
対応バージョン： SSC3.9、SSC3.9u1、SSC3.9u2

【SystemProvisioning】

イベントソース：PVM

イベン
ト ID

種類 説明

101 情報 PVM サービスが起動し運用を開始しました。

102 エラー PVM サービスの起動に失敗しました。(内容:起動失敗)

105 エラー PVM 運用を停止します。

106 情報 停止操作により PVM サービスを停止します。

107 情報 評価版エディションライセンスはあと"残日数"日で有効期限が切れます。

107 情報 評価版エディションライセンスが期限切れです。

110 エラー PVM サービスの起動に失敗しました。PVM 運用を停止します。(エラーメッセージ)

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

160 情報 断片化率が"断片化率"%を超えているテーブルの個数は"個数"です。

502
(※1)

情報 通報を受信しました。("情報")

502
(※1)

情報 マネージャでのイベントを検出しました。

イベント番号:"イベント ID"
マネージャ名:"マネージャ名"
イベントメッセージ:"イベントメッセージ"

502
(※1)

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

502
(※1)

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

502
(※1)

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

502
(※1)

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

510 情報 イベントを検出しました。

対象:"対象情報"
イベント:"イベント情報"
※付加情報(下記参照)

511 警告 イベントを検出しました。

対象:"対象情報"
イベント:"イベント情報"
※付加情報(下記参照)

512 警告 イベントを検出しました。

対象:"対象情報"
イベント:"イベント情報"

イベントログ一覧
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イベン
ト ID

種類 説明

※付加情報(下記参照)

520 情報 イベントを検出しました。

対象:"対象情報"
イベント:"イベント情報"
※付加情報(下記参照)

521 警告 イベントを検出しました。

対象:"対象情報"
イベント:"イベント情報"
※付加情報(下記参照)

522 警告 イベントを検出しました。

対象:"対象情報"
イベント:"イベント情報"
※付加情報(下記参照)

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

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

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

536 情報 マネージャでのイベントを検出しました。

イベント番号:"イベント ID"
マネージャ名:"マネージャ名"
イベントメッセージ:"イベントメッセージ"
※付加情報(下記参照)

537 警告 マネージャでのイベントを検出しました。

イベント番号:"イベント ID"
マネージャ名:"マネージャ名"
イベントメッセージ:"イベントメッセージ"
※付加情報(下記参照)

538 警告 マネージャでのイベントを検出しました。

イベント番号:"イベント ID"
マネージャ名:"マネージャ名"
イベントメッセージ:"イベントメッセージ"
※付加情報(下記参照)

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

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

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

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

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

種類 説明

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2033 情報 マシンをグループに追加する処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" 稼動するマシン("マシン名
") マシンを稼動させるグループ("グループ名")

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

2035 警告 マシンをグループに追加する処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID" 稼動するマシン("マシン名
") マシンを稼動させるグループ("グループ名")

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

2037 情報 グループで稼動しているマシンを待機させる処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" グループ
で稼動しているマシン("マシン名") マシンが稼動しているグループ("グループ名")

グループで稼動しているマシンをグループから削除し、VM の実体を削除する処理を開始しまし
た。管理 ID:"管理 ID" グループで稼動している削除するマシン("マシン名") マシンが稼動してい
るグループ("グループ名")

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

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

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

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

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

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

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

2043 情報 指定されたマシンを待機マシンと交換する処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID" 交換元のマ
シン("マシン名") 交換先のマシン ("マシン名")
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イベン
ト ID
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2044 警告 指定されたマシンを待機マシンと交換する処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID" 交換するマ
シン("マシン名")

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

2050 情報 マシンの用途変更を実施する処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" 用途変更元マシン("マシン
名") 用途変更元グループ("グループ名") 用途変更先グループ("グループ名")

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

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

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

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

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

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

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

2062 情報 VM を移動する処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" 対象 VM("マシン名") Migration("True /
False") Storage Migration("True / False") Failover("True / False") サスペンド後に移動(Quick
Migration)("True / False") 停止後に移動(Move)("True / False") 拡張ディスク除外指定("True / False")

2063 情報 VM を移動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 を移動する処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID"

2065 情報 VM を移動する処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID"

2066 情報 VM サーバ上に存在する VM の退避/フェイルオーバをする処理を開始しました。管理 ID:"管理
ID" 移動元 VM サーバ("マシン名") Migration("True / False") Storage Migration("True / False")
Failover("True / False") サスペンド後に移動(Quick Migration) ("True / False") 停止後に移動(Move)
("True / False") 拡張ディスク除外指定("True / False") 再起動を要求する("0/1")

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")
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イベン
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2077 情報 グループの全マシンに対してソフトウェアを配布する処理をキャンセルしました。管理 ID:"管
理 ID" ソフトウェア配布するグループ("グループ名")

2079 警告 マシン("マシン名")に実装されている NIC 枚数("NIC 枚数")とホスト設定("ホスト名")の NIC 枚
数("NIC 枚数")に差異があります。ホスト設定の確認をしてください。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2099 情報 マシンの診断処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID"

2100 警告 マシンの診断処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID"

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

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

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

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

2105 情報 指定タイプでのマシン診断処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID" 診断するマシン("マシ
ン名")
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2106 情報 マシンをパワーサイクルする処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" パワーサイクルするマシ
ン("マシン名")

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2128 警告 VM サーバのロードバランスを実行する処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID" 対象 VM サー
バ("マシン名")
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2129 情報 VM サーバのロードバランスを実行する処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID" 対象 VM
サーバ("マシン名")

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

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

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

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

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

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

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

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

2138 情報 総合的な回復診断 回復設定処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" 診断するマシン("マシン名")
診断の動作タイプ(RecoverCheck)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2150 情報 仮想マシンの再構成処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" 再構成する仮想マシン("マシン名")
再構成種別("種別") 強制フラグ("フラグ")

2151 情報 仮想マシンの再構成処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID" 再構成する仮想マシン("マシン名")

2152 警告 仮想マシンの再構成処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID" 再構成する仮想マシン("マシン名")

2153 情報 仮想マシンの再構成処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID" 再構成する仮想マシン("マシ
ン名")
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2154 情報 マシンの構成変更処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID" 構成変更を行うマシン("マシン名") 制
御種別("種別")

2155 情報 マシンの構成変更処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID" 構成変更を行うマシン("マシン名")

2156 警告 マシンの構成変更処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID" 構成変更を行うマシン("マシン名")

2157 情報 マシンの構成変更処理をキャンセルしました。管理 ID:"管理 ID" 構成変更を行うマシン("マシン
名")

2158 情報 クラウドインスタンスを作成し、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
成するマシン名("マシン名") マシンを稼動させるグループ("グループ名") 作成するマシン定義("
ホスト名")

2159 情報 クラウドインスタンスを作成し、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
成したマシン("マシン名")

2160 警告 クラウドインスタンスを作成し、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
成したマシン("マシン名")

2161 情報 クラウドインスタンスを作成し、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" 作成したマシン("マシン名")

2162 情報 グループで稼動しているマシンをグループから削除し、クラウドインスタンスの実体を削除する
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")

2163 情報 グループで稼動しているマシンをグループから削除し、クラウドインスタンスの実体を削除する
処理を完了しました。管理 ID:"管理 ID"

2164 警告 グループで稼動しているマシンをグループから削除し、クラウドインスタンスの実体を削除する
処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID"

2165 情報 グループで稼動していたパブリッククラウドマシンをグループから削除し、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"

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

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

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

2652 エラー Switch("スイッチ名")の VLAN("VLAN 名","ポート名")の作成が失敗しました。

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

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

2659 エラー Switch("スイッチ名")に接続できないため、VLAN("VLAN 名")からポート("ポート名")の取り外し
が失敗しました。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2705 警告 VM サーバ("マシン名")のシャットダウンが失敗しました。管理 ID:"管理 ID"
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2707 情報 以下のいずれかのメッセージが出力されます。

▪ VM サーバ("マシン名")のフェールオーバ準備を開始しました。管理 ID:"管理 ID"
▪ VM サーバ("マシン名")のマスター置換(置換先("マシン名"))を開始しました。管理 ID:"管理
ID"

2708 情報 以下のいずれかのメッセージが出力されます。

▪ VM サーバ("マシン名")のフェールオーバ準備が完了しました。管理 ID:"管理 ID"
▪ VM サーバ("マシン名")のマスター置換(置換先("マシン名"))が完了しました。管理 ID:"管理
ID"

2709 警告 以下のいずれかのメッセージが出力されます。

▪ VM サーバ("マシン名")のフェールオーバ準備が失敗しました。管理 ID:"管理 ID"
▪ VM サーバ("マシン名")のマスター置換(置換先("マシン名"))が失敗しました。管理 ID:"管理
ID"

2710 情報 非常用ホストの開封処理を開始しました。管理 ID:"管理 ID"

2711 情報 非常用ホストの開封処理が完了しました。管理 ID:"管理 ID"

2712 警告 非常用ホストの開封処理が失敗しました。管理 ID:"管理 ID"

2713 情報 非常用ホスト("マシン名"["ホスト名"])は開封されます。 管理 ID:"管理 ID"

2714 情報 VM サーバ("マシン名")の再起動を開始しました。管理 ID:"管理 ID"

2715 情報 VM サーバ("マシン名")の再起動が完了しました。管理 ID:"管理 ID"

2716 警告 VM サーバ("マシン名")の再起動が失敗しました。管理 ID:"管理 ID"

2720 情報 (※2)

2721 警告 (※2)
以下のいずれかのメッセージが出力されます。

▪ 移動先として適切な VM サーバが存在しません。

▪ マスター("マシン名")が停止しているため、処理をスキップします。

2722 情報 (※2)

2724 情報 (※2)

2726 情報 (※2)

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

2728 情報 (※2)

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

2740 警告 制約に矛盾があります。 管理 ID:"管理 ID"

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

2751
(※3)

情報 VM 配置情報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("対象グループ")
対象サーバ("対象サーバ") キーワード("キーワード")

2752
(※3)

情報 VM 配置情報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("対象グループ")
対象サーバ("対象サーバ") キーワード("キーワード")

2753
(※3)

警告 VM 配置情報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:("対象グループ")
対象サーバ("対象サーバ") キーワード("キーワード")

2754
(※3)

情報 VM 配置情報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:("対象グ
ループ") 対象サーバ("対象サーバ") キーワード("キーワード")

2761 情報 ディスクボリュームの最適作成("ボリューム情報")を開始しました。管理 ID: "管理 ID"
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2762 情報 ディスクボリュームの最適作成("ボリューム情報")が完了しました。管理 ID: "管理 ID"

2763 警告 ディスクボリュームの最適作成("ボリューム情報")が失敗しました。管理 ID: "管理 ID"

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

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

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

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

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

2911 エラー クラウドマシンの作成に失敗しました。原因:"原因"

2913 エラー クラウドマシンの削除に失敗しました。原因:"原因"

2914 エラー クラウドマシンの更新に失敗しました。原因: "原因"

3000 情報 Datacenter 追加処理を開始しました。

3001 情報 Datacenter 追加処理を完了しました。

3002 情報 Datacenter 追加処理をキャンセルしました。

3003 警告 Datacenter 追加処理が失敗しました。

3004 情報 ディスクアレイの追加処理を開始しました。

3005 情報 ディスクアレイの追加処理を完了しました。

3006 情報 ディスクアレイの追加処理をキャンセルしました。

3007 警告 ディスクアレイの追加処理が失敗しました。

3008 情報 マネージャの登録処理を開始しました。

3009 情報 マネージャの登録処理を完了しました。

3010 情報 マネージャの登録処理をキャンセルしました。

3011 警告 マネージャの登録処理が失敗しました。

3012 情報 仮想マシンサーバの追加処理を開始しました。

3013 情報 仮想マシンサーバの追加処理を完了しました。

3014 情報 仮想マシンサーバの追加処理をキャンセルしました。

3015 警告 仮想マシンサーバの追加処理が失敗しました。

3016 情報 SEL 消去処理を開始しました。

3017 情報 SEL 消去処理を完了しました。

3018 情報 SEL 消去処理をキャンセルしました。

3019 警告 SEL 消去処理が失敗しました。

3020 情報 仮想マシンの複製処理を開始しました。

3021 情報 仮想マシンの複製処理を完了しました。

3022 情報 仮想マシンの複製処理をキャンセルしました。

3023 警告 仮想マシンの複製処理が失敗しました。

3024 情報 全収集の実行処理を開始しました。

3025 情報 全収集の実行処理を完了しました。

3026 情報 全収集の実行処理をキャンセルしました。
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3027 警告 全収集の実行処理が失敗しました。

3028 情報 指定されたグループ配下の収集処理を開始しました。

3029 情報 指定されたグループ配下の収集処理を完了しました。

3030 情報 指定されたグループ配下の収集処理をキャンセルしました。

3031 警告 指定されたグループ配下の収集処理が失敗しました。

3032 情報 ロードバランサ情報の収集処理を開始しました。

3033 情報 ロードバランサ情報の収集処理を完了しました。

3034 情報 ロードバランサ情報の収集処理をキャンセルしました。

3035 警告 ロードバランサ情報の収集処理が失敗しました。

3036 情報 指定されたマネージャ配下の収集を実行処理を開始しました。

3037 情報 指定されたマネージャ配下の収集を実行処理を完了しました。

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

3039 警告 指定されたマネージャ配下の収集を実行処理が失敗しました。

3040 情報 シナリオの収集処理を開始しました。

3041 情報 シナリオの収集処理を完了しました。

3042 情報 シナリオの収集処理をキャンセルしました。

3043 警告 シナリオの収集処理が失敗しました。

3044 情報 ストレージ情報の収集処理を開始しました。

3045 情報 ストレージ情報の収集処理を完了しました。

3046 情報 ストレージ情報の収集処理をキャンセルしました。

3047 警告 ストレージ情報の収集処理が失敗しました。

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

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

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

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

3052 情報 DiskVolume 接続処理を開始しました。

3053 情報 DiskVolume 接続処理を完了しました。

3054 情報 DiskVolume 接続処理をキャンセルしました。

3055 警告 DiskVolume 接続処理が失敗しました。

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

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

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

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

3060 情報 仮想マシンのコピー処理を開始しました。

3061 情報 仮想マシンのコピー処理を完了しました。

3062 情報 仮想マシンのコピー処理をキャンセルしました。

3063 警告 仮想マシンのコピー処理が失敗しました。

3064 情報 データストアの作成処理を開始しました。

3065 情報 データストアの作成処理を完了しました。
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3066 情報 データストアの作成処理をキャンセルしました。

3067 警告 データストアの作成処理が失敗しました。

3068 情報 VLAN 作成処理を開始しました。

3069 情報 VLAN 作成処理を完了しました。

3070 情報 VLAN 作成処理をキャンセルしました。

3071 警告 VLAN 作成処理が失敗しました。

3072 情報 OS なしの仮想マシン作成処理を開始しました。

3073 情報 OS なしの仮想マシン作成処理を完了しました。

3074 情報 OS なしの仮想マシン作成処理をキャンセルしました。

3075 警告 OS なしの仮想マシン作成処理が失敗しました。

3076 情報 ロードバランサグループの作成処理を開始しました。

3077 情報 ロードバランサグループの作成処理を完了しました。

3078 情報 ロードバランサグループの作成処理をキャンセルしました。

3079 警告 ロードバランサグループの作成処理が失敗しました。

3080 情報 アカウントの登録処理を開始しました。

3081 情報 アカウントの登録処理を完了しました。

3082 情報 アカウントの登録処理をキャンセルしました。

3083 警告 アカウントの登録処理が失敗しました。

3084 情報 スナップショット作成処理を開始しました。

3085 情報 スナップショット作成処理を完了しました。

3086 情報 スナップショット作成処理をキャンセルしました。

3087 警告 スナップショット作成処理が失敗しました。

3088 情報 指定されたスイッチへ VLAN を作成処理を開始しました。

3089 情報 指定されたスイッチへ VLAN を作成処理を完了しました。

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

3091 警告 指定されたスイッチへ VLAN を作成処理が失敗しました。

3092 情報 Datacenter の削除処理を開始しました。

3093 情報 Datacenter の削除処理を完了しました。

3094 情報 Datacenter の削除処理をキャンセルしました。

3095 警告 Datacenter の削除処理が失敗しました。

3096 情報 データストアの削除処理を開始しました。

3097 情報 データストアの削除処理を完了しました。

3098 情報 データストアの削除処理をキャンセルしました。

3099 警告 データストアの削除処理が失敗しました。

3100 情報 ディスクアレイの削除処理を開始しました。

3101 情報 ディスクアレイの削除処理を完了しました。

3102 情報 ディスクアレイの削除処理をキャンセルしました。

3103 警告 ディスクアレイの削除処理が失敗しました。

3104 情報 VLAN 削除処理を開始しました。
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イベン
ト ID

種類 説明

3105 情報 VLAN 削除処理を完了しました。

3106 情報 VLAN 削除処理をキャンセルしました。

3107 警告 VLAN 削除処理が失敗しました。

3108 情報 イメージ削除処理を開始しました。

3109 情報 イメージ削除処理を完了しました。

3110 情報 イメージ削除処理をキャンセルしました。

3111 警告 イメージ削除処理が失敗しました。

3112 情報 ロードバランサグループの削除処理を開始しました。

3113 情報 ロードバランサグループの削除処理を完了しました。

3114 情報 ロードバランサグループの削除処理をキャンセルしました。

3115 警告 ロードバランサグループの削除処理が失敗しました。

3116 情報 マシンの論理化解除処理を開始しました。

3117 情報 マシンの論理化解除処理を完了しました。

3118 情報 マシンの論理化解除処理をキャンセルしました。

3119 警告 マシンの論理化解除処理が失敗しました。

3120 情報 アカウントの削除処理を開始しました。

3121 情報 アカウントの削除処理を完了しました。

3122 情報 アカウントの削除処理をキャンセルしました。

3123 警告 アカウントの削除処理が失敗しました。

3124 情報 マネージャの削除処理を開始しました。

3125 情報 マネージャの削除処理を完了しました。

3126 情報 マネージャの削除処理をキャンセルしました。

3127 警告 マネージャの削除処理が失敗しました。

3128 情報 スナップショット削除処理を開始しました。

3129 情報 スナップショット削除処理を完了しました。

3130 情報 スナップショット削除処理をキャンセルしました。

3131 警告 スナップショット削除処理が失敗しました。

3132 情報 テンプレートの削除処理を開始しました。

3133 情報 テンプレートの削除処理を完了しました。

3134 情報 テンプレートの削除処理をキャンセルしました。

3135 警告 テンプレートの削除処理が失敗しました。

3136 情報 仮想マシンサーバの削除処理を開始しました。

3137 情報 仮想マシンサーバの削除処理を完了しました。

3138 情報 仮想マシンサーバの削除処理をキャンセルしました。

3139 警告 仮想マシンサーバの削除処理が失敗しました。

3140 情報 指定された VLAN をスイッチから削除処理を開始しました。

3141 情報 指定された VLAN をスイッチから削除処理を完了しました。

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

3143 警告 指定された VLAN をスイッチから削除処理が失敗しました。
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イベン
ト ID
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3144 情報 指定された VLAN の接続を解除します。処理を開始しました。

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

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

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

3148 情報 DiskVolume 切断処理を開始しました。

3149 情報 DiskVolume 切断処理を完了しました。

3150 情報 DiskVolume 切断処理をキャンセルしました。

3151 警告 DiskVolume 切断処理が失敗しました。

3152 情報 仮想マシンサーバの Connection 切断処理を開始しました。

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

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

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

3156 情報 ローカルスクリプトの実行処理を開始しました。

3157 情報 ローカルスクリプトの実行処理を完了しました。

3158 情報 ローカルスクリプトの実行処理をキャンセルしました。

3159 警告 ローカルスクリプトの実行処理が失敗しました。

3160 情報 センサー診断処理を開始しました。

3161 情報 センサー診断処理を完了しました。

3162 情報 センサー診断処理をキャンセルしました。

3163 警告 センサー診断処理が失敗しました。

3164 情報 指定マシンの診断処理を開始しました。

3165 情報 指定マシンの診断処理を完了しました。

3166 情報 指定マシンの診断処理をキャンセルしました。

3167 警告 指定マシンの診断処理が失敗しました。

3168 情報 マシンへの LED 消灯要求処理を開始しました。

3169 情報 マシンへの LED 消灯要求処理を完了しました。

3170 情報 マシンへの LED 消灯要求処理をキャンセルしました。

3171 警告 マシンへの LED 消灯要求処理が失敗しました。

3172 情報 マシンへの LED 点灯要求処理を開始しました。

3173 情報 マシンへの LED 点灯要求処理を完了しました。

3174 情報 マシンへの LED 点灯要求処理をキャンセルしました。

3175 警告 マシンへの LED 点灯要求処理が失敗しました。

3176 情報 ディスクアレイの編集処理を開始しました。

3177 情報 ディスクアレイの編集処理を完了しました。

3178 情報 ディスクアレイの編集処理をキャンセルしました。

3179 警告 ディスクアレイの編集処理が失敗しました。

3180 情報 DiskVolume の変更処理を開始しました。

3181 情報 DiskVolume の変更処理を完了しました。

3182 情報 DiskVolume の変更処理をキャンセルしました。
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3183 警告 DiskVolume の変更処理が失敗しました。

3184 情報 ロードバランサグループの編集処理を開始しました。

3185 情報 ロードバランサグループの編集処理を完了しました。

3186 情報 ロードバランサグループの編集処理をキャンセルしました。

3187 警告 ロードバランサグループの編集処理が失敗しました。

3188 情報 マネージャ情報の更新処理を開始しました。

3189 情報 マネージャ情報の更新処理を完了しました。

3190 情報 マネージャ情報の更新処理をキャンセルしました。

3191 警告 マネージャ情報の更新処理が失敗しました。

3192 情報 スナップショット編集処理を開始しました。

3193 情報 スナップショット編集処理を完了しました。

3194 情報 スナップショット編集処理をキャンセルしました。

3195 警告 スナップショット編集処理が失敗しました。

3196 情報 VLAN 編集処理を開始しました。

3197 情報 VLAN 編集処理を完了しました。

3198 情報 VLAN 編集処理をキャンセルしました。

3199 警告 VLAN 編集処理が失敗しました。

3200 情報 仮想マシンサーバの移動処理を開始しました。

3201 情報 仮想マシンサーバの移動処理を完了しました。

3202 情報 仮想マシンサーバの移動処理をキャンセルしました。

3203 警告 仮想マシンサーバの移動処理が失敗しました。

3204 情報 VM サーバの復旧処理を開始しました。

3205 情報 VM サーバの復旧処理を完了しました。

3206 情報 VM サーバの復旧処理をキャンセルしました。

3207 警告 VM サーバの復旧処理が失敗しました。

3208 情報 DiskVolume の作成処理を開始しました。

3209 情報 DiskVolume の作成処理を完了しました。

3210 情報 DiskVolume の作成処理をキャンセルしました。

3211 警告 DiskVolume の作成処理が失敗しました。

3212 情報 指定 DiskArray の情報収集処理を開始しました。

3213 情報 指定 DiskArray の情報収集処理を完了しました。

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

3215 警告 指定 DiskArray の情報収集処理が失敗しました。

3216 情報 収集を利用して指定マシンの情報を更新処理を開始しました。

3217 情報 収集を利用して指定マシンの情報を更新処理を完了しました。

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

3219 警告 収集を利用して指定マシンの情報を更新処理が失敗しました。

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

3221 情報 収集を利用して指定ネットワークデバイス(スイッチ)の情報を更新処理を完了しました。
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3222 情報 収集を利用して指定ネットワークデバイス(スイッチ)の情報を更新処理をキャンセルしました。

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

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

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

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

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

3228 情報 VLAN にポートを追加処理を開始しました。

3229 情報 VLAN にポートを追加処理を完了しました。

3230 情報 VLAN にポートを追加処理をキャンセルしました。

3231 警告 VLAN にポートを追加処理が失敗しました。

3232 情報 VLAN からマシンを解除処理を開始しました。

3233 情報 VLAN からマシンを解除処理を完了しました。

3234 情報 VLAN からマシンを解除処理をキャンセルしました。

3235 警告 VLAN からマシンを解除処理が失敗しました。

3236 情報 HBA とディスクアレイの関連付け解除処理を開始しました。

3237 情報 HBA とディスクアレイの関連付け解除処理を完了しました。

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

3239 警告 HBA とディスクアレイの関連付け解除処理が失敗しました。

3240 情報 スナップショット復元処理を開始しました。

3241 情報 スナップショット復元処理を完了しました。

3242 情報 スナップショット復元処理をキャンセルしました。

3243 警告 スナップショット復元処理が失敗しました。

3244 情報 ストレージ / データストアのスキャン処理を開始しました。

3245 情報 ストレージ / データストアのスキャン処理を完了しました。

3246 情報 ストレージ / データストアのスキャン処理をキャンセルしました。

3247 警告 ストレージ / データストアのスキャン処理が失敗しました。

3248 情報 Datacenter 名変更処理を開始しました。

3249 情報 Datacenter 名変更処理を完了しました。

3250 情報 Datacenter 名変更処理をキャンセルしました。

3251 警告 Datacenter 名変更処理が失敗しました。

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

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

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

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

3256 情報 VLAN をマシンへ登録処理を開始しました。

3257 情報 VLAN をマシンへ登録処理を完了しました。

3258 情報 VLAN をマシンへ登録処理をキャンセルしました。

3259 警告 VLAN をマシンへ登録処理が失敗しました。

3260 情報 マシンに Faulted Status を設定処理を開始しました。
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3261 情報 マシンに Faulted Status を設定処理を完了しました。

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

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

3264 情報 HBA とディスクアレイの関連付け処理を開始しました。

3265 情報 HBA とディスクアレイの関連付け処理を完了しました。

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

3267 警告 HBA とディスクアレイの関連付け処理が失敗しました。

3268 情報 マシンに Ready ステータスを設定処理を開始しました。

3269 情報 マシンに Ready ステータスを設定処理を完了しました。

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

3271 警告 マシンに Ready ステータスを設定処理が失敗しました。

3272 情報 マシンのメンテナンスステータスを変更処理を開始しました。

3273 情報 マシンのメンテナンスステータスを変更処理を完了しました。

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

3275 警告 マシンのメンテナンスステータスを変更処理が失敗しました。

3276 情報 仮想マシン構成変更処理を開始しました。

3277 情報 仮想マシン構成変更処理を完了しました。

3278 情報 仮想マシン構成変更処理をキャンセルしました。

3279 警告 仮想マシン構成変更処理が失敗しました。

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

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

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

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

3284 情報 DiskVolume の削除処理を開始しました。

3285 情報 DiskVolume の削除処理を完了しました。

3286 情報 DiskVolume の削除処理をキャンセルしました。

3287 警告 DiskVolume の削除処理が失敗しました。

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

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

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

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

3292 情報 VLAN からポートを解除処理を開始しました。

3293 情報 VLAN からポートを解除処理を完了しました。

3294 情報 VLAN からポートを解除処理をキャンセルしました。

3295 警告 VLAN からポートを解除処理が失敗しました。

3296 情報 アカウントの更新処理を開始しました。

3297 情報 アカウントの更新処理を完了しました。

3298 情報 アカウントの更新処理をキャンセルしました。

3299 警告 アカウントの更新処理が失敗しました。

17



イベン
ト ID

種類 説明

3300 情報 DPM にグループ編集を通知する処理を開始しました。

3301 情報 DPM にグループ編集を通知する処理を完了しました。

3302 情報 DPM にグループ編集を通知する処理をキャンセルしました。

3303 警告 DPM にグループ編集を通知する処理が失敗しました。

3304 情報 DPM にグループ移動を通知する処理を開始しました。

3305 情報 DPM にグループ移動を通知する処理を完了しました。

3306 情報 DPM にグループ移動を通知する処理をキャンセルしました。

3307 警告 DPM にグループ移動を通知する処理が失敗しました。

3308 情報 DPM にマシンのグループ登録情報を通知する処理を開始しました。

3309 情報 DPM にマシンのグループ登録情報を通知する処理を完了しました。

3310 情報 DPM にマシンのグループ登録情報を通知する処理をキャンセルしました。

3311 警告 DPM にマシンのグループ登録情報を通知する処理が失敗しました。

3312 情報 DPM にマシンのグループ登録情報を通知する処理を開始しました。

3313 情報 DPM にマシンのグループ登録情報を通知する処理を完了しました。

3314 情報 DPM にマシンのグループ登録情報を通知する処理をキャンセルしました。

3315 警告 DPM にマシンのグループ登録情報を通知する処理が失敗しました。

3316 情報 DPM にマシン移動を通知する処理を開始しました。

3317 情報 DPM にマシン移動を通知する処理を完了しました。

3318 情報 DPM にマシン移動を通知する処理をキャンセルしました。

3319 警告 DPM にマシン移動を通知する処理が失敗しました。

3320 情報 ロードバランサグループからリアルサーバを解除する処理を開始しました。

3321 情報 ロードバランサグループからリアルサーバを解除する処理を完了しました。

3322 情報 ロードバランサグループからリアルサーバを解除する処理をキャンセルしました。

3323 警告 ロードバランサグループからリアルサーバを解除する処理が失敗しました。

3324 情報 データストア上のファイルを削除します。処理を開始しました。

3325 情報 データストア上のファイルを削除します。処理を完了しました。

3326 情報 データストア上のファイルを削除します。処理をキャンセルしました。

3327 警告 データストア上のファイルを削除します。処理が失敗しました。

3328 情報 ファイアウォール情報の収集処理を開始しました。

3329 情報 ファイアウォール情報の収集処理を完了しました。

3330 情報 ファイアウォール情報の収集処理をキャンセルしました。

3331 警告 ファイアウォール情報の収集処理が失敗しました。

3332 情報 ファイアウォール設定を構成します。処理を開始しました。

3333 情報 ファイアウォール設定を構成します。処理を完了しました。

3334 情報 ファイアウォール設定を構成します。処理をキャンセルしました。

3335 警告 ファイアウォール設定を構成します。処理が失敗しました。

3336 情報 仮想マシンをインポートする処理を開始しました。

3337 情報 仮想マシンをインポートする処理を完了しました。

3338 情報 仮想マシンをインポートする処理をキャンセルしました。

18



イベン
ト ID

種類 説明

3339 警告 仮想マシンをインポートする処理が失敗しました。

3340 情報 仮想マシンをエクスポートする処理を開始しました。

3341 情報 仮想マシンをエクスポートする処理を完了しました。

3342 情報 仮想マシンをエクスポートする処理をキャンセルしました。

3343 警告 仮想マシンをエクスポートする処理が失敗しました。

3344 情報 ファイルのアップロードする処理を開始しました。

3345 情報 ファイルのアップロードする処理を完了しました。

3346 情報 ファイルのアップロードする処理をキャンセルしました。

3347 警告 ファイルのアップロードする処理が失敗しました。

3348 情報 ファイルのダウンロードする処理を開始しました。

3349 情報 ファイルのダウンロードする処理を完了しました。

3350 情報 ファイルのダウンロードする処理をキャンセルしました。

3351 警告 ファイルのダウンロードする処理が失敗しました。

3352 情報 P-Flow 設定を適用する処理を開始しました。

3353 情報 P-Flow 設定を適用する処理を完了しました。

3354 情報 P-Flow 設定を適用する処理をキャンセルしました。

3355 警告 P-Flow 設定を適用する処理が失敗しました。

3356 情報 P-Flow 設定を構成する処理を開始しました。

3357 情報 P-Flow 設定を構成する処理を完了しました。

3358 情報 P-Flow 設定を構成する処理をキャンセルしました。

3359 警告 P-Flow 設定を構成する処理が失敗しました。

3360 情報 LDAP サーバとの同期処理を開始しました。

3361 情報 LDAP サーバとの同期処理を完了しました。

3362 情報 LDAP サーバとの同期処理をキャンセルしました。

3363 警告 LDAP サーバとの同期処理が失敗しました。

3364 情報 指定マシンに対してソフトウェアを配布処理を開始しました。

3365 情報 指定マシンに対してソフトウェアを配布処理を完了しました。

3366 情報 指定マシンに対してソフトウェアを配布処理をキャンセルしました。

3367 警告 指定マシンに対してソフトウェアを配布処理が失敗しました。

3368 情報 指定された VXLAN スコープと VXLAN を構成処理を開始しました。

3369 情報 指定された VXLAN スコープと VXLAN を構成処理を完了しました。

3370 情報 指定された VXLAN スコープと VXLAN を構成処理をキャンセルしました。

3371 警告 指定された VXLAN スコープと VXLAN を構成処理が失敗しました。

3372 情報 データストアのマウントを開始しました。

3373 情報 データストアのマウントを完了しました。

3374 情報 データストアのマウントをキャンセルしました。

3375 警告 データストアのマウントが失敗しました。

3376 情報 データストアのアンマウントを開始しました。

3377 情報 データストアのアンマウントを完了しました。
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イベン
ト ID

種類 説明

3378 情報 データストアのアンマウントをキャンセルしました。

3379 警告 データストアのアンマウントが失敗しました。

3380 情報 CIM Indication の受信設定の登録処理を開始しました。

3381 情報 CIM Indication の受信設定の登録処理を完了しました。

3382 情報 CIM Indication の受信設定の登録処理をキャンセルしました。

3383 警告 CIM Indication の受信設定の登録処理が失敗しました。

3384 情報 CIM Indication の受信設定の解除処理を開始しました。

3385 情報 CIM Indication の受信設定の解除処理を完了しました。

3386 情報 CIM Indication の受信設定の解除処理をキャンセルしました。

3387 警告 CIM Indication の受信設定の解除処理が失敗しました。

3388 情報 テンプレート作成を開始しました。

3389 情報 テンプレート作成を完了しました。

3390 情報 テンプレート作成をキャンセルしました。

3391 警告 テンプレート作成が失敗しました。

3392 情報 イメージ作成を開始しました。

3393 情報 イメージ作成を完了しました。

3394 情報 イメージ作成をキャンセルしました。

3395 警告 イメージ作成が失敗しました。

3396 情報 テンプレートのインポートを開始しました。

3397 情報 テンプレートのインポートを完了しました。

3398 情報 テンプレートのインポートをキャンセルしました。

3399 警告 テンプレートのインポートが失敗しました。

3400 情報 テンプレートのエクスポートを開始しました。

3401 情報 テンプレートのエクスポートを完了しました。

3402 情報 テンプレートのエクスポートをキャンセルしました。

3403 警告 テンプレートのエクスポートが失敗しました。

3404 情報 ストレージプールの変更処理を開始しました。

3405 情報 ストレージプールの変更処理を完了しました。

3406 情報 ストレージプールの変更処理をキャンセルしました。

3407 警告 ストレージプールの変更処理が失敗しました。

3408 情報 DPM へのマシン情報の更新処理を開始しました。

3409 情報 DPM へのマシン情報の更新処理を完了しました。

3410 警告 DPM へのマシン情報の更新処理が失敗しました。

3411 情報 指定された P-Flow の構成変更を開始しました。

3412 情報 指定された P-Flow の構成変更を完了しました。

3413 情報 指定された P-Flow の構成変更をキャンセルしました。

3414 警告 指定された P-Flow の構成変更が失敗しました。

3415 情報 ジョブ完了待ち処理を開始しました。

3416 情報 ジョブ完了待ち処理を完了しました。

20



イベン
ト ID

種類 説明

3417 情報 ジョブ完了待ち処理をキャンセルしました。

3418 警告 ジョブ完了待ち処理が失敗しました。

3419 情報 デバイス診断を開始しました。

3420 情報 デバイス診断を完了しました。

3421 情報 デバイス診断をキャンセルしました。

3422 警告 デバイス診断が失敗しました。

3423 情報 定義/設定情報のロード処理を開始しました。

3424 情報 定義/設定情報のロード処理を完了しました。

3425 情報 定義/設定情報のロード処理をキャンセルしました。

3426 警告 定義/設定情報のロード処理が失敗しました。

3427 情報 データストアタグの更新処理を開始しました。

3428 情報 データストアタグの更新処理を完了しました。

3429 情報 データストアタグの更新処理をキャンセルしました。

3430 警告 データストアタグの更新処理が失敗しました。

3431 情報 ISO ファイルの作成処理を開始しました。

3432 情報 ISO ファイルの作成処理を完了しました。

3433 情報 ISO ファイルの作成処理をキャンセルしました。

3434 警告 ISO ファイルの作成処理が失敗しました。

3435 情報 DPM のシナリオ作成処理を開始しました。

3436 情報 DPM のシナリオ作成処理を完了しました。

3437 情報 DPM のシナリオ作成処理をキャンセルしました。

3438 警告 DPM のシナリオ作成処理が失敗しました。

3439 情報 DPM のシナリオ削除処理を開始しました。

3440 情報 DPM のシナリオ削除処理を完了しました。

3441 情報 DPM のシナリオ削除処理をキャンセルしました。

3442 警告 DPM のシナリオ削除処理が失敗しました。

3443 情報 DPM のシナリオ更新処理を開始しました。

3444 情報 DPM のシナリオ更新処理を完了しました。

3445 情報 DPM のシナリオ更新処理をキャンセルしました。

3446 警告 DPM のシナリオ更新処理が失敗しました。

3447 情報 接続先の電源の ON 処理を開始しました。

3448 情報 接続先の電源の ON 処理を完了しました。

3449 情報 接続先の電源の ON 処理をキャンセルしました。

3450 警告 接続先の電源の ON 処理が失敗しました。

3451 情報 接続先の電源の OFF 処理を開始しました。

3452 情報 接続先の電源の OFF 処理を完了しました。

3453 情報 接続先の電源の OFF 処理をキャンセルしました。

3454 警告 接続先の電源の OFF 処理が失敗しました。

3455 情報 接続先の IP アドレスの変更処理を開始しました。
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イベン
ト ID

種類 説明

3456 情報 接続先の IP アドレスの変更処理を完了しました。

3457 情報 接続先の IP アドレスの変更処理をキャンセルしました。

3458 警告 接続先の IP アドレスの変更処理が失敗しました。

3459 情報 接続先のユーザの登録処理を開始しました。

3460 情報 接続先のユーザの登録処理を完了しました。

3461 情報 接続先のユーザの登録処理をキャンセルしました。

3462 警告 接続先のユーザの登録処理が失敗しました。

3463 情報 接続先のユーザの変更処理を開始しました。

3464 情報 接続先のユーザの変更処理を完了しました。

3465 情報 接続先のユーザの変更処理をキャンセルしました。

3466 警告 接続先のユーザの変更処理が失敗しました。

3467 情報 接続先の通報情報の設定処理を開始しました。

3468 情報 接続先の通報情報の設定処理を完了しました。

3469 情報 接続先の通報情報の設定処理をキャンセルしました。

3470 警告 接続先の通報情報の設定処理が失敗しました。

3471 情報 ログの収集処理を開始しました。

3472 情報 ログの収集処理を完了しました。

3473 情報 ログの収集処理をキャンセルしました。

3474 警告 ログの収集処理が失敗しました。

3475 情報 ディスクグループをマシンに追加する処理を開始しました。

3476 情報 ディスクグループをマシンに追加する処理を完了しました。

3477 情報 ディスクグループをマシンに追加する処理をキャンセルしました。

3478 警告 ディスクグループをマシンに追加する処理が失敗しました。

3479 情報 ディスクをディスクグループに追加する処理を開始しました。

3480 情報 ディスクをディスクグループに追加する処理を完了しました。

3481 情報 ディスクをディスクグループに追加する処理をキャンセルしました。

3482 警告 ディスクをディスクグループに追加する処理が失敗しました。

3483 情報 ディスクグループをマシンから削除する処理を開始しました。

3484 情報 ディスクグループをマシンから削除する処理を完了しました。

3485 情報 ディスクグループをマシンから削除する処理をキャンセルしました。

3486 警告 ディスクグループをマシンから削除する処理が失敗しました。

3487 情報 ディスクをディスクグループから削除する処理を開始しました。

3488 情報 ディスクをディスクグループから削除する処理を完了しました。

3489 情報 ディスクをディスクグループから削除する処理をキャンセルしました。

3490 警告 ディスクをディスクグループから削除する処理が失敗しました。

3491 情報 デバイスの LED 制御処理を開始しました。

3492 情報 デバイスの LED 制御処理を完了しました。

3493 情報 デバイスの LED 制御処理をキャンセルしました。

3494 警告 デバイスの LED 制御処理が失敗しました。
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3495
(※4)

情報 Pod のスケジューリング設定の変更を開始しました。

3496
(※4)

情報 Pod のスケジューリング設定の変更を完了しました。

3497
(※4)

情報 Pod のスケジューリング設定の変更をキャンセルしました。

3498
(※4)

警告 Pod のスケジューリング設定の変更が失敗しました。

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

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

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

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

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

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

には、ESMPRO/ServerAgent のコントロールパネルより、[全般] タブの [通報設定] をクリックして

通報設定ツールを起動します。

ESMPRO/ServerAgentService の場合は、[スタート] メニューから [通報設定] をクリックします。ア

プリケーションを右クリックし、表示される [監視イベントの指定(S)] を選択し、監視イベントの

指定画面を起動します。[ソース名(S)] に「PVM」を指定し、[イベント ID(E)] より、「緑色のアイコ

ンの ID=502」を [監視イベント ID(M)] に追加してください。

※2: 種類が "情報" のメッセージについては、対象処理の結果に影響しないメッセージを通知しま

す。(例: 全仮想マシンを移動アクションに対し、対象仮想マシンサーバ上に移動すべき仮想マシン

が存在しない場合など)

種類が "警告" のメッセージについては、対象処理における結果に重大な影響があるメッセージを

通知します。(例: ロードバランスアクションに対し、高負荷解消に至らなかった場合など)

※3: VM 配置情報適用関連のイベントについて、キーワード欄の出力は、常に空欄となります。

キーワードを確認する場合は、イベントメッセージに出力される Keyword の情報を確認してくださ

い。

※4: このイベントは、SigmaSystemCenter 3.9 で追加になりました。

※ 説明欄の "管理 ID" は、実行されたアクションのジョブの管理番号が出力されます。付加情報の

[JobId] と同じ情報となります。

＜イベント ID が 51X、52X、53X、54X の出力メッセージについて＞

イベント ID が 51X、52X、53X、54X の出力メッセージには、以下の例のように付加情報が追記さ

れます。

例) イベント ID：541 のメッセージ出力例

通報によるアクション(SetFaultedStatus)が完了しました。管理 ID:00049-01
------------------------------
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[Date(Occurred)] 2017/03/07 16:53:31
[Date(Accepted)] 2017/03/07 16:53:33
[EventNumber] RE00144
[EventType] Information
[HardwareParts] 電源状態(不明)
[EventCategory] TargetDown
[EventSource] VC[https://192.168.10.220:50443/sdk] DataCenter[dataCenterB] ESX[19
2.168.220.142] VM[host10]
[Provider] VMwareProvider
[Provider(ID)] VMwareProvider
[Event] VM on VMS in DC is powered off
[EventMessage] dataCenterB の 192.168.220.142 の host10 がパワーオフ状態です
[URL(Event)] http://xxxxx/Provisioning/Default.aspx?type=event&id=RE00144
[URL(Target)] http://xxxxx/Provisioning/Default.aspx?type=machine&id=
6854ede9-c8df-d621-3152-004056b77562
[GroupName] ¥¥yyy¥vv
[PolicyName] XXX用ポリシー
[JobId] 00049-01

[ActionSummary] マシンに Faulted Statusを設定
[ActionDescription] マシン設定/ ステータス設定 故障
[TargetMachineName(0):(Machine)] host10
[TargetMachineUnitName(0):(Machine)] 
[TargetMachineUUID(0):(Machine)] 42176ffd-60d3-3133-8bf2-b1c048215206

(Machine) is ステータスを設定するマシンを指定します。

追加される付加情報は、以下の通りです。

付加情報名 説明 イベ
ント
ID:
51X,
52X

イベ
ント
ID:
53X,
54X

[Date(Occurred)] 下記の通報元の製品・コンポーネントでイベントが発生した日時

▪ SystemMonitorEvent
▪ OobManagement
▪ VMwareProvider
▪ HyperVProvider
▪ RescueVM
▪ Indication
▪ StorageProvider
上記以外の通報元のイベントについては、本情報は表示されません。

○ ○

[Date(Accepted)] SigmaSystemCenter のイベントの受付日時

Web コンソールの「イベント履歴」画面の [受付日時] で表示されま
す。

○ ○

[EventNumber] 通報のあったイベントの管理番号 ○ ○

[EventLevel] 下記の通報元の製品・コンポーネントにおけるイベントのエラーレベ
ル

▪ SystemMonitorEvent
▪ VMwareProvider
▪ OobManagement
▪ Indication
▪ RescueVM

○ ○
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付加情報名 説明 イベ
ント
ID:
51X,
52X

イベ
ント
ID:
53X,
54X

上記以外の通報元のイベントについては、本情報は表示されません。

発生イベントについて、通報元の製品・コンポーネント上のエラーレ
ベルを確認する際に使用します。

SigmaSystemCenter 上でのイベントの扱いの情報については、下記の
[EventType] を参照してください。

[EventType] 通報のあったイベントの SigmaSystemCenter における障害種別の定義
(かっこ内は、反映される個別ステータスの値)
▪ "Error" ("故障")
▪ "Warning" ("一部故障")
▪ "Information" ("正常"、または "要診断")
イベントに対応する個別ステータスの定義が存在しない場合は、
"Information" になります。

※通報のあったイベントの通報元におけるエラーレベルについては、
[EventLevel] を参照してください。

○ ○

[HardwareParts] イベントにより状態詳細に追加された個別ステータスの情報

「個別ステータス名(ステータス)」の形式で表示

○ ○

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

[EventSource] 通報のあったイベントがあった対象の情報 ○ ○

[Provider] 通報のあったイベントを検出した通報元の情報 ○ ○

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

[Event] 通報のあったイベントを示す識別情報 ○ ○

[URL(Event)] 通報のあったイベントに関する Web コンソールのイベント詳細画面
へのリンクの URL
URL のホスト部は、管理サーバのコンピュータ名が使用されます。

ホスト部やホスト部に付加するポート番号の記述は、下記のレジスト
リを作成し値を設定したあと、"PVMService" サービスの再起動を行う
ことで変更可能です。

▪ キー名: HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Wow6432Node
¥NEC¥PVM¥Base¥Report
▪ ホスト部の値名(型): UrlHost (REG_SZ)
▪ ポート番号の値名(型): UrlPort (REG_SZ)

○ ○

[URL(Target)] 通報のあったイベントに関連する管理対象の詳細画面へのリンクの
URL
URL のホスト部、ポート番号の変更が必要な場合、[URL(Event)] の上
述の説明を参照してください。

○ ○

[EventMessage] 通報のあったイベントのメッセージ内容 ○ ○

[ManagerName] 通報のあったマネージャを示す情報 ○

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

[PolicyName] 通報のあったイベントに適用されたポリシー名 ○

[JobId] 通報のあったイベントの処理のジョブ管理番号 ○

[ActionSummary] 実行する/したアクションの概要 ○

[ActionDescription] 実行する/したアクションの説明 ○
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付加情報名 説明 イベ
ント
ID:
51X,
52X

イベ
ント
ID:
53X,
54X

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

○

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

TargetGroupName(ｘ):(yyy) アクション実行のためのグループ情報

x は複数ある場合の順番

yyy はアクションシーケンスでのパラメータ名

○

TargetMachineName(x):(yyy) アクション実行のためのマシン情報

x は複数ある場合の順番

yyy はアクションシーケンスでのパラメータ名

○

TargetMachineUnitName(x):
(yyy)

アクション実行のためのマシン情報

x は複数ある場合の順番

yyy はアクションシーケンスでのパラメータ名

○

TargetMachineUUID(x):(yyy) アクション実行のためのマシン情報

x は複数ある場合の順番

yyy はアクションシーケンスでのパラメータ名

○

TargetHostName(x):(yyy) アクション実行のためのホスト情報

x は複数ある場合の順番

yyy はアクションシーケンスでのパラメータ名

○

TargetDiskPartitionName(x):
(yyy)

アクション実行のためのパーティション情報

x は複数ある場合の順番

yyy はアクションシーケンスでのパラメータ名

○

TargetManagerName(x):(yyy) アクション実行のためのマネージャ情報

x は複数ある場合の順番

yyy はアクションシーケンスでのパラメータ名

○

other(x):(yyy) アクション実行のためのその他の情報

x は複数ある場合の順番

yyy はアクションシーケンスでのパラメータ名

○

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

ESMPRO/ServerManager 連携

イベント ID 種類 説明

101 エラー ESM Base Service が起動していません。

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

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

仮想マシン関連

イベント ID 種類 説明

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

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

イベントソース：bkressvc

イベ
ント
ID

種類 説明

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

1 エラー The restore operation was stopped because an error has occurred while reading backup file header.
Scenario: 「シナリオ名」

Backup File: 「バックアップファイル名」

Error: 「エラーコード」

1 エラー The restore operation was stopped because the backup file seems to be invalid (could not read the whole
header).
Scenario: 「シナリオ名」

Backup File: 「バックアップファイル名」

1 エラー The restore operation was stopped because the backup file seems to be invalid.
Scenario: 「シナリオ名」

Backup File: 「バックアップファイル名」

1 エラー The restore operation was stopped because an error has occurred while getting backup file size.
Scenario: 「シナリオ名」

Backup File: 「バックアップファイル名」

Error: 「エラーコード」

1 エラー The restore operation was stopped because the backup file seems to be invalid (no disk data).
Scenario: 「シナリオ名」

Backup File: 「バックアップファイル名」

1 エラー The restore operation was stopped because the backup file seems to be invalid (file size is incorrect).
Scenario: 「シナリオ名」

Backup File: 「バックアップファイル名」

1 エラー The restore operation was stopped because an error has occurred while reading backup file LinkData.
Scenario: 「シナリオ名」

Backup File: 「バックアップファイル名」

Error: 「エラーコード」

1 エラー The restore operation was stopped because the backup file seems to be invalid (could not read the whole
LinkData).
Scenario: 「シナリオ名」

Backup File: 「バックアップファイル名」

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

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

1 エラー ErrorCode : 0x01000065
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx)
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イベ
ント
ID

種類 説明

bkressvc :
The backup operation was stopped because failed to received the packet.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 エラー ErrorCode : 0x0100001c
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx)
bkressvc :
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イベ
ント
ID

種類 説明

UpdateBackupFileData() failed, in receiving OPCODE_DTALIVE, Block# = XX.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

種類 説明

1 エラー ErrorCode : 0x01000020
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx)
bkressvc :
failed to query registry (ShareRootDir), 0xXX

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

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

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

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

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

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

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

ErrorCode : 「エラーコード」

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

ErrorCode : 「エラーコード」

1 エラー ErrorCode : 0x01000069
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx)
bkressvc :
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イベ
ント
ID

種類 説明

failed to rename Xml File.
File Name :「XML ファイル名」

ErrorCode :「エラーコード」

1 エラー ErrorCode : 0x01000040
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx)
bkressvc :
failed to rename Backup File(dpmtmp).
File Name : 「バックアップファイル名」

ErrorCode : 「エラーコード」

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

ErrorCode : 「エラーコード」

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

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

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

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

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

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

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

1 エラー ErrorCode : 0x01000049
bkressvc :
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イベ
ント
ID

種類 説明

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

1 エラー Parameter(pucString) is illegal at CheckTimeLbrFile

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

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

Error: 「エラーコード」(「エラーコード」):ERROR_SHARING_VIOLATION-The process cannot access
the file because it is being used by another process.

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

Error: 「エラーコード」

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

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

1 エラー ErrorCode : 0x0100004c
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx)
bkressvc :
The backup operation was stopped because the verification operation was failed(not enough space).Please
execute the scenario again after securing enough space.
Scenario: 「シナリオ名」

Backup File: 「バックアップファイル名」

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

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

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

1 エラー ErrorCode : 0x01000050
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx)
bkressvc :
The backup operation was stopped because the verification operation was failed(not enough space2).Please
execute the scenario again after securing enough space.
Scenario: 「シナリオ名」

Backup File: 「バックアップファイル名」
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イベ
ント
ID

種類 説明

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

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

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

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

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

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

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

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

Tmp backup File: 「バックアップファイル名」

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

1 エラー ErrorCode : 0x0100005a
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx)
bkressvc :
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イベ
ント
ID

種類 説明

The backup operation was stopped because the verification operation was failed(read error).Please confirm
whether other scenario or application is using it. Please execute the scenario again after confirming the file
is not used.(「エラーコード」)
Scenario: 「シナリオ名」

Backup File: 「バックアップファイル名」

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

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

1 エラー ErrorCode : 0x0100005d
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx)
bkressvc :
The backup operation was stopped because the verification operation was failed(not enough space).
Please execute the scenario again after securing enough space.(「エラーコード」)
Scenario: 「シナリオ名」

Backup File: 「バックアップファイル名」

1 エラー ErrorCode : 0x0100005e
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx)
bkressvc :
The backup operation was stopped because of the following error.
Scenario: 「シナリオ名」

Backup File: 「バックアップファイル名」

Error: 「エラーコード」.

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

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

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

1 エラー ErrorCode : 0x01000062
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx)
bkressvc :
The backup operation was stopped because the verification operation was failed(size error).
Scenario: 「シナリオ名」
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ID

種類 説明

Backup File: 「バックアップファイル名」

header infomatio size=XX
written size=XX

1 エラー ErrorCode : 0x01000063
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx)
bkressvc :
The backup operation was stopped because backup file header was not able to be updated.
Scenario: 「シナリオ名」

Backup File: 「バックアップファイル名」

Error: 「エラーコード」

1 エラー ErrorCode : 0x01000064
host : hostname(xx-xx-xx-xx-xx-xx)
bkressvc :
The backup operation was stopped because the backup file header was not able to be updated.
Scenario: 「シナリオ名」

Backup File: 「バックアップファイル名」

Error: 「エラーコード」.

1 エラー illegal parameter at CheckSum.

1 エラー The backup operation was stopped because it was going to update the backup file header, without having a
file handle.
Scenario: 「シナリオ名」

Backup File: 「バックアップファイル名」

1 エラー The backup operation was stopped because the backup file header was not able to be updated.
Scenario: 「シナリオ名」

Backup File: 「バックアップファイル名」

Error: 「エラーコード」

1 エラー The backup operation was stopped because the backup file LinkData was not able to be updated.
Scenario: 「シナリオ名」

Backup File: 「バックアップファイル名」

Error: 「エラーコード」

1 エラー The backup operation was stopped because there is not enough space on the disk.
Scenario: 「シナリオ名」

Backup File: 「バックアップファイル名」

1 エラー The backup operation was stopped because of the following error.
Scenario: 「シナリオ名」

Backup File: 「バックアップファイル名」

Error: 「エラーコード」

1 エラー The restore operation was stopped because the backup file could not be found.
Scenario: 「シナリオ名」

Backup File: 「バックアップファイル名」

1 エラー The restore operation was stopped because the backup file could not be opened.
Scenario: 「シナリオ名」

Backup File: 「バックアップファイル名」
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種類 説明

Error: 「エラーコード」

1 エラー The restore operation was stopped because of the following error.
Scenario: 「シナリオ名」

Backup File: 「バックアップファイル名」

Error: 「エラーコード」

1 エラー The following scenario was stopped by multicast address conflicts.
Scenario: 「シナリオ名」

Multicast IP: 「マルチキャスト IP アドレス」

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

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

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

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

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

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

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

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

1 エラー The restore operation was stopped during restore data preparation because of the following error.
Scenario: 「シナリオ名」

Backup File: 「バックアップファイル名」

ExceptionCode: 「エクセプションコード」

1 エラー ErrorCode : 0x01000019
bkressvc :
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ID

種類 説明

Dropped(in UpdateRetryCount). : xx-xx-xx-xx-xx-xx

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

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

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

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

1 エラー The restore operation was stopped because an error has occurred while opening registry key
Scenario: 「シナリオ名」

Registry Key: SOFTWARE¥¥NEC¥¥DeploymentManager
Error: 「エラーコード」.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 エラー ErrorCode : 0x01008010
host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :
Reply to 受信パケット種別.
brcomc: ERROR: gzip exited abnormally.
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1 エラー ErrorCode : 0x01008011
host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :
Reply to 受信パケット種別.
brcomc: ERROR: brdp exited abnormally.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 エラー ErrorCode : 0x01008031
host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :
Reply to 受信パケット種別.
brcomc: ERROR: brdp exited abnormally.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 エラー ErrorCode : 0x01008055
host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :
Reply to 受信パケット種別.
brcomc: ERROR: Failed to read data in brdp (バックアップ予定サイズ,バックアップ完了サイズ,エ
ラー情報 1,エラー情報 2,エラー情報 3)
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1 エラー ErrorCode : 0x01008058
host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :
Reply to 受信パケット種別.
brcomc: ERROR: Failed to send a message, OPCODE_DTDONE, (エラー番号 - エラーメッセージ)

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

1 エラー ErrorCode : 0x0100804a
host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :
Reply to 受信パケット種別.
brcomc: ERROR: Illegal OPCODE(パケット種別) while creating verify data.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 エラー ErrorCode : 0x0100804e
host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)
brcomc(brc_uni_rstr.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :
Reply to 受信パケット種別.
brcomc: ERROR: failed to receive message(エラー番号 - エラーメッセージ - l:エラー箇所)
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1 エラー ErrorCode : 0x0100803a
host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)
brcomc(brc_uni_rstr.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :
Reply to 受信パケット種別.
brcomc: ERROR: failed to receive message(エラー番号 - エラーメッセージ)

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

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

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

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

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

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

1 エラー ErrorCode : 0x0100806b
host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)
brcomc(brc_uni_rstr.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :
Reply to 受信パケット種別.
brcomc: ERROR: Failed to write data in brdp(エラー情報).
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1 エラー ErrorCode : 0x01008073
host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)
brcomc(brc_uni_rstr.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :
Reply to 受信パケット種別.
brcomc: ERROR: Retry timeout, Disk writing cannot be completed, i_work==タイムアウト時間.

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

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

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

1 エラー ErrorCode :0x0100807A
host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :
Reply to 受信パケット種別.
brcomc: ERROR: Failed to write pipe.

1 エラー ErrorCode : 0x01008078
host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :
Reply to 受信パケット種別.
brcomc: ERROR: Failed to write data in brdp(エラー情報).

1 エラー ErrorCode :0x0100807B
host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :
Reply to 受信パケット種別.
brcomc: ERROR: Failed to write pipe.

1 エラー ErrorCode : 0x01008079
host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :
Reply to 受信パケット種別.
brcomc: ERROR: Failed to write data in brdp(エラー情報).

1 エラー ErrorCode : 0x01008077
host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)
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brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :
Reply to 受信パケット種別.
brcomc: ERROR: An argument is invalid in ExecBrdp().

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 エラー Failed to initialize DmShared. Error = 「エラーコード」

0 エラー StartServiceCtrlDispatcher failed.

0 エラー SetServiceStatus

1 エラー ErrorCode : 0x01008041
host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)
brcomc(brcomc.c XXX XX XXXX , エラー箇所 line) :
Reply to 受信パケット種別.
brcomc: ERROR: Processing is interrupted for the device has been removed or connection error has
occurred.

イベントソース：DeploymentManager
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1 エラー RecvSeqInfo::Catch an exception Socket = xxx

1 エラー DmWriteCliInfo failed

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

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

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

1 エラー SendRequest::unknown error occurred, Return Code = 「返却値」, socket =socketID
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1 エラー SendRequest::Catch an exception. socket=socketID

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

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

1 エラー CloseConnection() socket is invalid.

1 エラー CloseConnection() REQUEST pointer is invalid.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 エラー depssvc's service main thread exit abnormally

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

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

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

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

1 エラー depssvc: Agent Upgrade Type Failed =OsType

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 エラー FindGroupByIP() Error For Arguments Invalid

1 エラー FindGroupByName () Error for Arguments Invalid

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

1 エラー Catch an exception when output a log.

1 エラー depssvc: memory allocation failed for update Hotfix/App.
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1 エラー UpdateClientIP() Allocate buffer failed.

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

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

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

1 エラー host:ホスト名

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

1 エラー host:ホスト名

rupdssvc:
An error occurred while copying file(s) to remote host.
0x00002746:(formatted message text is below)
既存の接続はリモート ホストに強制的に切断されました。

または、確立された接続がホスト コンピュータのソウトウェアによって中止されました。

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

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

1 エラー ErrorCode:0x02020c02
host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX)
rupdsvc:
An error occurred while executing file on remote host.
command=実行ファイルパス

0x00000003:(formatted message text is below)
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 エラー DownloadFile: Unknown Exception, URL = URL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 エラー PmDlDownloadSysFile: Failed to merge database.

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

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

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

1 エラー rupdssvc: DmSetRupdParam error

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

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

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

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

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

1 エラー rupdssvc: StopTransmission error ClientID = 「ClientID」, UUID = 「UUID」, MAC = 「MAC」

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

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

1 エラー rupdssvc:An error occurred while executing file on remote host by scenario.

1 エラー ErrorCode:02000703
host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX)
Remote update client service cannot Unicast transmission.

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 host: ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX)
An error occurred while beginning unicast on remote host.

1 エラー host: ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX)
An error occurred while executing file on remote host.
A file cannot be executed when a remote host starts next time.
The writing to a file failed.
filename=filename

1 エラー ErrorCode:0x02000C04
host:ホスト名(XX-XX-XX-XX-XX-XX)
An error occurred while executing file on remote host.
This file cannot be executed.
command= 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 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
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1 エラー scenario start rupdate progress error MAC : STS = xx-xx-xx-xx-xx-xx : xxx

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

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

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

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

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

1 エラー configfile not found filename = xxxxxx

1 エラー update module create dir error = xxx

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

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

1 エラー BACKUP/RESTORE DLL Load Error xxx

1 エラー BACKUP/RESTORE DLL Load Error SetStopBackupRestoreClient

1 エラー BACKUP/RESTORE DLL Load Error ClearStopBackupRestoreClient

1 エラー BACKUP/RESTORE DLL Load Error ClearBackupRestoreStatus

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

1 エラー ICMP DLL Load Error xxx

1 エラー ICMP DLL Load Error IcmpCreateFile

1 エラー ICMP DLL Load Error IcmpCloseHandle

1 エラー ICMP DLL Load Error IcmpSendEcho

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

1 エラー ESMDLL Load Error ESMGetBladeLocation_BL()

1 エラー ESMDLL Load Error ESMGetLANConfigurationParameters_BL2()

1 エラー ESMDLL Load Error ESMGetChassisStatus_BL2()

1 エラー ESMDLL Load Error ESMChassisControl_BL2()

1 エラー ESMDLL Load Error ESMGetLANConfigurationParameters_BL()

1 エラー ESMDLL Load Error ESMGetChassisStatus_BL()

1 エラー ESMDLL Load Error ESMChassisControl_BL()

1 エラー ESMDLL Load Error ESMChassisIdentify_BL()

1 エラー ESMDLL Load Error ESMResetBlade()

1 エラー ESMDLL Load Error ESMGetSdrRepositoryStatus()

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

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

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

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

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

1 エラー DmCoExtICMB() Memory allocation error. sts = xxx
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1 エラー registry value not found value name = PingTimeOut

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

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

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

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

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

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

1 エラー Memory Allocation Error. Sts = xxx

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

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

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

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

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

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

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

1 エラー Memory Allocation Error = xxx

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 エラー socket initialize error sts = xxx

1 エラー socket create error sts = xxx

1 エラー bind error sts = xxx

1 エラー PostNO = xxxxx

1 エラー message send error sts = xxx

1 エラー gethostbyname error = xxx

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 send pipe data error sts = xxx

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 エラー IPChgInfoWrite Pipe CreateFile error

1 エラー IPChgInfoWrite Failed to Write PIPE_MESSAGE

1 エラー IPChgInfoWrite Failed to Write CLIENT_CHG_INFO

1 エラー Failed to Update Client Information because some related MAC has been used by other machine.

1 エラー DmDlMemMapping() WaitForSingleObject error(Line=xxxx). Return Values = xxx Last Error = xxx
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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(): Failed to Free AU Shared Memory, error = xxx

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

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

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

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

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

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 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

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 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 Scenario start error because the disk info of scenario file is not match with lbr file.
MAC=xxx, SNRFile=xxx, File=xxx
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1 エラー GetProcAddress failed while locating PxeMgr_Init. Error = 「エラーコード」

1 エラー PxeMgr_Init() error

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 エラー Failed to initialize DmUtils. Error = 「エラーコード」

1 エラー Create CPxeDebug Error insufficient memory Error

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

1 エラー Unable to initialize WinSOCK

1 エラー There is no valid IP address.

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

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

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

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

1 エラー Unable to create the GetDomaininfo Thread.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 エラー sendto() to client 「クライアント IP」 failed with error = 「エラーコード」
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1 エラー GetProcAddress failed while locating DmGetNbpPath. Error = 「エラーコード」

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

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

1 エラー DmShared_Init() error

1 エラー HeapAlloc failed for NBP path buffer.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 エラー HardWare_Init() error

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 エラー Error cannot new MAC address and Scenario buffer(for TimeoutThread):
MAC(xx-xx-xx-xx-xx-xx)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 エラー The requested file could not be opened.
file = XX
lOsError = 0xXX

1 エラー No slot is empty to process this client's request

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

1 エラー Unable to setsockopt for SO_REUSEADDR, Error=「エラーコード」

1 エラー Unable to bind to socket on port XX, Error=「エラーコード」

1 エラー WSAAsyncSelect() failed with Error=「エラーコード」. [XX]

1 エラー PxeMtftp is terminating due to error 「エラーコード」, 「エラーコード」

1 エラー It became an error from the registry by reading of a value. LINE xx

1 エラー It became an error by initialization of WinSock. Error:「エラーコード」, Line:xx

1 エラー It became an error by SetTcpAsyncSock(). Error: 「エラーコード」 Line: xx

1 エラー It became an error by reception of data. Error: 「エラーコード」 Line: xx

1 エラー It became an error by transmission to BootPc. Error: 「エラーコード」 Line: xx.

1 エラー It became an error by creation of Socket which communicates with BootPc. Error:エラーコード
Line:XXXX

1 エラー ErrorCode:0x03000001
The MAC address or IP address is all 0x00.

62



イベ
ント
ID

種類 説明

1 エラー ErrorCode:0x03000002
It failed in reading database.

1 エラー ErrorCode:0x03000004
The scenario is not allocated.

1 エラー ErrorCode:0x03000005
It failed in DmGetScenarioKind().

1 エラー ErrorCode:0x03000006
The scenario is wrong.
Please confirm whether it is a unit backup scenario or unit unicast restore scenario.

1 エラー ErrorCode:0x03000007
remote update is being executed.

1 エラー ErrorCode:0x03000008
remote power on is making an error.

1 エラー ErrorCode:0x03000009
The state is an error.

1 エラー ErrorCode:0x0300000a
It failed in the bootfile request

1 エラー ErrorCode:0x0300000b
It failed in the acquisition of group id.

1 エラー ErrorCode:0x0300000c
It failed in the scenario execution beginning.

1 エラー ErrorCode:0x0300000d
It failed in reading scenario file.

1 エラー ErrorCode:0x0300000e
The flag of database is wrong.

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

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

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

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

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

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

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

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

1 エラー SendServerIP_ACK failed to alloc pucDhcpPacket.

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

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

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

1 エラー BINL_INFO(tid:「スレッド ID」,xid:「TransactionID」),xx-xx-xx-xx-xx-xx, 「クライアント IP」 ,
SendServerIP_ACK: Socket error 「エラーコード」 while setting broadcast option: .

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

63



イベ
ント
ID

種類 説明

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

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

1 エラー SendServerIP_ACK_onPort67 failed to alloc pucDhcpPacket.

1 エラー SendServerIP_ACK_onPort67 end. Unable to create socket Error=「エラーコード」

1 エラー SendServerIP_ACK_onPort67 Socket Error while attempting to set reuse addr option: Error=「エラーコー
ド」

1 エラー SendServerIP_ACK_onPort67 Socket Error while binding DHCP Socket: 「エラーコード」, Port=xx,
IP=xx-xx-xx-xx

1 エラー BINL_INFO(tid:「スレッド ID」,xid:「TransactionID」),xx-xx-xx-xx-xx-xx, 「クライアント
IP」 ,SendServerIP_ACK_onPort67: Socket error 「エラーコード」 while setting broadcast option: .

1 エラー SendServerIP_ACK_onPort67: sendto() to client 「クライアント IP」 failed with error = 「エラーコー
ド」

1 エラー ERROR: SetBindStatus() failed, 「エラーコード」

1 エラー host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)
DmGetScenarioKind() Return FALSE.
value is 「エラーコード」.
(Scenario:「シナリオ名」)

1 エラー host : 管理対象マシン名(MAC アドレス)
The scenario had failed before the backup/restore ended.
There might be a problem with network connection or the setting on the client computer.
Please execute the scenario again after confirming the setting.
(Scenario:「シナリオ名」)

1 エラー カーネル情報ファイル(kinf_xxx.inf)の VMID か VMVersion が不正です。

カーネル情報ファイルを修復して、以下のサービスを再起動してください。

-DeploymentManager API Service

1 エラー Timeout error and stop run scenario. The backup/restore service did not start to transmit the image data.

イベントソース：ftsvc
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1 エラー ft: ERROR: WSAStartup failed,xxx,xxx:xxx:xxx

1 エラー ft: ERROR: gethostbyname failed,xxx,xxx:xxx:xxx

1 エラー ft: ERROR: socket failed, xxx, xxx:xxx:xxx

1 エラー ft: ERROR: connect failed, xxx, xxx:xxx:xxx

1 エラー ft: ERROR: argument error, xxx:xxx:xxx

1 エラー ft: ERROR: HeapAlloc failed, xxx, xxx:xxx:xxx

1 エラー ft: ERROR: Message size too long, xxx, xxx:xxx:xxx

1 エラー ft: ERROR: SendDataUnicast failed, xxx, xxx:xxx:xxx

1 エラー ft: ERROR: RecvDataUnicast failed, xxx, xxx:xxx:xxx

1 エラー ft: ERROR: unexpected opcode xxx, xxx:xxx:xxx

1 エラー ft: ERROR: Failed to search folder, Path = xxx
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1 エラー ft: ERROR: CreateEvent failed, xxx, xxx:xxx:xxx

1 エラー ERROR: CreateFile failed, pcFullPath==xxx, xxx, xxx:xxx:xxx

1 エラー ERROR: GetFileSizeEx failed, pcFullPath==xxx, xxx, xxx:xxx:xxx

1 エラー ERROR: SetFileTime failed, pcFullPath==xxx, xxx, xxx:xxx:xxx

1 エラー ft: ERROR: CloseFile Failed

1 エラー ft: ERROR Packet Information
xxx

1 エラー ft: ERROR: _stat failed(xxx-xxx), xxx:xxx:xxx

1 エラー ft: ERROR: bind failed, xxx, xxx:xxx:xxx

1 エラー ft: ERROR: CheckSum data disagree

1 エラー ft: ERROR: CheckSum type disagree

1 エラー ft: ERROR: CloseHandle failed, xxx, xxx:xxx:xxx

1 エラー ft: ERROR: CreateEvent failed, xxx, xxx:xxx:xxx

1 エラー ft: ERROR: CreateFolder failed, xxx, xxx:xxx:xxx

1 エラー ft: ERROR: CreateRecvFile failed, length of pcFullPath longer than MAX_PATH, xxx:xxx:xxx

1 エラー ft: ERROR: CreateRecvFile failed, xxx, xxx:xxx:xxx

1 エラー ft: ERROR: Download file disagree

1 エラー ft: ERROR: Download file size disagree, (xxx/xxx)

1 エラー ft: ERROR: Download file time set failed

1 エラー ft: ERROR: Failed to construct checksum, xxx:xxx:xxx

1 エラー ft: ERROR: Failed to get FileTransferRoot from registry, xxx:xxx:xxx

1 エラー ft: ERROR: Failed to search folder, Path = xxx, xxx:xxx:xxx

1 エラー ft: ERROR: Failed to search folder, xxx, xxx:xxx:xxx

1 エラー ft: ERROR: folder not found, xxx:xxx:xxx

1 エラー ft: ERROR: HeapAlloc failed, xxx, xxx:xxx:xxx

1 エラー ft: ERROR: listen failed, xxx, xxx:xxx:xxx

1 エラー ft: ERROR: memory error xxx:xxx:xxx

1 エラー ft: ERROR: Message size too long, xxx:xxx:xxx

1 エラー ft: ERROR: OpenSendFile failed, length of pcFullPath longer than MAX_PATH, xxx:xxx:xxx

1 エラー ft: ERROR: OpenSendFile failed, xxx:xxx:xxx

1 エラー ft: ERROR: OpenVerifyFile failed, length of pcFullPath longer than MAX_PATH, xxx:xxx:xxx

1 エラー ft: ERROR: Packet Size too large, xxx:xxx:xxx

1 エラー ft: ERROR: parameter error, xxx:xxx:xxx

1 エラー ft: ERROR: Path length unexpected, xxx:xxx:xxx

1 エラー ft: ERROR: ReadSendFile failed, xxx:xxx:xxx

1 エラー ft: ERROR: Received unexpected BlockSize = xxxxxxxx, xxx:xxx:xxx

1 エラー ft: ERROR: Received unexpected object xxx, xxx:xxx:xxx

1 エラー ft: ERROR: RecvDataUnicast failed, xxx, xxx:xxx:xxx
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1 エラー ft: ERROR: RecvDataUnicast failed, xx-xx-xx-xx-xx-xx exitting, xxx, xxx:xxx:xxx

1 エラー ft: ERROR: RecvDataUnicast failed, xx-xx-xx-xx-xx-xx exitting, xxx:xxx:xxx

1 エラー ft: ERROR: Root folder not found, xxx:xxx:xxx

1 エラー ft: ERROR: SendDataUnicast failed, xxx, xxx:xxx:xxx

1 エラー ft: ERROR: server path too long, xxx:xxx:xxx

1 エラー ft: ERROR: SetTimeRecvFile failed, length of pcFullPath longer than MAX_PATH, xxx:xxx:xxx

1 エラー ft: ERROR: socket failed, xxx, xxx:xxx:xxx

1 エラー ft: ERROR: Specified block number exceeds the last block number, ullExpBlockNumber == xxx,
LastBlockNumber == xxx, xxx:xxx:xxx

1 エラー ft: ERROR: unexpected opcode xxxx, xxx:xxx:xxx

1 エラー ft: ERROR: WriteRecvFile failed, xxx, xxx:xxx:xxx

1 エラー ft: ERROR: WSAEventSelect failed, xxx, xxx:xxx:xxx

0 エラー SetServiceStatus

0 エラー StartServiceCtrlDispatcher failed.

1 エラー ft: ERROR Packet Information
Reply to 受信パケット種別 linftc.cXXX XX XXXX エラー箇所 line
linftc: ERROR: memory allocation error for root path, size = 要求メモリサイズ (エラー番号 - エラー
メッセージ) [00000000-エラー番号]

1 エラー ft: ERROR Packet Information
Reply to 受信パケット種別 linftc.cXXX XX XXXX エラー箇所 line
linftc: ERROR: failed to receive packet (エラー箇所 - エラー番号 - エラーメッセージ) [00000000-エ
ラー番号]

1 エラー ft: ERROR Packet Information
Reply to 受信パケット種別 linftc.cXXX XX XXXX エラー箇所 line
linftc: ERROR: memory allocation error for received client path, size = 要求メモリサイズ (エラー番号
- エラーメッセージ) [00000000-エラー番号]

1 エラー ft: ERROR Packet Information
Reply to 受信パケット種別 linftc.cXXX XX XXXX エラー箇所 line
linftc: ERROR: unexpected object in ReceivePacket->FileInfo.IsDirectory(ディレクトリ識別フラグ)
[00000000-00000000]

1 エラー ft: ERROR Packet Information
Reply to 受信パケット種別 linftc.cXXX XX XXXX エラー箇所 line
linftc: ERROR: unexpected Opcode received, パケット種別. [00000000-00000000]

1 エラー ft: ERROR Packet Information
Reply to 受信パケット種別 linftc.cXXX XX XXXX エラー箇所 line
linftc: ERROR: failed to construct checksum, linftc.c:エラー箇所:XXX XX XXXX. [00000000-不定値]

1 エラー ft: ERROR Packet Information
Reply to 受信パケット種別 linftc.cXXX XX XXXX エラー箇所 line
linftc: ERROR: failed to open file , Path == ファイルパス (エラー番号 - エラーメッセージ)
[00000000-エラー番号]

1 エラー ft: ERROR Packet Information
Reply to 受信パケット種別 linftc.cXXX XX XXXX エラー箇所 line
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linftc: ERROR: failed to write file. (エラー番号 - エラーメッセージ) [00000000-エラー番号]

1 エラー ft: ERROR Packet Information
Reply to 受信パケット種別 linftc.cXXX XX XXXX エラー箇所 line
linftc: ERROR: failed to close file. (エラー番号 - エラーメッセージ) [00000000-エラー番号]

1 エラー ft: ERROR Packet Information
Reply to 受信パケット種別 linftc.cXXX XX XXXX エラー箇所 line
linftc: ERROR: download file data size is ignored (実際にダウンロードしたサイズ/ファイルサイズ)
[00000000-00000000]

1 エラー ft: ERROR Packet Information
Reply to 受信パケット種別 linftc.cXXX XX XXXX エラー箇所 line
linftc: ERROR: transfer failed [00000000-00000000]

1 エラー ft: ERROR Packet Information
Reply to 受信パケット種別 linftc.cXXX XX XXXX エラー箇所 line
linftc: ERROR: failed to set attribute (エラー番号 - エラーメッセージ) [00000000-エラー番号]

1 エラー ft: ERROR Packet Information
Reply to 受信パケット種別 linftcu.cXXX XX XXXX エラー箇所 line
linftcu: ERROR: memory allocation error for root path, size = 要求メモリサイズ (エラー番号 - エラー
メッセージ) [00000000-エラー番号]

1 エラー ft: ERROR Packet Information
Reply to 受信パケット種別 linftcu.cXXX XX XXXX エラー箇所 line
linftcu: ERROR: failed to receive packet (エラー箇所 - エラー番号 - エラーメッセージ) [00000000-エ
ラー番号]

1 エラー ft: ERROR Packet Information
Reply to 受信パケット種別 linftcu.cXXX XX XXXX エラー箇所 line
linftcu: ERROR: memory allocation error for received client path, size = 要求メモリサイズ (エラー番
号 - エラーメッセージ) [00000000-エラー番号]

1 エラー ft: ERROR Packet Information
Reply to 受信パケット種別 linftcu.cXXX XX XXXX エラー箇所 line
linftcu: ERROR: unexpected Opcode received, パケット種別. [00000000-00000000]

1 エラー ft: ERROR Packet Information
Reply to 受信パケット種別 linftcu.cXXX XX XXXX エラー箇所 line
linftcu: ERROR: failed to construct checksum, linftcu.c:エラー箇所:XXX XX XXXX. [00000000-エ
ラー番号]

1 エラー ft: ERROR Packet Information
Reply to 受信パケット種別 linftcu.cXXX XX XXXX エラー箇所 line
linftcu: ERROR: failed to open file , Path == ファイルパス (エラー番号 - エラーメッセージ)
[00000000-エラー番号]

1 エラー ft: ERROR Packet Information
Reply to 受信パケット種別 linftcu.cXXX XX XXXX エラー箇所 line
linftcu: ERROR: failed to read file. (エラー番号 - エラーメッセージ) [00000000-エラー番号]

1 エラー ft: ERROR Packet Information
Reply to 受信パケット種別 linftcu.cXXX XX XXXX エラー箇所 line
linftcu: ERROR: failed to construct checksum, linftcu.c:エラー箇所:XXX XX XXXX.
[00000000-00000000]
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1 エラー ft: ERROR Packet Information
Reply to 受信パケット種別 linftcu.cXXX XX XXXX エラー箇所 line
linftcu: ERROR: Specified block number exceeds the last block number, ullExpBlockNumber == 管理
サーバに送信予定のブロック番号, LastBlockNumber == 最終ブロック番号, linftcu.c:エラー箇
所:XXX XX XXXX [00000000-00000000]

1 エラー ft: ERROR: Failed to search folder, Path = ..¥ドライバファイル名,

1 エラー ft: ERROR: Failed to search folder, Path = ..¥PleaseCheckTheFolder(FD-Linux¥tools),

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

1 エラー ft: ERROR: Failed to search folder, Path = ..¥ProcDiskdeviceUdevLstError,

1 エラー File Download Failed. File Name:ファイルパス, Client Mac: xx-xx-xx-xx-xx-xx.

1 エラー File Upload Failed. File Name:ファイルパス, Client Mac: xx-xx-xx-xx-xx-xx.

イベントソース：schwatch

イベント ID 種類 説明

2 エラー schwatch service: PackageDownTimerWatch() Failed to create object instance, ErrorCode = XX

2 エラー PatchDownTimerWatch() Patch Download Time is invalid.

2 エラー schwatch: PatchDownTimerWatch() Call DmAutoDownloadStart() return NG, error = XX

2 エラー GetRegTimeSet: DmReadOption error, dwRetCode = XX

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 エラー schwatch: Start Service Failed Create SortEventSnrThread error = XX

2 エラー schwatch: Start Service Failed Create SortEventPonThread error = XX

2 エラー schwatch: Start Service Failed Create SortEventShtThread error = XX

2 エラー SortEventSnrMem() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error = XX

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

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

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

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

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

2 エラー schwatch: power on skipped because scenario already started ClientID = XX

2 エラー schwatch: power off skipped because scenario already started ClientID = XX

2 エラー schwatch: power on skipped because already power on UUID = XX, MAC = YY
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2 エラー schwatch: power off skipped because already power off UUID = XX, MAC = YY

2 エラー schwatch: Memory Allocation Error = XX

2 エラー schwatch: Create PowerOnAction error = XX

2 エラー schwatch: Create PowerOffAction error = XX

2 エラー schwatch: Failed Load DmShared.dll error = XX

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

2 エラー SchCreateMutex() error = MUTEX_XX

2 エラー SchSnrMemMapping() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error = XX

2 エラー SchPonMemMapping() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error = XX

2 エラー SchShtMemMapping() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error = XX

2 エラー SchSnrMemFree() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error = XX

2 エラー SchPonMemFree() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error = XX

2 エラー SchShtMemFree() WaitForSingleObject error(Line=XX). Return Values = XX Last Error = XX

2 エラー schwatch: Start Service Failed Create TimerReviseThread error = XX

2 エラー schwatch: Start Service Failed Create SchTimerWatch error = XX

2 エラー schwatch: Start Service Failed Create WaitMsgThread error = XX

2 エラー schwatch: Start Service Failed Create PatchDownTimerWatch error=XX

2 エラー schwatch: CreateNamedPipe error = XX

2 エラー schwatch: ConnectNamedPipe error = XX

2 エラー schwatch: WaitForMultipleObjects error = XX

2 エラー schwatch: ReadParamThread create error = XX

2 エラー schwatch: Pipe ReadFile error = XX, line = XX.

2 エラー schwatch: DmHeapAlloc Failed error = XX, line =XX.

2 エラー schwatch: Event Data Format error. cSep not found. line = XX.

2 エラー schwatch: Event Data Format error. Client count is zero or non-number. line =XX.

2 エラー schwatch: Event Data Format error = XX, line = XX.

2 エラー schwatch: Delete Event Data error = XX, clientID=XX, line = XX.

2 エラー schwatch: Start Service Failed Create EventSnrThread error = XX

2 エラー schwatch: Start Service Failed Create EventPonThread error = XX

2 エラー schwatch: Start Service Failed Create EventShtThread error = XX

2 エラー schwatch: Create Event error Sts = XX

【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。

Version: 5.12.0.0

2 情報 性能監視サービスを停止しました。
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Version: 5.12. 0.0

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。

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:uri)の管理コンソールが見つかりません。

28 エラー 保存期間を過ぎた性能データの削除に失敗しました。

29 エラー 復旧できない異常を検出したので性能監視サービスを停止します。

30 エラー SystemProvisioning を利用できません。

31 エラー SystemProvisioning の構成情報反映中にエラーが発生しました。

32 エラー グループ group(SystemProvisioning グループパス:pvmGroupPath )の性能情報
'performanceInformationTitle' (統計方法:statisticalMethod)が、異常値(value)になりました。

33 エラー マシン machine の性能情報'performanceInformationTitle'が、異常値(value)になりました。

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(SystemProvisioning パス: pvmPath)の性能情報'performanceInformationTitle' が、警告
値(value)になりました。
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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(SystemProvisioning パス: pvmPath)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(SystemProvisioning パス: pvmPath)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)収集に失敗しました。

42 エラー SystemProvisioning への通報に失敗しました。

43 エラー 性能情報(タイトル:Title)指定が不正です。

44 情報 SystemProvisioning の構成情報反映を完了しました。

45 情報 マシン machine と既に接続しています(共有リソース: resource)。性能データ収集に既存の接続を
利用します。

46 エラー マシン machine との接続切断(共有リソース: resource)に失敗しました。

47 情報 グループ group にマシン server を追加しました。

48 情報 グループ group からマシン machine を削除しました。

49 情報 マシン machine をグループ group1 からグループ group2 へ移動しました。

50 情報 マシン machine の設定を変更しました。

51 エラー マシン machine がアクセスエラー状態になりました。

52 情報 マシン machine がアクセスエラー状態から回復しました。

53 情報 グループ group を追加しました。

54 情報 グループ group を削除しました。

55 情報 グループ group の設定を変更しました。

56 情報 収集データ設定を変更しました。

57 情報 しきい値監視設定を変更しました。

58 情報 環境設定を変更しました。

62 警告 マシン machine の性能データ(タイトル:title)が存在しません。マシン machine の性能データを除
いて、時刻 time におけるグループ group の統計計算を実行しました。

63 警告 性能データ収集期間(time1 - time2)内に、マシン machine の性能データ(タイトル:title)の収集を完了
できませんでした。

64 エラー デバッグログの出力処理に失敗しました。

65 警告 SystemProvisioning の構成反映対象ではないノード node 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 情報 監視対象マシン machine の性能情報(タイトル:title)について、データの収集を成功しました。

70 警告 性能データ(マシン:machine、タイトル:title、リソース:resource、測定対象:target、性能指標:indicator)
の算出に失敗しました。

71 情報 マシン machine のデータ収集を一時停止しました。
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72 情報 マシン machine のデータ収集を再開しました。

73 情報 グループ group のデータ収集を一時停止しました。

74 情報 グループ group のデータ収集を再開しました。

75 警告 性能データ(マシン:machine、タイトル: title、カテゴリ:category、インスタンス:instance、カウン
タ:counter)の算出に失敗しました。

76 情報 マシンの性能データ収集経路によって、出力するメッセージが違います。

各収集経路のメッセージは、以下の通りです。

1. Windows マシン(.NET Framework 経由)
マシン(machine)は、Windows OS 経由の性能データ収集が回復しました。

2. Hyper-V サーバ(WMI 経由)
マシン(machine)は、Windows WMI 経由の性能データ収集が回復しました。

3. Windows マシン(リモートユーザスクリプト経由)
マシン(machine)は、リモートスクリプト経由の性能データ収集が回復しました。

4. Linux マシンと KVM サーバ

マシン(machine)は、Linux OS 経由の性能データ収集が回復しました。

5. VMware ESXi サーバ

マシン(machine)は、VMware ESXi 経由の性能データ収集が回復しました。

6. VMware ESXi 仮想マシン

VMware ESXi(VMserver)経由の性能データ収集が回復しました。

7. Hyper-V/KVM 上の仮想マシン(SystemProvisioning 経由)
SystemProvisioning(SystemProvisioning)経由の性能データ収集が回復しました。

77 エラー マシンの性能データ収集経路によって、出力するメッセージが違います。

各収集経路のメッセージは、以下の通りです。

1. Windows マシン(.NET Framework 経由)
マシン(machine)は、Windows OS 経由の性能データ収集がアクセスエラー状態になりました。

2. Hyper-V サーバ(WMI 経由)
マシン(machine)は、Windows WMI 経由の性能データ収集がアクセスエラー状態になりました。

3. Windows マシン(リモートユーザスクリプト経由)
マシン(machine)は、リモートスクリプト経由の性能データ収集がアクセスエラー状態になりまし
た。

4. Linux マシンと KVM サーバ

マシン(machine)は、Linux OS 経由の性能データ収集がアクセスエラー状態になりました。

5. VMware ESXi サーバ

マシン(machine)は、VMware ESXi 経由の性能データ収集がアクセスエラー状態になりました。

6. VMware ESXi 仮想マシン

VMware ESXi(VMserver)経由の性能データ収集がアクセスエラー状態になりました。

7. Hyper-V/KVM 上の仮想マシン(SystemProvisioning 経由)
SystemProvisioning(SystemProvisioning)経由の性能データ収集がアクセスエラー状態になりまし
た。

78 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。

SystemProvisioning に、[イベント区分]eventcategory [イベント]event で通報しました。

79 エラー マシン machine の性能情報'performanceInformationTitle'が、異常値(value)になりました。

SystemProvisioning に、[イベント区分]eventcategory [イベント]event で通報しました。
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ント
ID
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80 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。

SystemProvisioning に、[イベント区分]eventcategory [イベント]event で通報しました。

81 警告 マシン machine の性能情報'performanceInformationTitle'が、警告値(value)になりました。

SystemProvisioning に、[イベント区分]eventcategory [イベント]event で通報しました。

82 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。

SystemProvisioning に、[イベント区分]eventcategory [イベント]event で通報しました。

83 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。

SystemProvisioning に、[イベント区分]eventcategory [イベント]event で通報しました。

84 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。

SystemProvisioning に、[イベント区分]eventcategory [イベント]event で通報しました。

85 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。

SystemProvisioning に、[イベント区分]eventcategory [イベント]event で通報しました。

86 エラー 監視対象マシン machine の性能データ(タイトル: title、実行文字列:executestring)収集に失敗しまし
た。

88 エラー SystemProvisioning の構成情報反映中に、グループ(SystemProvisioning パス: pvmGroupPath)の情報
反映がエラーになりました。

89 エラー SystemProvisioning の構成情報反映中に、ディスクアレイ(SystemProvisioning パス: diskArrayPath)の
情報反映がエラーになりました。

90 エラー 監視対象マシン machine には、性能情報: title(メトリックグループ:metricgroup、オブジェク
ト:object、カウンタ:counter)について収集できる性能データはありません。

91 エラー 監視対象マシン machine には、性能情報: title(リソース:resource、測定対象:target、性能指標:
indicator)について収集できる性能データはありません。

110 エラー スクリプト localscript による性能データ収集に失敗しました。

111 情報 スクリプト localscript による性能データ収集を成功しました。

112 エラー スクリプト remotescript による監視対象 machine の性能データ収集に失敗しました。

113 情報 スクリプト remotescript による監視対象 machine の性能データ収集を成功しました。

114 エラー SSH 接続経由の性能データ収集で使用する文字コード設定の読み込みに失敗しました。

115 エラー SystemProvisioning の構成情報反映中に、リソースプールの情報反映がエラーになりました。

116 エラー 監視対象リソースプール resourcePool の性能データ(タイトル:title)収集に失敗しました。

117 情報 監視対象リソースプール resourcePool の性能情報(タイトル:title)について、データの収集を成功し
ました。

126 エラー SystemProvisioning の構成情報反映中に、SigmaSystemCenter 管理オブジェクトの情報反映はエ
ラーになりました。

127 エラー SigmaSystemCenter 管理オブジェクトの統計情報の収集に失敗しました。

128 情報 SigmaSystemCenter 管理オブジェクトの統計情報の収集に成功しました。

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。
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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。

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 分を超えています。

【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。エラーコード: [%d]

1 エラー Windows API のエラーです。エラーコード:[%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。(エラーコード:[%d])

1 エラー ポートはすでに他のアプリケーションで使用されています。

1 エラー 初期化処理(nveEventWaitOpenEx)にてエラーが発生しました。(Error=%d)

2 警告 Winsock エラーです。エラーコード: [%d]

2 警告 Windows API のエラーです。エラーコード:[%d]

2 警告 アラートログファイルの書き込みに失敗しました。(エラーコード:[0x%x])

2 警告 メモリが不足しています。

2 警告 アラートログ自動保存ﾌｧｲﾙの書き込みに失敗しました。エラーコード:[0x%x]

3 情報 アラートログファイルを修復しました。

3 情報 サービスが停止するため %d 件のアラートを破棄しました。

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。エラーコード: [%d]

1 エラー Windows API のエラーです。エラーコード:[%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 アラートログファイルの書き込みに失敗しました。(エラーコード:[0x%x])

2 警告 アラートログ自動保存ファイルの書き込みに失敗しました。エラーコード:[0x%x]

イベントソース：ESMBaseService
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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 指定したキーワードが不正です。

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 ファイルのオープンに失敗しました。

1 エラー データがありません。

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 指定したマネージャ名が不正です。

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ポ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ジャが不正です。

1 エラー 数値が小さすぎます。

1 エラー リモートマネージャへのルーティング情報が設定されていません。

1 エラー ディレクトリの作成に失敗しました。

1 エラー ファイルのオープンに失敗しました。

1 エラー 指定したコンポーネントタイプが不正です。

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 指定したコンポ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プ名が不正です。

1 エラー 指定したコンポーネント名が不正です。

1 エラー ディレクトリの作成に失敗しました。

1 エラー ローカルグループ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 パス名が長すぎます。

1 エラー 指定したファイルはディレクトリではありません。

1 エラー 指定した関係タイプが不正です。

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 コンポーネントの数が多すぎます。

1 エラー 指定した AMIB のタイプが不正です。

1 エラー top マップが存在しません。

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。
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イベント ID 種類 説明

以後、IPX による SNMP TRAP メッセージを受信することはできません。

イベントソース：esmsmlog

イベント ID 種類 説明

1 エラー 初期化に失敗しました。排他制御でタイムアウトしました。%1

2 エラー 初期化に失敗しました。イベントの作成ができません。%1

3 エラー ファイルオープンに失敗しました。%1

4 エラー ファイルポインタの移動に失敗しました。%1

5 エラー 新規ファイル作成に失敗しました。%1

6 エラー 新規ディレクトリ作成に失敗しました。%1

7 エラー ファイル検索に失敗しました。%1

8 エラー 次のファイル検索に失敗しました。%1

9 エラー ファイル書き込みに失敗しました。%1

10 エラー ファイルクローズに失敗しました。%1

11 エラー ファイルの削除に失敗しました。%1

12 エラー ファイル情報取得に失敗しました。%1

13 エラー 書き込み処理に失敗しました。排他制御でタイムアウトしました。%1

14 エラー イベントのリセットに失敗しました。%1

イベントソース：ESMSMWSX

イベント ID 種類 説明

1 警告

エラー

API: %1 でエラーが発生しました。

%2

2 エラー NVBASE の初期化に失敗しました。

%1

3 警告

エラー

NVAPI: %1 でエラーが発生しました。

%2

4 エラー メモリ不足です。

5 警告 ESM Base Service と通信できなくなりました。

イベントソース：EsmTrapRedirection

イベント ID 種類 説明

100 情報 EsmTrapRedirection サービスがインストールされました。

101 情報 EsmTrapRedirection サービスが削除されました。

102 エラー EsmTrapRedirection サービスは削除できませんでした。

103 エラー サービス制御ハンドラの登録に失敗しました。

104 エラー サービスの初期化に失敗しました。

105 情報 サービスが開始しました。

106 エラー サービスは不明な要求を検出しました。

108 情報 サービスは停止しました。

110 警告 宛先 %1 のインターネットアドレスへの変換に失敗しました。
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イベント ID 種類 説明

111 警告

エラー

NV API(%1)のエラーです。%2

112 警告 定義ファイルのオープンに失敗しました。

113 警告 領域の確保に失敗しました。メモリ不足の可能性があります。

114 警告

エラー

Socket API(%1)のエラーです。%2

115 警告 iconv(%1)のエラーです。%2

116 警告 %1 へのコード変換に失敗しました。

117 警告 新しい設定を読み込むことができません。変更前の設定に従って送信します。

118 情報 新しい設定を読み込みました。変更後の設定に従って送信します。

119 警告 AMIB(%1)の取得に失敗しました。%2

120 警告 自局アドレス(%1)に対して SA 互換形式が指定されています。

トラップ転送処理の無限ループが発生するため、自局アドレスへの送信設定を無視します。
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