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ホワイト ペーパー

Cisco UCS サーバでの訂正可能なメモリ エラーの 
管理 

 

現在のメモリ エラー処理技術では、訂正可能なエラーが生じたメモリ モジュールと、訂正不

能なエラーが生じたメモリ モジュールは同様に扱い、どちらのケースでも性能低下のフラグ

を設定し、メモリをすぐに交換するよう促されます。このドキュメントでは、訂正不能なエラー

と訂正可能なエラーには技術・信頼性において相関関係がないことを示す実験に基づいた

証拠を提示します。さらに、業界標準のベンチマークを使用し、訂正可能なエラーが生じたシ

ステムではシステム パフォーマンスの低下が発生していないことを示します。Cisco Unified 
Computing System™（Cisco UCS®）サーバに導入されたアドバンスド ECC 方式とスクラ

ビング プロトコルにより、訂正可能なエラーが生じたメモリ モジュールはアラートがあっても

即時交換とせず、確認を行った上で、交換の必要性を判断・対応することを推奨します。こ

の推奨事項に従うことで、訂正可能なエラーが生じたシステムのメモリ交換による不要な

サーバの停止を回避できます。また今後、エラー管理に対する機能拡張を行い、さまざまな

タイプの訂正可能なエラーを区別し、必要に応じて取るべき適切な処置を見極められるよう

にする予定です。 
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メモリ エラーの概要  

メモリ エラーは、メモリ情報を読み取ろうとしたときに遭遇します。メモリから読み込んだ値がそこに存在するはずの値と一

致しない場合です。 

メモリ エラーの分類 

検出されるエラーと検出されないエラーの比較 

エラー訂正コード（ECC）メモリのないシステムではハードウェア エラーを検出しません。そのため、最悪のケースでは、メモ

リ エラーが生じるもエラー報告を出すことなく、データを破損させたり、オペレーティング システムで動作不全が起き、最終

的にはシステム障害につながります。Cisco Unified Computing System™
（Cisco UCS®

）サーバは ECC メモリを使用して

おり、 Intel® Xeon® プロセッサが提供するような強力なエラー訂正コードと合わせることで、メモリ エラーを検出できるので、

エラー報告のないデータの破損は発生しません。 

ハード エラーとソフト エラーの比較 

メモリ自身の物理的欠陥によるエラーは、従来から「ハード」エラーと呼ばれています。ハード エラーは、回路のブリッジや

接合部のひび割れなど、部品の欠陥によって引き起こされる場合や、メモリ チップ自体の欠陥による場合があります。メモ

リ ロケーションを書き換えて読み取りアクセスを試みても、ハード エラーは除去されません。このエラーは繰り返し発生し続

けます。 

DRAM チップ内部または外部インターフェイスでの短時間の電気干渉に起因するエラーは、「ソフト」エラーと呼ばれます。

ソフト エラーは一時的なものであり、繰り返し発生し続けることはありません。読み取り処理中の干渉によってソフト エラー

が生じた場合、読み取りを再試行するだけで、正しいデータが得られる可能性があります。メモリ アレイの内容を反転させ

る干渉によってソフト エラーが生じた場合、メモリ ロケーションを書き換えることによりエラーが訂正されます。 

ハード エラーは通常、ブート時に Cisco UCS BIOS によるメモリ テストによって検出され、ハード エラーを含むモジュール

はマッピングから除外されて、実行時にエラーを引き起こさないようにされます。動作中では、Cisco UCS サーバはメモリ 

パトロール スクラビングを実施して、ソフト エラーを自動的に検出して訂正します。 

訂正可能なエラーと訂正不能なエラーの比較 
特定のエラーが訂正可能か訂正不能かは、メモリ システムに採用されている ECC コードの強度に依存します。専用ハー

ドウェアは訂正可能なエラーが生じた場合に、プログラムの処理に影響を与えずにそのエラーを修復できます。一般に、訂

正不能なエラーは修復できず、アプリケーションやオペレーティング システムは処理を続行できなくなる場合があります。 

サーバ メモリ システムの傾向 

DRAM は、ほぼすべてのコンピュータ システムのメインメモリ ソリューションとしてあらゆる場所で使われるようになりまし

た。このようなシステムで、メモリ エラーは長年にわたって懸念事項になってきました。コンピュータ システム、特に昨今の

サーバは複雑化する傾向があるため、このようなメモリ エラーの問題は深刻です。この傾向にはメモリ容量の増加、帯域

幅の増加、稼働電圧の低減があります。 

容量の増加 
エラー率増加の主な理由の 1 つは、メモリ システム容量の急増です。システムに追加されるメモリのビット数が増加するに

つれ、そのいずれかがエラーに遭遇する可能性も増加します。システム メモリ容量の増加は、DRAM モジュール サイズの

縮小による結果です（つまり、単一のダイに、より多くのビットが格納可能になっています）。2008 年以来、DRAM 容量は 

512 メガビットから 8 ギガビットに、つまり 16 倍に増加しました。チップ容量の増加につれて、個々のビット セルは小さく

なっています。ビット セルが小さくなるにつれて、1 ビット当たりに格納される電荷量は少なくなり、格納された 1 と 0 の区別

はさらに困難になります。DRAM チップの基本的なストレージ要素となるビット セルは、小さなコンデンサです。DRAM の

ビット セルは本質的にリークしやすく、より少ない電荷を格納した小さなビット セルは、このリークに対する耐性がさらに弱く
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なっています。さらに、より小さなビット セルは、アルファ粒子や宇宙線などの外部ソースによっても簡単に反転します。今

日の高度な DRAM 技術により、1 つのダイに最大 8 ギガビットのメモリ、1 つのメモリ モジュールに最大 64 ギガバイトの

メモリが搭載できるようになっています。さらに、プロセッサからは、各プロセッサ ソケットに複数のメモリ チャネル、各チャネ

ルに複数のモジュールが搭載できるようになっています。 

帯域幅の増加 
メモリ システムの帯域幅も着実に増加してきました。各プロセッサ ソケットに複数のメモリ チャネルが備えられているだけ

でなく、メモリ チャネル速度が向上しています。数年前は、DDR2 メモリ インターフェイスの最高速度は 800 Mtps でした。

アドバンスド DDR4 メモリを使用する Cisco UCS B200 M4 ブレード サーバは、2133 Mtps で動作するメモリ チャネルを

サポートします。動作周波数が増え続けると同時に帯域幅が大きくなることも、ビット時間を縮小させます。個々のビット時

間が少なくなるにつれて、タイミング マージンも減少し、受容する電気回路が各ビットを先行ビットと後続ビットから分離する

ことはさらに困難になります。 

稼働電圧の低減 
別観点の技術革新としては、電力と冷却要件を低減し、プロセッサ技術の進歩に関連するトランジスタの縮小に適合するた

めの、継続的な稼働電圧の低減です。業界が DDR から DDR2、DDR3、DDR4 と推移するにつれて、DRAM の電圧は

年々減少し、2.5 V から 1.8 V、1.5 V、1.35 V、そして、1.2 V へと低下してきました。稼働電圧が下がると、許容可能なノイ

ズ マージンも少なくなり、レシーバとセンス アンプが 1 と 0 を区別するのはさらに困難になります。 

メモリ エラーの処理 

前の項で説明したように、エラー率の増加は、サーバ業界の複数の技術トレンドが影響している可能性があります。Cisco 

UCS サーバは、サーバの信頼性、可用性、有用性（RAS）を低下させない方法でメモリ エラーを処理します。メモリ エラー

は 3 つの主要なテクノロジー、つまりサーバ ECC 機能、スクラビング プロトコル、およびフィールド メモリエラーしきい値ポ

リシーにより処理されます。 

Cisco UCS サーバの ECC 機能 
すべての Cisco UCS サーバは、64 ビット（8 バイト）データ ワードに適用される ECC コードを使用するメモリ モジュールを

使用します。64 ビット データ ワードは 8 個のチェック ビットで保護され、72 ビット コード ワードが形成されます。このような 

Single Error Correcting and Double Error Detecting（SECDED）ECC コードは、1 ビットのエラー訂正と 2 ビットのエラー

検出ができます。さらに、Intel Xeon EP クラス プロセッサで構成された Cisco UCS サーバは、1 ビットのエラー訂正だけ

でなく、1 つの x4 DRAM チップに限定されるエラー訂正と最大 2 つのメモリチップでのエラー検出できる、ECC コードを採

用しています。この機能は、Single-Device Data Correction（SDDC）と呼ばれます。 

また、システムがロックステップ モードで動作しているとき、メモリ チャネル ペアに ECC コード ワードが広げられ、SDDC 

は x8 ビット DRAM チップ（または x4 DRAM チップの隣接ペア）でエラー訂正を行うために拡張されます。優れた信頼性と

可用性を提供するため、Intel Xeon EX クラス プロセッサで構成された Cisco UCS サーバは、任意の（必ずしも隣接しな

い） 2 つの x4 デバイスのエラーの訂正、および最大 3 台のデバイスのエラー検出ができます。この機能は、Double-

Device Data Correction（DDDC）と呼ばれます。 

スクラビング プロトコル 
読み取りアクセスを受けるすべての通常のメモリでは、メモリ コントローラが 1 ビットのエラー チェックと訂正を行います。た

だし、データのローカリティに関連する原因のため、メモリ アレイ全体のデータにはアクセスできない場合もあります。そこで、

スクラビング パトロール プロトコルによって、通常の SECDED ECC コード以上の、必要な追加訂正機能を提供します。ス

クラビング パトロール ルーチンは、メモリ アレイ全体を読み取り、1 ビットのエラーを訂正します。このパトロール ルーチン

は、定期的に既定の間隔で（通常は 24 時間ごとに）実行されます。 
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フィールド メモリエラーしきい値ポリシー 
ECC 機能とスクラビング プロトコルに加えて、Cisco UCS サーバはフィールド メモリエラーしきい値ポリシーを設定・運用

できます。このポリシーは、特定のメモリ モジュールが特定のメモリエラーしきい値に達すると、そのモジュールに交換候補

のフラグを付けます。いずれかのメモリ モジュールで訂正不能なエラーが発生した場合、そのモジュールには性能低下の

フラグが付けられます。同様のロジックを使用して、訂正可能なエラーが発生したモジュールにも、性能低下のフラグを付け

ます。 

現在のしきい値ポリシーの課題は、アドバンスド ECC 機能とスクラビング プロトコルによって訂正可能なエラーがすべて対

処できた場合であっても、訂正可能なエラーと訂正不能なエラーと同じ性能低下フラグが付けられることです。訂正可能な

エラーだけが発生するモジュールに性能低下フラグを付けるのは時期尚早です。多くの場合、訂正可能なエラーは一時的

なもので、ユーザの介入はほとんど必要とせずに自己解決されるからです。また、訂正可能なエラーが発生したメモリモ

ジュールに性能低下フラグが付けられると、そのモジュールの交換のため、サーバの稼働時間に不要な中断が生じます。 

従来、訂正可能なエラーが発生したメモリ モジュールは、次の 2 つの前提に基づいて、訂正不能なエラーが発生するモ

ジュールと同様に扱われてきました。 

● 前提 1：モジュールに訂正可能なエラーが発生するということは、同じモジュールで訂正不能なエラーが発生する可

能性が高いことを示している。 

● 前提 2：訂正可能なエラーはシステム パフォーマンスを低下させる。 

次のセクションでは、これら 2 つの前提が誤りであることを証明します。 

訂正可能なエラーと訂正不能なエラー 

従来、訂正可能なエラーが発生するモジュールは、すぐに交換されていました。訂正可能なエラーの存在は訂正不能なエ

ラーが間もなく発生する可能性が高いことを示し、結果としてシステム障害やダウンタイムが生じる可能性が高いという前

提に基づいて、訂正可能なエラーのみが発生するモジュールは交換されてきました。そのため、サーバ ベンダーはお客様

に対して、訂正可能なエラーが生じているモジュールを、すぐに交換するようアドバイスしていました。しかし、フィールドでの

障害の分析検討の結果、訂正可能なエラーと訂正不能なエラーに相関関係がないことが示されました。 

シスコは Cisco UCS サーバのフィールドのメモリ障害に関して数年にわたる調査を実施しました。この調査のデータは、

DDR3 メモリと DDR4 メモリが稼働する Cisco UCS M3 サーバと M4 サーバの両方について、8,322 台のサーバの 

163,850 個のメモリ モジュールから、 訂正可能なエラーまたは訂正不能なエラーが発生するモジュールに関するすべての

データを毎週収集しました。訂正不能なエラーが生じる前に、同じメモリ モジュールで訂正可能なエラーが発生していたか

どうかを検証するため、すべてのモジュールの訂正可能なエラーと訂正不能なエラーの数をプロットしました。図 1 および

表 1 に示すように、296 件のメモリ エラーが発生しました。ここで、週平均約 590 万件の訂正可能なエラーが発生しました

が、その後、訂正不能なエラーは発生していません。このデータから、以下のように推論できます。 

● これらのモジュールのいくつかで、10 週間以上にわたって毎週多数の訂正可能なエラーが発生したものの、訂正

不能なエラーはその期間中も、その後にも 1 件も発生しませんでした。この結果から、訂正可能なエラーの発生は、

それ以後に訂正不能なエラーが発生することを示す指標にはならないことがわかります。 

● 6 つのモジュールにおいて 1 週間あたり平均 66 件の訂正不能なエラーが発生しましたが、それ以前に訂正可能

なエラーは発生していませんでした。このデータから、訂正可能なエラーの発生と、訂正不能なエラーとの間には相

関関係がないことを示されました。 



 

 
© 2015 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. 6/10

図 1.   訂正可能なエラーと訂正不能なエラーの比較 

 

表 1. 訂正可能なエラー数と訂正不能なエラー数の比較 

エラー タイプ エラー数 モジュール数 1 週間あたりの平均エラー数 

訂正可能なエラーのみ 296 144 5,950,523 

訂正不能なエラーのみ 16 6 66 

訂正可能なエラーと  

訂正不能なエラーの両方 

7 5 訂正可能なエラー：157,615 

訂正不能なエラー：3 

 

7 つのケース（図 1 の赤いドットを参照）では、同じ週に訂正可能なエラーと訂正不能なエラーの両方が発生しました。ただ

し、これらのモジュールの訂正可能なエラーの平均数は、訂正可能なエラーのみが生じたモジュールより桁違いに少ない

数でした（157,000 対 590 万）。したがって、このデータから、訂正可能なエラーと訂正不能なエラーの間に強い相関関係

があるという前提は誤りであることが証明されます。 

この調査に基づいて、訂正可能なエラーと訂正不能なエラーの間に相関関係がないことを考えると、訂正可能なエラーだけ

が発生するモジュールに即時交換のフラグを付けて訂正不能なエラーを回避しようとした場合、不要なサーバの中断を引

き起こしているだけで、訂正不能なエラーが発生するリスクは実際には減っていない可能性があります。 

訂正可能なエラーとシステム パフォーマンス 
2 番目（訂正可能なエラーはシステム パフォーマンスを低下させる）の前提を基にすると、訂正可能なエラーが発生するモ

ジュールはシステム パフォーマンスを低下させるので、そのようなモジュールはただちに交換することになります。シスコは

多数の訂正可能なエラー（たとえば、24 時間に 250,000 件の範囲の訂正可能なエラー）を発生したモジュールを搭載した

サーバを構築しました。業界標準の STREAM ベンチマークを使用して、これらのモジュールを搭載したサーバのパフォー

マンスを測定し、訂正可能なエラーが発生しないサーバのパフォーマンスと比較しました。訂正可能なエラーが発生する

サーバと、エラーが発生しないサーバを比べても、パフォーマンスの低下は見られませんでした。パフォーマンスの低下が

ないことは、LINPACK ベンチマーク テスト、LINPACK と STREAM のブレンド ベンチマーク テストでも観測されました。 
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フィールドの推奨事項：訂正可能なエラーとしきい値ポリシー 

すべての Cisco UCS サーバは ECC 機能とスクラビング パトロール機能を備え、訂正可能なエラーが発生するモジュー

ルに効果的に対応できます。また、数年にわたるシスコの調査結果から、モジュールでの訂正可能なエラーと訂正不能な

エラーの発生には相関関係がないことがわかりました。さらに、訂正可能なエラーを発生しても、システム パフォーマンスは

低下しません。これらの理由により、今後の Cisco UCS サーバのメモリエラーしきい値ポリシーの意図として、訂正可能な

エラーが発生するモジュールが性能低下に直結するものではないとします。 

一方、お客様が訂正可能なエラーによる、メモリで性能低下のアラートを受け取った場合、メモリエラー カウンタをリセットし

て、稼働を再開するべきです。付録 A に、メモリエラー カウンタをリセットする手順を示します。訂正可能なエラーの発生状

況が特定のメモリ モジュールで継続している場合は、次のサーバ メンテナンスの際にメモリ モジュールの交換を検討してく

ださい。 

Cisco UCS エラー管理への今後の機能拡張 

シスコの社内テスト結果により、エラー管理ポリシーは、訂正可能なエラーを訂正不能なエラーとは異なる形で処理する必

要があることが明らかになりました。訂正不能なエラーが発生するモジュールはただちに交換しなければなりませんが、訂

正可能なエラーのみが発生しているモジュールは、即時の交換ではなく、状況を確認したうえで対応判断を推奨します。さ

らに、エラーのタイプと場所を考慮に入れない、訂正可能なエラーの未加工な件数では、今後のエラー予測可能性を判断

するのに十分な情報は得られません。訂正可能なエラーは、タイプ別（繰り返し発生しないものや、数回のスクラビング間

隔にわたって繰り返し発生するものなど）、またエラーの根本的な性質により、さらに特性を明らかにしていく必要がありま

す。訂正可能なエラーをさまざまなタイプに区別して、取るべき適切な是正措置に関する推奨事項をお客様に提示するた

め、高度なエラー管理ポリシーが必要です。 

現在の技術では、DDR4 メモリと Intel の Broadwell プロセッサを使用して、お客様は現場でメモリのハード障害のいくつ

かを修復できるようになります。この修復にはリブート サイクルが必要ですが、メモリ モジュールは欠陥のある状態から回

復し、それ以上エラーを発生させずに動作し続けることができます。 

まとめ 

業界では、メモリについて、より大きな容量、より大きな帯域幅、より低い動作電圧が要求される一方、これらはメモリエラー

率増大の可能性につながります。従来、業界では訂正可能なエラーを訂正不能なエラーと同様に扱い、アラートが発生す

るとすぐにモジュールの交換が必要とされてきました。広範な調査により、訂正可能なエラーは訂正不能なエラーと相関関

係がないこと、訂正可能なエラーはシステム パフォーマンスを低下させないことがわかったので、Cisco UCS チームは訂

正可能なエラーが発生するモジュールの交換は、状況判断のうえ、対応することを推奨します。訂正可能なメモリ エラーに

よる性能低下アラートが発生した場合、メモリ エラーをリセットして、稼働を再開するべきです。この推奨事項に従えば、不

要なサーバの停止を回避できます。今後、エラー管理に対する機能拡張を行い、さまざまなタイプの訂正可能なエラーを区

別し、必要に応じて取るべき適切な処置を見極められるようにする予定です。 
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付録A：メモリ エラーのリセット方法 

Cisco UCS Manager  
Cisco UCS Manager で訂正可能なエラーが発生したモジュールのメモリエラー カウンタをリセットするには、次の手順に

従います。 

1. [機器（Equipment）] タブで、[シャーシ（Chassis）] を展開して対象のシャーシ番号を表示します。 

2. [サーバ（Servers）] で、対象のサーバを選択します。 

3. [インベントリ（Inventory）] タブを選択します（図 2）。 

図 2.   [インベントリ（Inventory）] タブ 

 

4. [インベントリ（Inventory）] タブで、[メモリ（Memory）] タブをクリックします。 

5. 該当するメモリ モジュールを選択し、ダブルクリックします。 

6. [全般（General）] タブで、[メモリエラーのリセット（Reset Memory Errors）] をクリックします（図 3）。 



 

 

図 3.   メモリ エラーのリセット 

 

 

スタンドアロン モードで動作する Cisco UCS C シリーズ ラック サーバ 

スタンドアロン モードで動作する Cisco UCS C シリーズ ラック サーバでメモリエラー カウンタをリセットするには、コマンド

ライン インターフェイス（CLI）で次のスクリプトを実行します。 

# scope reset-ecc  

# set enabled yes 

*# commit 
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付録 B：その他の参考資料 

メモリに関する詳細については、以下の参考資料を参照してください。 

● Cisco UCS Enhanced Memory Error Management Tech Note [英語] 

● DIMMs: Reasons to Use Only Cisco Qualified Memory on Cisco UCS Servers [英語] 

 

Cisco UCS サーバの詳細については、Cisco UCS サーバ Web ページを参照してください。 
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