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イベントログ一覧 
対応バージョン： 
SSC2.1、SSC2.1 Update1、SSC2.1 Update2、SSC2.1 Update3 
 
【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[“情報”]） 

PVMサービスの起動に失敗しました。（内容:起動失敗） 
※1 

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。 

502 情報 通報を受信しました。(“情報”) 

502 ※3 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 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 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 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 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" 

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”) 
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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” 

2042 ※3 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 ※3 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”) 
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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") 
HotMigration/ColdMigration("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") HotMigration/ColdMigration("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”) 

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 ※2 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 ※2 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 ※2 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 ※2 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") 
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2090 ※2 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 ※2 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 ※2 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 ※2 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 ※2 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 ※2 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 ※2 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 ※2 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 ※2 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 ※2 情報 マシンの診断処理を完了しました。管理ID:"管理ID" 

2100 ※2 警告 マシンの診断処理が失敗しました。管理ID:"管理ID" 

2101 ※2 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 ※3 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 ※3 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 ※3 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") 

2105 ※3 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 ※3 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 ※3 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 ※3 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 ※3 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 ※3 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 ※3 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 ※3 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 ※3 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 ※3 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 ※3 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 ※3 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") 
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2117 ※3 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 ※3 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 ※3 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 ※3 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 ※3 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 ※3 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 ※3 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 ※3 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 ※3 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 ※4 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 ※4 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") 

2128 ※4 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 ※4 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 ※4 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 ※4 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 ※4 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 ※4 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 ※4 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 ※4 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 ※4 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 ※4 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") 

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”)へのソフトウェア(“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。 

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

※1 このイベントは、SigmaSyetemCenter 2.1 Update 1で追加になりました。 

※2 このイベントは、SigmaSyetemCenter 2.1 Update 2で追加になりました。 

※3 このイベントは、SigmaSyetemCenter 2.1 Update 3で追加になりました。 

※4 このイベントは、アップデートモジュール (SSC0201-0017) で追加になりました。 
 

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 : 0x01000052 
host : XX(XX) 
bkressvc : 
Service Stopped. 

1 エラー ErrorCode : 0x0100002b 
host : XX(XX) 
bkressvc : 
ReceiveDataUnicast() failed(0xXX). 

1 エラー ERROR: ReceiveDataUnicast() failed, 0xXX, 「ファイル名」:「行数」:「日付」, without haveing 
a client descriptor. 

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

1 エラー ErrorCode : 0x01000056 
host : XX(XX) 
bkressvc : 
SendDataUnicast failed at 0xXX, 0xXX 

1 エラー ErrorCode : 0x01000033 
host : XX(XX) 
bkressvc : 
brs_SendDataUnicast() failed, at OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTDONE, 0xXX, XX 
exiting. 

1 エラー ERROR: brs_SendDataUnicast() failed, 0xXX, 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 : 0x01000035 
host : XX(XX) 
bkressvc : 
brs_SendDataUnicast() failed, 0xXX, at OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTALIVE, 
llNextBlockNumber==XX, XX  exiting. 

1 エラー ERROR: brs_SendDataUnicast() failed, 0xXX, 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 : 0x01000037 
host : XX(XX) 
bkressvc : 
brs_SendDataUnicast() failed, 0xXX at OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DT, 
llNextBlockNumber==XX, XX exiting. 

1 エラー ERROR: brs_SendDataUnicast() failed, 0xXX, 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 The backup or restore operation was stopped because the scenario file name is too 
long(must be less than 130 bytes). 
Scenario: XX 

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

1 エラー ErrorCode : 0x01000020 
host : XX(XX) 
bkressvc : 
failed to query registry (ShareRootDir), 0xXX 
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1 エラー ErrorCode : 0x01000042 
host : XX(XX) 
bkressvc : 
ERROR: failed to open registry (SOFTWARE¥¥NEC¥¥DeploymentManager), 0xXX 

1 エラー ErrorCode : 0x01000043 
host : XX(XX) 
bkressvc : 
ERROR: failed to open registry (ShareRootDir), 0xXX 

1 エラー The restore operation was stopped because an error has occurred while opening registry 
key 
Scenario: XX 
Registry Key: SOFTWARE¥¥NEC¥¥DeploymentManager 
Error: 0xXX. 

1 エラー illegal parameter at CheckSum. 

1 エラー The restore operation was stopped because of the following error. 
Scenario: XX 
Backup File: XX 
Error: 0xXX 

1 エラー ErrorCode : 0x01000018 
host : XX(XX) 
bkressvc : 
The operation was requested without scenario being started 

1 エラー ErrorCode : 0x0100002c 
host : 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 ErrorCode : 0x0100002f 
host : XX(XX) 
bkressvc : 
pRcvPackt->DtRecv.BlockNumber != llNextBlockNumber, received==XX, expected==XX. 

1 エラー ErrorCode : 0x0100005d 
host : 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.(0xXX) 
Scenario: XX 
Backup File: XX 

1 エラー The backup operation was stopped because there is not enough space on the disk. 
Scenario: XX 
Backup File: XX 

1 エラー ErrorCode : 0x01000041 
host : XX(XX) 
bkressvc : 
not found Backup File(dpmtmp). 
File Name : XX 
ErrorCode : 0xXX 

1 エラー The following scenario was stopped by multicast address conflicts. 
Scenario: XX 
Multicast IP: XX 

1 エラー ErrorCode : 0x01000059 
host : XX(XX) 
bkressvc : 
SetFilePointerEx failed at CreateVerifyDataThread when read data, 0xXX 
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1 エラー ErrorCode : 0x0100005a 
host : 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 

1 エラー ErrorCode : 0x0100005c 
host : XX(XX) 
bkressvc : 
SetFilePointerEx failed at CreateVerifyDataThread when write data, 0xXX 

1 エラー ErrorCode : 0x01000063 
host : XX(XX) 
bkressvc : 
The backup operation was stopped because backup file header was not able to be 
updated. 
Scenario: XX 
Backup File: XX 
Error: 0xXX 

1 エラー The backup operation was stopped because backup file LinkData was not able to be 
updated. 
Scenario: XX 
Backup File: XX 
Error: 0xXX 

1 エラー The backup operation was stopped because backup file could not be created. 
Backup File: XX 
Error: 0xXX 

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

1 エラー The backup operation was stopped because backup file header was not able to be 
updated. 
Scenario: XX 
Backup File: XX 
Error: 0xXX 

1 エラー The backup operation was stopped because of the following error. 
Scenario: XX 
Backup File: XX 
Error: 0xXX 

1 エラー ErrorCode : 0x01000021 
host : XX 
bkressvc : 
Failed to start backup/restore operation for the following client because CLF data for this 
clientcould not be read (DmReadCLF returned 0xXX). 

1 エラー A whole disk backup image cannot be restored as a partition backup image. 
The restore operation was stopped. 
Scenario: XX 
Backup File: XX 

1 エラー A partition backup image cannot be restored as a whole disk backup image. 
The restore operation was stopped. 
Scenario: XX 
Backup File: XX 

1 エラー ErrorCode : 0x01000015 
host : XX 
bkressvc : 
GetScenarioInformation() returns false. 

1 エラー ErrorCode : 0x01000016 
host : XX 
bkressvc : 
GetFileDescriptor() returns NULL FileDescriptor. 
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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 bkressvc: ERROR: Unexpected opcode received 0xXX, expected is 
OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_RDY, 「ファイル名」:「行数」:「日付」. 

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 : 0x0100001b 
bkressvc : 
OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_RDY received without having a client descriptor. 

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

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

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

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 : 0x01000017 
host : XX 
bkressvc : 
CreateClientDescriptor() returns NULL ClientDescriptor. 

1 エラー ERROR: pClientDesc == NULL in SendRestoreData_Unicast(), pClientDesc has been lost, 
0xXX, 「ファイル名」:「行数」:「日付」. 

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

1 エラー ErrorCode : 0x01000039 
host : XX(XX) 
bkressvc : 
StoresBackupFileNum data is illegal 
StoresBackupFileNum : XX 

1 エラー ErrorCode : 0x0100003a 
host : XX(XX) 
bkressvc : 
ImageFile is illegal at AdjustBackupEnv 
. 

1 エラー ErrorCode : 0x0100003c 
host : XX(XX) 
bkressvc : 
ImageFile is illegal(is NULL) at RenameBackupFile 
. 

1 エラー ErrorCode : 0x01000045 
host : XX(XX) 
bkressvc : 
ERROR: ImageFileName was illegal name.(XX) 
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1 エラー The backup or restore operation was stopped because following entry of the scenario file is 
invalid. 
Entry: XX 
Scenario: XX 

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: XX 

1 エラー The backup or restore operation was stopped because following entry of the scenario file is 
invalid. 
Entry: XX 
Scenario: XX 

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: XX 

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

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

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

1 エラー ErrorCode : 0x01000002 
host : XX(XX) 
bkressvc : 
SendDataUnicast failed at OPCODE_BKREQ, 0xXX 

1 エラー ErrorCode : 0x01000003 
bkressvc : 
SendDataUnicast failed at OPCODE_RTRDY, 0xXX 

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

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

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

1 エラー ErrorCode : 0x01000066 
host : 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 : 0x01000009 
host : XX(XX) 
bkressvc : 
SendDataUnicast failed at OPCODE_DTALIVE, 0xXX 

1 エラー ErrorCode : 0x0100000b 
bkressvc : 
SendDataUnicast failed at XX, 0xXX 
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1 エラー ErrorCode : 0x0100000c 
host : XX(XX) 
bkressvc : 
SendDataUnicast failed at OPCODE_DTALIVE, 0xXX 

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

1 エラー ErrorCode : 0x0100000f 
host : XX(XX) 
bkressvc : 
SendDataUnicast failed at OPCODE_DTDONE, 0xXX 

1 エラー The backup operation was stopped because of the internal error. 
Scenario: XXError: The packet has no data 

1 エラー Failed to start the Backup/Restore Management service because an error has occurred 
while setting network socket option. 
Error: 0xXX 

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 

1 エラー Failed to start the Backup/Restore Management service because an error has occurred 
while setting network socket option. 
Error: 0xXX 

1 エラー Failed to start the Backup/Restore Management service because an error has occurred 
while setting network socket option. 
Error: 0xXX 

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 

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

1 エラー ErrorCode : 0x0100002a 
host : XX(XX) 
bkressvc : 
brs_SendDataUnicast() failed, at OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTALIVE, 0xXX, XX 
exiting. 

1 エラー ERROR: brs_SendDataUnicast() failed, at OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTALIVE, 
0xXX, without haveing a client descriptor, 「ファイル名」:「行数」:「日付」. 

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

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

1 エラー Failed to start the Backup/Restore Management service because an error has occurred 
while creating network socket. 
Error: 0xXX 



 

 13 

1 エラー Failed to start the Backup/Restore Management service because an error has occurred 
while binding network socket. 
Error: 0xXX 

1 エラー Failed to start the Backup/Restore Management service because an error has occurred 
while creating network socket. 
Error: 0xXX 

1 エラー Failed to start the Backup/Restore Management service because an error has occurred 
while binding network socket. 
Error: 0xXX 

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: 0xXX 

1 エラー Failed to start the Backup/Restore Management service because an error has occurred 
while setting network socket option. 
Error: 0xXX 

1 エラー The backup/restore operation was stopped when the network packet receiving. 
Error: 0xXX 

1 エラー bkressvc: ERROR Packet Information. 
XX 

0 エラー StartServiceCtrlDispatcher failed. 

0 エラー SetServiceStatus 

1 エラー ErrorCode : 0x01000048 
bkressvc : 
failed delete file(XX), Error : 0xXX. 

1 エラー ErrorCode : 0x01000049 
bkressvc : 
failed delete file(XX), Error : 0xXX. 

1 エラー ErrorCode : 0x0100001c 
host : XX(XX) 
bkressvc : 
UpdateBackupFileData() failed, in receiving OPCODE_DTALIVE, Block# = XX. 

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

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

1 エラー ErrorCode : 0x0100003e 
host : XX(XX) 
bkressvc : 
failed to rename Backup File. 
File Name : XX 
ErrorCode : 0xXX 

1 エラー ErrorCode : 0x0100003f 
host : XX(XX) 
bkressvc : 
failed to rename NvRAM File. 
File Name : XX 
ErrorCode : 0xXX 

1 エラー ErrorCode : 0x01000040 
host : XX(XX) 
bkressvc : 
failed to rename NvRAM File. 
File Name : XX 
ErrorCode : 0xXX 
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1 エラー ErrorCode : 0x01000044 
host : XX(XX) 
bkressvc : 
ERROR: failed to copy NvRAM data.(XX) ErrorCode(XX) 

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

1 エラー ErrorCode : 0x01000058 
host : 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.(0xXX) 
Scenario: XX 
Tmp backup File: XX 

1 エラー ErrorCode : 0x0100005e 
host : XX(XX) 
bkressvc : 
The backup operation was stopped because of the following error. 
Scenario: XX 
Backup File: XX 
Error: 0xXX 

1 エラー ErrorCode : 0x01000064 
host : XX(XX) 
bkressvc : 
The backup operation was stopped because backup file header was not able to be 
updated. 
Scenario: XX 
Backup File: XX 
Error: 0xXX 

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: XX 
Backup File: XX 

1 エラー The restore operation was stopped because backup file could not be found. 
Scenario: XX 
Backup File: XX 

1 エラー The restore operation was stopped because backup file seems to be invalid. 
Scenario: XX 
Backup File: XX 

1 エラー ErrorCode : 0x0100003d 
host : XX(XX) 
bkressvc : 
ImageFile is illegal(size error) at RenameBackupFile 
. 

1 エラー The backup operation was stopped because backup file could not be created. 
Backup File: XX 
Error: 0xXX(XX):ERROR_SHARING_VIOLATION-The process cannot access the file 
because it is being used by another process. 

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

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

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

1 エラー ErrorCode : 0x0100004a 
bkressvc : 
illegal parameter(ClientDesc) at VerifyBackupFile. 

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

1 エラー ErrorCode : 0x0100004c 
host : 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: XX 
Backup File: XX 

1 エラー ErrorCode : 0x0100004d 
host : XX(XX) 
bkressvc : 
CreateEvent(hVerifyFinish) failed, 0xXX 

1 エラー ErrorCode : 0x0100004e 
host : XX(XX) 
bkressvc : 
CreateEvent(hVerifyCreateError) failed, 0xXX 

1 エラー ErrorCode : 0x0100004f 
host : XX(XX) 
bkressvc : 
CreateEvent(hVerifySendError) failed, 0xXX 

1 エラー ErrorCode : 0x01000050 
host : 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: XX 
Backup File: XX 

1 エラー ErrorCode : 0x01000051 
host : XX(XX) 
bkressvc : 
_beginthreadex failed.(CreateVerifyDataThread) 

1 エラー ErrorCode : 0x01000054 
host : XX(XX) 
bkressvc : 
WaitForMultipleObjects failed at VerifyBackupFIle. 

1 エラー ErrorCode : 0x01000055 
host : XX(XX) 
bkressvc : 
WaitForMultipleObjects() returned unknown status Status = XX, 0xXX 

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

1 エラー ErrorCode : 0x0100005b 
host : XX(XX) 
bkressvc : 
ReadFile could not read whole data, XX 

1 エラー ErrorCode : 0x0100005f 
host : XX(XX) 
bkressvc : 
WriteFile could not write whole data, XX 
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1 エラー ErrorCode : 0x01000060 
host : XX(XX) 
bkressvc : 
WaitForSingleObject failed at CreateVerifyDataThread. 

1 エラー ErrorCode : 0x01000061 
host : XX(XX) 
bkressvc : 
WaitForSingleObject() returned unknown status Status = XX, 0xXX 

1 エラー ErrorCode : 0x01000062 
host : XX(XX) 
bkressvc : 
The backup operation was stopped because the verification operation was failed(size 
error).  Please execute the scenario again after securing enough space.(0xXX) 
Scenario: XX 
Backup File: XX 
header infomatio 

1 エラー The restore operation was stopped during restore data preparation because of the 
following error. 
Scenario:  XX 
Backup File: XX 
ExceptionCode: 0xXX 

1 エラー ErrorCode : 0x01000024 
host : XX(XX) 
bkressvc : 
ulPacketSize <= 0, in SendRestoreData_Unicast(), value of ulPacketSize==XX is invalid, 
0xXX. 

1 エラー ErrorCode : 0x01000025 
host : XX(XX) 
bkressvc : 
pReplyPacket==NULL, in SendRestoreData_Unicast(), pReplyPacket has been lost, 
0xXX. 

1 エラー ErrorCode : 0x01000026 
host : XX(XX) 
bkressvc : 
pReceivePacket==NULL, in SendRestoreData_Unicast(), pReceivePacket has been lost, 
0xXX. 

1 エラー ErrorCode : 0x01000027 
host : XX(XX) 
bkressvc : 
GetFileSizeEx() failed in SendRestoreData_Unicast(), 0xXX, XX exiting. 

1 エラー ERROR: GetFileSizeEx() failed in SendRestoreData_Unicast(), 0xXX, without haveing a 
client descriptor, 「ファイル名」:「行数」:「日付」. 

1 エラー ErrorCode : 0x01000028 
host : XX(XX) 
bkressvc : 
CreateFileMapping() failed in SendRestoreData_Unicast(), 0xXX, XX exiting. 

1 エラー ERROR: CreateFileMapping() failed in SendRestoreData_Unicast(), 0xXX, without 
haveing a client descriptor, 「ファイル名」:「行数」:「日付」. 

1 エラー ErrorCode : 0x01000029 
host : XX(XX) 
bkressvc : 
SetRestoreDataToBuffer() failed at OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTALIVE, 0xXX, XX 
exiting,  

1 エラー ERROR: SetRestoreDataToBuffer() failed at OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTALIVE, 
without haveing a client descriptor, 0xXX, 「ファイル名」:「行数」:「日付」. 

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 ERROR: OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTNACK received without haveing a client 
descriptor, 「ファイル名」:「行数」:「日付」. 
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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 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 : 0x01000034 
host : XX(XX) 
bkressvc : 
SetRestoreDataToBuffer() failed at OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTALIVE, 0xXX, 
llNextBlockNumber==XX, XX exiting. 

1 エラー ERROR: SetRestoreDataToBuffer() failed at OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DTALIVE, 
0xXX, llNextBlockNumber==XX, without haveing a client descriptor, 「ファイル名」:「行数」:
「日付」. 

1 エラー ErrorCode : 0x01000036 
host : XX(XX) 
bkressvc : 
SetRestoreDataToBuffer() failed at OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DT, 0xXX, 
llNextBlockNumber==XX, XX exiting. 

1 エラー ERROR: SetRestoreDataToBuffer() failed at OPCODE_BKRES_UNI_RSTR_DT, 0xXX, 
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, 
XX. 

1 エラー The restore operation was stopped during restore data preparation because of the 
following error. 
Scenario: XX 
Backup File: XX 
ExceptionCode: 0xXX 

1 エラー The backup operation was stopped because the scenario has already executing. 
Scenario: XX 

1 エラー The restore operation was stopped because an error has occurred while reading backup 
file header. 
Scenario: XX 
Backup File: XX 
Error: 0xXX 

1 エラー The restore operation was stopped because backup file seems to be invalid (could not 
read the whole header). 
Scenario: XX 
Backup File: XX 

1 エラー The restore operation was stopped because an error has occurred while getting backup file 
size. 
Scenario: XX 
Backup File: XX 
Error: 0xXX 

1 エラー The restore operation was stopped because backup file seems to be invalid (no disk data). 
Scenario: XX 
Backup File: XX 

1 エラー The restore operation was stopped because backup file seems to be invalid (file size is 
incorrect). 
Scenario: XX 
Backup File: XX 

1 エラー The restore operation was stopped because an error has occurred while reading backup 
file LinkData. 
Scenario: XX 
Backup File: XX 
Error: 0xXX 
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1 エラー The restore operation was stopped because backup file seems to be invalid (could not 
read the whole LinkData). 
Scenario: XX 
Backup File: XX 

1 エラー The restore operation was stopped because backup file could not be opened. 
Scenario: XX 
Backup File: XX 
Error: 0xXX 

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

 
イベントソース：cliwatch 

イベントID 種類 説明 

2 エラー Error cannot create ¥¥¥¥.¥¥pipe¥¥DmPipeBinlOutbound: 

2 エラー Error ConnectNamedPipe failed while receiving data via pipe. 

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

2 エラー Error cannot create thread(DmPipeFromBinlInstance): 

2 エラー Error cannot allocate receive buffer(DM_BINL_OUTBOUND_DATA): 

2 エラー Error received data from binl was too big... 

2 エラー Error cannot allocate client list structure(DM_CLIENT_BOOT_DATA): 

2 エラー Received data from BINL was corrupt: NbpIndex=XX 

2 エラー Error cannot read CLF: 

2 エラー Error cannot create TimeoutThread: 

2 エラー Error cannot change CLF scenario flag to ErrorCode: 

2 エラー Error cannot send message to ¥¥¥¥.¥¥pipe¥¥DmPipeSnrInbound: 

2 エラー CLF scenario flag is unknown code XX 

2 エラー Error cannot allocate send buffer(DM_SNR_OUTBOUND_DATA): 

2 エラー Error cannot send message to ¥¥¥¥.¥¥pipe¥¥DmPipeSnrOutbound: 

2 エラー Error cannot create ¥¥¥¥.¥¥pipe¥¥DmPipeSnrOutbound: 

2 エラー Error cannot create thread(DmPipeFromSnrwatchInstance): 

2 エラー Error cannot allocate receive buffer(DM_SNR_OUTBOUND_DATA): 

2 エラー Error cannot get target infomation from CLF: 

2 エラー Error cannot get NBPfile path: 

2 エラー Error NbpFile is not exist.(ファイル名): 

2 エラー Error cannot clear scenario flag in CLF: 

2 エラー Error cannot send message to ¥¥¥¥.¥¥pipe¥¥DmPipeBinlInboundSub: 

2 エラー Error create timeout event: 

2 エラー Error create event for exit TimeoutThread: 

2 エラー Error cannot create thread(DmTimeoutInstance): 
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2 エラー Error cannot allocate MAC address buffer(for TimeoutThread): 

2 エラー Error : Target infomation not found in TargetList: 

2 エラー Error cannot expand receive buffer: 

2 エラー Error cannot create ¥¥¥¥.¥¥pipe¥¥DmPipeBinlOutboundSub: 

2 エラー Error ConnectNamedPipe failed while receiving data via sub-pipe. 

2 エラー Error cannot create thread(DmPipeFromBinlInstance-SUB): 

2 エラー Error cannot send message to ¥¥¥¥.¥¥pipe¥¥DmPipeSnrInboundSub: 

2 エラー Error cannot send message to ¥¥¥¥.¥¥pipe¥¥DmPipeSnrOutboundSub: 

2 エラー Error cannot create ¥¥¥¥.¥¥pipe¥¥DmPipeSnrOutboundSub: 

2 エラー Error ConnectNamedPipe failed while receiving data via pipe.(SUB) 

2 エラー Error Unknown value was returned from the wait function.(SUB) 

2 エラー Error cannot create thread(DmPipeFromSnrwatchInstance-SUB): 

2 エラー Error cannot send retry message to ¥¥¥¥.¥¥pipe¥¥DmPipeBinlInboundSub: 
MAC({MACアドレス}) 

2 エラー Error cannot connect to ¥¥¥¥.¥¥pipe¥¥DmPipeBinlInboundSub: 
MAC({MACアドレス}) 

2 エラー Error cannot allocate MAC address: 
MAC({MACアドレス}) 

2 エラー Error cannot allocate NBP filename 
MAC({MACアドレス}) 

2 エラー Error cannot connect to ¥¥¥¥.¥¥pipe¥¥DmPipeSnrInboundSub: 
MAC({MACアドレス}) 

2 エラー Error cannot send message to ¥¥¥¥.¥¥pipe¥¥DmPipeSnrInboundSub: 
MAC({MACアドレス}) 

2 エラー Error cannot connect to ¥¥¥¥.¥¥pipe¥¥DmPipeSnrOutboundSub: 
MAC({MACアドレス}) 

2 エラー Error cannot allocate backup nbpfilename buffer(ENTRY_DATA): 

 
イベントソース：CVTKEY 

イベントID 種類 説明 

2 エラー Error cannot create ¥¥¥¥.¥¥pipe¥¥DmPipeBinlOutbound: 

2 エラー Error ConnectNamedPipe failed while receiving data via pipe. 

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

2 エラー Error cannot create thread(DmPipeFromBinlInstance): 

2 エラー Error cannot allocate receive buffer(DM_BINL_OUTBOUND_DATA): 

2 エラー Error received data from binl was too big... 

2 エラー Error cannot allocate client list structure(DM_CLIENT_BOOT_DATA): 

2 エラー Received data from BINL was corrupt: NbpIndex=XX 

2 エラー Error cannot read CLF: 

2 エラー Error cannot create TimeoutThread: 

2 エラー Error cannot change CLF scenario flag to ErrorCode: 

2 エラー Error cannot send message to ¥¥¥¥.¥¥pipe¥¥DmPipeSnrInbound: 

2 エラー CLF scenario flag is unknown code XX 
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2 エラー Error cannot allocate send buffer(DM_SNR_OUTBOUND_DATA): 

2 エラー Error cannot send message to ¥¥¥¥.¥¥pipe¥¥DmPipeSnrOutbound: 

2 エラー Error cannot create ¥¥¥¥.¥¥pipe¥¥DmPipeSnrOutbound: 

2 エラー Error cannot create thread(DmPipeFromSnrwatchInstance): 

2 エラー Error cannot allocate receive buffer(DM_SNR_OUTBOUND_DATA): 

2 エラー Error cannot get target infomation from CLF: 

2 エラー Error cannot get NBPfile path: 

2 エラー Error NbpFile is not exist.(ファイル名): 

2 エラー Error cannot clear scenario flag in CLF: 

2 エラー Error cannot send message to ¥¥¥¥.¥¥pipe¥¥DmPipeBinlInboundSub: 

2 エラー Error create timeout event: 

2 エラー Error create event for exit TimeoutThread: 

2 エラー Error cannot create thread(DmTimeoutInstance): 

2 エラー Error cannot allocate MAC address buffer(for TimeoutThread): 

2 エラー Error : Target infomation not found in TargetList: 

2 エラー Error cannot expand receive buffer: 

2 エラー Error cannot create ¥¥¥¥.¥¥pipe¥¥DmPipeBinlOutboundSub: 

2 エラー Error ConnectNamedPipe failed while receiving data via sub-pipe. 

2 エラー Error cannot create thread(DmPipeFromBinlInstance-SUB): 

2 エラー Error cannot send message to ¥¥¥¥.¥¥pipe¥¥DmPipeSnrInboundSub: 

2 エラー Error cannot send message to ¥¥¥¥.¥¥pipe¥¥DmPipeSnrOutboundSub: 

2 エラー Error cannot create ¥¥¥¥.¥¥pipe¥¥DmPipeSnrOutboundSub: 

2 エラー Error ConnectNamedPipe failed while receiving data via pipe.(SUB) 

2 エラー Error Unknown value was returned from the wait function.(SUB) 

2 エラー Error cannot create thread(DmPipeFromSnrwatchInstance-SUB): 

2 エラー Error cannot send retry message to ¥¥¥¥.¥¥pipe¥¥DmPipeBinlInboundSub: 
MAC({MACアドレス}) 

2 エラー Error cannot connect to ¥¥¥¥.¥¥pipe¥¥DmPipeBinlInboundSub: 
MAC({MACアドレス}) 

2 エラー Error cannot allocate MAC address: 
MAC({MACアドレス}) 

2 エラー Error cannot allocate NBP filename 
MAC({MACアドレス}) 

2 エラー Error cannot connect to ¥¥¥¥.¥¥pipe¥¥DmPipeSnrInboundSub: 
MAC({MACアドレス}) 

2 エラー Error cannot send message to ¥¥¥¥.¥¥pipe¥¥DmPipeSnrInboundSub: 
MAC({MACアドレス}) 

2 エラー Error cannot connect to ¥¥¥¥.¥¥pipe¥¥DmPipeSnrOutboundSub: 
MAC({MACアドレス}) 

2 エラー Error cannot allocate backup nbpfilename buffer(ENTRY_DATA): 

2 ※1 エラー DPMコンバート処理中にエラーが発生しました。10XXX 

2 ※1 エラー DPMコンバート処理中にパスの作成で失敗しました。00000 
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※1 このイベントは、SigmaSyetemCenter 2.1 Update 1で追加になりました。 
 

イベントソース：DeploymentManager 

イベントID 種類 説明 

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

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

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

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

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

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

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

1 エラー Named Pipe: Call CreateFile error = DmAuSetSendData() : xxx 

1 エラー DmAutoDownloadExec(): remote update service data send error = xxx 

1 エラー DmDownloadExecStop(): remote update service data send error = xxx 

1 エラー Pipe CreateFile error = DmDownloadSendData() : xxx 

1 エラー DmAuMemMapping() error sts = xxx 

1 エラー DmDlMemMapping() error sts = xxx 

1 エラー DmCreatePkgShrMem() error sts = xxx 

1 エラー DmAurInit() error sts = xxx 

1 エラー DmAuMemFree(): Faile to Free AU Shared Memory, error  = xxx 

1 エラー DmDlMemFree(): Faile to Free DL Shared Memory, error  = xxx 

1 エラー DmClosePkgShrMem(): Faile to Free PKG Shared Memory, error  = xxx 

1 エラー DmAurFree(): Faile to free resource, error  = xxx 

1 エラー DmGetHotFixPath: HotFixDir is not in DPM(PTM) product's registery 

1 エラー DmGetHotFixPath: PPDir is not in DPM(PTM) product's registery 

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

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

1 エラー DmShrMemMapping() error code = xxx 

1 エラー GetResourceFromIni() Failed 

1 エラー DmInitSharedDll() DmShrMemFree() error code = xxx 

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

1 エラー remote update service data send error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx 

1 エラー scenario report write error MAC : SNR = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxxxxx 

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

1 エラー Scenario TimeOut Free SetEvent Error Sts = xxx 

1 エラー Remote Power On TimeOut Free SetEvent Error Sts = xxx 

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

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

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

1 エラー target is power on state = xx-xx-xx-xx-xx-xx 

1 エラー crate thread error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx 

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

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

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 

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 scenario report write error MAC : SNR = xx-xx-xx-xx-xx-xx : 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 write shared memory MAC : error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : 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 scenario start dir delete error MAC = xx-xx-xx-xx-xx-xx 

1 エラー scenario start create runcmd MAC : error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx 

1 エラー scenario start runcmnd copy MAC : error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx 

1 エラー scenario start oem driver copy MAC : error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx 
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1 エラー scenario start update module copy MAC : error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx 

1 エラー scenario start create bat file MAC : error = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx 

1 エラー scenario start create deplogon.bat file 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() 

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 ESMGetLANConfigurationParameters_BL() error sts = xxx 

1 エラー ESMGetChassisStatus_BL() error sts = xxx 

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

1 エラー blade information reset error function is ESMResetBlade 

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 registry value not found value name = PingTimeOut 
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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 ICMB not connected 

1 エラー DmSnrReportWrite() 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 : Group = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xx 

1 エラー pHSAlias allocation error MAC : Group = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xx 

1 エラー pFolderName allocation error MAC : Group = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xx 

1 エラー pCommandLine allocation error MAC : Group = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xx 

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 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 : Group = xx-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 
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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 AU Set send data to pipe error, MAC = xx-xx-xx-xx-xx-xx  

1 エラー DmCreateMutex() error = Global¥¥DPM_MutexRupdPipeSend 

1 エラー DmCreateMutex() error = Global¥¥DPM_MutexWakeON 

1 エラー DmCreateMutex() error = Global¥¥DPM_MutexClfWrt 

1 エラー DmCreateMutex() error = Global¥¥DPM_MutexSnrExc 

1 エラー DmCreateMutex() error = Global¥¥DPM_MutexSrhMem 

1 エラー DmCreateMutex() error = Global¥¥DPM_MutexWolMem 

1 エラー DmCreateMutex() error = Global¥¥DPM_MutexRptWrt 

1 エラー DmCreateMutex() error = Global¥¥DPM_MutexRupdMem 

1 エラー DmCreateMutex() error = Global¥¥DPM_MutexVerWrt 

1 エラー DmCreateMutex() error = Global¥¥DPM_MutexEvtWrt 

1 エラー DmCreateMutex() error = Global¥¥DPM_MutexIcmbApi 

1 エラー DmCreateMutex() error = Global¥¥DPM_MutexRarpWrt 

1 エラー DmCreateMutex() error = Global¥¥DPM_MutexCleWrt 

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 DmSnrMemExec() DmGetPowerStsEx error = xx-xx-xx-xx-xx-xx:xxx 

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

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

1 エラー DmSnrMemExec() 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 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 Pipe CreateFile Mac = xx-xx-xx-xx-xx-xx error = xxx 

1 エラー Memory Allocation Error. Sts = xxx 

1 エラー send pipe data error sts = xxx 

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

1 エラー Failed to Write PIPE_MESSAGE 
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1 エラー Failed to Write CLIENT_CHG_INFO  

1 エラー Failed to Write MAC List : xx-xx-xx-xx-xx-xx|xx-xx-xx-xx-xx-xx 

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

1 エラー DmCreateMutex() error = Global¥¥DPM_MutexAuMem 

1 エラー DmCreateMutex() error = Global¥¥DPM_MutexMQMem 

1 エラー DmCreateMutex() error = Global¥¥DPM_MutexDLMem 

1 エラー DmCreateMutex() error = Global¥¥DPM_MutexEXCLUSIONMem 

1 エラー DmCreateMutex() error = Global¥¥DPM_MutexAuClf 

1 エラー DmCreateMutex() error = Global¥¥DPM_MutexAunpkglst 

1 エラー DmCreateMutex() error = Global¥¥MutexPowerOnMem 

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 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: 
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。 

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。 



 

 27 

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. 

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 be created. 

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

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

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. 
0x0000006c:(formatted message text is below) 
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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 
0x00000020:(formatted message text is below) 

1 エラー 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. 

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

1 エラー PmDlPackageList: Not get the web server setting, 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 

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

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

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

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

1 エラー PmDlDownloadSysFile: Not get the web server setting, 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 check one patch's rely-on file/registy item when snr 
execution. 

1 エラー rupdssvc: 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) 
rupdssvc: 
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 ※1 エラー depssvc: memory allocation failed for update Hotfix/App. 

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

1 ※1 エラー rupdssvc: Failed get DmWriteShtdError address error = [エラーコード] 

1 ※1 情報 depssvc: Incorrect Mac Address has come.MAC = xx-xx-xx-xx-xx-xx 

1 ※1 情報 depssvc: Incorrect Mac Address has come. 
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※1 このイベントは、SigmaSyetemCenter 2.1 Update 3で追加になりました。 
 

イベントソース：sharedll 

イベントID 種類 説明 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 エラー depssvc: Agent Upgrade Type Failed =OsType 

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

2 エラー depssvc: listen error code = [エラーコード] 

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

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

2 エラー Catch an exception when output a log. 

2 エラー RecvSeqInfo::Catch an exception Socket = SocketID 

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

2 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 

2 エラー SendRequest::timeout(「待ち時間」 ms) occured, Socket closed by peer.LastError =  「エラ

ーコード」, ret code = 「返却値」, socket =socketID 

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

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

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

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

2 エラー RecvRequest::timeout(「待ち時間」 ms) occured, Socket closed by peer.LastError =  「エラ

ーコード」, ret code = 「返却値」, socket =socketID 

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

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

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

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

2 エラー CloseConnection() socket is invalid. 

2 エラー CloseConnection() REQUEST pointer is invalid. 
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2 エラー FindGroupByIP() Error For Arguments Invalid 

2 エラー FindGroupByName () Error for Arguments Invalid 

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

値」 

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

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

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

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

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

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

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

2 エラー depssvc's service main thread still active after 1 hour, exit forcely. 

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

イベントソース：DSPowerdll 

イベントID 種類 説明 

1 情報 DSPower.dll can't used (%d) 

1 エラー DllInitialize::waitDianaScope error 

1 エラー waitDianaScope count=%d, waitTime=%d 

1 エラー waitDianaScope OpenService=%d 

1 エラー waitDianaScope OpenSCManager=%d 

1 エラー getServerName(登録マシン名) length over 

1 エラー DmCreateMutex() GetProcessHeap() errcode = エラーコード 

1 エラー DmCreateMutex() HeapAlloc() errcode = エラーコード 

1 エラー DmCreateMutex() InitializeSecurityDescriptor() errcode = エラーコード 

1 エラー DmCreateMutex() SetSecurityDescriptorDacl() errcode = エラーコード 

1 エラー DmCreateMutex() CreateMutex() errcode = エラーコード 

1 エラー DmCreateTableMapping GetProcessHeap error sts = エラーコード 

1 エラー DmCreateTableMapping HeapAlloc error sts = エラーコード 

1 エラー DmCreateTableMapping InitializeSecurityDescriptor error sts = エラーコード 

1 エラー DmCreateTableMapping SetSecurityDescriptorDacl error sts = エラーコード 

1 エラー DmCreateTableMapping CreateFileMapping error sts = エラーコード 

1 エラー DmCreateTableMapping MapViewOfFile error sts = エラーコード 

1 エラー DmCreatePathMapping GetProcessHeap error sts = エラーコード 

1 エラー DmCreatePathMapping HeapAlloc error sts = エラーコード 

1 エラー DmCreatePathMapping InitializeSecurityDescriptor error sts = エラーコード 

1 エラー DmCreatePathMapping SetSecurityDescriptorDacl error sts = エラーコード 

1 エラー DmCreatePathMapping CreateFileMapping error sts = エラーコード 
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1 エラー DmCreatePathMapping MapViewOfFile error sts = エラーコード 

1 エラー DmTableMemMapping::WaitForSingleObject() error sts = エラーコード 

1 エラー DmCreateTableMapping() error sts = 発生箇所番号 

1 エラー DmCreatePathMapping() error sts = 発生箇所番号 

1 エラー DmCreateMutex() error = Global¥¥DpmDsTableMutex 

1 エラー DmCreateMutex() error = Global¥¥DpmDsApiMutex 

1 エラー DmPathMemMapping() error sts = 発生箇所番号 

1 エラー DmTableMemMapping() error sts = 発生箇所番号 
 

イベントソース：ftsvc 

イベントID 種類 説明 

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 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) 

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 
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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. 

 
イベントソース：DibFlMngdll 

イベントID 種類 説明 

1 エラー head=usOpcode,usLastOpcode,ulDataSize,Status1,Status2 
data=reqcode,version,result,status  

1 エラー ERROR: WaitForMultipleObjects() failed in ReceiveDataUnicast, 0xXXXXXXXX 

1 エラー Wait Recv length = xxx 

1 エラー DIBRequest LockTimeout Status = xxx 

1 エラー ERROR: WSAGetOverlappedResult() failed, 0xXXXXXXXX 

1 エラー ERROR: WSARecv() failed, 0xXXXXXXXX 

1 情報 Thread End Unlock(xxxx) 

1 エラー ERROR: WSASend() completed immediately but no more bytes will ever be read, exitting 

1 エラー ERROR: WSASend() failed, WSAENOBUFS Timeout 

1 エラー ERROR: WSASend() failed, 0xXXXXXXXX 

1 情報 DIBLock(xxxx)=xxx 

1 情報 DIBUnlock(xxxx)=OK 

1 情報 DIBUnlock(xxxx)=0 

1 情報 DIBUnlock(xxxx)=NG 
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1 情報 DIBGetList miss(xxx) 

1 エラー ERROR: DIBDelFile() failed. 
 Unlocked package failed. 

1 エラー ERROR: DIBModFile() failed. 
Parse package info file failed. 

1 エラー ERROR: DIBModFile() failed. 
Move files failed. 

1 エラー ERROR: DIBAddFile() failed. 
 Unlocked package failed. 

1 エラー ERROR: DIBModFile() failed. 
Parse package info files(xxxxx) failed. 

1 エラー ERROR: DIBModFile() failed. 
Compress files(data.fname) failed. 

1 エラー ERROR: DIBNotifyAU() failed. 
 Can't send AU notificaiton, ErrorCode = xxx 

1 エラー ERROR: Get package information failed. 

1 エラー ERROR: Get OS information failed. 

1 エラー ERROR: Get language information failed. 

1 エラー ERROR: Get servicepack information failed. 

1 情報 ERROR xxx:LookupAccountName 

1 情報 ERROR xxx:GetFileSecurity 

1 情報 ERROR xxx:InitializeSecurityDescriptor 

1 情報 ERROR xxx:GetSecurityDescriptorDacl 

1 情報 ERROR xxx:GetAclInformation 

1 情報 ERROR xxx:InitializeAcl 

1 情報 ERROR xxx:GetAce 

1 情報 ERROR xxx:AddAce 

1 情報 ERROR xxx:AddAccessAllowedAceEx 

1 情報 ERROR xxx:SetSecurityDescriptorDacl 

1 情報 ERROR xxx:SetFileSecurity 

1 エラー WriteDataini(xxxx,xxxx)=xxx 

1 エラー ERROR: inifale(xxxx) data(xxxx) 255byte over 

1 情報 DelFile(xxxx, xxxx)=xxx 
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イベントソース：DPMKieldll 

イベントID 種類 説明 

1 エラー DmExInitialize(lpDllID=%x,lpMaVer=%x,lpMinVer=%x) 

1 エラー DmExLoGetCPCnt(lpdwBLCnt=%x) 

1 エラー DmExLoGetCPInfAll(dwBLCnt=%d, lpdwBLCnt=%x, lpBLBuf=%x) 

1 エラー DmExLoGetCPInfSingle(lpMacAddr=%x, lpbBLSts=%x) 

1 エラー DmExLoCtrlCPSts(lpMacAddr=%x,bReq=%d) 

1 エラー DmExLoGetCPInfAll:call_slot_list(%d)!=0 retry(%d) over 

1 エラー DmExLoGetCPInfSingle:call_slot_list(%02X-%02X-%02X-%02X-%02X-%02X)=%d 
retry(%d) over 

1 エラー DmExLoGetCPInfSingle:dwSlotMax 255 over (%d) 

1 エラー read_slot:bSlotID 255 over (%d) 

1 エラー read_slot:bSlotWidth 255 over (%d) 

1 エラー exec_command:system(%s)=0x%x,%d 

1 エラー call_rack_list:error make temporary file %d 

1 エラー call_slot_list:error make temporary file %d 

1 エラー call_mod_pw:error make temporary file %d 

1 エラー read_rack:Invalied string list size %d 

1 エラー read_rack_info:kcgetrack list member shortage 

1 エラー read_slot:kcgetslot list module member shortage 

1 エラー read_slot:kcgetslot list member shortage 

1 エラー read_slot:kcgetslot NIC member shortage 

1 エラー read_slot:kcgetslot MAC address read error %s 

1 エラー read_rack:RackId(%d) repeat 

1 エラー read_rack_info:RackId(%d) repeat 

1 エラー read_slot:kcgetslot output power data error(MACアドレス) 

1 エラー CmmFileRead CreateFile error %d 

1 エラー CmmFileRead ReadFile error %d 

1 エラー CmmFileRead GlobaAlloc error %d 

1 エラー CmmLineRead(1) GlobaAlloc error %d 

1 エラー CmmLineRead(2) GlobaAlloc error %d 

1 エラー CmmLineRead(3) GlobaAlloc error %d 
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イベントソース：sharedll (※このイベントソースは、SSC2.1 Update 1 で schwatch に変更になりました※) 

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 pscwatch: GetRegTimeSet: DmReadOption error, dwRetCode = XX 

2 エラー SetEventSnrMem() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XXLast Error = 
XX 

2 エラー DelEventSnrMem() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XXLast Error = 
XX 

2 エラー EventSnrMemClear() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XXLast Error 
= XX 

2 エラー SetEventPonMem() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XXLast Error = 
XX 

2 エラー DelEventPonMem() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XXLast Error = 
XX 

2 エラー EventPonMemClear() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XXLast Error 
= XX 

2 エラー SetEventShtMem() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XXLast Error = 
XX 

2 エラー SetNextEventShtMem() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XXLast 
Error = XX 

2 エラー DelEventShtMem() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XXLast Error = 
XX 

2 エラー EventShtMemClear() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XXLast 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 = XXLast Error = 
XX 

2 エラー SortEventPonMem() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XXLast Error = 
XX 

2 エラー SortEventShtMem() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XXLast Error = 
XX 

2 エラー EventSnrMemCheck() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XXLast Error 
= XX 

2 エラー EventPonMemCheck() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XXLast 
Error = XX 

2 エラー EventShtMemCheck() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XXLast Error 
= XX 

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 DmEventActReadAll address error = XX 
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2 エラー schwatch: Failed get DmWakeOnLanGui address error = XX 

2 エラー schwatch: Failed get DmPowerOffSch address error = XX 

2 エラー schwatch: Failed get DmDownloadStart address error = XX 

2 エラー schwatch: Failed get DmReadOption address error = XX 

2 エラー schwatch: Failed get DmGetDayFromBits address error = XX 

2 エラー schwatch: Failed get DmFreeRegStruct address error = XX 

2 エラー schwatch: Failed get DmScenarioStart address error = XX 

2 エラー schwatch: Failed get DmReadCLF address error = XX 

2 エラー schwatch: Failed get DmGetPowerStsEx address error = XX 

2 エラー SchCreateMutex() error = Global¥¥SchMutexSnrExe 

2 エラー SchCreateMutex() error = Global¥¥SchMutexPowerOn 

2 エラー SchCreateMutex() error = Global¥¥SchMutexShutDwn 

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 

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 

2 エラー schwatch: Event Data Format error = XX 

2 エラー schwatch: Delete Event Data error = 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 

2 情報 schwatch: power on skiped because sneario alredy started MAC = XX 

2 情報 schwatch: power off skiped because scenario alredy started ClientID = XX 

2 情報 power on skipped because already power on UUID = XX, MAC = YY 
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2 情報 power off skipped because already power off UUID = XX, MAC = YY 

2 エラー Failed get DmShared.dll address error = XX 

2 エラー Failed get DmGetGroupKind address error = XX 

2 エラー Failed get DmMacToCliID address error = XX 

2 エラー Failed get DmGetClientIDInfo address error = XX 

2 エラー Failed get DmDBExitProcess address error = XX 

2 エラー Event Data Format error. cSep not found. 

2 エラー Event Data Format error. ClientID not found. 

 
イベントソース：snrwatch 

イベントID 種類 説明 

2 エラー Error cannot create ¥¥¥¥.¥¥pipe¥¥DmPipeSnrInbound: 

2 エラー Error ConnectNamedPipe failed while receiving data via pipe. 

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

2 エラー Error cannot create thread(DmPipeFromCliwatchInstance): 

2 エラー Error cannot create ¥¥¥¥.¥¥pipe¥¥DmPipeSnrInboundSub: 

2 エラー Error ConnectNamedPipe failed while receiving data via pipe.(SUB) 

2 エラー Error Unknown value was returned from the wait function.(SUB) 

2 エラー Error cannot create thread(DmPipeFromCliwatchInstance-SUB): 

2 エラー Error cannot allocate receive buffer(DM_SNR_INBOUND_DATA): 

2 エラー Error received data from binl was too big: 

2 エラー Error cannot allocate client list structure(DM_SCENARIO_BOOT_DATA): 

2 エラー Received data from CLIWATCH was corrupt: NbpIndex=XX 

2 エラー Error cannot change CLF: 

2 エラー Can't find this client line in CLF: 

2 エラー Error cannot read CLF: 

2 エラー Error cannot get Arp.dat path: 

2 エラー Error cannot open ARP: 

2 エラー Error cannot get client.dat path: 

2 エラー Error cannot get type of partition specified.: 

2 エラー Error cannot rename Linux configration file: 

2 エラー Error cannot read scenario file: 

2 エラー Error cannot change CLF scenario flag to ErrorCode: 

2 エラー Error cannot clear CLF scenario flag: 

2 エラー Error cannot create TimeoutThread: 

2 エラー Error cannot allocate send buffer(DM_SNR_OUTBOUND_DATA): 

2 エラー Error cannot send message to ¥¥¥¥.¥¥pipe¥¥DmPipeSnrOutboundSub: 

2 エラー Error create timeout event: 

2 エラー Error create event for exit TimeoutThread: 

2 エラー Error cannot create thread(DmTimeoutInstance): 
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2 エラー Error cannot allocate MAC address buffer(for TimeoutThread): 

2 エラー Error : Target infomation not found in TargetList. 

2 エラー Error : Timeout error and stop run scenario. No response from target: 
MAC(XX-XX-XX-XX-XX-XX) 

2 エラー Error Failed of Reading ScenarioFile Or Osdata.ini: 

2 エラー There is no response from a Agent: 

2 エラー Error cannot read ClientScenarioFlag from verlist.ini: 

2 エラー The call of DmGetScenarioOpport API went wrong(Return=XX): 

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

2 エラー Error cannot get client ID.: 
MAC((XX-XX-XX-XX-XX-XX) 

2 エラー Error cannot read CLF: 
MAC(XX-XX-XX-XX-XX-XX) 

2 エラー Error cannot get KernelID.lst path: 
MAC(XX-XX-XX-XX-XX-XX) 

2 エラー Error cannot connect to ¥¥¥¥.¥¥pipe¥¥DmPipeSnrOutboundSub: 
MAC(XX-XX-XX-XX-XX-XX) 

2 エラー Error cannot allocate send buffer(DM_SNR_OUTBOUND_DATA): 
MAC(XX-XX-XX-XX-XX-XX) 

2 エラー Error cannot send message to ¥¥¥¥.¥¥pipe¥¥DmPipeSnrOutboundSub 

 
イベントソース：PxeServices 

イベントID 種類 説明 

2 エラー pxesvc.exe: _beginthreadex failed during DLL initialization. Error = 0xXX 

2 エラー pxemgr.dll: CreateEvent failed during DLL initialization. Error = 0xXX 

2 エラー pxemgr.dll: HeapAlloc failed while receiveing data via pipe (read buffer). 

2 エラー pxemgr.dll: WriteFile failed while sending data via pipe. 
MAC = XX Error = 0xXX 

2 エラー pxemgr.dll: CreateFile failed while sending data via pipe. 
MAC = XX Error = 0xXX 

2 エラー pxemgr.dll: No response from Client Management Service.  
MAC = XX 

2 エラー pxemgr.dll: CreateEvent failed while receiving data via pipe (inbound event). Error = 0xXX 

2 エラー pxemgr.dll: CreateNamedPipe failed while receiving data via pipe. Error = 0xXX 

2 エラー pxemgr.dll: ConnectNamedPipe failed while receiving data via pipe. Error = 0xXX 

2 エラー pxemgr.dll: Unknown value was returned from the wait function. Value = 0xXX 

2 エラー pxemgr.dll: _beginthreadex failed while receiving data via pipe (inbound thread). Error = 
0xXX 

2 エラー pxemgr.dll: HeapAlloc failed while receiveing data via pipe (NBP path buffer). 

2 エラー pxemgr.dll: HeapAlloc failed while sending data via pipe (request entry creation). 

2 エラー pxemgr.dll: CreateEvent failed while sending data via pipe (request entry event). Error = 
0xXX 

2 エラー pxemgr.dll: _beginthreadex failed while receiving data via pipe (delay deletion thread). 
Error = 0xXX 

2 エラー pxemgr.dll: HeapAlloc failed while creating new scenario stop entry. 
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2 エラー pxemgr.dll: Failed to stop the scenario as the result of DmWriteErrorFlag call. 
MAC = XX 

2 エラー pxemgr.dll: DmSnrReportWrite() failed, failed to report the scenario error. 
MAC = XX 

2 エラー pxemgr.dll: Exception occurred during DmWriteErrorFlag call. 
ExceptionCode = 0xXX 

2 エラー pxemgr.dll: Exception occurred during DmSnrReportWrite call. 
ExceptionCode = 0xXX 

2 エラー pxemgr.dll: LoadLibraryEx failed while loading dmshared.dll. Error = 0xXX 

2 エラー pxemgr.dll: GetProcAddress failed while locating DmWriteErrorFlag. Error = 0xXX 

2 エラー pxemgr.dll: GetProcAddress failed while locating DmSnrReportWrite. Error = 0xXX 

2 エラー pxemgr.dll: LoadLibraryEx failed while loading hardware.dll. Error = 0xXX 

2 エラー pxemgr.dll: GetProcAddress failed while locating DmGetScenarioKind. Error = 0xXX 

2 エラー pxemgr.dll: GetProcAddress failed while locating DmReadCLF. Error = 0xXX 

2 エラー pxemgr.dll: GetProcAddress failed while locating DmScenarioStartEx. Error = 0xXX 

2 エラー pxemgr.dll: It became an error by creation of Socket which communicates with BootPc. 
Error:0xXX Line:XX 

2 エラー pxemgr.dll: It became an error by thread creation of DmRecvFromBootpcThread. 
Error:0xXX Line:XX 

2 エラー pxemgr.dll: It became an error from the registry by reading of a value. LINE XX 

2 エラー pxemgr.dll: It became an error by initialization of WinSock. Error:0xXX Line:XX 

2 エラー pxemgr.dll: It became an error by SetTcpAsyncSock(). Error:0xXX Line:XX 

2 エラー pxemgr.dll: It became an error by reception of data. Error:0xXX Line:XX 

2 エラー pxemgr.dll: It became an error by transmission to BootPc. Error:0xXX Line:XX. 

2 エラー pxemgr.dll: 
ErrorCode:0xXX 
The MAC address or IP address is all 0x00. 

2 エラー pxemgr.dll: 
ErrorCode:0xXX 
It failed in reading CLF 

2 エラー pxemgr.dll: 
ErrorCode:0xXX 
The client is not registered. 

2 エラー pxemgr.dll: 
ErrorCode:0xXX 
The scenario is not allocated. 

2 エラー pxemgr.dll: 
ErrorCode:0xXX 
It failed in DmGetScenarioKind(). 

2 エラー pxemgr.dll: 
ErrorCode:0xXX 
The scenario is wrong. 
Please confirm whether it is a unit backup scenario or unit unicast restore scenario. 

2 エラー pxemgr.dll: 
ErrorCode:0xXX 
remote update is being executed. 

2 エラー pxemgr.dll: 
ErrorCode:0xXX 
remote power on is making an error. 
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2 エラー pxemgr.dll: 
ErrorCode:0xXX 
The state is an error. 

2 エラー pxemgr.dll: 
ErrorCode:0xXX 
It failed in the bootfile request 

2 エラー pxemgr.dll: 
ErrorCode:0xXX 
It failed in the acquisition of group id. 

2 エラー pxemgr.dll: 
ErrorCode:0xXX 
It failed in the scenario execution beginning. 

2 エラー pxemgr.dll: 
ErrorCode:0xXX 
It failed in reading scenario file. 

2 エラー pxemtftp.exe: The requested file could not be found.  
file = XX 
lOsError = 0x XX 

2 エラー pxemtftp.exe: The requested file path is invalid.  
file = XX 
lOsError = 0xXX 

2 エラー pxemtftp.exe: The requested file access denied.  
file = XX 
lOsError = 0xXX 

2 エラー pxemtftp.exe: The requested file could not be opened.  
file = XX 
lOsError = 0xXX 

2 エラー PxeMtftp: No slot is empty to process this client's request 

2 エラー PxeMtftp: Base working directory for M/TFTP services is not defined. The MTFTP service 
is stopping. 

1 エラー PxeMtftp: Unable to setsockopt for SO_REUSEADDR, Error=0xXX 

1 エラー PxeMtftp: Unable to bind to socket on port XX, Error=0xXX 

1 エラー PxeMtftp: WSAAsyncSelect() failed with Error=0xXX 

2 エラー PxeMtftp is terminating due to error 0xXX 

2 エラー PxeParser: ERROR: exception occurred at DmReadCLF 

1 エラー PxeParser: Unable to create socket Error=0xXX 

1 エラー PxeParser: Socket Error while attempting to set reuse addr option: Error=0xXX 

1 エラー PxeParser: Socket Error while binding DHCP Socket: 0xXX, Port=67, IP=XX 

1 エラー PxeParser: sendto() to client XX failed with error = 0xXX 

2 エラー pxeprs.dll: LoadLibraryEx failed while loading pxemgr.dll Error = 0xXX 

2 エラー pxemgr.dll: GetProcAddress failed while locating DmGetNbpPath. Error = 0xXX 

2 エラー pxeprs.dll: LoadLibraryEx failed while loading dmshared.dll. Error = 0xXX 

2 エラー dmshared.dll: GetProcAddress failed while locating DmReadCLF. Error = 0xXX 

2 エラー PxeService: WSAStartup failed with error=0x XX 

1 エラー PxeService: Unable to create datagram socket- WSAGetLastError = 0xXX 

1 エラー PxeService: Initreg-Unable to bind send socket : WSAGetLastError = 0xXX 

1 エラー PxeService: Sendto XX failed : WSAGetLastError = 0xXX 

1 エラー PxeService: Unable to create send socket : WSAGetLastError =  0xXX 
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1 エラー PxeService: Unable to bind send socket : WSAGetLastError = 0xXX 

1 エラー PxeService: Sendto failed to XX : WSAGetLastError = 0xXX 

2 エラー PxeService: WaitForPacket failed even after 3 retries. Giving Up.. 

1 エラー PxeService: Error on socket select : WSAGetLastError = 0xXX 

1 エラー PxeService: Error in ReceivePacket() WSAGetLastError = 0xXX 

2 エラー GetMac: Unable to get MAC addr : Possibly no NetBios support 

1 エラー PxeService: DHCPServerLessMode WaitForSingleObject() Error:0xXX 

2 エラー PxeService: Unable to initialize WinSOCK 

1 エラー Error creating DGRAM socket: XX, line# XX in File XX 

1 エラー Socket Error while attempting to set reuse addr option: Error=0xXX 

1 エラー PxeService: Error 0xXX creating Datagram socket 

1 エラー PxeService: Error 0xXX while binding Socket on Port=4011, IP= XX 

2 エラー PxeService: Unable to create the GetDomaininfo Thread. 

1 エラー PxeService: Error 0xXX in Socket select call 

1 エラー PxeService: WinSock error 0xXX on UDP recvfrom() on Port 67 

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

2 エラー pxesvc.exe: _beginthreadex failed while receiving packet on port 4011. The packet has 
been lost. Error = 0xXX 

2 エラー pxesvc.exe: HeapAlloc failed while receiving packet on port 4011. The packet has been 
lost.  

2 エラー LoadParsingDlls:  Failed to find Dll Path or Funcion Name for XX. 

2 エラー LoadParsingDlls:  Failed to load Dll Library for XX. 

2 エラー LoadParsingDlls:  Failed to map Funcion Name for XX. 

2 エラー LoadParsingDlls:  Failed to initialize parser DLL for XX. 

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

2 エラー pxesvc.exe: GetProcAddress failed while locating DmBinlInboundMain. Error = 0xXX 

2 エラー pxesvc.exe: GetProcAddress failed while locating DmGetDhcpMode. Error = 0xXX 

2 エラー pxesvc.exe: GetProcAddress failed while locating DmListenFromBootpcThread. Error = 
0xXX 

2 エラー pxesvc.exe: _beginthreadex failed during DLL initialization. Error = 0xXX 

2 エラー pxesvc.exe: Read Registry(DHCPServerLessMode) failed. Error = 0xXX 

2 エラー pxesvc.exe: LoadLibraryEx failed while loading pxemgr.dll. Error = 0xXX 

2 エラー pxemgr.dll: GetProcAddress failed while locating DmGetClientIDInfo. 

2 エラー pxemgr.dll: GetProcAddress failed while locating DmGetGroupID. 

2 エラー dmshared.dll: GetProcAddress failed while locating DmMacToCliID. 

2 エラー pxesvc.exe: LoadLibraryEx failed while loading DmSheared.dll. Error = 0xXX 

2 エラー pxesvc.exe: GetProcAddress failed while locating DmShared_Init. Error = 0xXX 

2 エラー pxesvc.exe: GetProcAddress failed while locating DmDBExitProcess. Error = 0xXX 

2 エラー PxeService: There is no valid IP address. 

2 エラー PxeMtftp: There is no valid IP address. 

2 エラー PxeMtftp: LoadLibraryEx failed while loading DpmUtils.dll. Error = 0xXX 
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2 エラー PxeMtftp: GetProcAddress failed while locating PmWriteJSLog. Error = 0xXX 

2 エラー PxeMtftp: DmShared_Init failed while locating DpmUtils_Init. Error = 0xXX 

2 エラー PxeMtftp: Failed to initialize DmUtils. Error = 0xXX 

2 エラー pxesvc.exe: LoadLibraryEx failed while loading DpmUtils.dll. Error = 0xXX 

2 エラー pxesvc.exe: GetProcAddress failed while locating PmWriteJSLog. Error = 0xXX 

2 エラー pxesvc.exe: DmShared_Init failed while locating DpmUtils_Init. Error = 0xXX 

2 エラー pxesvc.exe: Failed to initialize DmUtils. Error = 0xXX 

 
イベントソース：DepAgent(クライアント) 

イベントID 種類 説明 

2 エラー DepAgent: LoadLibrary Error dll : Sts = DepInfo.dll : xxx 

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: 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: recv error code = xxx 

2 エラー DepAgent: GetProcAddress Error Func : Sts = DmGetClientInfo : xxx 

2 エラー DepAgent: DmIpToMac Error Func : Sts = DmFreeClientInfoEx : xxx 

2 エラー DepAgent: CreateThread(ShutDownCtlThread) error code = xxx 

2 エラー DepAgent: CreateThread(AcceptThreadProc) error code = xxx 

2 エラー DepAgent: CreateThread(ShutDownThread) error code = xxx 

2 エラー DepAgent: hostname get error code = xxx 

2 エラー DepAgent: WaitForMultipleObjects error = xxx 

2 エラー DepAgent: SetDlgCaption() Faild 

2 エラー DepAgent: Accept error code = xxx 

2 エラー DepAgent: GetResourceFromIni_Dep() Failed 

2 エラー DepAgent: CreateThread( CommunicateTrayThread) error code = xxx 

2 エラー DepAgent: WaitForSingleObject error code = xxx 

2 エラー DepAgent: StartTray error code = xxx 

2 エラー DepAgent: DmIpToMac Error Func : Sts = DepInfo_Init : xxx 

2 エラー DepAgent: Failed to create socket. Errorcode = xxx 

2 エラー DepAgent: Failed to associate a local address with a socket. Errorcode = xxx 

2 エラー DepAgent: Cannot connect DPM managementserver. Errorcode =  xxx 

2 エラー DepAgent: Failed to get client information. Errorcode =xxx Networkerrorcode =  xxx 

2 エラー DepAgent: The MAC Address is NULL, unable to send client information to server 

2 エラー DepAgent: The error occurred while communicating with the server. SequenceNo = xxx 
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2 エラー SendRequest::WSAWaitForMultipleEvents Failed, LastError = xxx, ret code = xxx, socket 
= xxx 

2 エラー SendRequest::send 0 after wait, Socket closed by peer.LastError =xxx, ret code = xxx, 
socket =  xxx 

2 エラー SendRequest::timeout(xxxx ms) occured, LastError =xxx, ret code = xxx, socket =  xxx 

2 エラー SendRequest::unknown error occured, Return Code=%d,  socket =  xxx 

2 エラー SendRequest::Catch an exception. socket =  xxx 

2 エラー RecvRequest::WSAWaitForMultipleEvents Failed, LastError = xxx, ret code = xxx, socket = 
xxx 

2 エラー RecvRequest::WSARecv() Size Zero, .LastError =xxx, ret code = xxx, socket =  xxx 

2 エラー RecvRequest::timeout(xxxx ms) occured, LastError =xxx, ret code = xxx, socket =  xxx 

2 エラー RecvRequest::unknown error occured, Return Code=%d,  socket =  xxx 

2 エラー RecvRequest::Catch an exception. socket =  xxx 

2 エラー DepAgent: InitEventLog() error. 

2 エラー DepAgent: InitCommValue() error. 

2 エラー DepInfo_Init() error 

2 エラー DepAgent: Failed to create ghAcceptEvent. Errorcode = xxx 

2 エラー DepAgent: Failed to create ghShutEvent. Errorcode = xxx 

2 エラー DepAgent: WSAStartup error. Errorcode = 

2 エラー DepAgent: CreateThread(ServiceThread) error. Errorcode =  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: CreateThread(CliGetInfoThread) error. Errorcode = xxx 

2 エラー DepAgent: Failed to get hostname. Errorcode = xxx 

2 エラー DepAgent: Failed to get IP info from hostname(gethostbyname). Errorcode = xxx 

2 エラー DepAgent: Failed to create socket. Errorcode = xxx 

2 エラー DepAgent: listen error. Errorcode = 

2 エラー DepAgent: WaitForMultipleObjects(ghAcceptEvent/terminateEvent) error. Errorcode =  
xxx 

2 エラー DepAgent: Failed to receive shutdown command packet. Errorcode = xxx 

2 エラー DepAgent: Received invalid data. 

2 エラー DepAgent: WaitForMultipleObjects(ghShutEvent/terminateEvent) error. Errorcode = xxx 

2 エラー Get Client Information Error = xxx 

2 エラー Memory Allocation Error = xxx 

2 エラー ControlRequestEx: Get Client Information Error = xxx 

2 エラー ControlRequestEx: Receive command from server Error, GetLastError() = 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 
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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 

2 情報 DepAgent: server service version is old 

2 エラー The MAC Address is NULL, unable to send client information to server 

2 エラー ReceiveStreamSocket :PmSocketGetOverlapParameter Failed, comm 
socket=xxx.xx-xx-xx-xx-xx-xx 

2 エラー Maybe did not call socket event init route or resource not enough when call HeapAlloc or 
insert of map of STL. 

2 エラー Maybe did not call socket event init route or resource not enough when call 
WSACreateEvent 

2 エラー PmUtils::PmRecv::PmSocketGetOverlapParameter Failed, comm 
socket=xxx.xx-xx-xx-xx-xx-xx 

2 エラー PmUtils::PmRecv::PmSocketGetRecvOverlapParam Failed, comm 
socket=xxx.xx-xx-xx-xx-xx-xx 

2 エラー PmUtils::PmRecv::WSARecv Failed, LastError=xxxcomm socket=xxx 

2 エラー PmUtils::PmRecv::WSARecv will pending, comm socket=xxx.xx-xx-xx-xx-xx-xx 

2 エラー PmUtils::PmRecv::recv 0, Socket closed by peer, LastError=xxx,ret code=xxx, comm 
socket=xxx 

2 エラー PmUtils::PmRecv::WSAWaitForMultipleEvents Failed, LastError=xxx,ret code=xxx, comm 
socket=xxx 

2 エラー PmUtils::PmRecv::WSAGetOverlappedResult Failed, LastError=xxx,ret code=xxx, comm 
socket=xxx 

2 エラー PmUtils::PmRecv::WSAGetOverlappedResult Failed, LastError=xxx,ret code=xxx, comm 
socket=xxx 

2 エラー PmUtils::PmRecv::recv 0 after wait, Socket closed by peer, LastError=xxx,ret code=xxx, 
comm socket=xxx 

2 エラー PmUtils::PmRecv::service exit occured, LastError=xxx,ret code=xxx, comm socket=xxx 

2 エラー PmUtils::PmRecv::time out(xxxx ms) occured, LastError =xxx, ret code = xxx, socket =  
xxx 

2 エラー PmUtils::PmRecv::unknown error occured, waited value = xxx,LastError =xxx, socket =  
xxx 

2 エラー PmUtils::PmRecv::comm socket=xxx total received=xxx/xxx=expect.  ***Data Not 
Enough*** . 

2 エラー PmUtils::PmSend::PmSocketGetOverlapParameter Failed, comm 
socket=xxx.xx-xx-xx-xx-xx-xx 

2 エラー PmUtils::PmSend::PmSocketGetSendOverlapParam Failed, comm 
socket=xxx.xx-xx-xx-xx-xx-xx 

2 エラー PmUtils::PmSend::WSASend Failed,  LastError=xxxcomm socket=xxx 

2 エラー PmUtils::PmSend::send 0, Socket closed by peer, LastError=xxx,ret code=xxx, comm 
socket=xxx 

2 エラー PmUtils::PmSend::WSAWaitForMultipleEvents Failed,LastError=xxx,ret code=xxx, comm 
socket=xxx 

2 エラー PmUtils::PmSend::WSAGetOverlappedResult Failed, LastError=xxx,ret code=xxx, comm 
socket=xxx 

2 エラー PmUtils::PmSend::send 0 after wait, Socket closed by peer,  LastError=xxx,ret code=xxx, 
comm socket=xxx 

2 エラー PmUtils::PmSend::service exit occured,LastError=xxx,ret code=xxx, comm socket=xxx 
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2 エラー PmUtils::PmSend::time out(xxxx ms) occured, LastError =xxx, ret code = xxx, socket =  
xxx 

2 エラー PmUtils::PmSend::unknown error occured, waited value = xxx,LastError =xxx, socket =  
xxx 

2 エラー PmUtils::PmSend::comm socket=xxx total sent=xxx/xxx=expect.  ***Data Not Enough*** . 

2 エラー PmSocketEventInit::HeapAlloc failed, LastError = xxx, socket= xxx 

2 エラー PmSocketEventInit::WSACreateEvent failed,  LastError = xxx, socket= xxx 

2 エラー PmSocketEventInit::found this socket's map item, the same socket id map item maybe not 
released when last closesocket 

2 エラー PmSocketEventInit::Exception occured, maybe resource not enough when map::insert 

2 エラー PmSocketEventExit closesocket socket:xxx error, LastError=xxx 

2 エラー PmSocketEventExit::Catch an exception when closesocket. Socket=xxx 

2 エラー PmSocketEventExit::did not found this socket's map item, PmSocketEventExit Init to Exit 
not paired. Socket=xxx 

2 エラー PmSocketGetSendOverlapParam::can not get socket=xxx 's node 

2 エラー PmSocketGetRecvOverlapParam::can not get socket=xxx 's node 

2 エラー PmCloseSocket shutdown socket:xxx error, LastError=xxx 

2 エラー PmCloseSocket closesocket socket:xxx error, LastError=xxx 

2 エラー PmCloseSocket Exception, socket=xxx, Error = xxx 

2 ※1 エラー DepAgent: Password of shutdown/reboot is not correct 

※1 このイベントは、SigmaSyetemCenter 2.1 Update 3で追加になりました。 
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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 エラー 監視対象マシンmachineにアクセスできません。 

警告 
※1 

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。 
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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。 

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 エラー 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。 
警告 
※1 

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。 
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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。 

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 ※1 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 ※2 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 ※2 情報 マシンmachineのデータ収集を一時停止しました。 

72 ※2 情報 マシンmachineのデータ収集を再開しました。 

73 ※2 情報 グループgroupのデータ収集を一時停止しました。 

74 ※2 情報 グループgroupのデータ収集を再開しました。 

※1 このイベントは、SigmaSyetemCenter 2.1 Update 2で追加になりました。 

※2 このイベントは、SigmaSyetemCenter 2.1 Update 3で追加になりました。 
 

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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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。 
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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 
 

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 API: %1     ※ESM Base Service停止時に登録 

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。 
 

作成日:2009/03/18 

最終更新日:2010/12/21 
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