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イベントログ一覧 
対応バージョン： SSC3.0 
 
【SystemProvisioning】 

イベントソース：PVM 

イベントID 種類 説明 

101 情報 PVMサービスが起動し運用を開始しました。 

102 エラー PVMサービスの起動に失敗しました。（内容:起動失敗） 

105 エラー PVM運用を停止します。 

106 情報 停止操作によりPVMサービスを停止します。 

107 情報 製品ライセンスはあと“残日数”日で有効期限が切れます。 

107 情報 製品ライセンスが期限切れです。 

150 情報 構成情報データベースのトランザクションログがファイルサイズ("ファイルサイズ")を超えました。 
(ファイル名:"ファイル名") 

502 ※1 情報 通報を受信しました。(“情報”) 

502 ※1 情報 マネージャでのイベントを検出しました。 
イベント番号："イベントID" 
マネージャ名："マネージャ名" 
イベントメッセージ："イベントメッセージ" 

502 ※1 情報 通報によるアクション(“情報”)を起動しました。管理ID:"管理ID" 

502 ※1 情報 通報によるアクション(“情報”)を完了しました。管理ID: "管理ID" 

502 ※1 情報 通報によるアクション(“情報”)に失敗しました。管理ID: "管理ID" 

502 ※1 情報 通報によるアクション(“情報”)がキャンセルされました。管理ID: "管理ID" 

510 情報 イベントを検出しました。 
対象："対象情報" 
イベント："イベント情報" 
---------------------------------- 
※付加情報(下記参照) 

511 警告 イベントを検出しました。 
対象："対象情報" 
イベント："イベント情報" 
---------------------------------- 
※付加情報(下記参照) 

512 警告 イベントを検出しました。 
対象："対象情報" 
イベント："イベント情報" 
---------------------------------- 
※付加情報(下記参照) 

520 情報 イベントを検出しました。 
対象："対象情報" 
イベント："イベント情報" 
---------------------------------- 
※付加情報(下記参照) 
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イベントID 種類 説明 

521 警告 イベントを検出しました。 
対象："対象情報" 
イベント："イベント情報" 
---------------------------------- 
※付加情報(下記参照) 

522 警告 イベントを検出しました。 
対象："対象情報" 
イベント："イベント情報" 
---------------------------------- 
※付加情報(下記参照) 

530 情報 通報を受信しました。("イベントメッセージ" ; "対象") 
---------------------------------- 
※付加情報(下記参照) 

531 警告 通報を受信しました。("イベントメッセージ" ; "対象") 
---------------------------------- 
※付加情報(下記参照) 

532 警告 通報を受信しました。("イベントメッセージ" ; "対象") 
---------------------------------- 
※付加情報(下記参照) 

536 情報 マネージャでのイベントを検出しました。 
イベント番号："イベントID" 
マネージャ名："マネージャ名" 
イベントメッセージ："イベントメッセージ" 
---------------------------------- 
※付加情報(下記参照) 

537 警告 マネージャでのイベントを検出しました。 
イベント番号："イベントID" 
マネージャ名："マネージャ名" 
イベントメッセージ："イベントメッセージ" 
---------------------------------- 
※付加情報(下記参照) 

538 警告 マネージャでのイベントを検出しました。 
イベント番号："イベントID" 
マネージャ名："マネージャ名" 
イベントメッセージ："イベントメッセージ" 
---------------------------------- 
※付加情報(下記参照) 

540 情報 通報によるアクション("情報")を起動しました。管理ID: "管理ID" 
---------------------------------- 
※付加情報(下記参照) 

541 情報 通報によるアクション("情報")が完了しました。管理ID: "管理ID" 
---------------------------------- 
※付加情報(下記参照) 

542 警告 通報によるアクション("情報")に失敗しました。管理ID: "管理ID" 
---------------------------------- 
※付加情報(下記参照) 
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イベントID 種類 説明 

543 情報 通報によるアクション("情報")がキャンセルされました。管理ID: "管理ID" 
---------------------------------- 
※付加情報(下記参照) 

2000 エラー アクションシーケンス実行管理内部で例外が発生しました。説明=”説明” 

2010 エラー アクションシーケンス実行管理はパーツの登録に失敗したため、プロセスを開始できません。登

録に失敗したパーツ名=”パーツ名” 原因=”原因” 

2012 エラー アクションシーケンスの読み込みに失敗したため、実行できません。アクションシーケンス名=”ア
クションシーケンス名” 原因=“原因” 

2021 情報 マシンを起動する処理を開始しました。管理ID:”管理ID” 起動するマシン(“マシン名”) 

2022 情報 マシンを起動する処理を完了しました。管理ID:”管理ID” 起動するマシン(“マシン名”) 

2023 警告 マシンを起動する処理が失敗しました。管理ID:”管理ID” 起動するマシン(“マシン名”) 

2024 情報 マシンを起動する処理をキャンセルしました。 管理ID:”管理ID” 起動するマシン(“マシン名”) 

2025 情報 マシンを停止する処理を開始しました。管理ID:”管理ID” 停止するマシン(“マシン名”) 

2026 情報 マシンを停止する処理を完了しました。管理ID:”管理ID” 停止するマシン(“マシン名”) 

2027 警告 マシンを停止する処理が失敗しました。管理ID:”管理ID” 停止するマシン(“マシン名”) 

2028 情報 マシンを停止する処理をキャンセルしました。 管理ID:”管理ID” 停止するマシン(“マシン名”) 

2029 情報 マシンを再起動する処理を開始しました。管理ID:”管理ID” 再起動するマシン(“マシン名”) 

2030 情報 マシンを再起動する処理を完了しました。管理ID:”管理ID” 再起動するマシン(“マシン名”) 

2031 警告 マシンを再起動する処理が失敗しました。管理ID:”管理ID” 再起動するマシン(“マシン名”) 

2032 情報 マシンを再起動する処理をキャンセルしました。 管理ID:”管理ID” 再起動するマシン(“マシン

名”) 

2033 情報 マシンをグループに追加する処理を開始しました。 管理ID:”管理ID” 稼動するマシン(“マシン

名”) マシンを稼動させるグループ(“グループ名”) 

2034 情報 マシンをグループに追加する処理を完了しました。 管理ID:”管理ID” 稼動するマシン(“マシン

名”) 

2035 警告 マシンをグループに追加する処理が失敗しました。 管理ID:”管理ID” 稼動するマシン(“マシン

名”) マシンを稼動させるグループ(“グループ名”) 

2036 情報 マシンをグループに追加する処理をキャンセルしました。 管理ID:”管理ID” 稼動するマシン(“マ
シン名”) 

2037 情報 グループで稼動しているマシンを待機させる処理を開始しました。 管理ID:”管理ID” グループで

稼動しているマシン(“マシン名”) マシンが稼動しているグループ(“グループ名”) 

グループで稼動しているマシンをグループから削除し、VMの実体を削除する処理を開始しまし

た。 管理ID:”管理ID” グループで稼動している削除するマシン(“マシン名”) マシンが稼動してい

るグループ(“グループ名”) 

2038 情報 グループで稼動しているマシンを待機させる処理を完了しました。 管理ID:”管理ID” グループで

稼動しているマシン(“マシン名”) 

グループで稼動しているマシンをグループから削除し、VMの実体を削除する処理を完了しまし

た。 管理ID:”管理ID” 

2040 警告 グループで稼動しているマシンを待機させる処理が失敗しました。 管理ID:”管理ID” 

グループで稼動しているマシンをグループから削除し、VMの実体を削除する処理が失敗しまし

た。 管理ID:”管理ID” 

2041 情報 グループで稼動しているマシンを待機させる処理をキャンセルしました。 管理ID:”管理ID” 

グループで稼動しているマシンをグループから削除し、VMの実体を削除する処理をキャンセル

しました。 管理ID:”管理ID” 
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イベントID 種類 説明 

2042 情報 指定されたマシンを待機マシンと交換する処理を開始しました。 管理ID:”管理ID” 交換元のマ

シン(“マシン名”) 

2043 情報 指定されたマシンを待機マシンと交換する処理を完了しました。 管理ID:”管理ID” 交換元のマ

シン(“マシン名”) 交換先のマシン ("マシン名") 

2044 警告 指定されたマシンを待機マシンと交換する処理が失敗しました。 管理ID:”管理ID” 交換するマ

シン(“マシン名”) 

2045 情報 指定されたマシンを待機マシンと交換する処理をキャンセルしました。 管理ID:”管理ID” 交換す

るマシン(“マシン名”) 

2050 情報 マシンの用途変更を実施する処理を開始しました。 管理ID:”管理ID” 用途変更元マシン(“マシ

ン名”) 用途変更元グループ(“グループ名”) 用途変更先グループ(“グループ名”) 

2051 情報 マシンの用途変更を実施する処理を完了しました。 管理ID:”管理ID” 用途変更元マシン(“マシ

ン名”) 

2052 警告 マシンの用途変更を実施する処理が失敗しました。 管理ID:”管理ID” 

2053 情報 マシンの用途変更を実施する処理をキャンセルしました。管理ID:”管理ID” 

2054 情報 VMを作成し、グループで稼動する処理を開始しました。 管理ID:”管理ID” 作成するVM名(“VM
名”) マシンを稼動させるグループ(“グループ名”) 作成するVMのマシン定義(“ホスト名”) 

2055 情報 VMを作成し、グループで稼動する処理を完了しました。 管理ID:”管理ID” 作成したVM( “マシン

名”) 

2056 警告 VMを作成し、グループで稼動する処理が失敗しました。 管理ID:”管理ID” 作成したVM(“マシン

名”) 

2057 情報 VMを作成し、グループで稼動する処理をキャンセルしました。管理ID:”管理ID” 作成したVM(“マ
シン名”) 

2062 情報 VMの移動/フェイルオーバをする処理を開始しました。管理ID:"管理ID" 対象VM("マシン名") 
Migration/QuickMigration("True / False") Move("True / False") Failover("True / False") 

2063 情報 VMの移動/フェイルオーバをする処理を完了しました。管理ID:"管理ID" 対象VM("マシン名") 

2064 警告 VMの移動/フェイルオーバをする処理が失敗しました。管理ID:"管理ID" 

2065 情報 VMの移動/フェイルオーバをする処理をキャンセルしました。管理ID:"管理ID" 

2066 情報 VMサーバ上に存在するVMの退避/フェイルオーバをする処理を開始しました。管理ID:"管理ID" 
移動元VMサーバ("マシン名") Migration/QuickMigration("True / False") Move("True / False") 
Failover("True / False") 

2067 情報 VMサーバ上に存在するVMの退避/フェイルオーバをする処理を完了しました。管理ID:"管理ID" 
移動元VMサーバ("マシン名") 

2068 警告 VMサーバ上に存在するVMの退避/フェイルオーバをする処理が失敗しました。管理ID:"管理ID" 
移動元VMサーバ("マシン名") 

2069 情報 VMサーバ上に存在するVMの退避/フェイルオーバをする処理をキャンセルしました。管理ID:"管
理ID" 移動元VMサーバ("マシン名") 

2070 情報 マシンに対してソフトウェアを配布する処理を開始しました。 管理ID:”管理ID” ソフトウェアを配

布するマシン(“マシン名”) 

2071 情報 マシンに対してソフトウェアを配布する処理を完了しました。 管理ID:”管理ID” 

2072 警告 マシンに対してソフトウェアを配布する処理が失敗しました。 管理ID:”管理ID” 

2073 情報 マシンに対してソフトウェアを配布する処理をキャンセルしました。 管理ID:”管理ID” 

2074 情報 グループの全マシンに対してソフトウェアを配布する処理を開始しました。 管理ID:”管理ID”ソフ

トウェア配布するグループ(“グループ名”) 

2075 情報 グループの全マシンに対してソフトウェアを配布する処理を完了しました。 管理ID:”管理ID”ソフ

トウェア配布するグループ(“グループ名”) 
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イベントID 種類 説明 

2076 警告 グループの全マシンに対してソフトウェアを配布する処理が失敗しました。 管理ID:”管理ID”ソフ

トウェア配布するグループ(“グループ名”) 

2077 情報 グループの全マシンに対してソフトウェアを配布する処理をキャンセルしました。 管理ID:”管理

ID” ソフトウェア配布するグループ(“グループ名”) 

2079 警告 マシン(“マシン名”)に実装されているNIC枚数(“NIC枚数”)とホスト設定(“ホスト名”)のNIC枚数

(“NIC枚数”)に差異があります。ホスト設定の確認をしてください。 

2080 情報 マシンをサスペンド状態にする処理を開始しました。管理ID:”管理ID” サスペンドするマシン(“マ
シン名”) 

2081 情報 マシンをサスペンド状態にする処理を完了しました。管理ID:”管理ID” サスペンドするマシン(“マ
シン名”) 

2082 警告 マシンをサスペンド状態にする処理が失敗しました。管理ID:”管理ID” サスペンドするマシン(“マ
シン名”) 

2083 情報 マシンをサスペンド状態にする処理をキャンセルしました。 管理ID:”管理ID” サスペンドするマ

シン(“マシン名”) 

2085 情報 マシン（“マシン名”）の状態を異常終了に更新できませんでした。 

2086 情報 マシンの電源をONにする処理を開始しました。管理ID:"管理ID" 電源をONにするマシン("マシ

ン名") 

2087 情報 マシンの電源をONにする処理を完了しました。管理ID:"管理ID" 電源をONにするマシン("マシ

ン名") 

2088 警告 マシンの電源をONにする処理が失敗しました。管理ID:"管理ID" 電源をONにするマシン("マシ

ン名") 

2089 情報 マシンの電源をONにする処理をキャンセルしました。管理ID:"管理ID"電源をONにするマシン("
マシン名") 

2090 情報 マシンの電源をOFFにする処理を開始しました。管理ID:"管理ID" 電源をOFFにするマシン("マ
シン名") 

2091 情報 マシンの電源をOFFにする処理を完了しました。管理ID:"管理ID" 電源をOFFにするマシン("マ
シン名") 

2092 警告 マシンの電源をONにする処理が失敗しました。管理ID:"管理ID" 電源をOFFにするマシン("マ
シン名") 

2093 情報 マシンの電源をOFFにする処理をキャンセルしました。管理ID:"管理ID" 電源をOFFにするマシ

ン("マシン名") 

2094 情報 マシンをリセットする処理を開始しました。管理ID:"管理ID" リセットするマシン("マシン名") 

2095 情報 マシンをリセットする処理を完了しました。管理ID:"管理ID" リセットするマシン("マシン名") 

2096 警告 マシンをリセットする処理が失敗しました。管理ID:"管理ID" リセットするマシン("マシン名") 

2097 情報 マシンをリセットする処理をキャンセルしました。管理ID:"管理ID" リセットするマシン("マシン名") 

2098 情報 マシンの診断処理を開始しました。管理ID:"管理ID" 診断するマシン("マシン名") 

2099 情報 マシンの診断処理を完了しました。管理ID:"管理ID" 

2100 警告 マシンの診断処理が失敗しました。管理ID:"管理ID" 

2101 情報 マシンの診断処理をキャンセルしました。管理ID:"管理ID" 

2102 情報 指定タイプでのマシン診断処理を開始しました。 管理ID:"管理ID" 診断するマシン("マシン名") 
診断するタイプ(Sensor) 

2103 情報 指定タイプでのマシン診断処理を完了しました。 管理ID:"管理ID" 診断するマシン("マシン名") 
(true) 

2104 警告 指定タイプでのマシン診断処理が失敗しました。 管理ID:"管理ID" 診断するマシン("マシン名") 
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イベントID 種類 説明 

2105 情報 指定タイプでのマシン診断処理をキャンセルしました。 管理ID:"管理ID" 診断するマシン("マシ

ン名") 

2106 情報 マシンをパワーサイクルする処理を開始しました。 管理ID:"管理ID" パワーサイクルするマシン

("マシン名") 

2107 情報 マシンをパワーサイクルする処理を完了しました。 管理ID:"管理ID" パワーサイクルするマシン

("マシン名") 

2108 警告 マシンをパワーサイクルする処理が失敗しました。 管理ID:"管理ID" パワーサイクルするマシン

("マシン名") 

2109 情報 マシンをパワーサイクルする処理をキャンセルしました。 管理ID:"管理ID" パワーサイクルする

マシン("マシン名") 

2110 情報 マシンのダンプを採取する処理を開始しました。 管理ID:"管理ID" ダンプを採取するマシン("マ
シン名") 

2111 情報 マシンのダンプを採取する処理を完了しました。 管理ID:"管理ID" ダンプを採取するマシン("マ
シン名") 

2112 警告 マシンのダンプを採取する処理が失敗しました。 管理ID:"管理ID" ダンプを採取するマシン("マ
シン名") 

2113 情報 マシンのダンプを採取する処理をキャンセルしました。 管理ID:"管理ID" ダンプを採取するマシ

ン("マシン名") 

2114 情報 マシンをACPIシャットダウンする処理を開始しました。 管理ID:"管理ID" ACPIシャットダウンす

るマシン("マシン名") 

2115 情報 マシンをACPIシャットダウンする処理を完了しました。 管理ID:"管理ID" ACPIシャットダウンす

るマシン("マシン名") 

2116 警告 マシンをACPIシャットダウンする処理が失敗しました。 管理ID:"管理ID" ACPIシャットダウンす

るマシン("マシン名") 

2117 情報 マシンをACPIシャットダウンする処理をキャンセルしました。管理ID: "管理ID" ACPIシャットダウ

ンするマシン("マシン名") 

2118 情報 マシンのLEDを点灯する処理を開始しました。 管理ID:"管理ID" LEDを点灯するマシン("マシン

名") 

2119 情報 マシンのLEDを点灯する処理を完了しました。 管理ID:"管理ID" LEDを点灯するマシン("マシン

名") 

2120 警告 マシンのLEDを点灯する処理が失敗しました。 管理ID:"管理ID" LEDを点灯するマシン("マシン

名") 

2121 情報 マシンのLEDを点灯する処理をキャンセルしました。 管理ID:"管理ID" LEDを点灯するマシン("
マシン名") 

2122 情報 マシンのLEDを消灯する処理を開始しました。 管理ID:"管理ID" LEDを消灯するマシン("マシン

名") 

2123 情報 マシンのLEDを消灯する処理を完了しました。 管理ID:"管理ID" LEDを消灯するマシン("マシン

名") 

2124 警告 マシンのLEDを消灯する処理が失敗しました。 管理ID:"管理ID" LEDを消灯するマシン("マシン

名") 

2125 情報 マシンのLEDを消灯する処理をキャンセルしました。 管理ID:"管理ID" LEDを消灯するマシン("
マシン名") 

2126 情報 VMサーバのロードバランスを実行する処理を開始しました。 管理ID:"管理ID" 対象VMサーバ

("マシン名") 

2127 情報 VMサーバのロードバランスを実行する処理を完了しました。 管理ID:"管理ID" 対象VMサーバ

("マシン名") 
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イベントID 種類 説明 

2128 警告 VMサーバのロードバランスを実行する処理が失敗しました。 管理ID:"管理ID" 対象VMサーバ

("マシン名") 

2129 情報 VMサーバのロードバランスを実行する処理をキャンセルしました。 管理ID:"管理ID" 対象VM
サーバ("マシン名") 

2130 情報 VMサーバのパワーセーブを実行する処理を開始しました。 管理ID:"管理ID" 対象VMサーバ("
マシン名") 

2131 情報 VMサーバのパワーセーブを実行する処理を完了しました。 管理ID:"管理ID" 対象VMサーバ("
マシン名") 

2132 警告 VMサーバのパワーセーブを実行する処理が失敗しました。 管理ID:"管理ID" 対象VMサーバ("
マシン名") 

2133 情報 VMサーバのパワーセーブを実行する処理をキャンセルしました。 管理ID:"管理ID" 対象VMサ

ーバ("マシン名") 

2134 情報 VM配置制約を適用する処理を開始しました。 管理ID:"管理ID" 対象グループ("グループ名") 
対象VMサーバ("ホスト名") 

2135 情報 VM配置制約を適用する処理を完了しました。 管理ID:"管理ID" 対象グループ("グループ名") 
対象VMサーバ("ホスト名") 

2136 警告 VM配置制約を適用する処理が失敗しました。 管理ID:"管理ID" 対象グループ("グループ名") 
対象VMサーバ("ホスト名") 

2137 情報 VM配置制約を適用する処理をキャンセルしました。 管理ID:"管理ID" 対象グループ("グループ

名") 対象VMサーバ("ホスト名") 

2138 情報 総合的な回復診断 回復設定処理を開始しました。 管理ID:"管理ID" 診断するマシン("マシン

名") 診断の動作タイプ(RecoverCheck) 

2139 情報 総合的な回復診断 回復設定処理を完了しました。 管理ID:"管理ID" 診断するマシン("マシン

名") 診断結果(True) 

2140 警告 総合的な回復診断 回復設定処理が失敗しました。 管理ID:"管理ID" 診断するマシン("マシン

名") 診断結果(False) 

2141 情報 総合的な回復診断 回復設定処理をキャンセルしました。 管理ID:"管理ID" 診断するマシン("マ
シン名") 

2142 情報 VMサーバを停止する(予兆)処理を開始しました。 管理ID:"管理ID"  停止対象VMサーバ:"マ
シン名" 

2143 情報 VMサーバを停止する(予兆)処理を完了しました。 管理ID:"管理ID"  停止対象VMサーバ:"マ
シン名" 

2144 警告 VMサーバを停止する(予兆)処理が失敗しました。 管理ID:"管理ID"  停止対象VMサーバ:"マ
シン名" 

2145 情報 VMサーバを停止する(予兆)処理をキャンセルしました。 管理ID:"管理ID"  停止対象VMサー

バ:"マシン名" 

2146 情報 予備VMサーバを起動する処理を開始しました。 管理ID:"管理ID" 対象グループ:"グループ名" 

2147 情報 予備VMサーバを起動する処理を完了しました。 管理ID:"管理ID" 対象グループ:"グループ名" 

2148 警告 予備VMサーバを起動する処理が失敗しました。 管理ID:"管理ID" 対象グループ:"グループ名" 

2149 情報 予備VMサーバを起動する処理をキャンセルしました。 管理ID:"管理ID" 対象グループ:"グルー

プ名" 

2500 情報 マシン(“マシン名”）にソフトウェア(“ソフトウェア名”)の配布を実行します。 

2501 エラー マシン(“マシン名”)へのソフトウェア(“ソフトウェア名”)の配布に失敗しました。 

2502 情報 マシン(“マシン名”)にソフトウェア(“ソフトウェア名”)の配布が完了しました。 

2652 エラー Switch(“スイッチ名”)のVLAN(“VLAN名”,”ポート名”)の作成が失敗しました。 
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イベントID 種類 説明 

2655 エラー Switch(“スイッチ名”)のVLAN(“VLAN名”)の削除が失敗しました。 

2658 エラー Switch(“スイッチ名”)のVLAN(“VLAN名”)へのポート（”ポート名”）の登録が失敗しました。 

2659 エラー Switch(“スイッチ名”)に接続できないため、VLAN(“VLAN名”)からポート（”ポート名”）の取り外し

が失敗しました。 

2666 情報 Switch(“スイッチ名”)のVLAN(“VLAN名”,”ポート名”)が作成されました。 

2667 情報 Switch(“スイッチ名”)のVLAN(“VLAN名”)はありません。 

2668 情報 Switch(“スイッチ名”)のVLAN(“VLAN名”)が削除されました。 

2670 情報 Switch(“スイッチ名”)のVLAN(“VLAN名”)に(”ポート名”)が登録されました。 

2671 情報 Switch(“スイッチ名”)のVLAN(“VLAN名”)から(”ポート名”)が取り外されました。 

2700 情報 VMサーバ("マシン名")の起動を開始しました。 管理ID:"管理ID" 

2701 情報 VMサーバ("マシン名")の起動が完了しました。 管理ID:"管理ID" 

2702 警告 VMサーバ("マシン名")の起動が失敗しました。 管理ID:"管理ID" 

2703 情報 VMサーバ("マシン名")のシャットダウンを開始しました。 管理ID:"管理ID" 

2704 情報 VMサーバ("マシン名")のシャットダウンが完了しました。 管理ID:"管理ID" 

2705 警告 VMサーバ("マシン名")のシャットダウンが失敗しました。 管理ID:"管理ID" 

2707 情報 VMサーバ("マシン名")のフェールオーバ準備を開始しました。 管理ID:"管理ID" 

2708 情報 VMサーバ("マシン名")のフェールオーバ準備が完了しました。 管理ID:"管理ID" 

2709 警告 VMサーバ("マシン名")のフェールオーバ準備が失敗しました。 管理ID:"管理ID" 

2720 情報 ※2 

2721 警告 ※2 
以下のいずれかのメッセージが出力されます。 
▪ 移動先として適切なVMサーバが存在しません。 
▪ マスター("マシン名")が停止しているため、処理をスキップします。 

2722 情報 ※2 

2724 情報 ※2 

2726 情報 ※2 

2727 警告 対象グループ("グループ名")はVMサーバグループではありません。 

2728 情報 ※2 

2729 警告 VMサーバ("マシン名")はシャットダウンすることができません。 

2740 警告 制約に矛盾があります。 管理ID:"管理ID" 

2741 警告 次のVMは、VMサーバ("マシン名")上に残っている可能性があります : ("VM名, VM名, ...") 管

理ID:"管理ID" 

2800 情報 仮想マシン("マシン名")の移動を開始しました。移動方法("指定した移動方法") 管理ID: "管理

ID" 

2801 情報 仮想マシン("マシン名")の("移動先VMサーバのホスト名")への移動が完了しました。 ("移動方

法") 管理ID: "管理ID" 

2802 情報 仮想マシン("マシン名")の("移動方法")が失敗しました。 管理ID: "管理ID" 

2901 エラー 仮想マシンの作成に失敗しました。仮想マシンの作成要求が失敗しました。原因：{0} 

2903 エラー 仮想マシンの削除に失敗しました。仮想マシンの削除要求が失敗しました。原因：{0} 

3000 情報 Datacenter追加処理を開始しました。 
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イベントID 種類 説明 

3001 情報 Datacenter追加処理を完了しました。 

3002 情報 Datacenter追加処理をキャンセルしました。 

3003 警告 Datacenter追加処理が失敗しました。 

3004 情報 ディスクアレイの追加処理を開始しました。 

3005 情報 ディスクアレイの追加処理を完了しました。 

3006 情報 ディスクアレイの追加処理をキャンセルしました。 

3007 警告 ディスクアレイの追加処理が失敗しました。 

3008 情報 マネージャの登録処理を開始しました。 

3009 情報 マネージャの登録処理を完了しました。 

3010 情報 マネージャの登録処理をキャンセルしました。 

3011 警告 マネージャの登録処理が失敗しました。 

3012 情報 仮想マシンサーバの追加処理を開始しました。 

3013 情報 仮想マシンサーバの追加処理を完了しました。 

3014 情報 仮想マシンサーバの追加処理をキャンセルしました。 

3015 警告 仮想マシンサーバの追加処理が失敗しました。 

3016 情報 SEL消去処理を開始しました。 

3017 情報 SEL消去処理を完了しました。 

3018 情報 SEL消去処理をキャンセルしました。 

3019 警告 SEL消去処理が失敗しました。 

3020 情報 仮想マシンの複製処理を開始しました。 

3021 情報 仮想マシンの複製処理を完了しました。 

3022 情報 仮想マシンの複製処理をキャンセルしました。 

3023 警告 仮想マシンの複製処理が失敗しました。 

3024 情報 全収集の実行処理を開始しました。 

3025 情報 全収集の実行処理を完了しました。 

3026 情報 全収集の実行処理をキャンセルしました。 

3027 警告 全収集の実行処理が失敗しました。 

3028 情報 指定されたグループ配下の収集処理を開始しました。 

3029 情報 指定されたグループ配下の収集処理を完了しました。 

3030 情報 指定されたグループ配下の収集処理をキャンセルしました。 

3031 警告 指定されたグループ配下の収集処理が失敗しました。 

3032 情報 ロードバランサ情報の収集処理を開始しました。 

3033 情報 ロードバランサ情報の収集処理を完了しました。 

3034 情報 ロードバランサ情報の収集処理をキャンセルしました。 

3035 警告 ロードバランサ情報の収集処理が失敗しました。 

3036 情報 指定されたマネージャ配下の収集を実行処理を開始しました。 

3037 情報 指定されたマネージャ配下の収集を実行処理を完了しました。 

3038 情報 指定されたマネージャ配下の収集を実行処理をキャンセルしました。 
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イベントID 種類 説明 

3039 警告 指定されたマネージャ配下の収集を実行処理が失敗しました。 

3040 情報 シナリオの収集処理を開始しました。 

3041 情報 シナリオの収集処理を完了しました。 

3042 情報 シナリオの収集処理をキャンセルしました。 

3043 警告 シナリオの収集処理が失敗しました。 

3044 情報 ストレージ情報の収集処理を開始しました。 

3045 情報 ストレージ情報の収集処理を完了しました。 

3046 情報 ストレージ情報の収集処理をキャンセルしました。 

3047 警告 ストレージ情報の収集処理が失敗しました。 

3048 情報 ネットワークデバイス(スイッチ)情報の収集処理を開始しました。 

3049 情報 ネットワークデバイス(スイッチ)情報の収集処理を完了しました。 

3050 情報 ネットワークデバイス(スイッチ)情報の収集処理をキャンセルしました。 

3051 警告 ネットワークデバイス(スイッチ)情報の収集処理が失敗しました。 

3052 情報 DiskVolume接続処理を開始しました。 

3053 情報 DiskVolume接続処理を完了しました。 

3054 情報 DiskVolume接続処理をキャンセルしました。 

3055 警告 DiskVolume接続処理が失敗しました。 

3056 情報 仮想マシンサーバのConnection接続処理を開始しました。 

3057 情報 仮想マシンサーバのConnection接続処理を完了しました。 

3058 情報 仮想マシンサーバのConnection接続処理をキャンセルしました。 

3059 警告 仮想マシンサーバのConnection接続処理が失敗しました。 

3060 情報 仮想マシンのコピー処理を開始しました。 

3061 情報 仮想マシンのコピー処理を完了しました。 

3062 情報 仮想マシンのコピー処理をキャンセルしました。 

3063 警告 仮想マシンのコピー処理が失敗しました。 

3064 情報 データストアの作成処理を開始しました。 

3065 情報 データストアの作成処理を完了しました。 

3066 情報 データストアの作成処理をキャンセルしました。 

3067 警告 データストアの作成処理が失敗しました。 

3068 情報 VLAN作成処理を開始しました。 

3069 情報 VLAN作成処理を完了しました。 

3070 情報 VLAN作成処理をキャンセルしました。 

3071 警告 VLAN作成処理が失敗しました。 

3072 情報 OSなしの仮想マシン作成処理を開始しました。 

3073 情報 OSなしの仮想マシン作成処理を完了しました。 

3074 情報 OSなしの仮想マシン作成処理をキャンセルしました。 

3075 警告 OSなしの仮想マシン作成処理が失敗しました。 

3076 情報 ロードバランサグループの作成処理を開始しました。 
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イベントID 種類 説明 

3077 情報 ロードバランサグループの作成処理を完了しました。 

3078 情報 ロードバランサグループの作成処理をキャンセルしました。 

3079 警告 ロードバランサグループの作成処理が失敗しました。 

3080 情報 アカウントの登録処理を開始しました。 

3081 情報 アカウントの登録処理を完了しました。 

3082 情報 アカウントの登録処理をキャンセルしました。 

3083 警告 アカウントの登録処理が失敗しました。 

3084 情報 スナップショット作成処理を開始しました。 

3085 情報 スナップショット作成処理を完了しました。 

3086 情報 スナップショット作成処理をキャンセルしました。 

3087 警告 スナップショット作成処理が失敗しました。 

3088 情報 指定されたスイッチへVLANを作成処理を開始しました。 

3089 情報 指定されたスイッチへVLANを作成処理を完了しました。 

3090 情報 指定されたスイッチへVLANを作成処理をキャンセルしました。 

3091 警告 指定されたスイッチへVLANを作成処理が失敗しました。 

3092 情報 Datacenterの削除処理を開始しました。 

3093 情報 Datacenterの削除処理を完了しました。 

3094 情報 Datacenterの削除処理をキャンセルしました。 

3095 警告 Datacenterの削除処理が失敗しました。 

3096 情報 データストアの削除処理を開始しました。 

3097 情報 データストアの削除処理を完了しました。 

3098 情報 データストアの削除処理をキャンセルしました。 

3099 警告 データストアの削除処理が失敗しました。 

3100 情報 ディスクアレイの削除処理を開始しました。 

3101 情報 ディスクアレイの削除処理を完了しました。 

3102 情報 ディスクアレイの削除処理をキャンセルしました。 

3103 警告 ディスクアレイの削除処理が失敗しました。 

3104 情報 VLAN削除処理を開始しました。 

3105 情報 VLAN削除処理を完了しました。 

3106 情報 VLAN削除処理をキャンセルしました。 

3107 警告 VLAN削除処理が失敗しました。 

3108 情報 イメージ削除処理を開始しました。 

3109 情報 イメージ削除処理を完了しました。 

3110 情報 イメージ削除処理をキャンセルしました。 

3111 警告 イメージ削除処理が失敗しました。 

3112 情報 ロードバランサグループの削除処理を開始しました。 

3113 情報 ロードバランサグループの削除処理を完了しました。 

3114 情報 ロードバランサグループの削除処理をキャンセルしました。 
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イベントID 種類 説明 

3115 警告 ロードバランサグループの削除処理が失敗しました。 

3116 情報 マシンの論理化解除処理を開始しました。 

3117 情報 マシンの論理化解除処理を完了しました。 

3118 情報 マシンの論理化解除処理をキャンセルしました。 

3119 警告 マシンの論理化解除処理が失敗しました。 

3120 情報 アカウントの削除処理を開始しました。 

3121 情報 アカウントの削除処理を完了しました。 

3122 情報 アカウントの削除処理をキャンセルしました。 

3123 警告 アカウントの削除処理が失敗しました。 

3124 情報 マネージャの削除処理を開始しました。 

3125 情報 マネージャの削除処理を完了しました。 

3126 情報 マネージャの削除処理をキャンセルしました。 

3127 警告 マネージャの削除処理が失敗しました。 

3128 情報 スナップショット削除処理を開始しました。 

3129 情報 スナップショット削除処理を完了しました。 

3130 情報 スナップショット削除処理をキャンセルしました。 

3131 警告 スナップショット削除処理が失敗しました。 

3132 情報 テンプレートの削除処理を開始しました。 

3133 情報 テンプレートの削除処理を完了しました。 

3134 情報 テンプレートの削除処理をキャンセルしました。 

3135 警告 テンプレートの削除処理が失敗しました。 

3136 情報 仮想マシンサーバの削除処理を開始しました。 

3137 情報 仮想マシンサーバの削除処理を完了しました。 

3138 情報 仮想マシンサーバの削除処理をキャンセルしました。 

3139 警告 仮想マシンサーバの削除処理が失敗しました。 

3140 情報 指定されたVLANをスイッチから削除処理を開始しました。 

3141 情報 指定されたVLANをスイッチから削除処理を完了しました。 

3142 情報 指定されたVLANをスイッチから削除処理をキャンセルしました。 

3143 警告 指定されたVLANをスイッチから削除処理が失敗しました。 

3144 情報 指定されたVLANの接続を解除します。処理を開始しました。 

3145 情報 指定されたVLANの接続を解除します。処理を完了しました。 

3146 情報 指定されたVLANの接続を解除します。処理をキャンセルしました。 

3147 警告 指定されたVLANの接続を解除します。処理が失敗しました。 

3148 情報 DiskVolume切断処理を開始しました。 

3149 情報 DiskVolume切断処理を完了しました。 

3150 情報 DiskVolume切断処理をキャンセルしました。 

3151 警告 DiskVolume切断処理が失敗しました。 

3152 情報 仮想マシンサーバのConnection切断処理を開始しました。 
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イベントID 種類 説明 

3153 情報 仮想マシンサーバのConnection切断処理を完了しました。 

3154 情報 仮想マシンサーバのConnection切断処理をキャンセルしました。 

3155 警告 仮想マシンサーバのConnection切断処理が失敗しました。 

3156 情報 ローカルスクリプトの実行処理を開始しました。 

3157 情報 ローカルスクリプトの実行処理を完了しました。 

3158 情報 ローカルスクリプトの実行処理をキャンセルしました。 

3159 警告 ローカルスクリプトの実行処理が失敗しました。 

3160 情報 センサー診断処理を開始しました。 

3161 情報 センサー診断処理を完了しました。 

3162 情報 センサー診断処理をキャンセルしました。 

3163 警告 センサー診断処理が失敗しました。 

3164 情報 指定マシンの診断処理を開始しました。 

3165 情報 指定マシンの診断処理を完了しました。 

3166 情報 指定マシンの診断処理をキャンセルしました。 

3167 警告 指定マシンの診断処理が失敗しました。 

3168 情報 マシンへのLED消灯要求処理を開始しました。 

3169 情報 マシンへのLED消灯要求処理を完了しました。 

3170 情報 マシンへのLED消灯要求処理をキャンセルしました。 

3171 警告 マシンへのLED消灯要求処理が失敗しました。 

3172 情報 マシンへのLED点灯要求処理を開始しました。 

3173 情報 マシンへのLED点灯要求処理を完了しました。 

3174 情報 マシンへのLED点灯要求処理をキャンセルしました。 

3175 警告 マシンへのLED点灯要求処理が失敗しました。 

3176 情報 ディスクアレイの編集処理を開始しました。 

3177 情報 ディスクアレイの編集処理を完了しました。 

3178 情報 ディスクアレイの編集処理をキャンセルしました。 

3179 警告 ディスクアレイの編集処理が失敗しました。 

3180 情報 DiskVolumeの変更処理を開始しました。 

3181 情報 DiskVolumeの変更処理を完了しました。 

3182 情報 DiskVolumeの変更処理をキャンセルしました。 

3183 警告 DiskVolumeの変更処理が失敗しました。 

3184 情報 ロードバランサグループの編集処理を開始しました。 

3185 情報 ロードバランサグループの編集処理を完了しました。 

3186 情報 ロードバランサグループの編集処理をキャンセルしました。 

3187 警告 ロードバランサグループの編集処理が失敗しました。 

3188 情報 マネージャ情報の更新処理を開始しました。 

3189 情報 マネージャ情報の更新処理を完了しました。 

3190 情報 マネージャ情報の更新処理をキャンセルしました。 
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イベントID 種類 説明 

3191 警告 マネージャ情報の更新処理が失敗しました。 

3192 情報 スナップショット編集処理を開始しました。 

3193 情報 スナップショット編集処理を完了しました。 

3194 情報 スナップショット編集処理をキャンセルしました。 

3195 警告 スナップショット編集処理が失敗しました。 

3196 情報 VLAN編集処理を開始しました。 

3197 情報 VLAN編集処理を完了しました。 

3198 情報 VLAN編集処理をキャンセルしました。 

3199 警告 VLAN編集処理が失敗しました。 

3200 情報 仮想マシンサーバの移動処理を開始しました。 

3201 情報 仮想マシンサーバの移動処理を完了しました。 

3202 情報 仮想マシンサーバの移動処理をキャンセルしました。 

3203 警告 仮想マシンサーバの移動処理が失敗しました。 

3204 情報 VMサーバの復旧処理を開始しました。 

3205 情報 VMサーバの復旧処理を完了しました。 

3206 情報 VMサーバの復旧処理をキャンセルしました。 

3207 警告 VMサーバの復旧処理が失敗しました。 

3208 情報 DiskVolumeの作成処理を開始しました。 

3209 情報 DiskVolumeの作成処理を完了しました。 

3210 情報 DiskVolumeの作成処理をキャンセルしました。 

3211 警告 DiskVolumeの作成処理が失敗しました。 

3212 情報 指定DiskArrayの情報収集処理を開始しました。 

3213 情報 指定DiskArrayの情報収集処理を完了しました。 

3214 情報 指定DiskArrayの情報収集処理をキャンセルしました。 

3215 警告 指定DiskArrayの情報収集処理が失敗しました。 

3216 情報 収集を利用して指定マシンの情報を更新処理を開始しました。 

3217 情報 収集を利用して指定マシンの情報を更新処理を完了しました。 

3218 情報 収集を利用して指定マシンの情報を更新処理をキャンセルしました。 

3219 警告 収集を利用して指定マシンの情報を更新処理が失敗しました。 

3220 情報 収集を利用して指定ネットワークデバイス(スイッチ)の情報を更新処理を開始しました。 

3221 情報 収集を利用して指定ネットワークデバイス(スイッチ)の情報を更新処理を完了しました。 

3222 情報 収集を利用して指定ネットワークデバイス(スイッチ)の情報を更新処理をキャンセルしました。 

3223 警告 収集を利用して指定ネットワークデバイス(スイッチ)の情報を更新処理が失敗しました。 

3224 情報 DeploymentManagerにマシン登録処理を開始しました。 

3225 情報 DeploymentManagerにマシン登録処理を完了しました。 

3226 情報 DeploymentManagerにマシン登録処理をキャンセルしました。 

3227 警告 DeploymentManagerにマシン登録処理が失敗しました。 

3228 情報 VLANにポートを追加処理を開始しました。 



 15

イベントID 種類 説明 

3229 情報 VLANにポートを追加処理を完了しました。 

3230 情報 VLANにポートを追加処理をキャンセルしました。 

3231 警告 VLANにポートを追加処理が失敗しました。 

3232 情報 VLANからマシンを解除処理を開始しました。 

3233 情報 VLANからマシンを解除処理を完了しました。 

3234 情報 VLANからマシンを解除処理をキャンセルしました。 

3235 警告 VLANからマシンを解除処理が失敗しました。 

3236 情報 HBAとディスクアレイの関連付け解除処理を開始しました。 

3237 情報 HBAとディスクアレイの関連付け解除処理を完了しました。 

3238 情報 HBAとディスクアレイの関連付け解除処理をキャンセルしました。 

3239 警告 HBAとディスクアレイの関連付け解除処理が失敗しました。 

3240 情報 スナップショット復元処理を開始しました。 

3241 情報 スナップショット復元処理を完了しました。 

3242 情報 スナップショット復元処理をキャンセルしました。 

3243 警告 スナップショット復元処理が失敗しました。 

3244 情報 データストアのスキャン処理を開始しました。 

3245 情報 データストアのスキャン処理を完了しました。 

3246 情報 データストアのスキャン処理をキャンセルしました。 

3247 警告 データストアのスキャン処理が失敗しました。 

3248 情報 Datacenter名変更処理を開始しました。 

3249 情報 Datacenter名変更処理を完了しました。 

3250 情報 Datacenter名変更処理をキャンセルしました。 

3251 警告 Datacenter名変更処理が失敗しました。 

3252 情報 マシンにDegraded Statusを設定処理を開始しました。 

3253 情報 マシンにDegraded Statusを設定処理を完了しました。 

3254 情報 マシンにDegraded Statusを設定処理をキャンセルしました。 

3255 警告 マシンにDegraded Statusを設定処理が失敗しました。 

3256 情報 VLANをマシンへ登録処理を開始しました。 

3257 情報 VLANをマシンへ登録処理を完了しました。 

3258 情報 VLANをマシンへ登録処理をキャンセルしました。 

3259 警告 VLANをマシンへ登録処理が失敗しました。 

3260 情報 マシンにFaulted Statusを設定処理を開始しました。 

3261 情報 マシンにFaulted Statusを設定処理を完了しました。 

3262 情報 マシンにFaulted Statusを設定処理をキャンセルしました。 

3263 警告 マシンにFaulted Statusを設定処理が失敗しました。 

3264 情報 HBAとディスクアレイの関連付け処理を開始しました。 

3265 情報 HBAとディスクアレイの関連付け処理を完了しました。 

3266 情報 HBAとディスクアレイの関連付け処理をキャンセルしました。 
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イベントID 種類 説明 

3267 警告 HBAとディスクアレイの関連付け処理が失敗しました。 

3268 情報 マシンにReadyステータスを設定処理を開始しました。 

3269 情報 マシンにReadyステータスを設定処理を完了しました。 

3270 情報 マシンにReadyステータスを設定処理をキャンセルしました。 

3271 警告 マシンにReadyステータスを設定処理が失敗しました。 

3272 情報 マシンのメンテナンスステータスを変更処理を開始しました。 

3273 情報 マシンのメンテナンスステータスを変更処理を完了しました。 

3274 情報 マシンのメンテナンスステータスを変更処理をキャンセルしました。 

3275 警告 マシンのメンテナンスステータスを変更処理が失敗しました。 

3276 情報 仮想マシン構成変更処理を開始しました。 

3277 情報 仮想マシン構成変更処理を完了しました。 

3278 情報 仮想マシン構成変更処理をキャンセルしました。 

3279 警告 仮想マシン構成変更処理が失敗しました。 

3280 情報 VMS状態、センサー状態を基にした総合診断処理を開始しました。 

3281 情報 VMS状態、センサー状態を基にした総合診断処理を完了しました。 

3282 情報 VMS状態、センサー状態を基にした総合診断処理をキャンセルしました。 

3283 警告 VMS状態、センサー状態を基にした総合診断処理が失敗しました。 

3284 情報 DiskVolumeの削除処理を開始しました。 

3285 情報 DiskVolumeの削除処理を完了しました。 

3286 情報 DiskVolumeの削除処理をキャンセルしました。 

3287 警告 DiskVolumeの削除処理が失敗しました。 

3288 情報 DeploymentManagerからマシンを削除処理を開始しました。 

3289 情報 DeploymentManagerからマシンを削除処理を完了しました。 

3290 情報 DeploymentManagerからマシンを削除処理をキャンセルしました。 

3291 警告 DeploymentManagerからマシンを削除処理が失敗しました。 

3292 情報 VLANからポートを解除処理を開始しました。 

3293 情報 VLANからポートを解除処理を完了しました。 

3294 情報 VLANからポートを解除処理をキャンセルしました。 

3295 警告 VLANからポートを解除処理が失敗しました。 

3296 情報 アカウントの更新処理を開始しました。 

3297 情報 アカウントの更新処理を完了しました。 

3298 情報 アカウントの更新処理をキャンセルしました。 

3299 警告 アカウントの更新処理が失敗しました。 

7000 情報 ユーザ("ユーザ名")が、マシン("マシン名")のメンテナンスステータスを[On]に設定しました。 

7001 情報 ユーザ("ユーザ名")が、マシン("マシン名")のメンテナンスステータスを[OFF]に設定しました。 

7002 情報 ユーザ("ユーザ名")が、マシン("マシン名")の故障状態を解除しました。 

7003 情報 ユーザ("ユーザ名")が、マシン("マシン名")の実行結果エラーをリセットしました。 
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イベントID 種類 説明 

※1 イベントID：502について、SigmaSystemCenter 3.0から既存でESMPRO側に登録していたID=502の通報

登録では認識されなくなりました。イベントID：502をESMPROで認識させるためには、

ESMPRO/ServerAgent側のコントロールパネルから [ESMPRO ServerAgent] を起動し、[全般] タブの 
[通報設定(R)] をクリックし、通報設定ツールを起動します。アプリケーションのPVMより、「緑色のアイコンの 
ID=502」を監視設定してください。 

※2 種類が情報のメッセージについては、対象処理の結果に影響しないメッセージを通知します。(例: 全仮想マ

シンを移動アクションに対し、対象仮想マシンサーバ上に移動すべき仮想マシンが存在しない場合など) 
種類が警告のメッセージについては、対象処理における結果に重大な影響があるメッセージを通知します。

(例: ロードバランスアクションに対し、高負荷解消に至らなかった場合など) 
 
＜イベントIDが51X、52X、53X、54Xの出力メッセージについて＞ 
イベントIDが 51X、52X、53X、54X の出力メッセージには、以下の例のように付加情報が追記されます。 
 
例) イベントID：541のメッセージ出力例 
 

通報によるアクション(SetFaultedStatus)が完了しました。管理ID:00049-01 
------------------------------ 
[EventNumber] RE00144 
[EventType] Information 
[EventCategory] TargetDown 
[EventSource] VC[https://192.168.10.220:50443/sdk] DataCenter[dataCenterB] 

ESX[192.168.220.142] VM[host10] 
[Provider] VMwareProvider 
[Provider(ID)] VMwareProvider 
[Event] VM on VMS in DC is powered off 
[EventMessage] dataCenterB の 192.168.220.142 の host10 がパワーオフ状態です 
[GroupName] ¥¥yyy¥vv 
[PolicyName] XXX用ポリシー 
[JobId] 00049-01 
 
[ActionSummary] マシンにFaulted Statusを設定 
[ActionDiscription] マシン設定/ ステータス設定 故障 
[TargetMachineName(0):(Machine)] host10 
[TargetMachineUnitName(0):(Machine)]  
[TargetMachineUUID(0):(Machine)] 42176ffd-60d3-3133-8bf2-b1c048215206 
 
(Machine) is ステータスを設定するマシンを指定します。 

 
追加される付加情報は、以下の通りです。 
付加情報名 説明 イベントID: 

51X,52X 
イベントID: 
53X,54X 

[EventNumber] 通報のあったイベントの管理番号 ○ ○ 

[EventType] 通報のあったイベントの障害種別 
("Information"、"Warning"、"Error" の何れか) 

○ ○ 

[EventCategory] 通報のあったイベントのイベント区分（英語表記） ○ ○ 

[EventSource] 通報のあったイベントがあった対象の情報 ○ ○ 

[Provider] 通報のあったイベントを検出した通報元の情報 ○ ○ 

[Provider(ID)] 通報のあったイベントを検出した通報元のID情報。 ○ ○ 

[Event] 通報のあったイベントを示す識別情報 ○ ○ 

[EventMessage] 通報のあったイベントのメッセージ内容 ○ ○ 

[ManagerName] 通報のあったマネージャを示す情報  ○ 

https://192.168.10.220:50443/sdk
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付加情報名 説明 イベントID: 
51X,52X 

イベントID: 
53X,54X 

[GroupName] 通報のあったイベントの対象が属する運用グループ名  ○ 

[PolicyName] 通報のあったイベントに適用されたポリシー名  ○ 

[JobId] 通報のあったイベントの処理のジョブ管理番号  ○ 

[ActionSummary] 実行する/したアクションの概要  ○ 

[ActionDiscription] 実行する/したアクションの説明  ○ 

[WarningMessage] アクション実行の結果、失敗ではないが発生した補足(注意)
のメッセージ 

 ○ 

[ExceptionMessage] アクション実行が失敗した原因メッセージ  ○ 

TargetGroupName(ｘ):(yyy) アクション実行のためのグループ情報 
x は複数ある場合の順番  
yyy はアクションシーケンスでのパラメータ名 

 ○ 

TargetMachineName(x):(yyy) アクション実行のためのマシン情報 
x は複数ある場合の順番  
yyy はアクションシーケンスでのパラメータ名 

 ○ 

TargetMachineUnitName(x):(yyy) アクション実行のためのマシン情報 
x は複数ある場合の順番  
yyy はアクションシーケンスでのパラメータ名 

 ○ 

TargetMachineUUID(x):(yyy) アクション実行のためのマシン情報 
x は複数ある場合の順番  
yyy はアクションシーケンスでのパラメータ名 

 ○ 

TargetHostName(x):(yyy) アクション実行のためのホスト情報 
x は複数ある場合の順番  
yyy はアクションシーケンスでのパラメータ名 

 ○ 

TargetDiskPartitionName(x):(yyy) アクション実行のためのパーティション情報 
x は複数ある場合の順番  
yyy はアクションシーケンスでのパラメータ名 

 ○ 

TargetManagerName(x):(yyy) アクション実行のためのマネージャ情報 
x は複数ある場合の順番  
yyy はアクションシーケンスでのパラメータ名 

 ○ 

other(x):(yyy) アクション実行のためのその他の情報 
xは複数ある場合の順番  
yyyはアクションシーケンスでのパラメータ名 

 ○ 

(yyy) is zzz アクションの情報のkeyに含まれる(yyy)の説明  ○ 
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ESMPRO/ServerManager 連携 

イベントID 種類 説明 

101 エラー ESM Base Serviceが起動していません。 

102 情報 ESM Base Serviceが復旧しました。監視を再開します。 

103 エラー ESM Base Serviceがインストールされていません。 

 
仮想マシン関連 

イベントID 種類 説明 

2901 エラー 仮想マシンの作成に失敗しました。仮想マシンの作成要求が失敗しました。原因：{0} 

2903 エラー 仮想マシンの削除に失敗しました。仮想マシンの削除要求が失敗しました。原因：{0} 
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【DeploymentManager】 

イベントソース：bkressvc 

イベントID 種類 説明 

1 エラー ErrorCode: 0x01000102 
Failed to initialize PmInfo 
Error =「エラーコード」 

1 エラー The restore operation was stopped because an error has occurred while reading backup 
file header. 
Scenario: 「シナリオ名」 
Backup File: 「バックアップファイル名」 
Error: 「エラーコード」 

1 エラー The restore operation was stopped because the backup file seems to be invalid （could not 
read the whole header）. 
Scenario: 「シナリオ名」 
Backup File: 「バックアップファイル名」 

1 エラー The restore operation was stopped because the backup file seems to be invalid. 
Scenario: 「シナリオ名」 
Backup File: 「バックアップファイル名」 

1 エラー The restore operation was stopped because an error has occurred while getting backup file 
size. 
Scenario: 「シナリオ名」 
Backup File: 「バックアップファイル名」 
Error: 「エラーコード」 

1 エラー The restore operation was stopped because the backup file seems to be invalid （no disk 
data）. 
Scenario: 「シナリオ名」 
Backup File: 「バックアップファイル名」 

1 エラー The restore operation was stopped because the backup file seems to be invalid （file size 
is incorrect）. 
Scenario: 「シナリオ名」 
Backup File: 「バックアップファイル名」 

1 エラー The restore operation was stopped because an error has occurred while reading backup 
file LinkData. 
Scenario: 「シナリオ名」 
Backup File: 「バックアップファイル名」 
Error: 「エラーコード」 

1 エラー The restore operation was stopped because the backup file seems to be invalid （could not 
read the whole LinkData）. 
Scenario: 「シナリオ名」 
Backup File: 「バックアップファイル名」 

1 エラー ErrorCode : 0x01000001 
bkressvc : 
ReceiveDataUnicast failed (1st). 

1 エラー ErrorCode : 0x0100001a 
bkressvc : 
Unexpected opcode received 0xXX 



 21

イベントID 種類 説明 

1 エラー ErrorCode : 0x01000065 
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 
bkressvc : 
The backup operation was stopped because failed to received the packet. 

1 エラー ErrorCode : 0x01000002 
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 
bkressvc : 
SendDataUnicast failed at OPCODE_BKREQ,  「エラーコード」. 

1 エラー ErrorCode : 0x01000003 
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 
bkressvc : 
SendDataUnicast failed at OPCODE_RTRDY,  「エラーコード」. 

1 エラー ErrorCode : 0x01000004 
bkressvc : 
SendRestoreData_Unicast() failed, ulRetVal == 2, ClientDesc == NULL, 0x0. 

1 エラー ErrorCode : 0x01000005 
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 
bkressvc : 
SendRestoreData_Unicast() failed, ulRetVal == 2, ClientDesc != NULL, 0x0 

1 エラー ErrorCode : 0x01000006 
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 
bkressvc : 
SendRestoreData_Unicast() failed, ulRetVal == 1, ClientDesc == NULL, 0x0 

1 エラー ErrorCode : 0x0100001b 
bkressvc : 
OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_RDY received without having a client descriptor. 

1 エラー bkressvc: ERROR: Unexpected opcode received 「受信パケットのオペコード」, expected is 
OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_RDY, 「ファイル名」:「行数」:「日付」. 

1 エラー ErrorCode : 0x01000066 
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 
bkressvc : 
The backup operation was stopped because failed to received the packet. 

1 エラー ErrorCode : 0x01000007 
bkressvc : 
ReceiveDataUnicast failed (2nd). 

1 エラー ErrorCode : 0x01000008 
bkressvc : 
OPCODE_MACRAEADY received without having a client descriptor. 

1 エラー ErrorCode : 0x01000009 
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 
bkressvc : 
SendRestoreData_Unicast() failed at OPCODE_DTALIVE,  「エラーコード」. 

1 エラー ErrorCode : 0x0100001c 
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 
bkressvc : 
UpdateBackupFileData() failed, in receiving OPCODE_DTALIVE, Block# = XX. 
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イベントID 種類 説明 

1 エラー ErrorCode : 0x0100000a 
bkressvc : 
XX received without having a client descriptor. 

1 エラー ErrorCode : 0x0100000b 
bkressvc : 
SendDataUnicast failed at XX, 0xXX 

1 エラー ErrorCode : 0x0100000c 
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 
bkressvc : 
SendDataUnicast failed at OPCODE_DTALIVE,  「エラーコード」. 

1 エラー ErrorCode : 0x0100000d 
host :  hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 
bkressvc : 
UpdateBackupFileHeader failed at OPCODE_DTDONE. 

1 エラー ErrorCode : 0x0100000e 
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 
bkressvc : 
OPCODE_DTDONE received in unexpected situation. 

1 エラー ErrorCode : 0x0100000f 
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 
bkressvc : 
SendDataUnicast failed at OPCODE_DTDONE, 「エラーコード」. 

1 エラー ErrorCode : 0x01000010 
bkressvc : 
OPCODE_DTAACK received without having a client descriptor 

1 エラー ErrorCode : 0x01000011 
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 
bkressvc : 
OPCODE_DTNACK received from the client which is NOT in progress, 
ClientDesc->Status.Status==XX. 

1 エラー ErrorCode : 0x01000012 
bkressvc : 
OPCODE_DTNACK received without having a client descriptor 

1 エラー ErrorCode : 0x01000013 
bkressvc : 
OPCODE_DTANACK received without having a client descriptor 

1 エラー ErrorCode : 0x01000014 
bkressvc : 
OPCODE_DTDACK received without having a client descriptor 

1 エラー ErrorCode : 0x0100001f 
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 
bkressvc : 
failed to open registry ( SOFTWARE¥¥NEC¥¥DeploymentManager), 0xXX 

1 エラー ErrorCode : 0x01000020 
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 
bkressvc : 
failed to query registry (ShareRootDir), 0xXX 
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イベントID 種類 説明 

1 エラー host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 
bkressvc : 
ERROR: failed delete file(「バックアップファイル名」), 「エラーコード」 

1 エラー ErrorCode : 0x01000039 
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 
bkressvc : 
StoresBackupFileNum data is illegal 
StoresBackupFileNum : 「世代管理数」 

1 エラー ErrorCode : 0x0100003a 
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 
bkressvc : 
ImageFile is illegal at AdjustBackupEnv 

1 エラー ErrorCode : 0x0100003b 
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 
bkressvc : 
DeleteBackupFile failed at AdjustBackupEnv. 

1 エラー ErrorCode : 0x0100003c 
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 
bkressvc : 
ImageFile is illegal(is NULL) at RenameBackupFile 

1 エラー ErrorCode : 0x0100003d 
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 
bkressvc : 
ImageFile is illegal(size error) at RenameBackupFile 

1 エラー ErrorCode : 0x0100003e 
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 
bkressvc : 
failed to rename Backup File. 
File Name : 「バックアップファイル名」 
ErrorCode : 「エラーコード」 

1 エラー ErrorCode : 0x0100003f 
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 
bkressvc : 
failed to rename NvRAM File. 
File Name : 「NvRAM情報ファイル」 
ErrorCode : 「エラーコード」 

1 エラー ErrorCode : 0x01000069 
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 
bkressvc : 
failed to rename Xml File. 
File Name :「XMLファイル名」 
ErrorCode :「エラーコード」 

1 エラー ErrorCode : 0x01000040 
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 
bkressvc : 
failed to rename Backup File(dpmtmp). 
File Name : 「バックアップファイル名」 
ErrorCode : 「エラーコード」 
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イベントID 種類 説明 

1 エラー ErrorCode : 0x01000041 
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 
bkressvc : 
not found Backup File(dpmtmp). 
File Name : 「バックアップファイル名」 
ErrorCode : 「エラーコード」 

1 エラー ErrorCode : 0x01000042 
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 
bkressvc : 
ERROR: failed to open registry (SOFTWARE¥¥NEC¥¥DeploymentManager), 0xXX 

1 エラー ErrorCode : 0x01000043 
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 
bkressvc : 
ERROR: failed to query registry (ShareRootDir), 0xXX 

1 エラー ErrorCode : 0x01000044 
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 
bkressvc : 
ERROR: failed to copy NvRAM data.( 「NvRAM情報ファイル名」) ErrorCode(「エラーコード」) 

1 エラー ErrorCode : 0x01000045 
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 
bkressvc : 
ERROR: ImageFileName was illegal name.(「バックアップファイル名」) 

1 エラー ErrorCode : 0x01000046 
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 
bkressvc : 
DeleteBackupFile failed at RenameBackupFile. 

1 エラー ErrorCode : 0x01000047 
bkressvc : 
SrchString is illegal(is NULL) at DeleteBackupFile 

1 エラー ErrorCode : 0x01000048 
bkressvc : 
failed delete file(「バックアップファイル名」), Error : 「エラーコード」 

1 エラー ErrorCode : 0x01000049 
bkressvc : 
failed delete file(NvRAM情報ファイル名), Error : 「エラーコード」 

1 エラー Parameter(pucString) is illegal at CheckTimeLbrFile 

1 エラー Parameter(pucImageFile) is illegal(is NULL) at CheckTimeLbrFile 

1 エラー The backup operation was stopped because the backup file could not be created. 
Backup File: 「バックアップファイル名」 
Error: 「エラーコード」（「エラーコード」）:ERROR_SHARING_VIOLATION-The process 
cannot access the file because it is being used by another process. 

1 エラー The backup operation was stopped because the backup file could not be created. 
Backup File: 「バックアップファイル名」 
Error: 「エラーコード」 

1 エラー ErrorCode : 0x0100004a 
bkressvc : 
illegal parameter(ClientDesc) at VerifyBackupFile. 
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イベントID 種類 説明 

1 エラー ErrorCode : 0x0100004b 
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 
bkressvc : 
illegal parameter(SocketInfo) at VerifyBackupFile. 

1 エラー ErrorCode : 0x0100004c 
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 
bkressvc : 
The backup operation was stopped because the verification operation was failed(not 
enough space).Please execute the scenario again after securing enough space. 
Scenario: 「シナリオ名」 
Backup File: 「バックアップファイル名」 

1 エラー ErrorCode : 0x0100004d 
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 
bkressvc : 
CreateEvent(hVerifyFinish) failed, 「エラーコード」 

1 エラー ErrorCode : 0x0100004e 
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 
bkressvc : 
CreateEvent(hVerifyCreateError) failed, 「エラーコード」 

1 エラー ErrorCode : 0x0100004f 
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 
bkressvc : 
CreateEvent(hVerifySendError) failed, 「エラーコード」 

1 エラー ErrorCode : 0x01000050 
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 
bkressvc : 
The backup operation was stopped because the verification operation was failed(not 
enough space2).Please execute the scenario again after securing enough space. 
Scenario: 「シナリオ名」 
Backup File: 「バックアップファイル名」 

1 エラー ErrorCode : 0x01000051 
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 
bkressvc : 
_beginthreadex failed.(CreateVerifyDataThread) 

1 エラー ErrorCode : 0x01000052 
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 
bkressvc : 
Service Stopped. 

1 エラー ErrorCode : 0x01000053 
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 
bkressvc : 
verify data create error at VerifyBackupFile. 
(hVerifyCreateError is signaled.) 

1 エラー ErrorCode : 0x01000054 
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 
bkressvc : 
WaitForMultipleObjects failed at VerifyBackupFIle. 
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イベントID 種類 説明 

1 エラー ErrorCode : 0x01000055 
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 
bkressvc : 
WaitForMultipleObjects() returned unknown status Status = XX, 「エラーコード」 

1 エラー ErrorCode : 0x01000056 
host : XX(XX) 
bkressvc : 
SendDataUnicast failed at 0xXX, 「エラーコード」 

1 エラー ErrorCode : 0x01000057 
bkressvc : 
illegal parameter at CreateVerifyDataThread. 

1 エラー ErrorCode : 0x01000058 
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 
bkressvc : 
The backup operation was stopped because the verification operation was failed(open 
error).Please execute the scenario again after confirming the file is not used.(「エラーコー

ド」) 
Scenario: 「シナリオ名」 
Tmp backup File: 「バックアップファイル名」 

1 エラー ErrorCode : 0x01000059 
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 
bkressvc : 
SetFilePointerEx failed at CreateVerifyDataThread when read data, 「エラーコード」 

1 エラー ErrorCode : 0x0100005a 
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 
bkressvc : 
The backup operation was stopped because the verification operation was failed(read 
error).Please confirm whether other scenario or application is using it. Please execute the 
scenario again after confirming the file is not used.(「エラーコード」) 
Scenario: 「シナリオ名」 
Backup File: 「バックアップファイル名」 

1 エラー ErrorCode : 0x0100005b 
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 
bkressvc : 
ReadFile could not read whole data, 「バックアップファイル名」 

1 エラー ErrorCode : 0x0100005c 
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 
bkressvc : 
SetFilePointerEx failed at CreateVerifyDataThread when write data, 「エラーコード」 

1 エラー ErrorCode : 0x0100005d 
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 
bkressvc : 
The backup operation was stopped because the verification operation was failed(not 
enough space). 
Please execute the scenario again after securing enough space.(「エラーコード」) 
Scenario: 「シナリオ名」 
Backup File: 「バックアップファイル名」 
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イベントID 種類 説明 

1 エラー ErrorCode : 0x0100005e 
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 
bkressvc : 
The backup operation was stopped because of the following error. 
Scenario: 「シナリオ名」 
Backup File: 「バックアップファイル名」 
Error: 「エラーコード」. 

1 エラー ErrorCode : 0x0100005f 
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 
bkressvc : 
WriteFile could not write whole data, 「バックアップファイル名」 

1 エラー ErrorCode : 0x01000060 
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 
bkressvc : 
WaitForSingleObject failed at CreateVerifyDataThread. 

1 エラー ErrorCode : 0x01000061 
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 
bkressvc : 
WaitForSingleObject() returned unknown status Status = XX, 「エラーコード」 

1 エラー ErrorCode : 0x01000062 
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 
bkressvc : 
The backup operation was stopped because the verification operation was failed(size 
error).  
Scenario: 「シナリオ名」 
Backup File: 「バックアップファイル名」 
header infomatio size=XX 
written size=XX 

1 エラー ErrorCode : 0x01000063 
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 
bkressvc : 
The backup operation was stopped because backup file header was not able to be 
updated. 
Scenario: 「シナリオ名」 
Backup File: 「バックアップファイル名」 
Error: 「エラーコード」 

1 エラー ErrorCode : 0x01000064 
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 
bkressvc : 
The backup operation was stopped because the backup file header was not able to be 
updated. 
Scenario: 「シナリオ名」 
Backup File: 「バックアップファイル名」 
Error: 「エラーコード」. 

1 エラー illegal parameter at CheckSum. 

1 エラー The backup operation was stopped because it was going to update the backup file header, 
without having a file handle. 
Scenario: 「シナリオ名」 
Backup File: 「バックアップファイル名」 
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イベントID 種類 説明 

1 エラー The backup operation was stopped because the backup file header was not able to be 
updated. 
Scenario: 「シナリオ名」 
Backup File: 「バックアップファイル名」 
Error: 「エラーコード」 

1 エラー The backup operation was stopped because the backup file LinkData was not able to be 
updated. 
Scenario: 「シナリオ名」 
Backup File: 「バックアップファイル名」 
Error: 「エラーコード」 

1 エラー The backup operation was stopped because there is not enough space on the disk. 
Scenario: 「シナリオ名」 
Backup File: 「バックアップファイル名」 

1 エラー The backup operation was stopped because of the following error. 
Scenario: 「シナリオ名」 
Backup File: 「バックアップファイル名」 
Error: 「エラーコード」 

1 エラー The restore operation was stopped because the backup file could not be found. 
Scenario: 「シナリオ名」 
Backup File: 「バックアップファイル名」 

1 エラー The restore operation was stopped because the backup file could not be opened. 
Scenario: 「シナリオ名」 
Backup File: 「バックアップファイル名」 
Error: 「エラーコード」 

1 エラー The restore operation was stopped because of the following error. 
Scenario: 「シナリオ名」 
Backup File: 「バックアップファイル名」 
Error: 「エラーコード」 

1 エラー A partition backup image cannot be restored as a whole disk backup image. 
The restore operation was stopped. 
Scenario: 「シナリオ名」 
Backup File: 「バックアップファイル名」 

1 エラー A whole disk backup image cannot be restored as a partition backup image. 
The restore operation was stopped. 
Scenario: 「シナリオ名」 
Backup File: 「バックアップファイル名」 

1 エラー The following scenario was stopped by multicast address conflicts. 
Scenario: 「シナリオ名」 
Multicast IP: 「マルチキャストIPアドレス」 

1 エラー The backup/restore operation was stopped when the network packet receiving. 
Error: 「エラーコード」 

1 エラー ErrorCode : 0x01000021 
host : xx-xx-xx-xx-xx-xx 
bkressvc : 
Failed to start backup/restore operation for the following client because CLF data for this 
clientcould not be read (DmReadCLF returned 0xXX). 
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イベントID 種類 説明 

1 エラー ErrorCode : 0x01000015 
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 
bkressvc : 
GetScenarioInformation() returns false. 

1 エラー host : xx-xx-xx-xx-xx-xx 
bkressvc : 
Failed to get real image file name 

1 エラー ErrorCode : 0x01000016 
host : xx-xx-xx-xx-xx-xx 
bkressvc : 
GetFileDescriptor() returns NULL FileDescriptor. 

1 エラー ErrorCode : 0x01000017 
host : xx-xx-xx-xx-xx-xx 
bkressvc : 
CreateClientDescriptor() returns NULL ClientDescriptor. 

1 エラー ErrorCode : 0x01000018 
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 
bkressvc : 
The operation was requested without scenario being started. 

1 エラー Failed to start the Backup/Restore Management service because an error has occurred 
while setting network socket option. 
Error: ｢エラーコード｣ 

1 エラー ErrorCode : 0x01000022 
bkressvc : 
Multicasting communication cannot be performed. The following. 
factors can be considered. 
   - The port can not be opend. 
   - Multicasting IP routing may not be set up correctly. 
   - The network cable may not be connect 
UDP Port XX : Client MAC Address xx-xx-xx-xx-xx-xx 

1 エラー ErrorCode : 0x01000023 
bkressvc : 
Multicasting communication cannot be performed(2). The following 
factors can be considered. 
   - The port can not be opend. 
   - Multicasting IP routing may not be set up correctly. 
   - The network cable may not be conne 
UDP Port XX : Client MAC Address xx-xx-xx-xx-xx-xx 

1 エラー The restore operation was stopped during restore data preparation because of the 
following error. 
Scenario: 「シナリオ名」 
Backup File: 「バックアップファイル名」 
ExceptionCode: 「エクセプションコード」 

1 エラー ErrorCode : 0x01000019 
bkressvc : 
Dropped(in UpdateRetryCount). : xx-xx-xx-xx-xx-xx 

1 エラー ERROR: pClientDesc == NULL in SendRestoreData_Unicast（）, pClientDesc has been 
lost, 「エラーコード」, 「ファイル名」:「行数」:「日付」. 
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イベントID 種類 説明 

1 エラー ErrorCode : 0x01000024 
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 
bkressvc : 
ulPacketSize <= 0, in SendRestoreData_Unicast(), value of ulPacketSize==XX is invalid, 
｢エラーコード｣. 

1 エラー ErrorCode : 0x01000025 
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 
bkressvc : 
pReplyPacket==NULL, in SendRestoreData_Unicast(), pReplyPacket has been lost, ｢エラ

ーコード｣. 

1 エラー ErrorCode : 0x01000026 
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 
bkressvc : 
pReceivePacket==NULL, in SendRestoreData_Unicast(), pReceivePacket has been lost, 
｢エラーコード｣. 

1 エラー ErrorCode : 0x01000027 
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 
bkressvc : 
GetFileSizeEx() failed in SendRestoreData_Unicast(), ｢エラーコード｣, xx-xx-xx-xx-xx-xx 
exiting. 

1 エラー ERROR: GetFileSizeEx() failed in SendRestoreData_Unicast(), ｢エラーコード｣, without 
haveing a client descriptor, 「ファイル名」:「行数」:「日付」. 

1 エラー ErrorCode : 0x01000028 
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 
bkressvc : 
CreateFileMapping() failed in SendRestoreData_Unicast(), ｢エラーコード｣, 
xx-xx-xx-xx-xx-xx exiting. 

1 エラー ERROR: CreateFileMapping() failed in SendRestoreData_Unicast(), ｢エラーコード｣, 
without haveing a client descriptor, 「ファイル名」:「行数」:「日付」. 

1 エラー ErrorCode : 0x01000029 
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 
bkressvc : 
SetRestoreDataToBuffer() failed at OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTALIVE, ｢エラーコー

ド｣, xx-xx-xx-xx-xx-xx exiting, 

1 エラー ERROR: SetRestoreDataToBuffer() failed at OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTALIVE, 
without haveing a client descriptor, ｢エラーコード｣, 「ファイル名」:「行数」:「日付」. 

1 エラー ErrorCode : 0x0100002a 
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 
bkressvc : 
brs_SendDataUnicast() failed, at OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTALIVE, ｢エラーコー

ド｣, xx-xx-xx-xx-xx-xx exiting, 

1 エラー ERROR: brs_SendDataUnicast() failed, at OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTALIVE, ｢エ

ラーコード｣, without haveing a client descriptor, 「ファイル名」:「行数」:「日付」. 

1 エラー ErrorCode : 0x0100002b 
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 
bkressvc : 
ReceiveDataUnicast() failed(｢エラーコード｣). 

1 エラー ERROR: ReceiveDataUnicast() failed, ｢エラーコード｣, 「ファイル名」:「行数」:「日付」, without 
haveing a client descriptor. 
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イベントID 種類 説明 

1 エラー ErrorCode : 0x0100002c 
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 
bkressvc : 
OPCODE_ERROR received. 

1 エラー ERROR: OPCODE_ERROR received, 「ファイル名」:「行数」:「日付」, without haveing a 
client descriptor. 

1 エラー ERROR: OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTAACK received without haveing a client 
descriptor, 「ファイル名」:「行数」:「日付」. 

1 エラー ErrorCode : 0x0100002d 
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 
bkressvc : 
Dropped(in UpdateRetryCount), XXexiting, pClentDesc->RetryCount==XX. 

1 エラー ERROR: OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTANACK received without haveing a client 
descriptor, 「ファイル名」:「行数」:「日付」. 

1 エラー ErrorCode : 0x0100002e 
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 
bkressvc : 
OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTNACK received from the client which is not in progress, 
xx-xx-xx-xx-xx-xx exiting, pClentDesc->Status.Status==XX. 

1 エラー ERROR: OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTNACK received without haveing a client 
descriptor, 「ファイル名」:「行数」:「日付」. 

1 エラー ErrorCode : 0x0100002f 
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 
bkressvc : 
pRcvPackt->DtRecv.BlockNumber != llNextBlockNumber, received==XX, expected==XX. 

1 エラー ERROR: OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTDACK received without haveing a client 
descriptor, 「ファイル名」:「行数」:「日付」. 

1 エラー ErrorCode : 0x01000030 
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 
bkressvc : 
Dropped(in UpdateRetryCount), xx-xx-xx-xx-xx-xx exiting, pClentDesc->RetryCount==XX. 

1 エラー ERROR: OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTDNACK received without haveing a client 
descriptor, 「ファイル名」:「行数」:「日付」. 

1 エラー ErrorCode : 0x01000031 
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 
bkressvc : 
Received unexpected opcode 0xXX. 

1 エラー ERROR: Received unexpected opcode 0xXX, received without haveing a client descriptor, 
「ファイル名」:「行数」:「日付」. 

1 エラー ErrorCode : 0x01000032 
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 
bkressvc : 
llNextBlockNumber <= (llLastBlockNumber + 1), without haveing a client descriptor, 
llNextBlockNumber==XX, llLastBlockNumber==XX, xx-xx-xx-xx-xx-xx exiting. 

1 エラー ERROR: llNextBlockNumber > (llLastBlockNumber + 1), without haveing a client 
descriptor, llNextBlockNumber==XX, llLastBlockNumber==XX, 「ファイル名」:「行数」:「日

付」. 
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イベントID 種類 説明 

1 エラー ErrorCode : 0x01000033 
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 
bkressvc : 
brs_SendDataUnicast() failed, at OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTDONE, 「エラーコー

ド」, xx-xx-xx-xx-xx-xx exiting. 

1 エラー ERROR: brs_SendDataUnicast() failed, 「エラーコード」, at 
OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTDONE, without haveing a client descriptor, 「ファイル

名」:「行数」:「日付」. 

1 エラー ErrorCode : 0x01000034 
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 
bkressvc : 
SetRestoreDataToBuffer() failed at OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTALIVE, 0xXX, 
llNextBlockNumber==XX, xx-xx-xx-xx-xx-xx exiting. 

1 エラー ERROR: SetRestoreDataToBuffer() failed at OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTALIVE, 
「エラーコード」, llNextBlockNumber==XX, without haveing a client descriptor, 「ファイル名」:
「行数」:「日付」. 

1 エラー ErrorCode : 0x01000035 
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 
bkressvc : 
brs_SendDataUnicast() failed, 「エラーコード」, at 
OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTALIVE, llNextBlockNumber==XX, xx-xx-xx-xx-xx-xx 
exiting. 

1 エラー ERROR: brs_SendDataUnicast() failed, 「エラーコード」, at 
OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTALIVE, llNextBlockNumber==XX, without haveing a 
client descriptor, 「ファイル名」:「行数」:「日付」. 

1 エラー ErrorCode : 0x01000036 
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 
bkressvc : 
SetRestoreDataToBuffer() failed at OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DT, 「エラーコード」, 
llNextBlockNumber==XX, xx-xx-xx-xx-xx-xx exiting. 

1 エラー ERROR: SetRestoreDataToBuffer() failed at OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DT, 「エラー

コード」, llNextBlockNumber==XX, without haveing a client descriptor, 「ファイル名」:「行数」:
「日付」. 

1 エラー ErrorCode : 0x01000037 
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 
bkressvc : 
brs_SendDataUnicast() failed, 「エラーコード」 at OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DT, 
llNextBlockNumber==XX, xx-xx-xx-xx-xx-xx exiting. 

1 エラー ERROR: brs_SendDataUnicast() failed, 「エラーコード」, at 
OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DT, llNextBlockNumber==XX, without haveing a client 
descriptor, 「ファイル名」:「行数」:「日付」. 

1 エラー ErrorCode : 0x01000038 
host : XX(XX) 
bkressvc : 
ulPacketSize <= 0, in SetRestoreDataToBuffer(), value of ulPacketSize==XX is invalid, 
「エラーコード」. 

1 エラー The restore operation was stopped during restore data preparation because of the 
following error. 
Scenario: 「シナリオ名」 
Backup File: 「バックアップファイル名」 
ExceptionCode: 「エクセプションコード」 
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イベントID 種類 説明 

1 エラー The backup or restore operation was stopped because following entry of the scenario file is 
invalid. 
Entry: XX 
Scenario: 「シナリオフルパス」 

1 エラー The backup or restore operation was stopped because following entry of the scenario file 
could not be found in the [BackupData] section. 
Entry: XX 
Scenario: 「シナリオフルパス」 

1 エラー The backup or restore operation was stopped because following entry of the scenario file 
could not be found in the [MultiCastData] section. 
Entry: XX 
Scenario: 「シナリオフルパス」 

1 エラー The backup or restore operation was stopped because the scenario file name is too 
long(must be less than 130 bytes). 
Scenario: 「シナリオ名」 

1 エラー The restore operation was stopped because an error has occurred while opening registry 
key 
Scenario: 「シナリオ名」 
Registry Key: SOFTWARE¥¥NEC¥¥DeploymentManager 
Error: 「エラーコード」. 

1 エラー Failed to start the Backup/Restore Management service because an error has occurred 
while creating network socket. 
Error: 「エラーコード」 

1 エラー Failed to start the Backup/Restore Management service because an error has occurred 
while binding network socket. 
Error: 「エラーコード」 

1 エラー Failed to start the Backup/Restore Management service because an error has occurred 
while setting network IP_MULTICAST_IF socket option. 
Error: 「エラーコード」 

1 エラー ErrorCode : 0x01008001 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: Failed to assignment of the memory for provisionally pSendPacket. 

1 エラー ErrorCode : 0x01008002 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: Failed to assignment of the memory for provisionally pReceivePacket. 

1 エラー ErrorCode : 0x01008003 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: Failed to assignment of the memory for provisionally 
pucBufferErrorString. 



 34

イベントID 種類 説明 

1 エラー ErrorCode : 0x01008004 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: Failed to assignment of the memory for a pSendPacket. 

1 エラー ErrorCode : 0x01008005 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: Failed to assignment of the memory for a pReceivePacket. 

1 エラー ErrorCode : 0x01008006 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: Failed to assignment of the memory for provisionally 
pucBufferErrorString. 

1 エラー ErrorCode : 0x0100803c 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: Disk Number is zero or less(ディスク番号). 

1 エラー ErrorCode : 0x0100803d 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: Partition number is below 0(パーティション番号). 

1 エラー ErrorCode : 0x0100803f 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: Cannot find the corresponding disk(ディスク番号). 

1 エラー ErrorCode : 0x01008040 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: Cannot find the Partition(パーティション番号) of Disk(ディスク番号). 

1 エラー ErrorCode : 0x01008041 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: Backup or Restore of partition with a dynamic disc cannot be performed. 

1 エラー ErrorCode : 0x01008042 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: Cannot find the corresponding partition( パーティション番号). 
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イベントID 種類 説明 

1 エラー ErrorCode : 0x01008043 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: Cannot find the corresponding logical drive(パーティション番号). 

1 エラー ErrorCode : 0x01008044 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: Cannot find the corresponding partition(2 - パーティション番号). 

1 エラー ErrorCode : 0x01008045 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: Cannot find the corresponding partition(3 - パーティション番号). 

1 エラー ErrorCode : 0x0100800d 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: Failed to generation of a pipe. 

1 エラー ErrorCode : 0x0100800e 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: Failed to generation of a child process(gzip). 

1 エラー ErrorCode : 0x0100800f 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: Failed to generation of a child process(brdp). 

1 エラー ErrorCode : 0x01008010 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: gzip exited abnormally. 

1 エラー ErrorCode : 0x01008011 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: brdp exited abnormally. 

1 エラー ErrorCode : 0x0100801b 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: Failed to generation of a pipe. 
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1 エラー ErrorCode : 0x0100801c 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: Failed to generation of a child process(gzip). 

1 エラー ErrorCode : 0x0100801d 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: Failed to generation of a child process(brdp). 

1 エラー ErrorCode : 0x0100801e 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: gzip exited abnormally. 

1 エラー ErrorCode : 0x0100801f 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: brdp exited abnormally. 

1 エラー ErrorCode : 0x0100802d 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: Failed to generation of a pipe. 

1 エラー ErrorCode : 0x0100802e 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: Failed to generation of a child process(gzip). 

1 エラー ErrorCode : 0x0100802f 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: Failed to generation of a child process(brdp). 

1 エラー ErrorCode : 0x01008030 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: gzip exited abnormally. 

1 エラー ErrorCode : 0x01008031 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: brdp exited abnormally. 
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1 エラー ErrorCode : 0x01008008 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: no operation scheduled. 

1 エラー ErrorCode : 0x01008009 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: x operation scheduled -03-. 

1 エラー ErrorCode : 0x0100800b 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: unexpected received, pRcvPackt->OpInfo.Command==パケット種別. 

1 エラー ErrorCode : 0x01008051 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: Failed to send a message, OPCODE_BKREQ, (エラー番号 - エラーメッ

セージ) 

1 エラー ErrorCode : 0x01008052 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: Failed to receiving a message from a unicast socket. 

1 エラー ErrorCode : 0x01008053 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: Received the illegal reply, pRcvPackt->Header.usOpcode==パケット種

別. 

1 エラー ErrorCode : 0x01008076 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: Failed to the input of a binary stream. 

1 エラー ErrorCode : 0x01008054 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: Failed to the input of a binary stream. 

1 エラー ErrorCode : 0x01008055 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: Failed to read data in brdp(エラー情報). 
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1 エラー ErrorCode : 0x01008017 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: Failed to send and receive BackupAndControlData with the PXE Server. 

1 エラー ErrorCode : 0x01008018 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: Failed to send BackupData, OPCODE_パケット種別, (エラー番号 - エラ

ーメッセージ) 

1 エラー ErrorCode : 0x01008019 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: Failed to receive BackupControlData from the PXE Server. 

1 エラー ErrorCode : 0x01008056 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: Received size was zero.(エラー番号 - エラーメッセージ). 

1 エラー ErrorCode : 0x01008057 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: retry timeout. 

1 エラー ErrorCode : 0x01008055 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: Failed to read data in brdp (バックアップ予定サイズ,バックアップ完了サイ

ズ,エラー情報1,エラー情報2,エラー情報3,エラー情報4) 

1 エラー ErrorCode : 0x01008058 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: Failed to send a message, OPCODE_DTDONE, (エラー番号 - エラーメ

ッセージ) 

1 エラー ErrorCode : 0x01008049 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: No OPCODE From PXE Server while creating verify data. 
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1 エラー ErrorCode : 0x0100804a 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: Illeagal OPCODE(パケット種別) while creating verify data. 

1 エラー ErrorCode : 0x01008023 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: Failed to allocating of a memory(plLength). 

1 エラー ErrorCode : 0x01008024 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: Failed to allocating of a memory(pcBuf). 

1 エラー ErrorCode : 0x01008025 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: Failed to set SendTimeOut to the socket. 

1 エラー ErrorCode : 0x01008026 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: Failed to set ReceiveTimeOut to the socket. 

1 エラー ErrorCode : 0x01008027 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: Failed to set TCP_NODELAY to the socket. 

1 エラー ErrorCode : 0x0100805a 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: Failed to create a multicast socket.(エラー番号 - エラーメッセージ) 

1 エラー ErrorCode : 0x0100805b 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: Failed to attaching an address to a socket.(エラー番号 - エラーメッセー

ジ) 

1 エラー ErrorCode : 0x0100805c 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: Failed to a setup of the option of a socket(IP_ADD_MEMBERSHIP).(エラ

ー番号 - エラーメッセージ) 
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1 エラー ErrorCode : 0x0100805d 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: Failed to send a message, OPCODE_RTRDY, (エラー番号 - エラーメッ

セージ) 

1 エラー ErrorCode : 0x0100805e 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: Failed to the select of Sockets(エラー番号 - エラーメッセージ). 

1 エラー ErrorCode : 0x01008028 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: Failed to receive RestorePacket from the PXE Server. 

1 エラー ErrorCode : 0x01008029 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: operation failed(エラー番号 - エラーメッセージ). 

1 エラー ErrorCode : 0x0100805f 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: Failed to send a message, OPCODE_MACACK, (エラー番号 - エラーメ

ッセージ) 

1 エラー ErrorCode : 0x01008060 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: Failed to send a message, OPCODE_DTNACK, (エラー番号 - エラーメッ

セージ) 

1 エラー ErrorCode : 0x01008047 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: The packet loss has been frequently generated.  (パケットロス情報 ). 

1 エラー ErrorCode : 0x01008061 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: Failed to send a message, OPCODE_DTANACK, (エラー番号 - エラーメ

ッセージ) 
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1 エラー ErrorCode : 0x01008062 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: Failed to the output of a binary stream. WritingBlockNumber==>ブロック

番号<. 

1 エラー ErrorCode : 0x01008063 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: Failed to write data in brdp(エラー情報). 

1 エラー ErrorCode : 0x01008064 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: Failed to send a message, OPCODE_DTAACK, (エラー番号 - エラーメッ

セージ) 

1 エラー ErrorCode : 0x01008065 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: Failed to send a message, OPCODE_DTDNACK, (エラー番号 - エラーメ

ッセージ) 

1 エラー ErrorCode : 0x01008066 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: unknown OPCODE: Rcv==エラーパケット種別, Snd==送信パケット種別. 

1 エラー ErrorCode : 0x01008067 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: Failed to write data in brdp(エラー情報). 

1 エラー ErrorCode :  
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別. 

1 エラー ErrorCode : 0x01008068 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: Retry timeout, Disk writing cannot be completed, i_work==タイムアウト時

間. 
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イベントID 種類 説明 

1 エラー ErrorCode : 0x01008069 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: Failed to send a message, OPCODE_DTDACK, (エラー番号 - エラーメッ

セージ) 

1 エラー ErrorCode : 0x01008035 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: Failed to allocating of a memory(plLength). 

1 エラー ErrorCode : 0x01008036 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brc_uni_rstr.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: Failed to allocating of a memory(pcBuf). 

1 エラー ErrorCode : 0x01008037 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brc_uni_rstr.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: Failed to set SendTimeOut to the socket. 

1 エラー ErrorCode : 0x01008038 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brc_uni_rstr.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: Failed to set ReceiveTimeOut to the socket. 

1 エラー ErrorCode : 0x01008039 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brc_uni_rstr.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: Failed to set TCP_NODELAY to the socket. 

1 エラー ErrorCode : 0x0100806d 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brc_uni_rstr.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: Failed to send a message OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_RDY, (エラー

番号 - エラーメッセージ) 

1 エラー ErrorCode : 0x0100804e 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brc_uni_rstr.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: failed to receive message(エラー番号 - エラーメッセージ - l:エラー箇所) 

1 エラー ErrorCode : 0x0100803a 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brc_uni_rstr.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: failed to receive message(エラー番号 - エラーメッセージ) 
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イベントID 種類 説明 

1 エラー ErrorCode : 0x0100806e 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brc_uni_rstr.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: Failed to send a message, OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTANACK, 
(エラー番号 - エラーメッセージ) 

1 エラー ErrorCode : 0x0100806f 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brc_uni_rstr.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: Failed to the output of a binary stream. WritingBlockNumber==>ブロック

番号<. 

1 エラー ErrorCode : 0x0100806a 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brc_uni_rstr.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: Failed to write data in brdp(エラー情報). 

1 エラー ErrorCode : 0x01008070 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brc_uni_rstr.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: Failed to send a message, OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTAACK, 
(エラー番号 - エラーメッセージ) 

1 エラー ErrorCode : 0x01008071 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brc_uni_rstr.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: Failed to send a message, OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTNACK, 
(エラー番号 - エラーメッセージ) 

1 エラー ErrorCode : 0x01008072 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brc_uni_rstr.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: Failed to send a message, OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTDNACK, 
(エラー番号 - エラーメッセージ) 

1 エラー ErrorCode : 0x0100806b 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brc_uni_rstr.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: Failed to write data in brdp(エラー情報). 

1 エラー ErrorCode : 0x01008073 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brc_uni_rstr.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: Retry timeout, Disk writing cannot be completed, i_work==タイムアウト時

間. 
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イベントID 種類 説明 

1 エラー ErrorCode : 0x01008074 
host : 管理対象マシン名(MACアドレス) 
brcomc(brc_uni_rstr.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) : 
Reply to 受信パケット種別.  
brcomc: ERROR: Failed to send a message, OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTDACK, 
(エラー番号 - エラーメッセージ) 

 
イベントソース：DeploymentManager 

イベントID 種類 説明 

1 エラー RecvSeqInfo::Catch an exception Socket = xxx 

1 エラー DmWriteCliInfo failed 

1 エラー SendRequest::WSAWaitForMultipleEvents Failed, LastError = 「エラーコード」, ret code = 
「返却値」, socket =socketID 

1 エラー SendRequest::send 0 after wait, Socket closed by peer.LastError =  「エラーコード」, ret 
code = 「返却値」, socket =socketID 

1 エラー SendRequest::timeout(「待ち時間」 ms) occured, LastError =  「エラーコード」, ret code = 
「返却値」, socket =socketID 

1 エラー SendRequest::unknown error occured, Return Code = 「返却値」, socket =socketID 

1 エラー SendRequest::Catch an exception. socket=socketID 

1 エラー RecvRequest::WSAWaitForMultipleEvents Failed, LastError = 「エラーコード」, ret code = 
「返却値」, socket =socketID 

1 エラー RecvRequest::WSARecv() Size Zero, LastError = 「エラーコード」, ret code = 「返却値」, 
socket =socketID 

1 エラー RecvRequest::timeout(「待ち時間」 ms) occured, LastError =  「エラーコード」, ret code = 
「返却値」, socket =socketID 

1 エラー RecvRequest::unknown error occured, Return Code = 「返却値」, socket =socketID 

1 エラー RecvRequest::Catch an exception. socket=socketID 

1 エラー CloseConnection shutdown() Error = 「エラーコード」 

1 エラー CloseConnection() closesocket() Error = 「エラーコード」 

1 エラー CloseConnection() socket is invalid. 

1 エラー CloseConnection() REQUEST pointer is invalid. 

1 エラー ControlRequestEx: Write BaseInfo into DB  failed.MAC=xx-xx-xx-xx-xx-xx, dwRet=「返却

値」 

1 エラー ControlRequestEx: Send Query Package Info request to client 
failed.MAC=xx-xx-xx-xx-xx-xx,dwRet=「返却値」 

1 エラー ControlRequestEx: Receive baseInfo failed.MAC=xx-xx-xx-xx-xx-xx,dwRet=「返却値」 

1 エラー ControlRequestEx: Send DM_SEQ_FINISHED Info request to client 
failed.MAC=xx-xx-xx-xx-xx-xx,dwRet=「返却値」 

1 エラー ControlRequestEx() Check cllist data  Error, LastError = 「エラーコード」 

1 エラー ControlRequestEx: Send FINISHED command to client failed.MAC=xx-xx-xx-xx-xx-xx, 
dwRet=「返却値」 

1 エラー ControlRequestEx() Client replay unknown command(コマンド), MAC=xx-xx-xx-xx-xx-xx 

1 エラー ControlRequestEx() received unknown command(コマンド), MAC=xx-xx-xx-xx-xx-xx 

1 エラー depssvc's service main thread still active after 1 hour, exit forcely. 
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イベントID 種類 説明 

1 エラー depssvc's service main thread exit abnormally 

1 エラー depssvc's GetExitCodeThread failed. LastError = 「エラーコード」 

1 エラー depssvc: client information communicate error code = [エラーコード] 

1 エラー depssvc: write clextra  info  error code =[エラーコード] 

1 エラー depssvc: Agent Upgrade Error MAC : Sts = xx-xx-xx-xx-xx-xx : [エラーコード] 

1 エラー depssvc: Agent Upgrade Type Failed =OsType 

1 エラー depssvc: memory allocation = [エラーコード] 

1 エラー depssvc: write client version file error code = [エラーコード] 

1 エラー depssvc: Query OSID in XML file failed, Os name = [OSName] 

1 エラー depssvc: Failed Load DmShared.dll error =  [エラーコード] 

1 エラー depssvc: Failed get FunOfDmShared address error = [エラーコード] 

1 エラー depssvc: WSAStartup error code = [エラーコード] 

1 エラー depssvc: hostname get error code = [エラーコード] 

1 エラー depssvc: hostbyname get error code = [エラーコード] 

1 エラー depssvc: create socket error code = [エラーコード] 

1 エラー depssvc: bind error code = [エラーコード] 

1 エラー depssvc: Start Service Failed Create ListenThread error = [エラーコード] 

1 エラー FindGroupByIP() Error For Arguments Invalid 

1 エラー FindGroupByName () Error for Arguments Invalid 

1 エラー host:ホスト(XX-XX-XX-XX-XX-XX) 
rupdssvc: 
An error occurred while checking password on remote host. 

1 エラー host:ホスト(XX-XX-XX-XX-XX-XX) 
rupdssvc: 
An error occurred while beginning multicast on remote host. 

1 エラー host:ホスト(XX-XX-XX-XX-XX-XX) 
rupdssvc: 
Creation of inside information went wrong. 

1 エラー host:ホスト名 
rupdssvc: 
An error occurred while response of connection on remote host. 
0xe000000e:(formatted message text is below) 
Receive is TimeOut. 

1 エラー host:ホスト名 
rupdssvc: 
An error occurred while copying file(s) to remote host. 
0x00002746:(formatted message text is below) 
既存の接続はリモート ホストに強制的に切断されました。 
または、確立された接続がホスト コンピュータのソウトウェアによって中止されました。 



 46

イベントID 種類 説明 

1 エラー ErrorCode:0x02020902 
host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX) 
rupdsvc: 
An error occurred while copying file(s) to remote host. 
The writing to a file failed. 
name=XXXXXXXX 
blocknumber=X 
0x00000002:(formatted message text is below) 
指定されたファイルが見つかりません。 

1 エラー ErrorCode:0x02020802 
host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX) 
rupdssvc: 
An error occurred while creating file to remote host. 
name=TestAP 
CreateRequestedFile() returned the error. 
0x00000070:(formatted message text is below) 
ディスクに十分な空き領域がありません。 

1 エラー ErrorCode:0x02020c02 
host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX) 
rupdsvc: 
An error occurred while executing file on remote host. 
command=実行ファイルパス 
0x00000003:(formatted message text is below) 
指定されたパスが見つかりません。 

1 エラー ErrorCode:0x02020d02 
host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX) 
rupdsvc: 
An error occurred while deleting file(s) on remote host. 
A $_RemoteUpdate_$ folder cannot be deleted. 
0x00000091:(formatted message text is below) 
ディレクトリが空ではありません 

1 エラー host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX) 
rupdssvc: 
Cannot connect to remote host. 

1 エラー host: ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX) 
rupdssvc: 
multicastIPaddress of a scenario overlaps. 

1 エラー host: ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX) 
rupdssvc: 
The scenario is under execution. 

1 エラー host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX) 
rupdssvc: 
There is no response from a client. 
0xe000000e:(formatted message text is below) 
Receive is TimeOut. 
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イベントID 種類 説明 

1 エラー host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX) 
rupdssvc: 
An error occurred while creating file to remote host. 
0xe000000e:(formatted message text is below) 
Receive is TimeOut. 

1 エラー ErrorCode:0x02000402 
host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX) 
rupdsvc: 
An error occurred while waiting for the completion response of connection on remote host. 
File execution is started at the time of a remote host start. 

1 エラー ErrorCode:0x02020602 
host:ホスト(XX-XX-XX-XX-XX-XX) 
rupdsvc: 
An error occurred while creating directory on remote host. 
Creation of a directory failed.($_RemoteUpdate_$) 
0xe0000011:(formatted message text is below) 
100 or more $_RemoteUpdate_$ folders cannot 

1 エラー rupdssvc: Remote update client service cannot execute a command at the time of 
reboot(MAJOR = X.MINOR = X). remotehost is ホスト名 

1 エラー rupdssvc: Remote update client service cannot Unicast transmission. 
host: ホスト名 

1 エラー rupdssvc: Remote update client service is not the newest version(MAJOR = X .MINOR = 
X). remotehost is ホスト名 

1 情報 ErrorCode:0x02020d02 
host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX) 
rupdsvc: 
An error occurred while deleting file(s) on remote host. 
A $_RemoteUpdate_$ folder cannot be deleted. 
0x0000006c:(formatted message text is below) 

1 情報 ErrorCode:0x02020902 
host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX) 
rupdsvc: 
An error occurred while copying file(s) to remote host. 
The writing to a file failed. 
name=XXXXXXXX 
blocknumber=X 
0x00000020:(formatted message text is below) 

1 情報 host:ホスト(XX-XX-XX-XX-XX-XX) 
rupdssvc: 
An error occurred while executing file on remote host. 
0xe000000e:(formatted message text is below) 
Receive is TimeOut. 
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イベントID 種類 説明 

1 エラー ErrorCode:0x02020802 
host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX) 
rupdsvc: 
An error occurred while creating file to remote host. 
name=XXXXXXXX 
CreateRequestedFile() returned the error. 
0x00000005:(formatted message text is below) 
アクセスが拒否されました 

1 エラー ErrorCode:0x02000903 
host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX) 
rupdsvc: 
Many packets were lost. The remote host was removed from the multicast group. 

1 エラー ErrorCode:0x02020a01 
host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX) 
rupdsvc: 
An error occurred while executing unzip to remote host. 
cannot find the unzip 

1 エラー rupdssvc: Failed Load DmShared.dll error =  エラーコード 

1 エラー rupdssvc: Failed get 関数名 address error = エラーコード 

1 エラー rupdssvc: CreateNamedPipe error = エラーコード 

1 エラー rupdssvc: ConnectNamedPipe error = エラーコード 

1 エラー rupdssvc: Pipe ReadFile error = エラー コード 

1 エラー DownloadFile: Failed to create the download directory, Dir = DIR 

1 エラー DownloadFile: Failed to parse URL, URL = URL 

1 エラー DownloadFile: Failed to create socket, URL = URL 

1 エラー DownloadFile: Socket already be opened, but failed to close, URL = URL 

1 エラー DownloadFile: Failed to connect proxy server, Serve Name = ProxyServerName 

1 エラー DownloadFile: Failed to connect server, Serve Name = ServerName 

1 エラー DownloadFile: Failed to send request from client, URL = URL 

1 エラー DownloadFile: Package Web Server happened exception, Serve Name  = ServerName 

1 エラー DownloadFile: The file can't be refresh, Filename = FileName 

1 エラー DownloadFile: Failed to get response or response is error, URL = URL 

1 エラー DownloadFile: Failed to get free disk size, URL = URL 

1 エラー DownloadFile: The free disk isn't enough to download, URL = URL 

1 エラー DownloadFile: Failed to receive data, URL = URL 

1 エラー DownloadFile: Unknown Exception, URL = URL 

1 エラー DownloadFile: Failed to open package file, URL = URL 

1 エラー SendRequest: Http response error status = [エラーコード] 

1 エラー PmDlPackageList: Not get the Package Web Server setting, Package Web Server ID = 
WebServerID 

1 エラー PmDlPackageList: Failed to create the download directroy, Dir = DIR 

1 エラー PmDlPackageList: The file can't be refresh. Filename = FileName 



 49

イベントID 種類 説明 

1 エラー PmDlDownloadPackages: Not get the Package Web Server setting, Package Web Server 
ID = WebServerID 

1 エラー PmDlDownloadPackages: Failed to get information of packages that need to download, 
Package Web Server ID = WebServerID 

1 エラー PmDlDownloadPackages: Failed to release exclusion, Package ID = PkgID 

1 エラー PmDlDownloadPackages: Failed to release exclusion, Package ID = PkgID, ErrorCode = 
[エラーコード] 

1 エラー PmDlDownloadPackages: Failed to compress files, Package Web Server ID = 
WebServerID, Package ID = PkgID 

1 エラー PmDlDownloadPackage: Failed to refresh database, Package Web Server ID = 
WebServerID, Package ID = PkgID. 

1 エラー PmDlDownloadPackage: Package ID that is in info file is error,Package Web Server ID = 
WebServerID, Package ID = PkgID. 

1 エラー PmDlDownloadSysFile: Not get the Package Web Server setting, Package Web Server ID 
= WebServerID 

1 エラー PmDlDownloadSysFile: Failed to create the download directory, Dir = DIR 

1 エラー PmDlDownloadSysFile: Failed to merge database. 

1 エラー Download can not go forward because the hotfix dir registry has not been set yet. 

1 エラー rupdssvc: WaitForMultipleObjects error = [エラーコード] 

1 エラー Rupdssvc: Snr execution is deny, because Download is running now 

1 エラー rupdssvc: DmSetRupdParam error 

1 エラー rupdssvc: BeginTransmission error = [エラーコード] 

1 エラー rupdssvc: An error occurred while uncompress one patch before execution. 

1 エラー rupdssvc: An error occurred while uncompress one patch before execution. 
UnicastInstance:: An error occurred while uncompress one patch before execution. 

1 エラー rupdssvc: Failed to reboot of the client. 

1 エラー host:ホスト(XX-XX-XX-XX-XX-XX) 
The client is under execution. 

1 エラー host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX) 
Cannot connect event object.:(formatted message text is below) 
xxxxx 

1 エラー rupdssvc: DmGetClientName error. 

1 エラー rupdssvc: StopTransmission error pcName =pcName 

1 エラー ServerListenThread::CreateSocket failed, GetLastError() = [エラーコード], , service will be 
quit 

1 エラー ServerListenThread::Set TermiateEvent, GetLastError() =  [エラーコード], , service will be 
quit 

1 エラー DmWolMemMapping() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last 
Error = xxx 

1 エラー DmWolMemWrite() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error 
= xxx 

1 エラー memory allocation error sts = xxx 

1 エラー create thread error sts = xxx 

1 エラー DmWolMemFree() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error 
= xxx 
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イベントID 種類 説明 

1 エラー DmRupdMemMapping() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last 
Error = xxx 

1 エラー DmRupdMemWrite() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last 
Error = xxx 

1 エラー DmRupdProgRead() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last 
Error = xxx 

1 エラー DmRupdProgDelete() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last 
Error = xxx 

1 エラー DmRupdMemFree() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error 
= xxx 

1 エラー DmAutoUpgradeExec() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last 
Error = xxx 

1 エラー scenario initialize get scenario data MAC : error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx 

1 エラー scenario start rupdate progress error MAC : STS = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx 

1 エラー Scenario start error because the Backup folder does not exist. 
MAC=xxx, SNRFile=xxx, Folder=xxx 

1 エラー scenario start write shared memory MAC : error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx 

1 エラー Scenario start error because the image file does not exist. 
MAC=xxx, SNRFile=xxx, File=xxx 

1 エラー DmSnrStartInit() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = 
xxx 

1 エラー scenario linux create config MAC : error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx 

1 エラー configfile not found filename = xxxxxx 

1 エラー update module create dir error = xxx 

1 エラー update module file copy error from : to : sts = xxxxxx : xxxxxx : xxx 

1 エラー DmSnrStopInfo() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = 
xxx 

1 エラー BACKUP/RESTORE DLL Load Error xxx 

1 エラー BACKUP/RESTORE DLL Load Error SetStopBackupRestoreClient 

1 エラー BACKUP/RESTORE DLL Load Error ClearStopBackupRestoreClient 

1 エラー BACKUP/RESTORE DLL Load Error ClearBackupRestoreStatus 

1 エラー Pipe CreateFile error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx 

1 エラー ICMP DLL Load Error xxx 

1 エラー ICMP DLL Load Error IcmpCreateFile 

1 エラー ICMP DLL Load Error IcmpCloseHandle 

1 エラー ICMP DLL Load Error IcmpSendEcho 

1 エラー Read xxxxxx.xml to get package base info error. 

1 エラー ESMDLL Load Error ESMGetBladeLocation_BL() 

1 エラー ESMDLL Load Error ESMGetLANConfigurationParameters_BL2() 

1 エラー ESMDLL Load Error ESMGetChassisStatus_BL2() 

1 エラー ESMDLL Load Error ESMChassisControl_BL2() 

1 エラー ESMDLL Load Error ESMGetLANConfigurationParameters_BL() 

1 エラー ESMDLL Load Error ESMGetChassisStatus_BL() 
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イベントID 種類 説明 

1 エラー ESMDLL Load Error ESMChassisControl_BL() 

1 エラー ESMDLL Load Error ESMChassisIdentify_BL() 

1 エラー ESMDLL Load Error ESMResetBlade() 

1 エラー ESMDLL Load Error ESMGetSdrRepositoryStatus() 

1 エラー DmICMBPowerCtl() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error 
= xxx 

1 エラー DmICMBGetPowerSts() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last 
Error = xxx 

1 エラー DmICMBMacChk() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error 
= xxx 

1 エラー DmICMBGetLocationEx() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last 
Error = xxx 

1 エラー DmICMBGetMacInfoEx() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last 
Error = xxx 

1 エラー DmCoExtICMB() Memory allocation error. sts = ｘｘｘ 

1 エラー registry value not found value name = PingTimeOut 

1 エラー scenario boot count write MAC : error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx 

1 エラー scenario start _rmdir error FolderName : Sts = フォルダ名 : xxx 

1 エラー DmSnrExeChk() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = 
xxx 

1 エラー DmChgSnrMax() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = 
xxx 

1 エラー DmSnrMaxChk() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = 
xxx 

1 エラー DmWolMemClr() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = 
xxx 

1 エラー Memory Allocation Error. Sts = xxx 

1 エラー DmSnrReportWrite() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last 
Error = xxx 

1 エラー DmSnrReportRead() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last 
Error = xxx 

1 エラー DmSnrReportDel() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error 
= xxx 

1 エラー DmSetScenarioOpport() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last 
Error = xxx 

1 エラー DmGetScenarioOpport() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last 
Error = xxx 

1 エラー DmGetScenarioArchtect() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx 
Last Error = xxx 

1 エラー DmSetScenarioEnd() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last 
Error = xxx 

1 エラー Memory Allocation Error = xxx 

1 エラー DmSetRupdParam allocation error MAC = xx-xx-xx-xx-xx-xx. 

1 エラー pHSAlias allocation error MAC = xx-xx-xx-xx-xx-xx. 

1 エラー pFolderName allocation error MAC = xx-xx-xx-xx-xx-xx. 

1 エラー pCommandLine allocation error MAC = xx-xx-xx-xx-xx-xx. 
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イベントID 種類 説明 

1 エラー scenario multicast section not found  MAC : SEC = xx-xx-xx-xx-xx-xx 

1 エラー scenario multicast tag not found  MAC : TAG = xx-xx-xx-xx-xx-xx 

1 エラー scenario multicast tag data not found  MAC : TAG = xx-xx-xx-xx-xx-xx 

1 エラー DmSetRupdParam allocation error  = xx-xx-xx-xx-xx-xx 

1 エラー scenario hotfix execflg tag not found  MAC : TAG = xx-xx-xx-xx-xx-xx 

1 エラー scenario pp execflg tag not found  MAC : TAG = xx-xx-xx-xx-xx-xx 

1 エラー scenario hotfix rebootflg tag not found  MAC : TAG = xx-xx-xx-xx-xx-xx 

1 エラー scenario PP rebootflg tag not found  MAC : TAG = xx-xx-xx-xx-xx-xx 

1 エラー scenario hotfix unicasrflg tag not found  MAC : TAG = xx-xx-xx-xx-xx-xx 

1 エラー scenario PP unicasrflg tag not found  MAC : TAG = xx-xx-xx-xx-xx-xx 

1 エラー DmSetRemoteUpdateParam allocation error MAC = xx-xx-xx-xx-xx-xx. 

1 エラー socket initialize error sts = xxx 

1 エラー socket create error sts = xxx 

1 エラー bind error sts = xxx 

1 エラー PostNO = xxxxx 

1 エラー message send error sts = xxx 

1 エラー gethostbyname error = xxx 

1 エラー DmClosePkgShrMem() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last 
Error = xxx 

1 エラー DmAddUsePkg() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = 
xxx 

1 エラー DmDelUsePkg() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = 
xxx 

1 エラー DmGetPkgStatus() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error 
= xxx 

1 エラー DmGetCurrentSnrNumber() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx 
Last Error = xxx 

1 エラー DmCreateMutex() error = XXX 

1 エラー can not get PC name from tblDPMClient MAC : xx-xx-xx-xx-xx-xx 

1 エラー DmTimeOutSnr() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = 
xxx 

1 エラー Starting process of the computer failed when execute scenario MAC = xx-xx-xx-xx-xx-xx 

1 エラー DmTimeOutWol() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = 
xxx 

1 エラー Starting process of the computer failed MAC =ｘｘｘ  

1 エラー DmSnrPowerCtrl() DmGetPowerStsEx error = xx-xx-xx-xx-xx-xx:xxx 

1 エラー DmSnrPowerCtrl() DmPowerOffSnr error = xx-xx-xx-xx-xx-xx:xxx 

1 エラー DmSnrPowerCtrl() DmRupdSendData error = xx-xx-xx-xx-xx-xx:xxx 

1 エラー DmSnrPowerCtrl() DmWakeOnLanSnr error = xx-xx-xx-xx-xx-xx:xxx 

1 エラー DmSetClientData Error MAC : error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx 

1 エラー DmCreateInstutl Error MAC : error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx 

1 エラー DmInitRuncmd Error MAC : error = xx-xx-xx-xx-xx-xx:xxx 
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イベントID 種類 説明 

1 エラー DmCreateInstutl Error MAC : error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx 

1 エラー DmCreateUnattend Error MAC : error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx 

1 エラー scenario start query group name error Group : error = xxx : xxx 

1 エラー send pipe data error sts = xxx 

1 エラー DmSetAgentUpgradeParam allocation error MAC = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xx 

1 エラー connect error HOST : STS =  PCName : xxx 

1 エラー DmPowerOnMemMapping() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx 
Last Error = xxx 

1 エラー DmPowerOnMemFree() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last 
Error = xxx 

1 エラー DmSetPowerOnMem() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last 
Error = xxx 

1 エラー DmReSetPowerOnMem() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last 
Error = xxx 

1 エラー DmCheckPowerOnMem() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx 
Last Error = xxx 

1 エラー DmShutdownMemMapping() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx 
Last Error = xxx 

1 エラー DmShtdMemFree() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error 
= xxx 

1 エラー DmUpdShtdMem() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error 
= xxx 

1 エラー DmDelShtdMem() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = 
xxx 

1 エラー DmWriteShtdError() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error 
= xxx 

1 エラー IPChgInfoWrite Pipe CreateFile error 

1 エラー IPChgInfoWrite Failed to Write PIPE_MESSAGE 

1 エラー IPChgInfoWrite Failed to Write CLIENT_CHG_INFO 

1 エラー GetProcAddress failed while locating PxeMgr_Init. Error = ｢エラーコード｣ 

1 エラー PxeMgr_Init() error 

1 エラー GetProcAddress failed while locating DmGetDhcpMode. Error = ｢エラーコード｣ 

1 エラー GetProcAddress failed while locating DmListenFromBootpcThread. Error = ｢エラーコード｣ 

1 エラー Read Registry(DHCPServerLessMode) failed. Error = エラーコード 

1 エラー _beginthreadex failed during DLL initialization. Error = ｢エラーコード｣ 

1 エラー LoadLibraryEx failed while loading pxemgr.dll. Error = ｢エラーコード｣ 

1 エラー LoadLibraryEx failed while loading DmShared.dll. Error = ｢エラーコード｣ 

1 エラー GetProcAddress failed while locating DmShared_Init. Error = ｢エラーコード｣ 

1 エラー GetProcAddress failed while locating DmDBExitProcess. Error = ｢エラーコード｣ 

1 エラー LoadLibraryEx failed while loading DpmUtils.dll Error = ｢エラーコード｣ 

1 エラー GetProcAddress failed while locating PmWriteJSLog. Error = ｢エラーコード｣ 

1 エラー GetProcAddress failed while locating DpmUtils_Init. Error = ｢エラーコード｣ 

1 エラー Failed to initialize DmUtils. Error = ｢エラーコード｣ 
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イベントID 種類 説明 

1 エラー Create CPxeDebug Error insufficient memory Error 

1 エラー DHCPServerLessMode WaitForSingleObject() Error: ｢エラーコード｣ 

1 エラー Unable to initialize WinSOCK 

1 エラー There is no valid IP address. 

1 エラー Error creating DGRAM socket: ｢xx｣, line# ｢xx｣ in File ｢ファイル名｣ 

1 エラー Socket Error while attempting to set reuse addr option: Error=｢エラーコード｣ 

1 エラー Error ｢エラーコード｣ creating Datagram socket 

1 エラー Error ｢エラーコード｣ while binding Socket on Port=xx, IP=xx-xx-xx-xx 

1 エラー Unable to create the GetDomaininfo Thread. 

1 エラー Error ｢エラーコード｣ in Socket select call 

1 エラー WinSock error ｢エラーコード｣ on UDP recvfrom() on Port 67 

1 エラー PxeService is being stopped because of the UDP read error 

1 エラー WinSock error ｢エラーコード｣ on UDP recvfrom() on Port 4011 

1 エラー _beginthreadex failed while receiving packet on port 4011. The packet has been lost. Error 
= ｢エラーコード｣ 

1 エラー LoadParsingDlls:  Failed to find Dll Path or Funcion Name for ｢DLL名｣. 

1 エラー LoadParsingDlls:  Failed to load Dll Library for ｢DLL名｣. 

1 エラー LoadParsingDlls:  Failed to map Funcion Name for ｢DLL名｣. 

1 エラー LoadParsingDlls:  Failed to initialize parser DLL for ｢DLL名｣. 

1 エラー LoadParsingDlls:  Failed to find any parsing Dlls. 

1 エラー exception occurred at DmReadCLF, not BootIP[RetValue:xx] 

1 エラー Unable to create socket Error=｢エラーコード｣ 

1 エラー Socket Error while binding DHCP Socket: xx, Port=67, IP=xx-xx-xx-xx 

1 エラー sendto() to client ｢クライアントIP｣ failed with error = ｢エラーコード｣ 

1 エラー GetProcAddress failed while locating DmGetNbpPath. Error = ｢エラーコード｣ 

1 エラー GetProcAddress failed while locating DmReadCLF. Error = ｢エラーコード｣ 

1 エラー GetProcAddress failed while locating DmMacToCliID. Error = ｢エラーコード｣ 

1 エラー DmShared_Init() error 

1 エラー HeapAlloc failed for NBP path buffer. 

1 エラー HeapAlloc failed while dealing with PXE request(request entry creation). 

1 エラー CreateEvent failed while (request entry event). Error =｢エラーコード｣ 

1 エラー _beginthreadex failed for delay deletion thread. Error =｢エラーコード｣ 

1 エラー HeapAlloc failed while creating new scenario stop entry. 

1 エラー Failed to stop the scenario as the result of DmWriteErrorFlag call. 
MAC = xx-xx-xx-xx-xx-xx 

1 エラー DmSnrReportWrite() failed, failed to report the scenario error. 
MAC = xx-xx-xx-xx-xx-xx 

1 エラー Exception occurred during DmWriteErrorFlag call. 
ExceptionCode = ｢エラーコード｣ 
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イベントID 種類 説明 

1 エラー Exception occurred during DmSnrReportWrite call. 
ExceptionCode = ｢エラーコード｣ 

1 エラー LoadLibraryEx failed while loading hardware.dll Error = ｢エラーコード｣ 

1 エラー GetProcAddress failed while locating HardWare_Init. Error = ｢エラーコード｣ 

1 エラー HardWare_Init() error 

1 エラー GetProcAddress failed while locating DmGetScenarioKind. Error = ｢エラーコード｣ 

1 エラー GetProcAddress failed while locating DmScenarioStartEx. Error = ｢エラーコード｣ 

1 エラー GetProcAddress failed while locating DmGetGroupID. Error = ｢エラーコード｣ 

1 エラー Error cannot allocate data buffer for DmGetEntryCacheData(DM_BINL_INBOUND_DATA) 

1 エラー Error reset request data is null(DM_BINL_OUTBOUND_DATA) 

1 エラー Error cannot allocate MAC address: 
MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 

1 エラー Error cannot allocate NBP filename: 
MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 

1 エラー Error cannot allocate client list structure(DM_CLIENT_BOOT_DATA): 
MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 

1 エラー Invalid NbpIndex was found: NbpIndex= XX 
MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 

1 エラー Error cannot read database: 
MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx),Code-「エラーコード」 

1 エラー Error cannot create TimeoutThread: 
MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 

1 エラー Error cannot change scenario flag in database to ErrorCode: 
MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx),Code-「エラーコード」 

1 エラー scenario flag in database is unknown code XX 
MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 

1 エラー Error cannot get target information from database:  
MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 

1 エラー Error cannot get NBPfile path: 
MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx),Code-「エラーコード」 

1 エラー Error NbpFile is not exist.(ファイル名): 
MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx),Code-「エラーコード」 

1 エラー Error cannot clear scenario flag in database: 
MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 

1 エラー Error cannot allocate backup nbpfilename buffer(ENTRY_DATA) 

1 エラー Error create timeout event: 
MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx),Code-「エラーコード」 

1 エラー Error create event for exit TimeoutThread: 
MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx),Code-「エラーコード」 

1 エラー Error cannot create thread(DmCliTimeoutInstance): 
MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx),Code-「エラーコード」 

1 エラー Error cannot allocate MAC address buffer(for TimeoutThread) 
MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 
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イベントID 種類 説明 

1 エラー Error : Target MAC address broken.(TimeoutThread): 

1 エラー Error Unknown value was returned from the wait function. 

1 エラー Error Unknown value was returned from the wait function.(in CleanupThread): 

1 エラー Error cannot get forceskip.ini path: 
Code-「エラーコード」 

1 エラー Error cannot allocate client list structure(DM_SCENARIO_BOOT_DATA): 
MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 

1 エラー Error Failed of Reading ScenarioFile Or Osdata.ini: 
MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 

1 エラー Error the client ID is 0.MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 

1 エラー Error cannot update database: 
MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx),Code-「エラーコード」 

1 エラー Can't find this client in database: 
MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx),Code-「エラーコード」 

1 エラー Error cannot rename Linux configuration file: 
MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx),Code-「エラーコード」 

1 エラー Error cannot get Arp.dat path: 
MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx),Code-「エラーコード」 

1 エラー Error cannot open ARP: 
MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx),Code-「エラーコード」 

1 エラー Error cannot get client.dat path: 
MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx),Code-「エラーコード」 

1 エラー Error cannot get type of partition specified.: 
MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx),Code-「タイプ」 

1 エラー Error cannot read scenario file: 
MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx),Code-「エラーコード」 

1 エラー Error happened while get KernelID : 
MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx),Code-「エラーコード」 

1 エラー Error cannot allocate buffer(DM_BINL_INBOUND_DATA) 
MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 

1 エラー Error cannot create RequestToAgentThread: 
MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx),Code-「エラーコード」 

1 エラー Error cannot create thread(DmSnrTimeoutInstance): 
MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx),Code-「エラーコード」 

1 エラー Timeout error and stop run scenario. No response from target: 
MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx) 

1 エラー The call of DmGetScenarioOpport API went wrong(Return=xx): 
ClientID(xx) 

1 エラー There is no response from a Agent: 
ClientID(xxx) 

1 エラー The requested file could not be found.  
file = XX 
lOsError = 0x XX 
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イベントID 種類 説明 

1 エラー The requested file path is invalid.  
file = XX 
lOsError = 0xXX 

1 エラー The requested file access denied.  
file = XX 
lOsError = 0xXX 

1 エラー The requested file could not be opened.  
file = XX 
lOsError = 0xXX 

1 エラー No slot is empty to process this client's request 

1 エラー Base working directory for M/TFTP services is not defined. The MTFTP service is 
stopping. 

1 エラー Unable to setsockopt for SO_REUSEADDR, Error=「エラーコード」 

1 エラー Unable to bind to socket on port XX, Error=「エラーコード」 

1 エラー WSAAsyncSelect() failed with Error=「エラーコード」. [XX] 

1 エラー PxeMtftp is terminating due to error 「エラーコード」, 「エラーコード」 

1 エラー It became an error from the registry by reading of a value. LINE xx 

1 エラー It became an error by initialization of WinSock. Error:「エラーコード」, Line:xx 

1 エラー It became an error by SetTcpAsyncSock(). Error: 「エラーコード」 Line: xx 

1 エラー It became an error by reception of data. Error: 「エラーコード」 Line: xx 

1 エラー It became an error by transmission to BootPc. Error: 「エラーコード」 Line: xx. 

1 エラー It became an error by creation of Socket which communicates with BootPc. Error:エラーコ

ード Line:XXXX 

1 エラー ErrorCode:0x03000001 
The MAC address or IP address is all 0x00. 

1 エラー ErrorCode:0x03000002 
It failed in reading database. 

1 エラー ErrorCode:0x03000003 
The client is not registered. 

1 エラー ErrorCode:0x03000004 
The scenario is not allocated. 

1 エラー ErrorCode:0x03000005 
It failed in DmGetScenarioKind(). 

1 エラー ErrorCode:0x03000006 
The scenario is wrong. 
Please confirm whether it is a unit backup scenario or unit unicast restore scenario. 

1 エラー ErrorCode:0x03000007 
remote update is being executed. 

1 エラー ErrorCode:0x03000008 
remote power on is making an error. 

1 エラー ErrorCode:0x03000009 
The state is an error. 

1 エラー ErrorCode:0x0300000a 
It failed in the bootfile request 
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イベントID 種類 説明 

1 エラー ErrorCode:0x0300000b 
It failed in the acquisition of group id. 

1 エラー ErrorCode:0x0300000c 
It failed in the scenario execution beginning. 

1 エラー ErrorCode:0x0300000d 
It failed in reading scenario file. 

1 エラー ErrorCode:0x0300000e 
The flag of database is wrong. 

 
イベントソース：ftsvc 

イベントID 種類 説明 

1 エラー ft: ERROR: WSAStartup failed,xxx,xxx:xxx:xxx 

1 エラー ft: ERROR: gethostbyname failed,xxx,xxx:xxx:xxx 

1 エラー ft: ERROR: socket failed, xxx, xxx:xxx:xxx 

1 エラー ft: ERROR: connect failed, xxx, xxx:xxx:xxx 

1 エラー ft: ERROR: argment error, xxx:xxx:xxx 

1 エラー ft: ERROR: HeapAlloc failed, xxx, xxx:xxx:xxx 

1 エラー ft: ERROR: Message size too long, xxx, xxx:xxx:xxx 

1 エラー ft: ERROR: SendDataUnicast failed, xxx, xxx:xxx:xxx 

1 エラー ft: ERROR: RecvDataUnicast failed, xxx, xxx:xxx:xxx 

1 エラー ft: ERROR: unexpected opcode xxx, xxx:xxx:xxx 

1 エラー ft: ERROR: Failed to search folder, Path = xxx 

1 エラー ft: ERROR: CreateEvent failed, xxx, xxx:xxx:xxx 

1 エラー ERROR: CreateFile failed, pcFullPath==xxx, xxx, xxx:xxx:xxx 

1 エラー ERROR: GetFileSizeEx failed, pcFullPath==xxx, xxx, xxx:xxx:xxx 

1 エラー ERROR: SetFileTime failed, pcFullPath==xxx, xxx, xxx:xxx:xxx 

1 エラー ft: ERROR: CloseFile Failed 

1 エラー ft: ERROR Packet Information 
xxx 

1 エラー ft: ERROR: _stat failed(xxx-xxx), xxx:xxx:xxx 

1 エラー ft: ERROR: bind failed, xxx, xxx:xxx:xxx 

1 エラー ft: ERROR: CheckSum data disagree 

1 エラー ft: ERROR: CheckSum type disagree 

1 エラー ft: ERROR: CloseHandle failed, xxx, xxx:xxx:xxx 

1 エラー ft: ERROR: CreateEvent failed, xxx, xxx:xxx:xxx 

1 エラー ft: ERROR: CreateFolder failed, xxx, xxx:xxx:xxx 

1 エラー ft: ERROR: CreateRecvFile failed, length of pcFullPath longer than MAX_PATH, 
xxx:xxx:xxx 

1 エラー ft: ERROR: CreateRecvFile failed, xxx, xxx:xxx:xxx 

1 エラー ft: ERROR: Download file disagree 

1 エラー ft: ERROR: Download file size disagree, (xxx/xxx) 
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イベントID 種類 説明 

1 エラー ft: ERROR: Download file time set failed 

1 エラー ft: ERROR: Failed to construct checksum, xxx:xxx:xxx 

1 エラー ft: ERROR: Failed to get FileTransferRoot from registry, xxx:xxx:xxx 

1 エラー ft: ERROR: Failed to search folder, Path = xxx, xxx:xxx:xxx 

1 エラー ft: ERROR: Failed to search folder, xxx,  xxx:xxx:xxx 

1 エラー ft: ERROR: folder not found, xxx:xxx:xxx 

1 エラー ft: ERROR: HeapAlloc failed, xxx, xxx:xxx:xxx 

1 エラー ft: ERROR: listen failed, xxx, xxx:xxx:xxx 

1 エラー ft: ERROR: memory error xxx:xxx:xxx 

1 エラー ft: ERROR: Message size too long, xxx:xxx:xxx 

1 エラー ft: ERROR: OpenSendFile failed, length of pcFullPath longer than MAX_PATH, 
xxx:xxx:xxx 

1 エラー ft: ERROR: OpenSendFile failed, xxx:xxx:xxx 

1 エラー ft: ERROR: OpenVerifyFile failed, length of pcFullPath longer than MAX_PATH, 
xxx:xxx:xxx 

1 エラー ft: ERROR: Packet Size too large, xxx:xxx:xxx 

1 エラー ft: ERROR: parameter error, xxx:xxx:xxx 

1 エラー ft: ERROR: Path length unexpected, xxx:xxx:xxx 

1 エラー ft: ERROR: ReadSendFile failed, xxx:xxx:xxx 

1 エラー ft: ERROR: Received unexpected BlockSize = xxxxxxxx, xxx:xxx:xxx 

1 エラー ft: ERROR: Received unexpected object xxx, xxx:xxx:xxx 

1 エラー ft: ERROR: RecvDataUnicast failed, xxx, xxx:xxx:xxx 

1 エラー ft: ERROR: RecvDataUnicast failed, xx-xx-xx-xx-xx-xx exitting, xxx, xxx:xxx:xxx 

1 エラー ft: ERROR: RecvDataUnicast failed, xx-xx-xx-xx-xx-xx exitting, xxx:xxx:xxx 

1 エラー ft: ERROR: Root folder not found, xxx:xxx:xxx 

1 エラー ft: ERROR: SendDataUnicast failed, xxx, xxx:xxx:xxx 

1 エラー ft: ERROR: server path too long, xxx:xxx:xxx 

1 エラー ft: ERROR: SetTimeRecvFile failed, length of pcFullPath longer than MAX_PATH, 
xxx:xxx:xxx 

1 エラー ft: ERROR: socket failed, xxx, xxx:xxx:xxx 

1 エラー ft: ERROR: Specified block number exceeds the last block number, ullExpBlockNumber == 
xxx, LastBlockNumber == xxx, xxx:xxx:xxx 

1 エラー ft: ERROR: unexpected opcode xxxx, xxx:xxx:xxx 

1 エラー ft: ERROR: WriteRecvFile failed, xxx, xxx:xxx:xxx 

1 エラー ft: ERROR: WSAEventSelect failed, xxx, xxx:xxx:xxx 

0 エラー SetServiceStatus 

0 エラー StartServiceCtrlDispatcher failed. 

1 エラー ft: ERROR Packet Information 
  Reply to 受信パケット種別 linftc.cXXX XX XXXX エラー箇所 line 
linftc: ERROR: memory allocation error for root path, size = 要求メモリサイズ (エラー番号 - 
エラーメッセージ)  [00000000-エラー番号] 
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イベントID 種類 説明 

1 エラー ft: ERROR Packet Information 
  Reply to 受信パケット種別 linftc.cXXX XX XXXX エラー箇所 line 
linftc: ERROR: failed to receive packet (エラー箇所 - エラー番号 - エラーメッセージ)  
[00000000-エラー番号] 

1 エラー ft: ERROR Packet Information 
  Reply to 受信パケット種別 linftc.cXXX XX XXXX エラー箇所 line 
linftc: ERROR: memory allocation error for received client path, size = 要求メモリサイズ 
(エラー番号 - エラーメッセージ)  [00000000-エラー番号] 

1 エラー ft: ERROR Packet Information 
  Reply to 受信パケット種別 linftc.cXXX XX XXXX エラー箇所 line 
linftc: ERROR: unexpected object in ReceivePacket->FileInfo.IsDirectory(ディレクトリ識別フ

ラグ)  [00000000-00000000] 

1 エラー ft: ERROR Packet Information 
  Reply to 受信パケット種別 linftc.cXXX XX XXXX エラー箇所 line 
linftc: ERROR: unexpected Opcode received, パケット種別.  [00000000-00000000] 

1 エラー ft: ERROR Packet Information 
  Reply to 受信パケット種別 linftc.cXXX XX XXXX エラー箇所 line 
linftc: ERROR: failed to construct checksum, linftc.c:エラー箇所:XXX XX XXXX.  
[00000000-不定値] 

1 エラー ft: ERROR Packet Information 
  Reply to 受信パケット種別 linftc.cXXX XX XXXX エラー箇所 line 
linftc: ERROR: failed to open file , Path == ファイルパス (エラー番号 - エラーメッセージ)  
[00000000-エラー番号] 

1 エラー ft: ERROR Packet Information 
  Reply to 受信パケット種別 linftc.cXXX XX XXXX エラー箇所 line 
linftc: ERROR: failed to write file. (エラー番号 - エラーメッセージ)  [00000000-エラー番号] 

1 エラー ft: ERROR Packet Information 
  Reply to 受信パケット種別 linftc.cXXX XX XXXX エラー箇所 line 
linftc: ERROR: failed to close file. (エラー番号 - エラーメッセージ)  [00000000-エラー番号] 

1 エラー ft: ERROR Packet Information 
  Reply to 受信パケット種別 linftc.cXXX XX XXXX エラー箇所 line 
linftc: ERROR: download file data size is ignored !! (実際にダウンロードしたサイズ/ファイル

サイズ)  [00000000-00000000] 

1 エラー ft: ERROR Packet Information 
  Reply to 受信パケット種別 linftc.cXXX XX XXXX エラー箇所 line 
linftc: ERROR: transfer failed  [00000000-00000000] 

1 エラー ft: ERROR Packet Information 
  Reply to 受信パケット種別 linftc.cXXX XX XXXX エラー箇所 line 
linftc: ERROR: failed to set attribute (エラー番号 - エラーメッセージ)  [00000000-エラー番

号] 

1 エラー ft: ERROR Packet Information 
  Reply to 受信パケット種別 linftcu.cXXX XX XXXX エラー箇所 line 
linftcu: ERROR: memory allocation error for root path, size = 要求メモリサイズ (エラー番号 
- エラーメッセージ)  [00000000-エラー番号] 

1 エラー ft: ERROR Packet Information 
  Reply to 受信パケット種別 linftcu.cXXX XX XXXX エラー箇所 line 
linftcu: ERROR: failed to receive packet (エラー箇所 - エラー番号 - エラーメッセージ)  
[00000000-エラー番号] 
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イベントID 種類 説明 

1 エラー ft: ERROR Packet Information 
  Reply to 受信パケット種別 linftcu.cXXX XX XXXX エラー箇所 line 
linftcu: ERROR: memory allocation error for received client path, size = 要求メモリサイズ 
(エラー番号 - エラーメッセージ)  [00000000-エラー番号] 

1 エラー ft: ERROR Packet Information 
  Reply to 受信パケット種別 linftcu.cXXX XX XXXX エラー箇所 line 
linftcu: ERROR: unexpected Opcode received, パケット種別.  [00000000-00000000] 

1 エラー ft: ERROR Packet Information 
  Reply to 受信パケット種別 linftcu.cXXX XX XXXX エラー箇所 line 
linftcu: ERROR: failed to construct checksum, linftcu.c:エラー箇所:XXX XX XXXX.  
[00000000-エラー番号] 

1 エラー ft: ERROR Packet Information 
  Reply to 受信パケット種別 linftcu.cXXX XX XXXX エラー箇所 line 
linftcu: ERROR: failed to open file , Path == ファイルパス (エラー番号 - エラーメッセージ)  
[00000000-エラー番号] 

1 エラー ft: ERROR Packet Information 
  Reply to 受信パケット種別 linftcu.cXXX XX XXXX エラー箇所 line 
linftcu: ERROR: failed to read file. (エラー番号 - エラーメッセージ)  [00000000-エラー番号] 

1 エラー ft: ERROR Packet Information 
  Reply to 受信パケット種別 linftcu.cXXX XX XXXX エラー箇所 line 
linftcu: ERROR: failed to construct checksum, linftcu.c:エラー箇所:XXX XX XXXX.  
[00000000-00000000] 

1 エラー ft: ERROR Packet Information 
  Reply to 受信パケット種別 linftcu.cXXX XX XXXX エラー箇所 line 
linftcu: ERROR: Specified block number exceeds the last block number, 
ullExpBlockNumber == 管理サーバに送信予定のブロック番号, LastBlockNumber == 最終

ブロック番号, linftcu.c:エラー箇所:XXX XX XXXX  [00000000-00000000] 

1 エラー ft: ERROR: Failed to search folder, Path = ..¥ドライバファイル名, 
 

イベントソース：schwatch 

イベントID 種類 説明 

2 エラー schwatch service: PackageDownTimerWatch()  Failed to create object instance, 
ErrorCode = XX 

2 エラー PatchDownTimerWatch()  Patch Download Time is invalid. 

2 エラー schwatch: PatchDownTimerWatch()  Call DmAutoDownloadStart() return NG, error = XX 

2 エラー GetRegTimeSet: DmReadOption error, dwRetCode = XX 

2 エラー SetEventSnrMem() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error = 
XX 

2 エラー DelEventSnrMem() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error = 
XX 

2 エラー EventSnrMemClear() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error 
= XX 

2 エラー SetEventPonMem() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error = 
XX 

2 エラー DelEventPonMem() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error = 
XX 

2 エラー EventPonMemClear() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error 
= XX 
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イベントID 種類 説明 

2 エラー SetEventShtMem() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error = 
XX 

2 エラー DelEventShtMem() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error = 
XX 

2 エラー EventShtMemClear() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error 
= XX 

2 エラー schwatch: Start Service Failed Create SortEventSnrThread error = XX 

2 エラー schwatch: Start Service Failed Create SortEventPonThread error = XX 

2 エラー schwatch: Start Service Failed Create SortEventShtThread error = XX 

2 エラー SortEventSnrMem() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error = 
XX 

2 エラー SortEventPonMem() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error 
= XX 

2 エラー SortEventShtMem() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error = 
XX 

2 エラー EventSnrMemCheck() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last 
Error = XX 

2 エラー EventPonMemCheck() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last 
Error = XX 

2 エラー EventShtMemCheck() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last 
Error = XX 

2 エラー schwatch: power on skipped because sneario alredy started ClientID = XX 

2 エラー schwatch: power off skipped because scenario alredy started ClientID = XX 

2 エラー schwatch: power on skipped because already power on UUID = XX, MAC = YY 

2 エラー schwatch: power off skipped because already power off UUID = XX, MAC = YY 

2 エラー schwatch: Memory Allocation Error = XX 

2 エラー schwatch: Create PowerOnAction error = XX 

2 エラー schwatch: Create PowerOffAction error =  XX 

2 エラー schwatch: Failed Load DmShared.dll error =  XX 

2 エラー schwatch: Failed get FNC_YY address error = XX 

2 エラー SchCreateMutex() error = MUTEX_XX 

2 エラー SchSnrMemMapping() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last 
Error = XX 

2 エラー SchPonMemMapping() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last 
Error = XX 

2 エラー SchShtMemMapping() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last 
Error = XX 

2 エラー SchSnrMemFree() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error = 
XX 

2 エラー SchPonMemFree() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error = 
XX 

2 エラー SchShtMemFree() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error = 
XX 

2 エラー schwatch: Start Service Failed Create TimerReviseThread error = XX 

2 エラー schwatch: Start Service Failed Create SchTimerWatch error = XX 

2 エラー schwatch: Start Service Failed Create WaitMsgThread error = XX 
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イベントID 種類 説明 

2 エラー schwatch: Start Service Failed Create PatchDownTimerWatch error=XX 

2 エラー schwatch: CreateNamedPipe error = XX 

2 エラー schwatch: ConnectNamedPipe error = XX 

2 エラー schwatch: WaitForMultipleObjects error = XX 

2 エラー schwatch: ReadParamThread create error = XX 

2 エラー schwatch: Pipe ReadFile error = XX, line = XX. 

2 エラー schwatch: DmHeapAlloc Failed error = XX, line =XX. 

2 エラー schwatch: Event Data Format error. cSep not found. line = XX. 

2 エラー schwatch: Event Data Format error. Client count is zero or non-number. line =XX. 

2 エラー schwatch: Event Data Format error = XX, line = XX. 

2 エラー schwatch: Delete Event Data error = XX, clientID=XX, line = XX. 

2 エラー schwatch: Start Service Failed Create EventSnrThread error = XX 

2 エラー schwatch: Start Service Failed Create EventPonThread error = XX 

2 エラー schwatch: Start Service Failed Create EventShtThread error = XX 

2 エラー schwatch: Create Event error Sts = XX 

 
イベントソース：DepAgent(DPM クライアント) 

イベントID 種類 説明 

2 エラー DepAgent: GetResourceFromIni() Faild 

2 エラー DepAgent: Create Event error Sts = xxx 

2 エラー DepAgent: WSAStartup error code = xxx 

2 エラー DepAgent: CreateThread( CommunicateTrayThread) error code = xxx 

2 エラー DepAgent: StartTray error code = xxx 

2 エラー DepAgent: WaitForSingleObject error code = xxx 

2 エラー DepAgent: CreateThread(ShutDownCtlThread) error. Errorcode = xxx 

2 エラー DepAgent: CreateThread(AcceptThreadProc) error. Errorcode = xxx 

2 エラー DepAgent: CreateThread(ShutDownThread) error. Errorcode = xxx 

2 エラー DepAgent: hostname get error code = xxx 

2 エラー DepAgent: hostbyname get error code = xxx 

2 エラー DepAgent: create socket error code = xxx 

2 エラー DepAgent: bind error code = xxx 

2 エラー DepAgent: listen error code = xxx 

2 エラー DepAgent: DepAgent: WaitForMultipleObjects error = xxx 

2 エラー DepAgent: Accept error code = xxx 

2 エラー DepAgent: Password of shutdown/reboot is not correct 

 



 64

 
イベントソース：rupdsvc(DPM クライアント) 

イベントID 種類 説明 

2 情報 DepAgent: server service version is old 

2 エラー CliInfoSendWithRetry::CliInfoSend ｘｘｘ Times All Failed 

2 エラー Get Client Information Error = xxx 

2 エラー The MAC Address is NULL, unable to send client information to server 

2 エラー Memory Allocation Error = xxx 

2 エラー ControlRequestEx: Get Client Information Error = xxx 

2 エラー ControlRequestEx: Send Version Reply to server failed, GetLastError() =xxx 

2 エラー ControlRequestEx: Send Base Info to server failed, GetLastError() =xxx 

2 エラー ControlRequestEx: Query Package Install Status failed, return value = xxx 

2 エラー ControlRequestEx: Send Hotfix/SP info to server failed, GetLastError() = xxx 

2 エラー ControlRequestEx: Send APP info to server Error, GetLastError() = xxx 

2 エラー ControlRequestEx: Send FINISHED reply to server failed, GetLastError() = xxx 

2 エラー ControlRequestEx: Send UNKNOWN reply to server failed, GetLastError() = xxx 

0 エラー rupdsvc error: xxx StartServiceCtrlDispatcher failed. 

0 エラー rupdsvc error: xxx SetServiceStatus. 
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【SystemMonitor 性能監視】 

イベントソース：SystemMonitorPerformanceService 

イベントID 種類 説明 

1 情報 性能監視サービスを開始しました。 

2 情報 性能監視サービスを停止しました。 

3 情報 性能監視サービスを一時停止しました。 

4 情報 性能監視サービスを再開しました。 

5 エラー 性能監視サービス開始中にエラーが発生しました。 

6 エラー 性能監視サービス停止中にエラーが発生しました。 

7 エラー 性能監視サービス一時停止中にエラーが発生しました。 

8 エラー 性能監視サービス再開中にエラーが発生しました。 

9 情報 マシン machine から接続していたユーザ（ アカウント:domain¥account ）が 
ログアウトしました。 

10 エラー 監視対象マシンmachine には、性能情報:title （カテゴリ名:category 、インスタンス

名:instance 、カウンタ名:counter ）について収集できる性能データはありません。 

11 エラー 監視対象マシンmachine の性能データ（ タイトル:title 、カテゴリ名:category 、インスタンス

名:instance 、カウンタ名:counter ）収集に失敗しました。 

12 エラー データベース(Server:Server¥Instance、DataBase:DataBase)への接続に失敗しました。 

13 エラー データベースの更新に失敗しました。 

14 エラー データ初期化に失敗しました。 

15 エラー データベースの参照に失敗しました。 

16 警告 性能監視サービスの設定保存に失敗しました。次回起動時は以前の設定を読み込みます。 

17 警告 性能監視サービスの設定読み込みに失敗しました。初期設定値を読み込みます。 

18 エラー マシンmachineからのユーザ(アカウントdomain¥account）のログオンは失敗しました。 

19 警告 監視対象マシンmachineにアクセスできません。 

20 エラー デバッグログ初期化処理に失敗しました。 

21 エラー デバッグログ終了処理に失敗しました。 

22 情報 マシンmachineからユーザ（アカウント: domain¥account）がログオンしました。 

23 エラー アカウントが不明なユーザの接続がありました。 

24 エラー 終了処理でエラーが発生しました。 

25 エラー エラー処理中にエラーが発生しました。 

26 エラー 内部エラー:message 

27 エラー 接続中(Uri:URL)の管理コンソールが見つかりません。 

28 エラー 保存期間を過ぎた性能データの削除に失敗しました。 

29 エラー 復旧できない異常を検出したので性能監視サービスを停止します。 

30 エラー SystemProvisioningを利用できません。 

31 エラー SystemProvisioningの構成情報反映中にエラーが発生しました。 

32 エラー グループgroup (SystemProvisioningグループパス:pvmGroupPath )の性能情報

'performanceInformationTitle' (統計方法:statisticalMethod)が、異常値(value)になりました。 

33 エラー マシンmachine の性能情報'performanceInformationTitle' が、異常値(value)になりました。 
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イベントID 種類 説明 

34 警告 グループgroup(SystemProvisioningグループパス:pvmGroupPath )の性能情報

'performanceInformationTitle' (統計方法:statisticalMethod)が、警告値(value)になりました。 

35 警告 マシンmachine の性能情報'performanceInformationTitle' が、警告値(value)になりました。 

36 情報 グループgroup(SystemProvisioningグループパス:pvmGroupPath )の性能情報

'performanceInformationTitle' (統計方法:statisticalMethod)が、異常値(value)から回復しまし

た。 

37 情報 マシンmachine の性能情報'performanceInformationTitle' が、異常値(value)から回復しまし

た。 

38 情報 グループgroup(SystemProvisioningグループパス:pvmGroupPath )の性能情報

'performanceInformationTitle' (統計方法:statisticalMethod)が、警告値(value)から回復しまし

た。 

39 情報 マシンmachine の性能情報'performanceInformationTitle' が、警告値(value)から回復しまし

た。 

40 エラー 性能情報(タイトル:title)に対象マシン(マシン名:machine)OSに対応する指定がありません。 

41 警告 監視対象マシンmachine の性能データ( タイトル:title 、リソース:resource 、測定対

象:target、性能指標:indicator )収集を失敗しました。 

42 エラー SystemProvisioningへの通報に失敗しました。 

43 エラー 性能情報(タイトル:Title)指定が不正です。 

44 情報 SystemProvisioningの構成情報反映を完了しました。 

45 情報 マシンmachineと既に接続しています(共有リソース: resource)。性能データ収集に既存の接続

を利用します。 

46 エラー マシンmachineとの接続切断（共有リソース: resource)に失敗しました。 

47 情報 グループgroupにマシンserverを追加しました。 

48 情報 グループgroupからマシンmachineを削除しました。 

49 情報 マシンmachineをグループgroup1からグループgroup2へ移動しました。 

50 情報 マシンmachineの設定を変更しました。 

51 エラー マシンmachineがアクセスエラー状態になりました。 

52 情報 マシンmachine がアクセスエラー状態から回復しました。 

53 情報 グループgroup を追加しました。 

54 情報 グループgroup を削除しました。 

55 情報 グループgroup の設定を変更しました。 

56 情報 収集データ設定を変更しました。 

57 情報 しきい値監視設定を変更しました。 

58 情報 環境設定を変更しました。 

62 警告 マシンmachine の性能データ（タイトル:title）が存在しません。マシンmachine の性能データを

除いて、時刻time におけるグループgroup の統計計算を実行しました。 

63 警告 性能データ収集期間(time1 - time2)内にマシンmachine の性能データ(タイトル:title)の収集を

完了できませんでした。 

64 エラー デバッグログの出力処理に失敗しました。 

65 警告 SystemProvisioningの構成反映対象ではないノード{0}について通報しました。 

66 エラー 監視対象マシン:machine との接続にエラーが発生しました。 
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イベントID 種類 説明 

67 警告 データベースサイズが 警告値 warningSizeGB を超えました。 
現在のサイズは currentSizeGB です。 

69 情報 監視対象マシンmachine の性能情報（タイトル:title）について、データの収集を再開しました。 

70 エラー 性能データ（マシン:machine、タイトル:title、リソース:resource、測定対象:target、性能指

標:indicator）の算出に失敗しました。 

71 情報 マシンmachineのデータ収集を一時停止しました。 

72 情報 マシンmachineのデータ収集を再開しました。 

73 情報 グループgroupのデータ収集を一時停止しました。 

74 情報 グループgroupのデータ収集を再開しました。 

75 警告 性能データ（マシン:machine、タイトル: title、カテゴリ:category、インスタンス:instance、カウン

タ:counter）の算出に失敗しました。 

76 情報 データプロバイダ（サーバ:server、タイプ:type）がアクセスエラー状態から回復しました。 

77 エラー データプロバイダ（サーバ:server、タイプ:type）がアクセスエラー状態になりました。 
 

イベントソース：SystemMonitorPerformanceConsole 

イベントID 種類 説明 

75 情報 管理サーバServerと接続しました。 

76 情報 管理サーバServerとの接続を切断しました。 

77 エラー 管理サーバServerとの接続/切断中にエラーが発生しました。 

84 エラー 内部エラー:message 

85 情報 管理コンソールを起動しました。 

86 情報 管理コンソールを終了しました。 

89 エラー 管理コンソールの通信処理初期化に失敗しました。管理コンソール情報設定を変更して下さい。 

90 エラー 管理サーバ server と管理コンソールマシンの時差が minutes 分を超えてます。 
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【ESMPRO/ServerManager】 

イベントソース：ESM Alert Service 

イベントID 種類 説明 

1 エラー Winsock ｴﾗｰです。ｴﾗｰｺｰﾄﾞ: [%d] 

1 エラー Windows API のｴﾗｰです。ｴﾗｰｺｰﾄﾞ:[%d] 

1 エラー アラートログファイルの修復に失敗しました。(ﾒﾓﾘが不足しています。) 

1 エラー アラートログファイルの修復に失敗しました。(ｴﾗｰｺｰﾄﾞ:[%d]) 

2 警告 Winsock ｴﾗｰです。ｴﾗｰｺｰﾄﾞ: [%d] 

2 警告 Windows API のｴﾗｰです。ｴﾗｰｺｰﾄﾞ:[%d] 

2 警告 ｱﾗｰﾄﾛｸﾞﾌｧｲﾙの書き込みに失敗しました。(ｴﾗｰｺｰﾄﾞ:[0x%x]) 

2 警告 ﾒﾓﾘが不足しています。 

2 警告 ｱﾗｰﾄﾛｸﾞ自動保存ﾌｧｲﾙの書き込みに失敗しました。ｴﾗｰｺｰﾄﾞ:[0x%x] 

3 情報 アラートログファイルを修復しました。 
 

イベントソース：DmiEventWatcher 

イベントID 種類 説明 

1 エラー Winsock ｴﾗｰです。ｴﾗｰｺｰﾄﾞ: [%d] 

1 エラー Windows API のｴﾗｰです。ｴﾗｰｺｰﾄﾞ:[%d] 

1 エラー ESM Alert Service との通信が切断されました。¥r¥nDMI Event Watcher Service を終了しま

す。 

1 エラー ESM Alert Service が起動していません。¥r¥nDMI Event Watcher Service を終了します。 

1 エラー ﾒﾓﾘが不足しています。 

1 エラー ESM Alert Service との通信に失敗しました。¥r¥nDMI Event Watcher Service を終了しま

す。 

2 警告 ﾒﾓﾘが不足しています。 

2 警告 ｱﾗｰﾄﾛｸﾞﾌｧｲﾙの書き込みに失敗しました。(ｴﾗｰｺｰﾄﾞ:[0x%x]) 

2 警告 ｱﾗｰﾄﾛｸﾞ自動保存ﾌｧｲﾙの書き込みに失敗しました。ｴﾗｰｺｰﾄﾞ:[0x%x] 
 

イベントソース：ESMBaseService 

イベントID 種類 説明 

1 エラー ｱﾗｰﾄ再送用ファイルを初期化します 

1 エラー 文法ｴﾗｰ 

1 エラー 指定したｷｰﾜｰﾄﾞが不正です 

1 エラー 指定したﾌｧｲﾙが通常ﾌｧｲﾙではありません 

1 エラー Windows APIのｴﾗｰです 

1 エラー ﾌｧｲﾙのｵｰﾌﾟﾝに失敗しました 

1 エラー ﾃﾞｰﾀがありません 

1 エラー ﾄｰｸﾝの数が多すぎます 

1 エラー ｸｫｰﾃｰｼｮﾝ("または')が閉じていません 

1 エラー 指定したﾏﾈｰｼﾞｬ名が不正です 
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イベントID 種類 説明 

1 エラー ﾒﾓﾘ容量が足りません 

1 エラー 指定したｿｹｯﾄのﾎﾟｰﾄ番号が不正です 

1 エラー 数値が大きすぎます 

1 エラー 指定した次のﾏﾈｰｼﾞｬが不正です 

1 エラー 数値が小さすぎます 

1 エラー ﾘﾓｰﾄﾏﾈｰｼﾞｬへのﾙｰﾃｨﾝｸﾞ情報が設定されていません 

1 エラー ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘの作成に失敗しました 

1 エラー ﾌｧｲﾙのｵｰﾌﾟﾝに失敗しました 

1 エラー 指定したｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄﾀｲﾌﾟが不正です 

1 エラー ﾌｧｲﾙﾌｫｰﾏｯﾄが不正です 

1 エラー C RunTime Errorです 

1 エラー 指定したｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄはすでに登録されています 

1 エラー 指定したﾘﾓｰﾄﾏｯﾌﾟ名が不正です 

1 エラー 指定したｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ名が不正です 

1 エラー ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘの作成に失敗しました 

1 エラー ﾛｰｶﾙｸﾞﾙｰﾌﾟの取得に失敗しました 

1 エラー 長さが不正です 

1 エラー 指定したﾌｧｲﾙが通常ﾌｧｲﾙではありません 

1 エラー ﾊﾟｽ名が長すぎます 

1 エラー 指定したﾌｧｲﾙはﾃﾞｨﾚｸﾄﾘではありません 

1 エラー 指定した関係ﾀｲﾌﾟが不正です 

1 エラー 指定した関係はすでに登録されています 

1 エラー ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄの数が多すぎます 

1 エラー 指定したAMIBのﾀｲﾌﾟが不正です 

1 エラー topﾏｯﾌﾟが存在しません 

1 エラー 関係情報を変更できませんでした 

2 警告 SNMP TRAPポート(UDP)でバインドできませんでした。 
以後UDPによるSNMP TRAPメッセージを受信することはできません。 

2 警告 SNMP TRAPポート(IPX)でバインドできませんでした。 
以後IPXによるSNMP TRAPメッセージを受信することはできません。 

 
イベントソース：AlertManagerSocketRecvService 

イベントID 種類 説明 

9401 異常 サービスの内部で、致命的エラーが発生しました。%1 

9403 異常 サービスの内部で、エラーが発生しました。%1 
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イベントソース：esmpvmpr 

イベントID 種類 説明 

1 エラー API: %1 でエラーが発生しました。 

2 エラー NVBASEの初期化に失敗しました。 

3 警告 
エラー 

NVAPI: %1 でエラーが発生しました。 

4 エラー メモリ不足です。 

5 警告 ESM Base Serviceと通信できなくなりました。 

6 警告 クライアントにより要求がキャンセルされました。 

7 エラー 内部エラーが発生しました。 
 

イベントソース：ESMSMWSX 

イベントID 種類 説明 

1 警告 
エラー 

API: %1 でエラーが発生しました。 
%2 

2 エラー NVBASEの初期化に失敗しました。 
%1 

3 警告 
エラー 

NVAPI: %1 でエラーが発生しました。 
%2 

4 エラー メモリ不足です。 

5 警告 ESM Base Serviceと通信できなくなりました。 
 

イベントソース：EsmTrapRedirection 

イベントID 種類 説明 

100 情報 EsmTrapRedirection サービスがインストールされました。 

101 情報 EsmTrapRedirection サービスが削除されました。 

102 エラー EsmTrapRedirection サービスは削除できませんでした。 

103 エラー サービス制御ハンドラの登録に失敗しました。 

104 エラー サービスの初期化に失敗しました。 

105 情報 サービスが開始しました。 

106 エラー サービスは不明な要求を検出しました。 

108 情報 サービスは停止しました。 

110 警告 宛先 %1 のインターネットアドレスへの変換に失敗しました。 

111 警告 
エラー 

NV API( %1 ) のエラーです。%2 

112 警告 定義ファイルのオープンに失敗しました。 

113 警告 領域の確保に失敗しました。メモリ不足の可能性があります。 

114 警告 
エラー 

Socket API( %1 ) のエラーです。%2 

115 警告 iconv( %1 ) のエラーです。%2 

116 警告 %1 へのコード変換に失敗しました。 
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イベントID 種類 説明 

117 警告 新しい設定を読み込むことができません。変更前の設定に従って送信します。 

118 情報 新しい設定を読み込みました。変更後の設定に従って送信します。 

119 警告 AMIB (%1 ) の取得に失敗しました。%2 

120 警告 自局アドレス( %1 ) に対してSA互換形式が指定されています。トラップ転送処理の無限ループ

が発生するため、自局アドレスへの送信設定を無視します。 
 

作成日: 2011/06/20 
 


