。 

最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡 

ください。 

10617 エラー Adapter %s:Adapter cache pinned for 

missing or offline logical drive %s 

(Server %s) 

アダプタキャッシュが、欠落した、また

はオフラインの論理ドライブに対してピ
ニングされました。 

情報提供の目的にすぎません。 

10618 エラー Adapter %s:Adapter cache pinned for 

missing or offline logical drives 

(Server %s) 

アダプタキャッシュが、欠落した、また
はオフラインの論理ドライブに対してピ
ニングされました。 

情報提供の目的にすぎません。 

10621 警告 Adapter %s:MDC started on an 

inconsistent logical drive %s 

(Server %s) 

MDCが矛盾した論理ドライブで開始され
ました。 

情報提供の目的にすぎません。 

10622 警告 Adapter %s:Disk security key 

failure, cannot access secured 

configuration (Server %s) 

ディスクセキュリティキーのエラーによ

り、セキュリティ保護された構成にアク
セスできません。 

最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡 

ください。 

10623 警告 Adapter %s:Disk security pass 

phrase from user is invalid (Server 

%s) 

ユーザからのディスクセキュリティパス

フレームが無効です。 

最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡 

ください。 

10625 警告 Adapter %s:Abnormal shutdown 

sequence detected (Server %s) 

異常なシャットダウンシーケンスが検出
されました。 

 

10626 エラー Adapter %s:Internal hardware error 

(Server %s) 

内部ハードウェアエラー。 最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡 

ください。 

10627 エラー Adapter %s:Internal hardware error 

during POST (Server %s) 

POST 中に内部ハードウェアエラーが 
発生しました。 

最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡 

ください。 

10630 エラー Adapter %s:Disk (%s) failed due to 

bad block table overflow (Server 

%s) 

不良ブロックテーブルのオーバーフロー

により、ディスクが失敗しました。 

関連するディスクを交換してください。 

10631 エラー Adapter %s:Disk (%s) failure 

detected during POST (Server %s) 

POST 中にディスク障害が検出されまし 
た。 

関連するディスクを交換してください。 

10632 エラー Adapter %s:Failure detected during 

POST (Server %s) 

POST 中に障害が検出されました。 最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡 

ください。 

10633 エラー Adapter %s:Multiple failure on disk ディスク上で複数の障害がが検出されま 関連するディスクを交換してください。 
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(%s) detected, internal info %s 

(Server %s) 

した。 

10635 エラー Adapter %s:Disk (%s) failure 

detected by Patrol Read (Server %s) 

パトロール読み込みでディスク障害が検
出されました。 

1) 関連するディスクを交換してくださ 

い。 

10636 エラー Adapter %s:Disk (%s) failure 

detected after successfully 

building redundancy (Server %s) 

冗長性を正常に構築した後、ディスク障
害が検出されました。 

1) 関連するディスクを交換してくださ 

い。 

10637 エラー Adapter %s:Disk (%s) failure 

detected after aborting building 

redundancy (Server %s) 

冗長性構築を中断した後、ディスク障害
が検出されました。 

1) 関連するディスクを交換してくださ 

い。 

10638 エラー Adapter %s:Disk (%s) failed (Server 

%s) 

ディスクが失敗しました。 1) 関連するディスクを交換してくださ 

い。 

10639 エラー Adapter %s:Disk (%s) failed, 

internal info %s (Server %s) 

ディスクが失敗しました。 1) 関連するディスクを交換してくださ 

い。 

10658 警告 Adapter %s:Operation failed (Server 

%s) 

操作が失敗しました。 1) 関連するアレイコントローラを交換し 

てください。 

10660 警告 Adapter %s:Array %s without logical 

drive left (Server %s) 

論理ドライブがないアレイがあります。 論理ドライブのないアレイがあります。論

理ドライブを作成してアレイを使用してく

ださい。 

10661 警告 Adapter %s:Incorrect calendar 

parameter detected (Server %s) 

不正なカレンダパラメータが検出されま
した。 

スケジューラの設定を確認してください。 

10662 エラー Adapter %s:Copyback on logical 

drive %s aborted due to bad block 

table overflow (Server %s) 

不良ブロックテーブルのオーバーフロー
のため、論理ドライブ上のコピーバック

が中断されました。 

論理ドライブ上で、多数の訂正不可能な不

良ブロックが検出されました。 

1) 最後に良好であったデータを復元して 

ください。 

10663 エラー Adapter %s:Redundant copy on 

logical drive %s aborted due to bad 

block table overflow (Server %s) 

不良ブロックテーブルのオーバーフロー
により、論理ドライブの冗長コピーが中
断されました。 

論理ドライブ上で、多数の訂正不可能な不

良ブロックが検出されました。 

1) 最後に良好であったデータを復元して 

ください。 

10667 警告 Adapter %s:Bad block detected on 

disk (%s), %s (Server %s) 

ディスク上で不良ブロックが検出されま
した。 

情報提供の目的にすぎません。 

10672 警告 Adapter %s:Error detected on disk 

(%s), %s (Server %s) 

ディスクでエラーが検出されました。 情報提供の目的にすぎません。 

10675 警告 Adapter %s:Disk location in logical 

drive changed from port %s to port 

論理ドライブでのディスクの位置が変更
されました。 

情報提供の目的にすぎません。 
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%s (Server %s) 

10680 警告 Adapter %s:Driver error (Server %s) ドライバエラー。 ドライバのバージョンを確認してくださ 

い。 

10682 警告 Adapter %s:Copyback aborted on disk 

(%s) (Server %s) 

ディスクでコピーバックが中断されまし

た。 

情報提供の目的にすぎません。 

10684 警告 Adapter %s:Internal hardware error 

(Server %s) 

内部ハードウェアエラー。 1) 関連するアレイコントローラを交換し 

てください。 

10685 エラー Adapter %s:Internal hardware error 

(Server %s) 

内部ハードウェアエラー。 1) 関連するアレイコントローラを交換し 

てください。 

10686 エラー Adapter %s:Disk (%s) bad block 

table overflow error (Server %s) 

ディスクの不良ブロックテーブルのオー
バーフローエラー。 

ディスク上で、多数の訂正不可能な不良ブ

ロックが検出されました。 

1) 最後に良好であったデータを復元して 

ください。 

10687 警告 Adapter %s:Error with the remote 

BBU connector cable detected 

(Server %s) 

リモート BBU コネクタケーブルのエラ 
ーが検出されました。 

BBU データ/電源ケーブルを交換してくだ 

さい。 

10688 エラー Adapter %s:Multiple failure on disk 

(%s) detected during POST, internal 

info %s (Server %s) 

POST 中にディスクで複数の障害が検 
出されました。 

1) 関連するディスクを交換してくださ 

い。 

2) 関連するバックプレーンまたはデー 

タケーブルを交換してください。 

10689 エラー Adapter %s:Disk (%s) failed due to 

SAS/SATA interface error rate too 

high (Server %s) 

Disk failed due to SAS/SATA 

interface error rate too high. 

1) 関連するディスクを交換してくださ 

い。 

2) 関連するバックプレーンまたはデータ 

ケーブルを交換してください。 

10694 エラー Adapter %s:Logical drive %s 

degraded due to bad block table 

overflow (Server %s) 

Logical drive degraded due to bad 
block table overflow. 

ディスク上で、多数の訂正不可能な不良ブ

ロックが検出されました。 

1) 最後に良好であったデータを復元して 

ください。 

10695 エラー Adapter %s:Disk (%s) failed due to 

write error detection by driver 

(Server %s) 

Disk failed due to write error 
detection by driver. 

1) 関連するディスクを交換してくださ 

い。 

10696 警告 Adapter %s:Abnormal capacity of 

disk (%s) in logical drive detected 

(Server %s) 

Abnormal capacity of disk in logical 
drive detected. 

アレイ構成を確認してください。 

10697 警告 Adapter %s:Illegal type of disk Illegal type of disk in logical アレイ構成を確認してください。 
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(%s) in logical drive detected 

(Server %s) 

drive detected. 

10700 エラー Adapter %s:Internal PCI hardware 

error (Server %s) 

Internal PCI hardware error. 関連するアレイコントローラを交換してく

ださい。 

10701 警告 Adapter %s:Bad block table was 

updated by disk (%s) (Server %s) 

Bad block table was updated by disk. 情報提供の目的にすぎません。 

10702 警告 Adapter %s:Invalid disk on port %s 

during start up detected (Server 

%s) 

Invalid disk on port during start up 

detected. 

情報提供の目的にすぎません。 

10703 警告 Adapter %s:Invalid disk on port %s 

during hot swap detected (Server 

%s) 

Invalid disk on port during hot swap 
detected. 

情報提供の目的にすぎません。 

10704 警告 Adapter %s:SMART error on disk (%s) 

because internal error threshold on 

adapter is exceeded (Server %s) 

アダプタの内部エラーしきい値を超過し
たため、ディスクで S.M.A.R.T. エラー 

が発生しました。 

注意:ディスクから障害予兆が報告されま

す。関連するディスクは近いうちに障害が

発生する可能性があります。 

1) 次回のメンテナンス中にディスクを交 

換してください。 

10705 警告 Adapter %s:Firmware and driver 

version mismatch (Server %s) 

Firmware and driver version 
mismatch. 

ドライバとファームウェアのバージョンを

確認してください。 

10711 エラー Adapter %s:Disk (%s) failed since 

it never entered ready state, %s 

(Server %s) 

Disk failed since it never entered 
ready state. 

関連するディスクを交換してください。 

10712 警告 Adapter %s:Internal software 

interface error (function:%s) 

(Server %s) 

Internal software interface error. 注意:ドライバでエラーが発生しました。 

1) オペレーティングシステムの状態を 

確認してください。 

2) システムをリブートしてください。 

10713 警告 Adapter %s:Device open error 

(device:%s) (Server %s) 

Device open error. 注意:ドライバでエラーが発生しました。 

1) オペレーティングシステムの状態を 

確認してください。 

2) システムをリブートしてください。 

10714 警告 Adapter %s:Ioctl send error 

(details:%s) (Server %s) 

Ioctl send error. 注意:ドライバでエラーが発生しました。 

1) オペレーティングシステムの状態を 

確認してください。 

2) システムをリブートしてください。 

10715 警告 Adapter %s:Insufficient application Insufficient application memory. 注意:ドライバでエラーが発生しました。 
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memory (function:%s) (Server %s) 1) オペレーティングシステムの状態を 

確認してください。 

2) システムをリブートしてください。 

10716 警告 Adapter %s:System API error 

(code:%s, function/item:%s) (Server 

%s) 

System API error. 注意:ドライバでエラーが発生しました。 

1) オペレーティングシステムの状態を 

確認してください。 

2) システムをリブートしてください。 

10717 エラー Adapter %s:Firmware initialization 

failed (Server %s) 

Firmware initialization failed. 1) 関連するアレイコントローラを交換し 

てください。 

10718 エラー Adapter %s:Firmware recovery failed 

(Server %s) 

Firmware recovery failed. 1) 関連するアレイコントローラを交換し 

てください。 

10729 警告 Adapter %s:BBU requires 

reconditioning; please initiate 

recalibration (Server %s) 

BBU requires recalibration. 1) 手動の再調整処理を開始してください 

（ServerView RAID Manager などで）。 

注意:リブートやシャットダウンで充電処

理を中断させないようにしてください。 

2) 問題が解決しない場合は、BBU を交換 

してください。 

10732 警告 Task %s for object %s cannot be 

started (error %s).The scheduler 

will try to start the task again 

later (Server %s) 

Task for object cannot be 
started.The scheduler will try to 
start the task again later. 

エラーコードを確認してください。次に、

コントローラ設定、スケジューラ設定、デ

ィスク/論理ドライブ/BBU ステータスを 

確認してください。 

10734 エラー Task %s for object %s cannot be 

started (error %s).The scheduler 

has disabled the task (Server %s) 

Task for object cannot be 

started.The scheduler has disabled 
the task. 

エラーコードを確認してください。次に、

コントローラ設定、スケジューラ設定、デ

ィスク/論理ドライブ/BBU ステータスを 

確認してください。 

10736 エラー Adapter %s:SASトポロジーエラー:%s 

(Server %s) 

SAS topology error. 1) 関連するディスクを取り外し、30 秒 

待ってから、再び挿入してください。 

2) 関連するディスクを交換してくださ 

い。 

3) 関連するバックプレーンまたはデータ 

ケーブルを交換してください。 

10737 警告 Adapter %s:BBU required 

reconditioning; recalibration 

initiated (Server %s) 

BBU requires recalibration 
automatically initiated. 

情報提供の目的にすぎません。 

10738 警告 Task %s for object %s could not be Task for object could not be started スケジューラの設定を確認してください。 
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started at the normal execution 

time because the service or system 

was down (Server %s) 

at the normal execution time because 
the service or system was down. 

10739 警告 Task %s for object %s cannot be 

started (error %s).The task will be 

set to the next regular execution 

time (Server %s) 

Task for object cannot be 
started.The task will be set to the 

next regular execution time. 

エラーコードを確認してください。次に、

コントローラ設定、スケジューラ設定、デ

ィスク/論理ドライブ/BBU ステータスを 

確認してください。 

10755 エラー Adapter %s:State change on disk 

(%s) from copyback to failed 

(Server %s) 

State change from copyback to 
failed. 

関連するディスクを交換してください。 

10757 警告 Adapter %s:State change on disk 

(%s) from copyback to offline 

(Server %s) 

State change from copyback to 
offline. 

情報提供の目的にすぎません。 

10763 エラー Adapter %s:State change on disk 

(%s) from JBOD to failed (Server 

%s) 

State change from JBOD to failed. 関連するディスクを交換してください。 

10765 警告 Adapter %s:State change on disk 

(%s) from JBOD to offline (Server 

%s) 

State change from JBOD to offline. 情報提供の目的にすぎません。 

10781 エラー Adapter %s:State change by user on 

disk (%s) from copyback to failed 

(Server %s) 

State change by user from copyback 
to failed. 

関連するディスクを交換してください。 

10783 警告 Adapter %s:State change by user on 

disk (%s) from copyback to offline 

(Server %s) 

State change by user from copyback 
to offline. 

情報提供の目的にすぎません。 

10789 エラー Adapter %s:State change by user on 

disk (%s) from JBOD to failed 

(Server %s) 

State change by user from JBOD to 
failed. 

情報提供の目的にすぎません。 

10791 警告 Adapter %s:State change by user on 

disk (%s) from JBOD to offline 

(Server %s) 

状態は、ユーザにより JBOD からオフ 

ラインへ変更されました。 

情報提供の目的にすぎません。 

10801 警告 Adapter %s:Disk security failed to 

communicate with external key 

management system (Server %s) 

ディスクセキュリティは、外部キー管理
システムの通信に失敗しました。 

最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡 

ください。 

10803 警告 Adapter %s:Logical drive %s secure Logical drive secure failed. 情報提供の目的にすぎません。 
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failed (Server %s) 

10804 エラー Adapter %s:Controller encountered a 

fatal error and was reset (Server 

%s) 

Controller encountered a fatal error 

and was reset. 

1) 関連するアレイコントローラを交換 

してください。 

10805 エラー Adapter %s:Configuration command 

could not be committed to disk, 

please retry (Server %s) 

Configuration command could not be 
committed to disk. 

最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡 

ください。 

10807 警告 Adapter %s:Power state change 

failed on disk (%s) (from active to 

stopped) (Server %s) 

Power state change failed on disk 
(from active to stopped). 

関連するディスクを交換してください。 

10808 警告 Adapter %s:Power state change 

failed on disk (%s) (from stopped 

to active) (Server %s) 

Power state change failed on disk 
(from stopped to active). 

関連するディスクを交換してください。 

10809 警告 Adapter %s:Logical drive %s is not 

ready (Server %s) 

Logical drive is not ready. 情報提供の目的にすぎません。 

10812 警告 Adapter %s:Adapter has been 

replaced during reboot (Server %s) 

Adapter has been replaced during 

reboot. 

情報提供の目的にすぎません。 

10813 警告 Adapter %s:Enclosure %s power 

supply %s removed (Server %s) 

エンクロージャ電源装置が取り外されま

した。 

情報提供の目的にすぎません。 

10814 警告 Adapter %s:Enclosure %s power 

supply %s turned off (Server %s) 

エンクロージャ電源装置がオフになりま

した。 

情報提供の目的にすぎません。 

10817 警告 Adapter %s:Enclosure %s temperature 

sensor %s below warning threshold 

(Server %s) 

エンクロージャの温度センサーが警告し

きい値を下回っています。 

1) 環境温度を確認してください。 

10818 エラー Adapter %s:Enclosure %s temperature 

sensor %s below error threshold 

(Server %s) 

エンクロージャの温度センサーがエラー

しきい値を下回っています。 

1) 環境温度を確認してください。 

10819 警告 Adapter %s:Enclosure %s temperature 

sensor %s above warning threshold 

(Server %s) 

エンクロージャの温度センサーが警告し

きい値を上回っています。 

1) すべての通気経路が正しく配置されて 

いること、上面が閉じていること、および

放熱孔がふさがれていないことを確認して

ください。 

2) 環境温度を確認してください。 

10820 エラー Adapter %s:Enclosure %s temperature 

sensor %s above error threshold 

(Server %s) 

エンクロージャの温度センサーがエラー

しきい値を上回っています。 

1) すべての通気経路が正しく配置されて 

いること、上面が閉じていること、および

放熱孔がふさがれていないことを確認して
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ください。 

2) 環境温度を確認してください。 

10822 警告 Adapter %s:Power state change 

failed on disk (%s) (from active to 

transition) (Server %s) 

電力状態の変更がディスクで失敗しまし

た（アクティブから遷移）。 

関連するディスクを交換してください。 

10824 警告 Adapter %s:Power state change 

failed on disk (%s) (from stopped 

to transition) (Server %s) 

電力状態の変更がディスクで失敗しまし

た（停止から遷移）。 

関連するディスクを交換してください。 

10826 警告 Adapter %s:Power state change 

failed on disk (%s) (from 

transition to active) (Server %s) 

電力状態の変更がディスクで失敗しまし

た（遷移からアクティブ）。 

関連するディスクを交換してください。 

10828 警告 Adapter %s:Power state change 

failed on disk (%s) (from 

transition to stopped) (Server %s) 

電力状態の変更がディスクで失敗しまし

た（遷移から停止）。 

関連するディスクを交換してください。 

10829 警告 Adapter %s:Reset on-board expander 

(Server %s) 

オンボードエキスパンダをリセットしま

す。 

 

10846 警告 Adapter %s:Consistency check 

rejected on uninitialized logical 

drive %s (Server %s) 

初期化されていない論理ドライブの一貫

性検査が拒否されました。 

手動でMDCを開始して、論理ドライブを初

期化してください。 

10852 警告 Adapter %s:CacheCade %s capacity 

changed and is now %s logical 

blocks (Server %s) CacheCade の容量が変更されました。 

情報提供の目的にすぎません。 

10853 警告 Adapter %s:BBU life has degraded 

and cannot initiate transparent 

learn cycles (Server %s) 
BBU の寿命が低下したため、透過的確認 

サイクルを開始できません。 

手動で再確認サイクルを開始してくださ 

い。 

問題が解決しない場合は、BBU を交換し 

てください。 

10857 警告 Adapter %s:Advanced software 

options serial number 

mismatched.Key Vault serial number 

is %s (Server %s) 

高度なソフトウェアオプションのシリア

ル番号が一致しません。 

コントローラのシリアル番号が、プレミア

ム機能キーと一致しません。該当するコン

トローラにキーを適用してください。 

10858 警告 Adapter %s:BBU cannot support data 

retention for more than %s hours 

(Server %s) BBU がデータリテンションをサポートで 

きません。 

BBU 容量が低下し、コントローラキャッ 

シュでのデータのバッファリングが制限さ

れています。データリテンション時間を最

大にするには、BBU を交換してください。 
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10860 警告 Adapter %s:Logical drive %s cannot 

transition to maximum power savings 

(Server %s) 

論理ドライブの電力削減を最大の状態に

移行できません。 

情報提供の目的にすぎません。 

10864 警告 Adapter %s:Disk (%s) link %s failed 

in SAS wide port (Server %s) 

ディスクリンクがSASワイドポートで失

敗しました。 

1) 関連するディスクを取り外し、30 秒 

待ってから、再び挿入してください。 

2) コントローラと関連するディスク間の 

ケーブルを確認または交換してください。 

3) アレイコントローラ/iRMCファームウ 

ェア、BIOS のバージョンを確認してくだ 

さい。 

4) 関連するディスクを交換してくださ 

い。 

10867 警告 Adapter %s:FBU power pack is sub-

optimal (Server %s) FBU 電源パックが最適化されていま 

せん。 

注意:PRIMERGY サーバでは使用されませ 

ん。 

FBU を交換してください。 

10868 警告 Adapter %s:Foreign configuration 

auto-import did not import any 

drives (Server %s) 外部構成の自動インポートでドライブに

インポートされませんでした。 

外部構成のインポートの試行が失敗しまし

た。 

最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡 

ください。 

10869 警告 Adapter %s:FBU firmware update 

required (Server %s) 

FBU ファームウェアのアップデートが必 

要です。 

注意:PRIMERGY サーバでは使用されませ 

ん。 

最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡 

ください。 

10870 警告 Adapter %s:CacheCade %s capacity 

exceeds maximum allowed size, extra 

capacity is not used (Server %s) 

CacheCade 容量が最大許容サイズを超過 

しています。 

最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡 

ください。 

10871 警告 Adapter %s:Logical drive %s 

protection information lost (Server 

%s) 

論理ドライブ保護情報が失われました。 

注意:PRIMERGY サーバでは使用されませ 

ん。 

最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡 

ください。 

10873 エラー Adapter %s:Diagnostics failed for 

disk (%s) (Server %s) ディスクの診断が失敗しました。 

関連するディスクを交換してください。 

10890 エラー Adapter %s:Erase failed on disk 

(%s) (error %s) (Server %s) 

ディスクの消去が失敗しました。 

注意:PRIMERGY サーバでは使用されませ 

ん。 

最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡 
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ください。 

10895 エラー Adapter %s:Erase failed on logical 

drive %s (Server %s) 

論理ドライブの消去が失敗しました。 

注意:PRIMERGY サーバでは使用されませ 

ん。 

最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡 

ください。 

10899 警告 Adapter %s:Potential leakage during 

erase on logical drive %s (Server 

%s) 論理ドライブで消去中にリークが発生し

た可能性があります。 

注意:PRIMERGY サーバでは使用されませ 

ん。 

1. 最寄りの Fujitsu ヘルプデスク 

にご連絡ください。 

10900 警告 Adapter %s:BBU charging was 

suspended due to high BBU 

temperature (Server %s) 

BBU の温度が高いため、BBU 充電が中断 

されました。 

システムを通常の動作温度に戻してくださ

い。 

10902 警告 Adapter %s:FBU firmware update 

failed (Server %s) 

FBU ファームウェアのアップデート 

が失敗しました。 

注意:PRIMERGY サーバでは使用されませ 

ん。 

1. 最寄りの Fujitsu ヘルプデスク 

にご連絡ください。 

10903 エラー Adapter %s:Logical drive %s access 

blocked as cached data in CacheCade 

is unavailable (Server %s) 

CacheCade にキャッシュされたデー 

タを利用できないため、論理ドライブへ

のアクセスがブロックされました。 

最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡 

ください。 

10906 エラー Adapter %s:CacheCade disassociate 

failed on logical drive %s (Server 

%s) 

CacheCade の関連付け解除が論理ドライ 

ブで失敗しました。 

最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡 

ください。 

10909 警告 Adapter %s:Unexpected sense:Disk 

(%s), CDB:%s, Sense:%s (Server %s) 予期しない検知。 

情報提供の目的にすぎません。 

10910 エラー Adapter %s:Unexpected sense:Disk 

(%s), CDB:%s, Sense:%s (Server %s) 予期しない検知。 

情報提供の目的にすぎません。 

10914 警告 Adapter %s:Advanced Software 

Options was deactivated for - %s 

(Server %s) 

高度なソフトウェアオプションが無効化

されました。 

最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡 

ください。 

10918 警告 Adapter %s:Patrol Read aborted on 

disk (%s) (Server %s) 

パトロール読み込みがディスクで中断さ

れました。 

注意:このイベントの前後にエラーが発生

した場合は、そのエラーに対して適切なリ

カバリ操作を行ってください。 

情報提供の目的にすぎません。 

 

10919 警告 Adapter %s:Transient error detected ディスクとの通信中に一時的なエラーが 注意:システムの通常動作には影響しませ
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while communicating with disk (%s) 

(Server %s) 

検出されました。 んが、再試行によってパフォーマンスが低

下することがあります。 

次回保守時に、関連するディスク/バック

プレーン/ケーブルを交換してください。 

10924 警告 Adapter %s:State change on disk 

(%s) from shielded to offline 

(Server %s) 

 

状態はシールドからオフラインに変更さ

れました。 

関連するディスクを交換してください。 

10925 エラー Adapter %s:State change on disk 

(%s) from shielded to 

failed.(Server %s) 

 

状態はシールドから故障に変更されまし

た。 

関連するディスクを交換してください。 

10931 エラー Adapter %s:State change on disk 

(%s) from shielded to shielded 

(Server %s) 状態はシールドからシールドに変更され

ました。 

1.シールド状態での確認が完了するまで待

機します。 

2.その後の状態に応じてアクションを実行

します。 

10932 エラー Adapter %s:State change on disk 

(%s) from available to shielded 

(Server %s) 状態は利用可能からシールドに変更され

ました。 

1.シールド状態での確認が完了するまで待

機します。 

2.その後の状態に応じてアクションを実行

します。 

10933 エラー Adapter %s:State change on disk 

(%s) from offline to shielded 

(Server %s) 状態はオフラインからシールドに変更さ

れました。 

1.シールド状態での確認が完了するまで待

機します。 

2.その後の状態に応じてアクションを実行

します。 

10934 エラー Adapter %s:State change on disk 

(%s) from failed to shielded 

(Server %s) 状態は故障からシールドに変更されまし

た。 

1.シールド状態での確認が完了するまで待

機します。 

2.その後の状態に応じてアクションを実行

します。 

10935 エラー Adapter %s:State change on disk 

(%s) from hot spare to shielded 

(Server %s) 状態はホットスペアからシールドに変更

されました。 

1.シールド状態での確認が完了するまで待

機します。 

2.その後の状態に応じてアクションを実行

します。 

10936 エラー Adapter %s:State change on disk 

(%s) from rebuilding to shielded 

(Server %s) 

状態はリビルド中からシールドに変更さ

れました。 

1.シールド状態での確認が完了するまで待

機します。 

2.その後の状態に応じてアクションを実行
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します。 

10937 エラー Adapter %s:State change on disk 

(%s) from operational to shielded 

状態は作動可能からシールドに変更され

ました。 

1.シールド状態での確認が完了するまで待

機します。 

2.その後の状態に応じてアクションを実行

します。 

10938 エラー Adapter %s:State change on disk 

(%s) from copyback to shielded 

(Server %s) 状態はコピーバックからシールドに変更

されました。 

1.シールド状態での確認が完了するまで待

機します。 

2.その後の状態に応じてアクションを実行

します。 

10939 エラー Adapter %s:State change on disk 

(%s)from JBOD to shielded (Server 

%s) 状態は JBOD からシールドに変更され 

ました。 

1.シールド状態での確認が完了するまで待

機します。 

2.その後の状態に応じてアクションを実行

します。 

10941 警告 Adapter %s:State change by user on 

disk (%s) from shielded to offline 

(Server %s) 

状態は、ユーザによりシールドからオフ

ラインへ変更されました。 

関連するディスクを交換してください。 

10942 エラー Adapter %s:State change by user on 

disk (%s) from shielded to failed 

(Server %s) 

状態は、ユーザによりシールドから故障

へ変更されました。 

関連するディスクを交換してください。 

10948 エラー Adapter %s:State change by user on 

disk (%s) from shielded to shielded 

(Server %s) 

状態は、ユーザによりシールドからシー

ルドへ変更されました。 

関連するディスクを交換してください。 

 

10949 エラー Adapter %s:State change by user on 

disk (%s) from available to 

shielded (Server %s) 状態は、ユーザにより利用可能からシー

ルドへ変更されました。 

1.シールド状態での確認が完了するまで待

機します。 

2.その後の状態に応じてアクションを実行

します。 

10950 エラー Adapter %s:State change by user on 

disk (%s) from offline to shielded 

(Server %s) 状態は、ユーザによりオフラインからシ

ールドへ変更されました。 

1.シールド状態での確認が完了するまで待

機します。 

2.その後の状態に応じてアクションを実行

します。 

10951 エラー Adapter %s:State change by user on 

disk(%s) from failed to shielded 

(Server %s) 状態は、ユーザにより故障からシールド

へ変更されました。 

1.シールド状態での確認が完了するまで待

機します。 

2.その後の状態に応じてアクションを実行

します。 

10952 エラー Adapter %s:State change by user on 状態は、ユーザによりホットスペアから 1.シールド状態での確認が完了するまで待
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disk (%s) from hot spare to 

shielded (Server %s) 

シールドへ変更されました。 機します。 

2.その後の状態に応じてアクションを実行

します。 

10953 エラー Adapter %s:State change by user on 

disk (%s) from rebuilding to 

shielded (Server %s) 状態は、ユーザによりリビルド中からシ

ールドへ変更されました。 

1.シールド状態での確認が完了するまで待

機します。 

2.その後の状態に応じてアクションを実行

します。 

10954 エラー Adapter %s:State change by user on 

disk (%s) from operational to 

shielded (Server %s) 

状態は、ユーザにより作動可能からシー

ルドへ変更されました。 

 

 

1.シールド状態での確認が完了するまで待

機します。 

2.その後の状態に応じてアクションを実行

します。 

10955 エラー Adapter %s:State change by user on 

disk (%s) from copyback to shielded 

(Server %s)  

 

状態は、ユーザによりコピーバックから

シールドへ変更されました。 

 

 

 

1.シールド状態での確認が完了するまで待

機します。 

2.その後の状態に応じてアクションを実行

します。 

 

10956 エラー Adapter %s:State change by user on 

disk (%s) from JBOD to shielded 

(Server %s) 

状態は、ユーザにより JBOD からシール 

ドへ変更されました。 

1.シールド状態での確認が完了するまで待

機します。 

2.その後の状態に応じてアクションを実行

します。 

 

 

 

9. Duplex Data Manager（DDM） 
 

イベントログ名:システム 

ソース名:“ddm” 
イベントの有効化:イベントは常に有効化されています。 

 
“DDM_nnnn”、   nnnn = イベントID 
         

イベントI

D 

種類 メッセージ/説明 エラーの解決方法/処置 

1 警告 DW PxPxTxLx:Thread allocation failed! メモリリークしているドライバがないかど



 
Copyright © Fujitsu Technology Solutions 2012, All Rights Reserved 

 
- 65 - 

メモリ不足のため、DDMはこのデバイスを正しく制御できません。  うか、または物理メモリを増やす必要があ

るかどうか、システムを確認してくださ 

い。 

2 警告 DW PxPxTxLx failed! 

DDM はデバイス PxPxTxLx で故障を検出しました。デバイスの状態はエラー 
です。これ以上このデバイスにデータの書き込みはできません。  

このエラーの原因を解明するためにイベン

ト詳細を調べてください。理由が何らかの

読み出しまたは書き込みエラーで、2、3 

回以上発生している場合はディスクを交換

してください。その他の場合、またはディ

スクを交換した後は、エラーデバイスを復

旧してください。 

3 警告 DW PxPxTxLx:Memory allocation problem! 

メモリ不足のため、DDM はこのデバイスを正しく制御できません。  

このメッセージをドライバ提供者に報告し

てください。 

6 警告 DW PxPxTxLx:No or invalid on disk configuration found! 

DDM はこのディスクで構成データを検出できません。  

 

このメッセージが有効な COD を保有する 

ディスクを参照している場合は、Fujitsu 

サポートに報告してください。その他の場

合は、おそらく元の構成からの古いデータ

が残っているので、ディスクを再フォーマ

ットしてください。 

 

7 警告 DW PxPxTxLx:Too many SCSI ports in system! 

DDM は最大 256 ポートに対応します。この数に達しました。この場合、DDM 
は作動しません。 

コントローラを取り外してください。 

8 警告 DW PxPxTxLx:Recover aborted! 

DuplexWrite グループ（DWグループ）の受信中、このリカバリ処理は中断 
されました。  

 

規格詳細（0x30-0x33）を参照して考え 

られる理由を調査してください。 

9 警告 DW PxPxTxLx:Forced to be ONLINE! 

この DW-Group 断片はドライバによって非オンライン状態からオンライン状態 
になりました。（エラー、無効、復旧）これは、他の断片もオンライン状態にな
っていない場合に発生する可能性があります。 

構成を確認してください。 

16 警告 DW PxPxTxLx:Configuration error.Mirror size < used disk space.Data loss 

possible! 

DW グループにある一方のディスクからコピー（ミラー）しなければならない 

データに対するディスクサイズは、ソースディスクのパーティションテーブルに
表示されているすべてのパーティション未満です。  

しかし、これが発生したときの解決策はDW

グループを分解し、再び作成し直すことで

す。  

このグループに対応するディスクがクラス

タリソースであった場合、クラスタからこ
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 のリソースを削除し、問題を解決した後に

再び作成してください。 

18 警告 MP PxPxTxLx: failed and was disabled! 

DDM はこのパス上で異常を検出しました。このパスは使用できなくなりました。 
このエラーからのリカバリは、イベント ID 4354 によって記録されます。  

ファイバチャネルの接続、外部ストレージ

、ファイバチャネルスイッチ、およびホス

トバスアダプタを確認して、理由を発見し

てください。 

21 警告 MP PxPxTxLx:Memory allocation problem! 

メモリ不足のため、DDM はこのデバイスを正しく制御できません。  
コンポーネント（例：ドライバ）がメモリ

リークをしていないかシステムのメモリ使

用を確認してください。 

25 警告 MP PxPxTxLx:Device was removed / path gone! 

エラー検出後、このパスはシステムのプラグアンドプレイ機能により削除されま

した。  
このイベントはイベントID 18の後に発生することがありますが、 他の ID 
を伴わずに発生することもあります。パスが再び発生した場合、これはイベント 

ID 4354 によって記録されます。 

ファイバチャネルの接続、外部ストレージ

、ファイバチャネルスイッチ、およびホス

トバスアダプタを確認して、理由を発見し

てください。 

26 警告 DDM PxPxTxLx:Device had signature that was already found for another 

disk! 

すべてのディスクにはシステム固有の署名（マスターブートレコード（MBR）に格
納されています）が必要です。例外:DuplexWrite グループの ２つの断片 

（または ２つのディスク）が同一で同じ署名を保有している場合。このエラー 
が記録されるとき、DDM は他のディスクと同じ署名を保有し、DuplexWrite 
グループのメンバではないディスクをすでに検出していました。そのディスクは

無効になりアクセスできなくなります。 

一般的には、以前DWグループのメンバであ

ったディスクをシステムに追加した場合、
このエラーが発生します。 
このディスクを再び取り外し、（ServerSt

art を使用するか、ローレベルフォーマ 

ットを行うなどして）ワイプ（MBRをクリ

ーニング）します。 

4368 警告 DW PxPxTxLx:Signatures on piece0 and piece1 are different but cannot be 

restored. 

ドライバでは修正できない重大な問題です。 

手動で双方の断片の署名を修正する必要が

あります（例: ddmutilを使用）。  

MS-クラスタがこのディスクで実行され 

ている場合は、MS-クラスタがこのディス 

クに対して要求する正しい署名を書き込ん

でください。 

%SystemRoot%\Cluster\cluster.logおよび

レジストリHKLM\System\CurrentControlSe

t\Clusdisk\parameter\Signaturesをご覧

ください。 

4369 エラー DW PxPxTxLx:Second try to write FastRecoverArray while both pieces are 

online! 

ファイバチャネルの接続、外部ストレージ

、ファイバチャネルスイッチ、およびホス
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ディスクに書き込まれる変更の追跡でエラーが発生しました。Deltaリカバリは無
効です。 

トバスアダプタを確認して、理由を発見し

てください。 

4370 エラー DW PxPxTxLx:Someone has written a wrong Signature to MBR! 

クラスタ、クラスタリソース、またはDuplex 
Writeグループを破壊する可能性があります！ 

マスターブートレコード（MBR）のディス

ク署名が変更されていないかどうかを確認

してください。 

4371 警告 DW PxPxTxLx:Piece was removed. 

プラグアンドプレイイベントにより、Duplex Write断片は削除されました。 
ファイバチャネルの接続、外部ストレージ

、ファイバチャネルスイッチ、およびホス

トバスアダプタを確認して、理由を発見し

てください。 

4376 警告 DW PxPxTxLx:DWLun for this piece is not set. 

データ構造『DeviceExtension』はDWLUNにフラグが付いていません。 
このイベントをFujitsuヘルプデスクに報

告してください。 

4384 エラー Fault tolerance for the RootDisk is not warranted anymore. 必要に応じて異常のあるディスクを交換し

、リカバリ手順を開始してください。 

4385 警告 DW PxPxTxLx:DuplexWrite has discovered a possible split brain situation, 

caused by a broken fibre channel 

connection.この状況では、両方のノードがこのDW-

Groupの1つの断片にアクセスできます。データの破損を避けるため、次の動作が
発生する可能性があります。ノードがこのディスクを保有しておらず、そのフェ
イルオーバーを行った場合、この断片はDISABLEDに設定されます。  

この断片を再びオンラインにするには、以下を実行してください。すべてのFC接
続を修復します。可能な場合は、FC接続が切断される前にそのディスクを保有し
ていたノードにディスクを移動します。このDW-

GroupのステータスがERROR/DISABLEDの場合、ステータスがERRORの断片をオンラ
インに設定します。これにより、無効となっている断片をリカバリできます。 

この断片を再びオンラインにするには、以

下を実行してください。すべてのFC接続を

修復します。可能な場合は、FC接続が切断

される前にそのディスクを保有していたノ

ードにディスクを移動します。このDW-

GroupのステータスがERROR/DISABLEDの場

合、ステータスがERRORの断片をオンライ

ンに設定します。これにより、無効となっ

ている断片をリカバリできます。 

5122 エラー Error:DuplexDataManager Service could not initialize. 

 
 

正常なインストールを確認してください。 

5123 エラー Error:DuplexDataManager Service - Consistency Check (SCSI address) READ 

at block number <block> failed.  
比較データは SCSIPassThrough コマンドを使用して双方の断片から読み込まれ 

ます。マルチパスの場合、有効パスが使用されます。  
比較中に有効パスが変化した場合、一貫性検査はエラーを伴って失敗します。従
ってマルチパス自動バランス機能は無効にしてください。また、断片の移動やク

ラスタリソースを他のノードへ移動した場合、一貫性検査は終了されます。別の
失敗原因として、一列に並んでいないブロック非同期 I/O によるものも考えら 

構成を確認してください。 
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れます（例: pagefile.sys）。 

5125 エラー Error:DuplexDataManager Service - Consistency Check (SCSI address of both 
pieces) READ at block number <number> failed. 

比較データは SCSIPassThrough コマンドを使用して双方の断片から読み込まれ 
ます。  
 

1.）マルチパスの場合、有効パスが使用さ

れます。比較中に有効パスが変化した場合

、一貫性検査はエラーを伴って失敗します

。従ってマルチパス自動バランス機能は無

効にしてください。  

1.）また、断片の移動やクラスタリソース

を他のノードへ移動した場合、一貫性検査

は終了されます。  

1.）別の失敗原因として、一列に並んでい

ないブロック非同期I/Oによるものも考え

られます（例: pagefile.sys）。 

5126 エラー Error:DuplexDataManager Service - Consistency Check (SCSI addresses of 
both pieces) failed.The data is different at block number <block>. 

構成を確認してください。一列に並んでい

ないブロック非同期I/O（例: 

pagefile.sys）により、DuplexWrite 

断片間に違いが生じます。  

この場合、一貫性チェックは有効ではあり

ません。一貫性を確保するには、ファイル

システムを確認し、1 つの断片を無効 

にして、リカバリを開始してください。 

5127 エラー 
Error:DuplexDataManager Service - Consistency Check (SCSI addresses of 
both pieces) failed (no normal termination). 

このイベントをFujitsuヘルプデスクに報

告してください。 

5129 エラー Error:DuplexDataManager Service - Consistency Check (SCSI addresses of 

both pieces) canceled at block number <block>.There are <number> 
different blocks found! 

ユーザにより、一貫性チェックがキャンセルされました。 

ブロックが異なる場合にのみ、以下の処置

を実行してください。構成を確認してくだ

さい。一列に並んでいないブロック非同期

I/O（例: pagefile.sys）により、 

DuplexWrite 断片間に違いが生じます。  

この場合、一貫性チェックは有効ではあり

ません。一貫性を確保するには、ファイル

システムを確認し、1 つの断片を無効に 

して、リカバリを開始してください。 

5131 エラー Error:DuplexDataManager Service - Consistency Check (SCSI addresses of 

both pieces) finished with <number> different blocks found. 

ブロックが異なる場合にのみ、以下の処置

を実行してください。構成を確認してくだ

さい。  

一列に並んでいないブロック非同期 I/O 
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（例: pagefile.sys）により、 

DuplexWrite 断片間に違いが生じます。  

この場合、一貫性チェックは有効ではあり

ません。一貫性を確保するには、ファイル

システムを確認し、1つの断片を無効にし

て、リカバリを開始してください。 

5132 エラー DuplexDataManager Service - read / write, block number, SCSI address, 

SCSI status 
 

5133 エラー Error:DuplexDataManager Service - Found inconsistent signatures in 

DuplexWrite group <SCSI addresses and disk signature of both pieces>. 
マスターブートレコード（MBR）のディス

ク署名が変更されていないかどうかを確認

してください。ユーティリティ「ddmutil.

exe」を使用して、この問題を解決してく

ださい。 

5135 エラー Error:DuplexDataManager Service - Fatal error caught in routine <thread>. DuplexDataManager を再起動してくださ 

い。 

5138 エラー Error:DuplexDataManager Service - CloneData (<SCSI address>) failed (no 

normal termination). 

DuplexDataManager を再起動してくださ 

い。 

 

5139 エラー Error:DuplexDataManager Service - CloneData (<SCSI address> of device) 

READ at block number <block number> failed. 

ソースディスクが破損している可能性があ

ります。このディスク/LUN を確認して 

ください。 

5140 エラー Error:DuplexDataManager Service - CloneData (<SCSI address> of device) 

WRITE at block number <block number> failed. 

対象ディスクが破損している可能性があり

ます。このディスク/LUNを確認してくださ

い。 

5144 エラー Error:DuplexDataManager Service –  CloneData <SCSI address>).<text>. 

テキスト: 
- Terminate CloneData because status of source piece changed 
- Disable before delta CloneData failed 
- Recover start failed 

この DuplexWriteGroup のリカバリを開始 
してください。 

5151 エラー Error:DuplexDataManager Service - Due starting the DuplexDataManager 

service the process ddmwatch.exe is still running / hanging. 
Windows タスクマネージャーを使用して 

ddmwatch.exe を終了させ、 

DuplexDataManager サービスを再起動して 

ください。 

5152 エラー Error:DuplexDataManager Service - MultiPath configuration changed.  
パス<SCSI アドレスとディスク署名>がi不足しています。現在の構成が正しい 

実際の構成が正しい場合は、Microsoft 

管理コンソール（MMC）スナップインでこ
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場合は、MMC スナップインでこの構成を承認して、このエラーメッセージを 
除外してください。 

の構成を承認して、このエラーメッセージ

を除外してください。 

5156 警告 Warning:DuplexDataManager Service - MPIO path (PathId 0x<PathId>, <SCSI 

address>) to device <device> is removed/failed. 

ファイバチャネルの接続、外部ストレージ

、ファイバチャネルスイッチ、およびホス

トバスアダプタを確認して、理由を発見し

てください。 

5157 エラー Error:DuplexDataManager Service - <Text>. 

テキスト: 
- Set MPIO path <SCSIアドレス> to Failed. 
- MPIO device <デバイス> (<SCSIアドレス>) is removed. 
- MPIO path (PathId 0x<パスID>, <SCSIアドレス>) to device <デバイス> is 

removed/failed. 
- MPIO Path status for device <デバイス> (<SCSI アドレス>) changed from 
Active to Failed. 

- MPIO Path status for device <デバイス> (<SCSI アドレス>) changed from 
Standby to Failed. 
- MPIO path <SCSI アドレス> failed.Retry successful on other port. 

ファイバチャネルの接続、外部ストレージ

、ファイバチャネルスイッチ、およびホス

トバスアダプタを確認して、理由を発見し

てください。 

6144 エラー Error:DuplexDataManager MPIO event watch process - Fatal error caught in 

routine MPIOWatchThread. 
DuplexDataManager を再起動してくだ 

さい。 

 
 

 

 
      

10. QLogic Fibre Channel Adapter 
 

コントローラ:QLogic Adapter QLA1040 NT  

イベントログ名:システム 

ソース名:“ql10wnt” 

イベントの有効化については、6ページ「コントローラドライバのイベント」章をご覧ください。 

 

“QL10WNT_11” 
         

イベントID,  

Detail Event 

種類 メッセージ/説明 エラーの解決方法/処置 
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Code 最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡 

ください。 

11 

4001xxxx 

エラー Invalid mailbox command 
xxxx = mailbox1, yyyy = mailbox2, zz = command 

 

11 

4002xxxx 

エラー Host interface error 

xxxx = mailbox1, yyyy = mailbox2, zz = command 
 

11 

4003xxxx 

エラー Mailbox command test failed 

xxxx = mailbox1, yyyy = mailbox2, zz = command 

 

11 

4005xxxx 

エラー Mailbox command error 

xxxx = mailbox1, yyyy = mailbox2, zz = command 

 

11 

4006xxxx 

エラー Mailbox command parameter error 

xxxx = mailbox1, yyyy = mailbox2, zz = command 

 

11 

80010000 

エラー Reset detected  

11 

8002xxxx 

エラー RISC system error 

xxxx = mailbox1, yyyy = mailbox2, zzzz = mailbox3 
 

11 

8003xxxx 

エラー RISC request queue transfer error  

xxxx = mailbox1, yyyy = mailbox2, zzzz = mailbox3 
 

11 

8004xxxx 

エラー RISC response queue transfer error  

xxxx = mailbox1, yyyy = mailbox2, zzzz = mailbox3 
 

11 

F0000000 

エラー Restarting RISC firmware  

11 

F0010000 

エラー Invalid IOCB/IOSB handle from RISC xxxx = IOCB/IOSB handle  

11 

F0020000 

エラー Invalid entry type in response queue xx = response queue entry type  

11 

F0030002 

エラー Command DMA direction error xx = CDB opcode yy = target loop ID  

11 

F0030004 

エラー Reset command completion error xx = CDB opcode yy = target loop ID  

11 

F0030005 

エラー Command aborted by OS xx = CDB opcode yy = target loop ID  

11 

F0030006 

エラー Command timeout error xx = CDB opcode yy = target loop ID  
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11 

F003001C 

エラー Target device queue full (SCSI status 28 from target) xx = CDB opcode 

yy = target loop ID 
 

11 

F0040000 

エラー Command not returned error  

11 

F0050000 

エラー Mailbox command error xx = mailbox command opcode  

11 

F0060000 

エラー Mailbox command timeout error xx = mailbox command opcode  

11 

F0070000 

エラー Invalid response queue pointer from RISC xxxx = response queue 

pointer 

 

11 

F0080000 

エラー Invalid/unexpected async event code from RISC xxxx = async event code  

 

「イベント ID/Detail Event Code」に関する注: 

イベント ID は、すべてのログエントリに対して常に 11 です。 

Event Detail Display のデータの形式を「Words」に設定すると、Detail Event Code が表示されます。このコードはオフセット 34h にあります。 

 

 

 

コントローラ:QLogic Adapter QLA1080 NT  

イベントログ名:システム 

ソース名:“ql1080” 

イベントの有効化については、6 ページ「コントローラドライバのイベント」章をご覧ください。 

 

“QL1080_11” 
         

イベントID,  

Detail Event 

Code 

種類 メッセージ/説明 エラーの解決方法/処置 

 

最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡 

ください。 

11 

4001xxxx 

... 

F0080000 

エラー EventLog entries like table QLogic Adapter QLA1040 NT  

11 エラー Resetting SCSI bus  
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F0090000 

11 

F00A0000 

エラー Invalid Offset IOCB/IOSB from risc xxxx = Offset  

11 

F00B00xx 

エラー SCSI Bus Dead xx = Low bits indicate the bus number.  

 

「イベント ID/Detail Event Code」に関する注: 

イベント ID は、すべてのログエントリに対して常に11です。 

Event Detail Display のデータの形式を「Words」に設定すると、Detail Event Code が表示されます。このコードはオフセット 34h にあります。 

 

 

 

コントローラ:QLogic Adapter QL2x00 NT  

イベントログ名:システム 

ソース名:“ql2100”, “ql2200” 

イベントの有効化については、6ページ「コントローラドライバのイベント」章をご覧ください。 

 

“QLA2100_11” 
         

イベントID,  

Detail Event 

Code 

種類 メッセージ/説明 エラーの解決方法/処置 

 

最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡 

ください。 

11 

4001xxxx 

エラー Invalid mailbox command 
xxxx = mailbox1, yyyy = mailbox2, zz = command 

 

11 

4002xxxx 

エラー Host interface error 

xxxx = mailbox1, yyyy = mailbox2, zz = command 
 

11 

4003xxxx 

エラー Mailbox command test failed 

xxxx = mailbox1, yyyy = mailbox2, zz = command 
 

11 

4005xxxx 

エラー Mailbox command error 

xxxx = mailbox1, yyyy = mailbox2, zz = command 
 

11 

4006xxxx 

エラー Mailbox command parameter error 

xxxx = mailbox1, yyyy = mailbox2, zz = command 
 

11 

8002xxxx 

エラー Firmware AEN (8002):System error 

xxxx = mailbox1, yyyy = mailbox2, zzzz = mailbox3 
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11 

8003xxxx 

エラー Firmware AEN (8003):Request queue transfer error 

xxxx = mailbox1, yyyy = mailbox2, zzzz = mailbox3 

 

11 

8004xxxx 

エラー Firmware AEN (8004):Response queue transfer error 

xxxx = mailbox1, yyyy = mailbox2, zzzz = mailbox3 

 

11 

80100000 

エラー Firmware AEN (8010):LIP occurred 

xxxx = mailbox1 

 

11 
80480000 

エラー Firmware AEN (8048):RND error 

xxxx = mailbox1 provided by firmware 

yyyy = mailbox2 provided by firmware 

 

11 

F0010000 

エラー Invalid handle from Firmware 

xxxx = handle 

 

11 

F0020000 

エラー 
Invalid entry type in response queue 

xx = response queue entry type 

 

11 

F0030002 

エラー Firmware IO completion status (02):A DMA error occurred 

xx = CDB opcode, yy = target loop ID 

 

11 

F0030003 

エラー Firmware IO completion status (03):Transport error 
xx = CDB opcode, yy = target loop ID 

 

11 

F0030004 

エラー Firmware IO completion status (04):The Lip reset occurred 
xx = CDB opcode, yy = target loop ID 

 

11 

F0030005 

エラー Firmware IO completion status (05):IO aborted by OS 

xx = CDB opcode, yy = target loop ID 

 

11 

F0030006 

エラー Firmware IO completion status (06):IO timeout 

xx = CDB opcode, yy = target loop ID 

 

11 

F003001C 

エラー Firmware IO completion status (1c):Target responded with queue full 

xx = CDB opcode, yy = target loop ID 

 

11 

F0030028 

エラー Firmware IO completion status (28):Target port not currently logged 

in 

xx = CDB opcode, yy = target loop ID 

 

11 

F0030029 

エラー 
Firmware IO completion status (29):Target port logged out 
xx = CDB opcode, yy = target loop ID 

 

11 

F003002A 

エラー Firmware IO completion status (2A):Port configuration changed 

xx = CDB opcode, yy = target loop ID 
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11 

F0060000 

エラー Mailbox command timeout error 

xx = mailbox command opcode 

 

11 

F0070000 

エラー Invalid response queue pointer from firmware 

xxxx = response queue pointer 

 

11 

F0080000 

エラー Invalid/unexpected async event code from firmware 

xxxx = async event code 

 

11 

F00B0000 

エラー Reset ISP chip failed  

11 

F00D0000 

エラー Failed to allocate non-cached memory  

11 

F00E0000 

エラー Failed to map ISP registers  

11 

F00F0000 

エラー Failed to load firmware  

11 

F0100000 

エラー Failed to start firmware 

xxxx = mailbox0 

 

11 

F0110000 

エラー Failed to initialize firmware 
xxxx = mailbox0 

 

11 

F0120000 

エラー Failed to get firmware state 

xxxx = mailbox0 

 

11 

F0180000 

エラー Excessive link errors.Loop down 

xx = Number of link errors per second 

 

11 

F0190000 

エラー Verify firmware checksum failure  

11 

F01A0000 

エラー Invalid IP handle from RISC 

xxxx = IP handle 

 

11 

F01C0000 

エラー Bad type field in IOCB from firmware  

11 

F01D0000 

エラー Error down loading post firmware  

11 

F01Exxxx 

エラー Error running post firmware 
xxxx = mailbox0 
yyyy = mailbox1 
zzzz = mailbox2 
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11 

F01Fxxyy 

エラー Dma 64 bit (PAE) configuration (for information only) 

configuration (for information only) 
xx = DMA 64 Bit Address flag set by Windows 
yy = DMA 64 Bit Address flag set by driver 
zzzzzzzz = driver adapter flags 

 

11 

F0200000 

エラー Error ISP not accessible 

xxxx = ISP host command and control 
yyyy = ISP interrupt status 

 

11 

F0220000 

エラー External risc ram parity error 

Error xxxx = number of parity errors detected 

 

11 

F0230000 

エラー Sub vendor ID did not match (for information only) 
match (for information only) 
xxxx = actual sub-vendor ID, yyyy = expected sub-vendor ID 

 

11 

F0240000 

エラー 
Invalid interrupt status 
xxxxxxx = interrupt status value 

 

11 

F0250000 

エラー Error assigning slot resources 
xxxxxxxx = status code returned from the OS 

 

11 

A0000001 

エラー Timeout occurred. 
QLDirect ドライバはミニポートドライバにIO要求を送信しました。この要 
求のタイムアウト時間内にミニポートドライバから応答を受信しませんでし
た。ミニポートドライバは通常、実行されていない IO の時間を計るために 

HBA ファームウェアとともに動作します。このエラーはミニポート機構が 
動作せず、QLDirect 機構が要求に対してタイムアウトしなければならな 
かったことを示しています。QLDirectはバスリセットを発生させてミニポー

ト／HBA のリセットを試みます（次のイベント A0000008 をご覧くださ 
い）。 

 

11 

A0000002 

エラー SRB Extension allocation failed 
QLDirect ドライバはIO要求を処理するために必要なセカンダリデータ構造 
を割り当てることができませんでした。IO要求はエラーステータスで終了さ
れます。使用可能な SRB Extension の数は QLDirect のインストール時に 

セットアップされるレジストリ設定で制御されます。QLDirect を再インス 
トールし、同時未実行コマンドの最大数を増やしてください。 

 

11 エラー Address translation failed 
translation failed 
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A0000004 

 

QLDirect ドライバは上位層からのIO要求を通過させました。データ転送に 
対する不正なメモリアドレスを保有したデバイスドライバです。要求は記録
し、対処するために SCSI ポートドライバに渡されます。 

11 

A0000005 

エラー Completion queue is full. 

ミニポートドライバはIOの完了を QLDirect ドライバに通知しようと試み 

ましたが、QLDirect ドライバは完了を処理できません。 

 

11 

A0000006 

エラー Pool allocation failed. 

QLDirect ドライバは非ページプールからのメモリ割り当てに失敗しまし 
た。 

 

11 

A0000007 

エラー Scatter/gather build failed. 

QLDirect ドライバは上位層からのIO要求を通過させましたが、転送をマッ 
ピングするためのメモリ散乱／収集リストを構築できませんでした。IO 
要求は上位層デバイスドライバにエラーステータスを伴って返されました。 

 

11 

A0000008 

エラー Resetting bus. 

QLDirect ドライバはエラー状態（I/Oタイムアウトなど）を検出し、ミニ 

ポートドライバまたは HBAにSCSI リセットバスを発行してエラーからのリ 
カバリを試みています。 

 

 

「イベントID/Detail Event Code」に関する注: 

イベント ID は、すべてのログエントリに対して常に11です。 

Event Detail Display のデータの形式を「Words」に設定すると、Detail Event Code が表示されます。このコードはオフセット 34h にあります。 

 

 

 

コントローラ:QLogic Fibre Channel Windows Miniport Adapter QLA2300  

イベントログ名:システム 

ソース名:“ql2300” 

イベントの有効化については、6 ページ「コントローラドライバのイベント」章をご覧ください。 

 

“QL2300_11” 
         

イベント 

ID=11,  

Detail Event 

Code 

種類 メッセージ  説明 エラーの解決方法/処置 
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11 

00020000 

エラー Firmware IOCB completion 

status (02): 
A DMA error occurred 
xx = CDB opcode 
yy = target loop ID  

ファームウェアグループによる分析のため 

Qlogic サポートにイベントデータを送信 

してください。 

ファームウェアグループによる分析のため 

Qlogic サポートにイベントデータを送信 

してください。 

11 

00030000 

エラー Firmware IOCB completion 

status (03):Transport error 
xx = CDB opcode 
yy = target loop ID 

ファームウェアグループによる分析のため 

Qlogic サポートにイベントデータを送信 

してください。 

ファームウェアグループによる分析のため 

Qlogic サポートにイベントデータを送信 

してください。 

11 

4001xxxx 

エラー Firmware mailbox command 

completion status:Invalid 

mailbox command  
xxxx = mailbox1, yyyy = 

mailbox2, zzzz = mailbox 

command 

ファームウェアグループによる分析のため 

Qlogic サポートにイベントデータを送信 

してください。 

ファームウェアグループによる分析のため 

Qlogic サポートにイベントデータを送信 

してください。 

11 

4002xxxx 

エラー Firmware mailbox command 

completion status:Host 

interface error 
xxxx = mailbox1, yyyy = 

mailbox2,  zzzz = mailbox 

command 

ハードウェア DMA エラーです。アダプタを 

交換してください。  

ファームウェアグループによる分析のため 

Qlogic サポートにイベントデータを送信 

してください。 

ファームウェアグループによる分析のため 

Qlogic サポートにイベントデータを送信 

してください。 

11 
4FFF0000 

エラー Driver detected mailbox 

command timeout 
xxxx =mailbox command 

ファームウェアグループによる分析のため 

Qlogic サポートにイベントデータを送信 

してください。 

UsedtobeF0060000 

ファームウェアグループによる分析のため 

Qlogic サポートにイベントデータを送信 

してください。 

 

11 

8002xxxx 

エラー 
Firmware AEN (8002):System 

error 
xxxx = mailbox1, yyyy = 

mailbox2, zzzz = mailbox3 

ファームウェアグループによる分析のため 

Qlogic サポートにイベントデータを送信 

してください。 

ファームウェアグループによる分析のため 

Qlogic サポートにイベントデータを送信 

してください。 

11 

8003xxxx 

エラー 
Firmware AEN (8003):Request 

queue transfer error xxxx = 

ファームウェアグループによる分析のため 

Qlogic サポートにイベントデータを送信 

ファームウェアグループによる分析のため 

Qlogic サポートにイベントデータを送信 
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mailbox1, yyyy = mailbox2, 

zzzz = mailbox3 

してください。 してください。 

11 

8004xxxx 

エラー Firmware AEN (8004):Response 

queue transfer error 
xxxx = mailbox1, yyyy = 

mailbox2, zzzz = mailbox3 

ファームウェアグループによる分析のため 

Qlogic サポートにイベントデータを送信 

してください。 

ファームウェアグループによる分析のため 

Qlogic サポートにイベントデータを送信 

してください。 

11 

8FF9xxxx 

エラー 
Bad type field in IOCB from 

firmware 
xxxx = IOCB word 0, yyyy = 

scsi status, zzzz = 

completion status 

ファームウェアグループによる分析のため 

Qlogic サポートにイベントデータを送信 

してください。 

UsedtobeF01C0000 

ファームウェアグループによる分析のため 

Qlogic サポートにイベントデータを送信 

してください。 

 

11 

8FFA0000 

エラー Invalid interrupt status 

xxxxxxxx = interrupt status 

value 

ファームウェアグループによる分析のため 

Qlogic サポートにイベントデータを送信 

してください。 

UsedtobeF0240000 

ファームウェアグループによる分析のため 

Qlogic サポートにイベントデータを送信 

してください。 

 

11 

8FFBxxxx 

エラー Invalid handle from Firmware 
xxxx = handle, yyyy = scsi 

Status, zzzz = completion 

status 

ファームウェアグループによる分析のため 

Qlogic サポートにイベントデータを送信 

してください。 

UsedtobeF0010000 

ファームウェアグループによる分析のため 

Qlogic サポートにイベントデータを送信 

してください。 

 

11 

8FFCxxxx 

エラー Invalid entry type in 

response queue 
xxxx = response queue entry, 

yyyy = SCSI Status, zzzz = 

completion status 

ファームウェアグループによる分析のため 

Qlogic サポートにイベントデータを送信 

してください。 

UsedtobeF0020000 

ファームウェアグループによる分析のため 

Qlogic サポートにイベントデータを送信 

してください。 

 

11 

8FFDxxxx 

エラー Invalid IP handle from 

firmware 
xxxx = IP handle, yyyy = 

scsi Status, zzzz = 

completion status 

ファームウェアグループによる分析のため 

Qlogic サポートにイベントデータを送信 

してください。 

UsedtobeF01A0000 

ドライバグループによる分析のため 

Qlogic サポートにイベントデータを送信 

してください。 

11 エラー Invalid response queue 
ドライバおよびファームウェアグループに ドライバグループによる分析のため 
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8FFExxxx pointer from firmware 
xxxx = response queue 

pointer, yyyy = scsi status, 

zzzz = completion status 

よる分析のため Qlogic サポートにイベン 

トデータを送信してください。 

UsedtobeF0070000 

Qlogic サポートにイベントデータを送信 

してください。 

11 

8FFFxxxx 

エラー Invalid async event code 

from firmware 
xxxx = mailbox1, yyyy = 

mailbox2, zzzz = async event 

code 

ファームウェアグループによる分析のため 

Qlogic サポートにイベントデータを送信 

してください。 

UsedtobeF0080000 

ドライバグループによる分析のため 

Qlogic サポートにイベントデータを送信 

してください。 

11 

E0010000 

エラー Fail to allocate non-cached 

memory 
分析のためQLogicサポートにイベントデー

タを送信してください。 

UsedtobeF00D0000 

ドライバグループによる分析のため 

Qlogic サポートにイベントデータを送信 

してください。 

11 

E0020000 

エラー Fail to map ISP 

registersPleasesendtheeventd

atatoQLogicsupportforanalysi

s. 

UsedtobeF00E0000 

F00Bxxxx 

ドライバグループによる分析のため 

Qlogic サポートにイベントデータを送信 

してください。 

11 

F00Bxxxx 

エラー Reset ISP chip failed 
xxxx = mailbox register 0, 

yyyy = mailbox register 1, 

zzzz = mailbox register 2 

分析のため Qlogic サポートにイベント 

データを送信してください。 

ドライバグループによる分析のため 

Qlogic サポートにイベントデータを送信 

してください。 

11 

F00F0000 

エラー Fail to load firmware 分析のため Qlogic サポートにイベント 

データを送信してください。 

ドライバグループによる分析のため 

Qlogic サポートにイベントデータを送信 

してください。 

11 

F0100000 

エラー Fail to execute firmware 
xxxx = mailbox command 

status 

分析のため Qlogic サポートにイベント 

データを送信してください。 

ドライバグループによる分析のため 

Qlogic サポートにイベントデータを送信 

してください。 

11 

F0110000 

エラー Fail to initialize firmware 
xxxx = mailbox command 

status 

分析のため Qlogic サポートにイベント 

データを送信してください。 

ドライバグループによる分析のため 

Qlogic サポートにイベントデータを送信 

してください。 

11 

F0120000 

エラー Fail to get firmware state 
xxxx = mailbox command 

status 

分析のため Qlogic サポートにイベント 

データを送信してください。 

ドライバグループによる分析のため 

Qlogic サポートにイベントデータを送信 

してください。 

11 

F0190000 

エラー Verify firmware checksum 

failure 
分析のため Qlogic サポートにイベント 

データを送信してください。 

ドライバグループによる分析のため 

Qlogic サポートにイベントデータを送信 
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xxxx =mailbox command status してください。 

11 

F01D0000 

エラー Fail to load post firmware 分析のため Qlogic サポートにイベント 

データを送信してください。 

ドライバグループによる分析のため 

Qlogic サポートにイベントデータを送信 

してください。 

11 

F01Exxxx 

エラー Post error 
xxxx = mailbox0, yyyy = 

mailbox1, zzzz = mailbox2 

ファームウェアグループによる分析のため 

Qlogic サポートにイベントデータを送信 

してください。 

 

ドライバグループによる分析のため 

Qlogic サポートにイベントデータを送信 

してください。 

11 

F0200000 

エラー Error ISP not accessible 
xxxx = ISP host command and 

control, yyyy =ISP interrupt 

status 

分析のため Qlogic サポートにイベント 

データを送信してください。 

ドライバグループによる分析のため 

Qlogic サポートにイベントデータを送信 

してください。 

11 

F0220000 

エラー 
Risc ram parity error 
xxxxxxxx = ISP Risc to Host 

Status 

ファームウェアグループによる分析のため 

Qlogic サポートにイベントデータを送信 

してください。 

ドライバグループによる分析のため 

Qlogic サポートにイベントデータを送信 

してください。 

11 

F0230000 

エラー NVRam checksum error 
xxxx = Expected, yyyy = 

Actual 

ドライバグループによる分析のため Qlogic 

サポートにイベントデータを送信してくだ

さい。 

ドライバグループによる分析のため 

Qlogic サポートにイベントデータを送信 

してください。 

11 

F0240000 

エラー Fail to locate FW from flash ドライバグループによる分析のため Qlogic 

サポートにイベントデータを送信してくだ

さい。 

ドライバグループによる分析のため 

Qlogic サポートにイベントデータを送信 

してください。 

 

「イベント ID/Detail Event Code」に関する注: 

イベント ID は、すべてのログエントリに対して常に11です。 

Event Detail Display のデータの形式を「Words」に設定すると、Detail Event Code が表示されます。このコードはオフセット 34h にあります。 

  

 

 

 

11. Emulex Fibre Channel Adapter 
 

コントローラ:Emulex Fibre Channel adapter 

LP10000DC、LP10000、LP9802DC、LP9802、LP982、LP101、LP8000、LP8000DC、LP850、LP9000、LP9002、LP9002DC、LP9402DC、LP952、LP7000E 
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イベントログ名:システム 

ソース名（インストールされたコントローラに従う） 

1 FC Port Driver (W2K/W2K3):“elxsli2” 

2 StorPort Miniport (W2K3):“elxstor” 

3 SCSIPort (W2K):“lpxnds” 

 

イベントの有効化については、6 ページ「コントローラドライバのイベント」章をご覧ください。 

 

“ELXSTOR_nn”、   nn = イベントID 

“ELXLPX_nn”、    nn = イベントID 
 

イベントID 種類 説明 エラーの解決方法/処置 

 

最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡 

ください。 

02 警告 ドライバ状態の警告メッセージ  

03 エラー ドライバ状態のエラーメッセージ  

04 エラー I/Oスペースの中のレジスタスペースをマッピングできませんでした。  

05 エラー メモリのレジスタスペースをマッピングできませんでした。  

06 エラー メモリのオンボード SLIM スペースをマッピングできませんでした。  

07 エラー %xのため、接続中断できませんでした。  

08 警告 Mailbox コマンドが失敗しました。  

09 エラー %xのため、デバイスオブジェクトを作成できませんでした。  

10 エラー IOCB_CONTINUE をアセンブルし、および新規コマンドを入手しました。  

11 エラー リンクが不安定、または／および使用不可です。  

12 エラー MBATT が設定されましたが、Mailbox はアダプタが所有しています。  

13 エラー IRP を SCSIInquiry コマンドに割り当てられませんでした。  

14 警告 デバイスは対応していない SCSI デバイスタイプです。  

15 エラー IRP を SCSIPassThroughIOCTL に割り当てられませんでした。  

16 エラー 対応していない SRBFunction コード:%xを伴った LOGI タイムアウト  

17 警告 エラーを伴って完了した SRB、SrbStatus:%xを伴った LOGI タイムアウト  

18 エラー エラー注意中断:%x、ボードリセット  

19 警告 FC-ALPORTBYPASSプリミティブの受信  

20 エラー 無効な mailbox コマンドのため発生した中断:%xを伴った LOGI タイム  
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アウト 

21 エラー Mailbox エラー発生:%xを伴った LOGI タイムアウト  

22 エラー REL ダウンロードでの不明イメージヘッダータイプ  

23 エラー ロードリストヘッダー読み込みに失敗しました。  

24 エラー ロードエントリ取得に失敗しました。  

25 エラー 不明イメージタイプ:%xを伴った LOGI タイムアウト  

27 エラー 不明なアダプタが検出されました:%x（**）  

28 エラー スロットリソース割り当てに失敗しました:%xを伴った LOGI タイムアウト  

29 エラー I/Oスペース以外のポート登録。  

30 エラー ポート登録は 32 ビットアドレススペース内にしてください。  

31 エラー メモリ登録はメモリスペース内にしてください。  

32 エラー メモリ登録をマッピングできませんでした。  

33 エラー SLIM はメモリスペース内にしてください。  

34 エラー オンボード SLIM をマッピングできませんでした。   

37 警告 ノード DID:%xを伴った LOGI タイムアウト  

38 エラー ファームウェアトラップ  

39 エラー Linkneverupatboot  

43 エラー IRPのSCSI Request Sense コマンド割り当てに失敗しました。  

44 エラー ユーザ SNS ログオンは保留になる要求を伴わず完了しました。  

 

 

 

 

コントローラ:Emulex Fibre Channel adapter 

LP10000DC、LP10000、LP9802DC、LP9802、LP982、LP101、LP8000、LP8000DC、LP850、LP9000、LP9002、LP9002DC、LP9402DC、LP952、LP7000E、LPe110

02、LPe1150、およびBX600-FC42E 

 

イベントログ名:システム 

ソース名（インストールされたコントローラに従う） 

4 StorPort Miniport (W2K3):“elxstor” 

 

イベントの有効化については、6 ページ「コントローラドライバのイベント」章をご覧ください。 

“ELXSTOR_0” 
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イベントID = 

0,  

Value at 

Offset 10 

種類 説明 エラーの解決方法/処置 

 

最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡 

ください。 

0x00 エラー 共有エリアを割り当てられません。  

0x01 エラー 共有エリアを割り当てられません。  

0x02 エラー 共有エリアを割り当てられません。  

0x03 エラー 初期化コマンドを発行できません。  

0x04 エラー 初期化コマンドが失敗しました。  

0x05 エラー 不明アダプタタイプです。  

0x06 エラー 認識できないアダプタタイプです。  

0x07 エラー 不揮発性パラメータの書き込みに失敗しました。  

0x08 エラー 無効なリンクスピードの選択です。  

0x09 エラー 構成コマンドが失敗しました。  

0x0A エラー 構成コマンドが失敗しました。  

0x0B エラー 構成コマンドが失敗しました。  

0x0C エラー ポート共有バッファを割り当てられません。  

0x0D エラー 構成コマンドが失敗しました。  

0x0E エラー 構成コマンドが失敗しました。  

0x0F エラー 構成コマンドが失敗しました。  

0x10 エラー 構成コマンドが失敗しました。  

0x11 エラー 初期化コマンドが失敗しました。  

0x12 エラー 0x03 と同様ですが再初期化のためです。  

0x13 エラー 0x04 と同様ですが再初期化のためです。  

0x14 エラー 0x05 と同様ですが再初期化のためです。  

0x15 エラー 0x06 と同様ですが再初期化のためです。  

0x16 エラー 0x08 と同様ですが再初期化のためです。  

0x17 エラー 0x0A と同様ですが再初期化のためです。  

0x18 エラー 0x0B と同様ですが再初期化のためです。  

0x19 エラー 0x0D と同様ですが再初期化のためです。  

0x1A エラー 0x0E と同様ですが再初期化のためです。  

0x1B エラー 0x0F と同様ですが再初期化のためです。  

0x1C エラー 0x10 と同様ですが再初期化のためです。  

0x1E エラー 0x11 と同様ですが再初期化のためです。  
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0x1F エラー 内部リソース割り当てエラー: 操作プール  

0x20 エラー 内部リソース割り当てエラー: mailbox プール  

0x21 エラー ポートはオフラインになりました。  

0x22 エラー アダプタは無効になりました。  

0x23 エラー ポートはオンラインになりました。  

0x24 エラー ファームウェアトラップ：致命的アダプタエラーです。  

0x25 エラー 不特定な致命的アダプタエラーです（bit 8-31はタイプを表示します）。  

0x26 エラー 無効状態: 注意  

0x27 エラー 無効状態：操作要求  

0x28 エラー 無効状態：操作要求  

0x29 エラー リカバリ可能アダプタエラー: デバイスは自動再開しました。  

0x2A エラー Mailbox コマンドタイムアウト: アダプタはリセットされました。  

0x2B エラー MSI 構成エラーです。  

0x2C エラー MSI 構成エラーです。  

0x2D エラー 不正な応答タグ値です。  

0x2E エラー 不正な応答タグ値です。  

0x2F エラー 破棄された応答タグです。  

0x30 エラー リソース割り当てエラーです。  

0x31 エラー 認識できないコマンドです。  

0x32 エラー 注意が必要な処理に対する不十分な操作です。  

0x33 エラー 無効リンク状態です。  

0x34 エラー 構成コマンドのリソース割り当てエラーです。  

0x35 エラー リソース割り当てエラーです。  

0x36 エラー 初期化コマンドが失敗しました（ステータスはbit 8-31 内です）  

0x37 エラー リソース割り当てエラーです。  

0x38 エラー リソース割り当てエラーです。  

0x39 エラー 操作を割り当てられません。  

0x3A エラー Discovery コマンドが失敗しました（ステータスは bit 8-31 内です）  

0x3B エラー リソース不足（不十分な RPIｓ）による Discovery エラーです  

0x3C エラー 操作を割り当てられません。  

0x3D エラー 操作を割り当てられません。  

0x3E エラー Discovery エレメントを割り当てられません。  

0x3F エラー PRLI コマンドを命令できません。  
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0x40 エラー 操作を割り当てられません。  

0x41 エラー 操作を割り当てられません。  

0x42 エラー 操作を割り当てられません。  

0x43 エラー 無効な FLOGI パラメータです。  

0x44 エラー 操作を割り当てられません。  

0x45 エラー Point to Point FLOGI の再試行回数が限界になりました。  

0x47 エラー 操作を割り当てられません。  

0x48 エラー ELS コマンドは交換できません。  

0x49 エラー ELS コマンドエラーです（ステータスはbit 8-31 内です）。  

0x4A エラー ELS コマンドが失敗しました。  

0x4B エラー 無効な PLOGI パラメータです。  

0x4C エラー PLOGI の再試行回数が限界になりました。  

0x4D エラー 操作を割り当てられません。  

0x4E エラー 操作を割り当てられません。  

0x4F エラー PDISC の再試行回数が限界になりました。  

0x50 エラー 操作を割り当てられません。  

0x51 エラー ADISC への存在しないノードの要求です。  

0x52 エラー 操作を割り当てられません。  

0x53 エラー ADISC 応答のWWPN不一致です。  

0x54 エラー ADISC 応答のWWNN不一致です。  

0x55 エラー ADISC の再試行回数が限界になりました。  

0x56 エラー 操作を割り当てられません。  

0x57 エラー 操作を割り当てられません。  

0x58 エラー 操作を割り当てられません。  

0x59 エラー LOGO の再試行回数が限界になりました。  

0x5B エラー 無効な PRLI パラメータです。  

0x5C エラー 操作を割り当てられません。  

0x5C エラー PRLI の再試行回数が限界になりました。  

0x5E エラー 操作を割り当てられません。  

0x5F エラー PRLO の再試行回数が限界になりました。  

0x60 エラー 操作を割り当てられません。  

0x61 エラー FAR の再試行回数が限界になりました。  

0x63 エラー 有効な構造ログインがない構造コマンドの命令を試行しました。  
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0x64 エラー 操作を割り当てられません。  

0x65 エラー Fabric コマンドの発行エラーです（ステータスは bit 8-31 内です）。  

0x66 エラー 無効な fabric コマンドタイプです。  

0x67 エラー 操作を割り当てられません。  

0x6A エラー 無効な fabric コマンドサブタイプです。  

0x6C エラー 名称サーバ応答エラーです（ステータスは bit 8-31 内です）。  

0x6D エラー 名称サーバ応答エラーです（ステータスは bit 8-31 内です）。  

0x6E エラー 操作を割り当てられません。  

0x6F エラー 状態変更登録エラーです。  

0x70 エラー 操作を割り当てられません。  

0x71 エラー 対応していない ELS コマンドを受信しました（タイプは bit 8-31 内で 
す）。 

 

0x72 エラー 操作を割り当てられません。  

0x74 エラー 操作を割り当てられません。  

0x76 エラー 受信した PRLI には無効のフォーマットです。  

0x77 エラー 操作を割り当てられません。  

0x78 エラー 操作を割り当てられません。  

0x79 エラー 操作を割り当てられません。  

0x7C エラー FARP 返答が異常です（ステータスは bit 8-31 内です）。  

0x80 エラー 操作を割り当てられません。  

0x81 エラー 操作を割り当てられません。  

0x82 エラー 無効な discovery 状態です（状態値は bit 8-31 内です）。  

0x83 エラー オブジェクト割り当てエラーです。  

0x84 エラー 無効な名称記述子です。  

0x85 エラー 操作を割り当てられません。  

0x86 エラー オブジェクトプールが空です。  

0x87 エラー 名称のついた Null 記述子があります。  

0x88 エラー 操作を割り当てられません。  

0x89 エラー 操作を割り当てられません。  

0x8A エラー 操作を割り当てられません。  

0xA0 エラー オブジェクト構造エラーです。  

0xA1 エラー Discovery タイムアウトです。  

0xA2 エラー 操作を割り当てられません。  

0xA3 エラー ローカルエラー表示です（ステータスは bit 8-31 内です）。  
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0xA4 エラー 対応していないコマンドタイプです（コマンドタイプは bit 8-31 内で 
す）。 

 

0xA5 エラー データアンダーランです（残余データは bit 8-3 1内です）。  

0xA6 エラー データオーバーランです。  

0xA7 エラー 不特定な FCP エラーです（情報はbit 8-31 内です）。  

0xA8 エラー 読み込みチェックエラーです（パラメータは bit 8-31 内です）。  

0xA9 エラー ローカルエラーです（エラータイプは bit 8-31 内です）。  

0xAA エラー ノードタイムアウトです（DID は bit 8-31 内です）。  

0xAB エラー Pass-through コマンドエラーです（ステータスは bit 8-31 内です）。  

0xC0 エラー 未キャッシュエクステンションの割り当てに失敗しました。  

0xC1 エラー I/O 開始エラーです（EmulexOption が有効の場合）。  

0xC2 エラー ユーティリティ mailbox コマンドタイムアウトです。  

 

 

 

12. Broadcom LAN Controller 
 

コントローラ:BCM57xx（オンボードLANのみ） 

イベントログ名:システム 

ソース名:“BT” 

イベントの有効化については、6 ページ「コントローラドライバのイベント」章をご覧ください。 

“BROADCOM_BT_nnnn”、   nnnn = イベントID 

         

イベントID 種類 メッセージ  エラーの解決方法/処置 

0002 エラー Unable to register with NDIS.  

0003 エラー Unable to instantiate the management interface. 1.）最新の LAN ドライバをインストール 

しているかどうかを確認し、必要に応じて

アップデートしてください。 

2.）LAN 管理アプリケーションもアップグ 

レードする必要があるかどうかを確認して

くたさい。 

3.）問題が解決しない場合は、LAN ハー 

ドウェア/マザーボードを交換してくださ

い。 
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0004 エラー Unable to create symbolic link for the management interface. 最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡 

ください。 

0007 エラー Could not allocate memory for internal data structures 最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡 

ください。 

0008 エラー Could not bind to adapter %2. 最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡 

ください。 

0010 警告 Network adapter %2 is disconnected. 最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡 

ください。 

0012 エラー Broadcom Advanced Program Features Driver is NOT designed to run on 

this version of Operating System. 

インストールされているドライバがオペレ

ーティングシステムに適しているものであ

るかどうかを確認してくたさい。 

0016 警告 Network adapter %2 is disabled via management interface. 最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡 

ください。 

0018 警告 Network adapter %2 is de-activated and is no longer participating in 

network traffic. 

最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡 

ください。 

 

 

コントローラ:BCM57xx（オンボード LAN のみ） 

イベントログ名:システム 

ソース名:“B57W2K” 

イベントの有効化については、6 ページ「コントローラドライバのイベント」章をご覧ください。 

“BROADCOM_B57W2K_nn”、   nn = イベントID 

 

イベントID 種類 メッセージ  エラーの解決方法/処置 

01 エラー Failed to allocate memory for the device block.   システムのメモリリソースの使用状況を確

認してください。 

02 エラー Failed to allocate map registers. 1.）最新の LAN ドライバをインストー 

ルしているかどうかを確認し、必要に応じ

てアップデートしてください。 

2.）LAN 管理アプリケーションもアッ 

プグレードする必要があるかどうかを確認

してくたさい。 

3.）問題が解決しない場合は、LAN ハー 

ドウェア/マザーボードを交換してくださ

い。 
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03 エラー Failed to access configuration information.Re-install network driver. 最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡 

ください。 

04 警告 The network link is down.Check to make sure the network cable is 

properly connected. 

最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡 

ください。 

12 エラー Medium not supported. インストールされているドライバがオペレ

ーティングシステムに適しているものであ

るかどうかを確認してくたさい。 

13 エラー Unable to register the interrupt service routine. 最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡 

ください。 

14 エラー Unable to map IO space. 最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡 

ください。 

17 エラー Cannot enter low-power mode because the driver may not be able to 

auto-negotiate the link down to 10Mbps. 

最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡 

ください。 

18 エラー Unknown PHY detected.Using a default PHY initialization routine. 最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡 

ください。 

19 エラー This driver does not support this device.Upgrade to the latest driver. 最新のドライバをインストールしているか

どうかを確認し、必要に応じてアップデー

トしてください。 

20 エラー Driver initialization failed. 1.）システムをリブートしてください。 

2.）最新のドライバをインストールしてい

るかどうかを確認し、必要に応じてアップ

デートしてください。 

3.）問題がまだ解決しない場合は、最寄り

の Fujitsu ヘルプデスクにご連絡くださ 

い。 

 

 

 

13. Intel LAN Controller（Intel LAN SoftwareKit） 
 
コントローラ:PRO1000XT、PRO1000XF、PRO1000MT Desktop、PRO1000MT Dual、PRO1000MT、PRO1000P、および Intel onboard LAN 

イベントログ名:システム 

ソース名:“E1000”  

イベントの有効化については、6 ページ「コントローラドライバのイベント」章をご覧ください。 
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“INTEL_E1000_nnnn”、 nnnn = イベントID 

         

イベントID 

 

種類 メッセージ エラーの解決方法/処置 

004 エラー Could not find a PRO/1000 adapter 問題が解決しない場合は、最寄りの 

Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。 

005 エラー Driver could not determine which PRO/1000 adapter to load on 問題が解決しない場合は、最寄りの 

Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。 

006 エラー Could not allocate the MAP REGISTERS necessary for operation 問題が解決しない場合は、最寄りの 

Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。 

007 エラー Could not assign an interrupt for the PRO/1000 問題が解決しない場合は、最寄りの 

Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。 

008 エラー Could not allocate memory necessary for operation 問題が解決しない場合は、最寄りの 

Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。 

009 エラー Could not allocate shared memory necessary for operation 問題が解決しない場合は、最寄りの 

Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。 

010 エラー Could not allocate memory for receive structures 問題が解決しない場合は、最寄りの 

Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。 

011 エラー Could not allocate memory for receive descriptors 問題が解決しない場合は、最寄りの 

Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。 

012 エラー Could not allocate memory for receive buffers 問題が解決しない場合は、最寄りの 

Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。 

013 警告 Could not establish link 1.）ケーブルを確認し、必要に応じて交換

してください。 

2.）システム BIOS 内で LAN ポートが 

無効になっていないことを確認してくださ

い。 

014 エラー The PCI BIOS has NOT properly configured the PRO/1000 adapter 問題が解決しない場合は、最寄りの 

Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。 

015 エラー The PCI BIOS has NOT properly configured the PRO/1000 adapter 問題が解決しない場合は、最寄りの 

Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。 

016 エラー The PCI BIOS has NOT properly configured the PRO/1000 adapter. 問題が解決しない場合は、最寄りの 

Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。 

017 エラー The PCI BIOS has NOT properly configured the PRO/1000 adapter. 問題が解決しない場合は、最寄りの 
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Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。 

018 エラー The PRO/1000 adapter was not configured for bus mastering by the PCI 

BIOS 

問題が解決しない場合は、最寄りの 

Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。 

019 エラー Could not allocate the NDIS receive packets necessary for operation 問題が解決しない場合は、最寄りの 

Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。 

020 エラー Could not allocate the NDIS receive buffers necessary for operation 問題が解決しない場合は、最寄りの 

Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。 

021 エラー The OS was unable to assign PCI resources to the PRO/1000 adapter 1.）OS のイベントログに詳細のエラーが 

発生していないかどうかを確認してくださ

い。 

2.）デバイスマネージャーなどから、必要

なリソースを他のコンポーネントが占有し

ているかどうかを確認してみてください。 

022 エラー The driver was unable to claim PCI resources of this PRO/1000 adapter 1.）イベントログに詳細のエラーが発生し

ていないかどうかを確認してください。 

2.）デバイスマネージャーなどから、必要

なリソースを他のコンポーネントが占有し

ているかどうかを確認してみてください。 

023 エラー The EEPROM on your PRO/1000 adapter may have errors 最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡 

ください。 

024 エラー Could not start the PRO/1000 adapter 問題が解決しない場合は、最寄りの 

Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。 

025 警告 MDIX setting conflict with the AutoNeg Settings.MDIX will not work. 問題が解決しない場合は、最寄りの 

Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。 

027 警告 Link has been disconnected. ケーブルを確認し、必要に応じて交換して

ください。 

029 エラー Could not start the gigabit network connection 問題が解決しない場合は、最寄りの 

Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。 

030 警告 Link is set up for auto-negotiation but the link partner is not 

configured for auto-negotiation.A duplex mismatch may occur. 

ローカルの LAN ポートおよびリモート/ス 

イッチの LAN ポートのネットワーク構成 

を確認してください。 

注意:異なる全二重または速度設定、ある

いはその両方を構成している可能性があり

ます。 

037 警告 Could not allocate all resources necessary for the high priority 問題が解決しない場合は、最寄りの 
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transmit queue. Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。 

038 警告 The driver failed to initialize properly. 

You may not be able to change the adapter settings. 

To resolve, reload the driver. 

039 警告 Adapter unload process may have not completed successfully. 

Driver may not be unloaded. 

1.）最新のドライバをインストールしてい

るかどうかを確認するか、必要に応じてア

ップデートしてください。 

2.）システムをリブートしてください。 

8196 エラー Could not find a supported gigabit network connection. 問題が解決しない場合は、最寄りの 

Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。 

8197 エラー Driver could not determine which supported gigabit network connection 

to load on. 

問題が解決しない場合は、最寄りの 

Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。 

8198 エラー Could not allocate the MAP REGISTERS necessary for operation. 問題が解決しない場合は、最寄りの 

Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。 

8199 エラー Could not assign an interrupt for the supported gigabit network 

connection. 

問題が解決しない場合は、最寄りの 

Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。 

8200 エラー Could not allocate memory necessary for operation. 問題が解決しない場合は、最寄りの 

Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。 

8201 エラー Could not allocate shared memory necessary for operation. 問題が解決しない場合は、最寄りの 

Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。 

8202 エラー Could not allocate memory for receive structures. 問題が解決しない場合は、最寄りの 

Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。 

8203 エラー Could not allocate memory for receive descriptors. 問題が解決しない場合は、最寄りの 

Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。 

8204 エラー Could not allocate memory for receive buffers. 問題が解決しない場合は、最寄りの 

Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。 

8205 警告 Could not establish link. 1.）ケーブルを確認し、必要に応じて交換

してください。 

2.）システム BIOS 内で LAN ポートが 

無効になっていないことを確認してくださ

い。 

8206 エラー The PCI BIOS has NOT properly configured the gigabit network 

connection. 

問題が解決しない場合は、最寄りの 

Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。 

8207 エラー The PCI BIOS has NOT properly configured the gigabit network 

connection. 

問題が解決しない場合は、最寄りの 

Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。 

8208 エラー The PCI BIOS has NOT properly configured the gigabit network 問題が解決しない場合は、最寄りの 
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connection. Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。 

8209 エラー The PCI BIOS has NOT properly configured the gigabit network 

connection. 

問題が解決しない場合は、最寄りの 

Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。 

8210 エラー The gigabit network connection was not configured for bus mastering by 

the PCI BIOS. 

問題が解決しない場合は、最寄りの 

Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。 

8211 エラー Could not allocate the NDIS receive packets necessary for operation. 問題が解決しない場合は、最寄りの 

Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。 

8212 エラー Could not allocate the NDIS receive buffers necessary for operation. 問題が解決しない場合は、最寄りの 

Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。 

8213 エラー The OS was unable to assign PCI resources to the gigabit network 

connection. 

問題が解決しない場合は、最寄りの 

Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。 

8214 エラー The driver was unable to claim PCI resources of this gigabit network 

connection. 

問題が解決しない場合は、最寄りの 

Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。 

8215 エラー The EEPROM on your gigabit network connection may have errors. 関連する LAN アダプタ、または（LAN が 

オンボードデバイスの場合は）メインボー

ドを交換してください。 

8216 エラー Could not start the gigabit network connection. 問題が解決しない場合は、最寄りの 

Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。 

8217 警告 MDIX setting conflict with the AutoNeg Settings.MDIX will not work. 問題が解決しない場合は、最寄りの 

Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。 

 

 

コントローラ:PRO100S Dual、PRO100S Server、PRO100 Server、およびIntel onboard LAN 

イベントログ名:システム 

ソース名:“E100B” 

イベントの有効化については、6ページ「コントローラドライバのイベント」章をご覧ください。 

 

“INTEL_E100B_nnn”、   nnn = イベントID 

イベントID 種類 メッセージ エラーの解決方法/処置 

004 警告 Adapter Link Down ケーブルを確認し、必要に応じて交換して

ください。 

006 エラー Hardware failure detected 関連する LAN アダプタ、または（LAN が 

オンボードデバイスの場合は）メインボー

ドを交換してください。 

007 エラー EEprom corruption detected 関連する LAN アダプタ、または（LAN が 
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オンボードデバイスの場合は）メインボー

ドを交換してください。 

 

 

 

 

14. PowerNet / PowerChute UPS 
 
イベントログ名:システム 

ソース名:“UPS” 

イベントの有効化については、6 ページ「コントローラドライバのイベント」章をご覧ください。 

 

“POWERNET_UPS_nnnn”、 nnnn = イベントID 
         

イベントID 種類 メッセージ エラーの解決方法/処置 

2000 警告 UPS On Battery 1.）電源ケーブル配線を確認してくださ 

い。 

2.）主電源電圧を確認してください。 

3.）問題が解決しない場合は、最寄りの 

APC サポートにご連絡ください。 

2002 警告 AVR Boost Active 注意:UPS が低電圧条件を補償しています。 

必要な処置はありません。 

2003 警告 Low Battery Condition 1.）電源ケーブル配線を確認してくださ 

い。 

2.）主電源電圧を確認してください。 

3.）手動のランタイム調整を実行してくだ

さい。 

4.）問題が解決しない場合は、最寄りの 

APC サポートにご連絡ください。 

2004 警告 Runtime Calibration Aborted 1.）手動のランタイム調整を開始してくだ

さい。 

2.）問題が解決しない場合は、最寄りの 

APC サポートにご連絡ください。 

2007 警告 AVR Trim Active 注意:UPS が高電圧レベルを補償していま 
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す。必要な処置はありません。 

2030 警告 Smart Cell Signal Returned 問題が恒久的に発生する場合は、最寄りの 

APC サポートにご連絡ください。   

2037 警告 Bypass Contactor Failed 最寄りの APC サポートにご連絡ください。 

2040 警告 Bypass Relay Malfunction 最寄りの APC サポートにご連絡ください。 

2041 警告 Bypass Contactor Stuck in Bypass 最寄りの APC サポートにご連絡ください。 

2042 警告 Bypass Contactor Stuck in On Position 最寄りの APC サポートにご連絡ください。 

2043 警告 Bypass Maintenance 注意:UPS は、メンテナンスバイパスス 

イッチがオンの位置にあるため、バイパス

状態になっています。 

2044 警告 Bypass Internal Fault 最寄りの APC サポートにご連絡ください。 

    

3000 エラー Lost Communication With UPS 1.）UPS とサーバの間のデータケーブルを 

確認してください。 

2.）問題が解決しない場合は、最寄りの 

APC サポートにご連絡ください。 

3001 エラー UPS Output Overload 1.）負荷を軽減してください。 

3002 エラー UPS Self-Test Failed 1.）追加のエラーメッセージがないかどう

か、探してください。 

2.）問題が解決しない場合は、最寄りの 

APC サポートにご連絡ください。 

3003 エラー UPS Battery Is Discharged 最寄りの APC サポートにご連絡ください。  

3004 エラー Comm Lost While On Battery ネットワークの関連するパーツを確認して

ください（たとえば、スイッチのいずれか

が USV によって固定されていないなど）。 

3005 エラー Communication Not Established 1.）UPS とサーバの間のデータケーブルを 

確認してください。 

2.）問題が解決しない場合は、最寄りの 

APC サポートにご連絡ください。 

3006 エラー Battery Communication Lost 1.）UPS とサーバの間のデータケーブルを 

確認してください。 

2.）問題が解決しない場合は、最寄りの 

APC サポートにご連絡ください。 

3010 エラー Check Smart Cell Signal 1.）スマートセル信号のケーブル接続を確
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認してください。 

2.）問題が解決しない場合は、最寄りの 

APC サポートにご連絡ください。 

3014 エラー Base Module Fan Fault 最寄りの APC サポートにご連絡ください。 

3015 エラー Base Power Supply Failure 最寄りの APC サポートにご連絡ください。 

3016 エラー Battery Needs Replacing 最寄りの APC サポートにご連絡ください。 

3017 エラー System Level Fan Fault 最寄りの APC サポートにご連絡ください。 

3018 エラー Main Relay Malfunction 最寄りの APC サポートにご連絡ください。 

3020 エラー Site Wiring Fault 資格を持つ電気技術者によって建物の配線

を確認してもらってください。 

3021 エラー Battery Charger Failure 最寄りの APC サポートにご連絡ください。 

3022 エラー Inverter Fault 最寄りの APC サポートにご連絡ください。 

3030 エラー Insufficient Runtime Available 1.）UPS の設定を確認してください。 

2.）問題が解決しない場合は、最寄りの 

APC サポートにご連絡ください。 

3031 エラー Output Load threshold Exceeded 負荷を軽減してください。 

3103 エラー Contact Fault (Zone 1) 最寄りの APC サポートにご連絡ください。 

3104 エラー Contact Fault (Zone 2) 最寄りの APC サポートにご連絡ください。 

3105 エラー Contact Fault (Zone 3) 最寄りの APC サポートにご連絡ください。 

3106 エラー Contact Fault (Zone 4) 最寄りの APC サポートにご連絡ください。 

3107 エラー Maximum Internal Temperature Exceeded 最寄りの APC サポートにご連絡ください。 

3110 エラー Humidity Out of Range (Probe 1) 環境条件を確認してください。 

3111 エラー Humidity Out of Range (Probe 2) 環境条件を確認してください。 

3120 エラー Temperature Out Of Range (Probe 1) 環境条件を確認してください。 

3121 エラー Temperature Out Of Range (Probe 2) 環境条件を確認してください。 
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