ストレージ関連の障害
この章は、次の項で構成されています。
• fltStorageControllerInoperable （2 ページ）
• fltStorageControllerPatrolReadFailed （2 ページ）
• fltStorageFlexFlashCardInoperable （3 ページ）
• fltStorageFlexFlashCardMissing （4 ページ）
• fltStorageFlexFlashControllerInoperable （5 ページ）
• fltStorageFlexFlashControllerUnhealthy （6 ページ）
• fltStorageFlexFlashVirtualDriveDegraded （7 ページ）
• fltStorageFlexFlashVirtualDriveInoperable （8 ページ）
• fltStorageLocalDiskCopybackFailed （9 ページ）
• fltStorageLocalDiskDegraded （10 ページ）
• fltStorageLocalDiskInoperable （10 ページ）
• fltStorageLocalDiskLinkDegraded （11 ページ）
• fltStorageLocalDiskMissing （12 ページ）
• fltStorageLocalDiskRebuildFailed （13 ページ）
• fltStorageRaidBatteryDegraded （13 ページ）
• fltStorageRaidBatteryInoperable （14 ページ）
• fltStorageRaidBatteryRelearnAborted （15 ページ）
• fltStorageRaidBatteryRelearnFailed （16 ページ）
• fltStorageSasExpanderAccessibility （17 ページ）
• fltStorageSasExpanderDegraded （17 ページ）
• fltStorageVirtualDriveDegraded （18 ページ）
• fltStorageVirtualDriveInoperable （19 ページ）
• fltStorageVirtualDriveConsistencyCheckFailed （20 ページ）
• fltStorageVirtualDriveReconstructionFailed （21 ページ）
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ストレージ関連の障害
fltStorageControllerInoperable

fltStorageControllerInoperable
障害コード
F1004
説明
ストレージ コントローラのスロット [Id] は動作不能です。ストレージ コントローラを取り付
け直すか、交換してください。（Storage controller SLOT-[Id] inoperable: reseat or replace the storage
controller.）
説明
この障害は、修復不可能なストレージ コントローラの障害を示しています。
推奨処置
この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。
1.

ストレージ コントローラを取り付け直すか、交換します。このコンポーネントを交換する
前に、前提条件、安全に関する推奨事項と警告について、サーバ固有のインストレーショ
ンおよびサービス ガイドを参照してください。

2.

問題がまだ続く場合は、tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせくださ
い。

障害の詳細
重大度（Severity）：警告（warning）
原因（Cause）：機器動作不能（equipment-inoperable）
mibFaultCode：1004
mibFaultName：fltStorageControllerInoperable
moClass：storage:Controller
タイプ（Type）：機器（equipment）

fltStorageControllerPatrolReadFailed
障害コード
F1003
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ストレージ関連の障害
fltStorageFlexFlashCardInoperable

説明
ストレージ コントローラ [Id] のパトロール リードに失敗しました。パトロール リードを開始
できません（Storage controller [Id] patrol read failed: patrol read can't be started）
説明
この障害は、ストレージ システムの潜在的物理ディスク エラーのレビューに失敗したことを
示しています。
推奨処置
この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。
1.

仮想ドライブの整合性チェックを開始します。

2.

障害のある物理ドライブを交換します。
このコンポーネントを交換する前に、前提条件、安全に関する推奨事項と警告について、
サーバ固有のインストレーションおよびサービス ガイドを参照してください。

障害の詳細
重大度（Severity）：警告（warning）
原因（Cause）：機器動作不能（equipment-inoperable）
mibFaultCode：1003
mibFaultName：fltStorageControllerPatrolReadFailed
moClass：storage:Controller
タイプ（Type）：機器（equipment）

fltStorageFlexFlashCardInoperable
障害コード
F1258
説明
Flex Flash ローカル ディスク 2 は動作不能です。ローカル ディスク 2 を取り付け直すか、交換
してください。（Flex Flash Local disk 2 is inoperable: reseat or replace the local disk 2.）
説明
この障害は、Flex Flash カードが動作不能であることを示しています。
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ストレージ関連の障害
fltStorageFlexFlashCardMissing

推奨処置
この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。
1.

サポートされているスロットにディスクを挿入します。

2.

カードを取り外してから再挿入するか、カードを交換します。
このコンポーネントを取り付けまたは交換する前に、前提条件、安全に関する推奨事項と
警告について、サーバ固有のインストレーションおよびサービス ガイドを参照してくださ
い。

3.

問題がまだ続く場合は、tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせくださ
い。

障害の詳細
重大度（Severity）：情報（info）
原因（Cause）：機器動作不能（equipment-inoperable）
mibFaultCode：1258
mibFaultName：fltStorageFlexFlashCardInoperable
moClass：storage:LocalDisk

fltStorageFlexFlashCardMissing
障害コード
F1259
説明
Flex Flash ローカル ディスク 2 がありません。Flex Flash ローカル ディスクを取り付け直すか、
交換してください。（Flex Flash Local disk 2 missing: reseat or replace Flex Flash Local disk.）
説明
この障害は、サーバが使用中のときに Flex Flash ドライブがスロットから取り外された場合に
発生します。
推奨処置
この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。
1.

サポートされているスロットにディスクを挿入します。

2.

カードを取り外してから再挿入するか、カードを交換します。
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ストレージ関連の障害
fltStorageFlexFlashControllerInoperable

このコンポーネントを取り付けまたは交換する前に、前提条件、安全に関する推奨事項と
警告について、サーバ固有のインストレーションおよびサービス ガイドを参照してくださ
い。
3.

問題がまだ続く場合は、tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせくださ
い。

障害の詳細
重大度（Severity）：情報（info）
原因（Cause）：機器動作不能（equipment-inoperable）
mibFaultCode：1259
mibFaultName：fltStorageFlexFlashCardMissing
moClass：storage:LocalDisk
moClass：equipment

fltStorageFlexFlashControllerInoperable
障害コード
F1257
説明
Flex Flash コントローラ FlexFlash-0 は動作不能です。Flex コントローラを取り付け直すか、交
換してください。（Flex Flash controller FlexFlash-0 inoperable: reseat or replace the flex controller.）
説明
この障害は、修復不可能な Flex Flash コントローラの障害を示しています。この障害は、CIMC
が Flex Flash コントローラの管理または通信を行うことができない場合に発生します。
推奨処置
この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。
1.

Flex Flash コントローラをリセットします。

2.

問題がまだ続く場合は、tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせくださ
い。

障害の詳細
Severity: major
原因（Cause）：機器動作不能（equipment-inoperable）
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ストレージ関連の障害
fltStorageFlexFlashControllerUnhealthy

mibFaultCode：1257
mibFaultName：fltStorageControllerInoperable
moClass：storage:Controller
タイプ（Type）：機器（equipment）

fltStorageFlexFlashControllerUnhealthy
障害コード
F1262
説明
Flex Flash コントローラ FlexFlash-0 の設定エラー：Flex コントローラを正しく設定してくださ
い。（Flex Flash controller FlexFlash-0 configuration error: configure the flex controller correctly.）
説明
この障害は、SD カードのモードまたはサイズに不一致があることを示しています。
推奨処置
この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。
1.

コントローラのステータスをチェックし、ファームウェア モードが SD カードのモードと
一致していることを確認します。

2.

VD が正常な状態であるかどうかを確認します。

3.

SD カードのサイズをチェックし、両方のカードのサイズが一致することを確認します。

4.

問題が解決しない場合は、tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせくだ
さい。

障害の詳細
重大度（Severity）：警告（warning）
原因（Cause）：機器不正常（equipment-unhealthy）
mibFaultCode：1262
mibFaultName：fltStorageFlexFlashControllerUnhealthy
moClass：storage:Controller
タイプ（Type）：機器（equipment）
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ストレージ関連の障害
fltStorageFlexFlashVirtualDriveDegraded

fltStorageFlexFlashVirtualDriveDegraded
障害コード
F1260
説明
Flex Flash 仮想ドライブ 1 は劣化しています。フラッシュ デバイスまたはコントローラを確認
してください。（Flex Flash Virtual Drive 1 Degraded: please check the flash device or the controller.）
説明
この障害は、Flex Flash 仮想ドライブの回復可能なエラーを示します。
推奨処置
この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。
1.

VD を最適化するために、CIMC Web UI を使用して手動で仮想ドライブを同期します。

2.

問題が解決しない場合は、仮想ドライブの再設定が必要な可能性があります。仮想ドライ
ブを再設定するときは、自動同期を有効にすると、仮想ドライブ内のデータが自動的に同
期されます。
前提条件、安全に関する推奨事項と警告について、サーバ固有のインストレーションおよ
びサービス ガイドを参照してください。

3.

問題がまだ続く場合は、tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせくださ
い。

障害の詳細
Severity: warning
原因（Cause）：機器の劣化（equipment-degraded）
mibFaultCode：1260
mibFaultName：fltStorageFlexFlashVirtualDriveDegraded
moClass：storage:VirtualDrive
タイプ（Type）：機器（equipment）
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ストレージ関連の障害
fltStorageFlexFlashVirtualDriveInoperable

fltStorageFlexFlashVirtualDriveInoperable
障害コード
F1261
説明
Flex Flash 仮想ドライブ 5（ハイパーバイザ）は動作不能です。Flex コントローラのプロパティ
または Flex Flash ディスクを確認してください。（Flex Flash Virtual Drive 5 (Hypervisor) is
Inoperable: Check flex controller properties or Flex Flash disks.）
説明
この障害は、Flex Flash 仮想ドライブの回復不可能なエラーを示します。
推奨処置
この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。
1.

ドライブのデータにアクセスできる場合、仮想ドライブをバック アップおよび再作成しま
す。CIMC Web UI での手動での同期、または仮想ドライブ作成時の自動同期オプションの
選択により、仮想ドライブを最適化します。

2.

障害のある Flex Flash ドライブを交換します。
このコンポーネントを交換する前に、前提条件、安全に関する推奨事項と警告について、
サーバ固有のインストレーションおよびサービス ガイドを参照してください。

3.

問題がまだ続く場合は、tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせくださ
い。

障害の詳細
重大度（Severity）：クリティカル（Critical）
原因（Cause）：機器動作不能（equipment-inoperable）
mibFaultCode：1261
mibFaultName：fltStorageFlexFlashVirtualDriveInoperable
moClass：storage:VirtualDrive
タイプ（Type）：機器（equipment）
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ストレージ関連の障害
fltStorageLocalDiskCopybackFailed

fltStorageLocalDiskCopybackFailed
障害コード
F1006
説明
ストレージ ローカル ディスク [Id] は動作不能です。ストレージ ドライブ [Id] を取り付け直す
か、交換してください。（Storage Local disk [Id] is inoperable: reseat or replace the storage drive
[Id].）
説明
この障害は、物理ディスクのコピーバックの失敗を示します。この障害は、物理ドライブの問
題または RAID 構成の問題を示している可能性があります。
推奨処置
この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。
1.

物理ドライブを交換し、問題が再構築後に解決されるかどうかを確認します。
このコンポーネントを交換する前に、前提条件、安全に関する推奨事項と警告について、
サーバ固有のインストレーションおよびサービス ガイドを参照してください。

2.

ストレージ コントローラを取り付け直すか、交換します。

3.

MegaRAID ROM の設定ページで、ストレージ コントローラの設定オプションを確認しま
す。

障害の詳細
Severity: warning
原因（Cause）：機器オフライン（equipment-offline）
mibFaultCode：1006
mibFaultName：fltStorageLocalDiskCopybackFailed
moClass：storage:LocalDisk
タイプ（Type）：機器（equipment）
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ストレージ関連の障害
fltStorageLocalDiskDegraded

fltStorageLocalDiskDegraded
障害コード
F0996
説明
ストレージ ローカル ディスク [Id] は劣化しています。ドライブの再構築またはコピーバック
が必要かどうかを確認してください。（Storage Local disk [Id] is degraded: please check if rebuild
or copyback of drive is required.）
説明
この障害は、ストレージ ドライブの回復可能なエラーを示します。
推奨処置
この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。
1.

ドライブの状態が「rebuild」または「copyback」の場合、再ビルドまたはコピーバック操
作が完了するまで待機します。

2.

ドライブの状態が「predictive-failure」の場合、ディスクを交換します。

3.

問題がまだ続く場合は、tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせくださ
い。

障害の詳細
Severity: warning
原因（Cause）：機器の劣化（equipment-degraded）
mibFaultCode：996
mibFaultName：fltStorageLocalDiskDegraded
moClass：storage:LocalDisk
タイプ（Type）：機器（equipment）

fltStorageLocalDiskInoperable
障害コード
F0181
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ストレージ関連の障害
fltStorageLocalDiskLinkDegraded

説明
ストレージ ローカル ディスク [Id] は動作不能です。ストレージ ドライブ [Id] を取り付け直す
か、交換してください。（Storage Local disk [Id] is inoperable: reseat or replace the storage drive
[Id].）
説明
このエラーは、サーバの使用中にローカル ディスクが動作不能になった場合、または取り外さ
れた場合に発生します。
推奨処置
この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。
1.

サポートされているスロットにディスクを挿入します。

2.

ローカル ディスクを取り外してから再挿入するか、ディスクを交換します。
このコンポーネントを取り付けまたは交換する前に、前提条件、安全に関する推奨事項と
警告について、サーバ固有のインストレーションおよびサービス ガイドを参照してくださ
い。

3.

問題がまだ続く場合は、tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせくださ
い。

障害の詳細
Severity: major
原因（Cause）：機器動作不能（equipment-inoperable）
mibFaultCode：181
mibFaultName：fltStorageLocalDiskInoperable
moClass：storage:LocalDisk

fltStorageLocalDiskLinkDegraded
障害コード
F1688
説明
ストレージ ローカル ディスク 10 のドライブ リンク ステータスまたは速度が SAS エクスパン
ダ 1 で変更されました。ストレージ ドライブ 10 を取り付け直すか、交換してください。
（Storage Local disk 10 drive link status/speed changed with SAS expander 1: reseat or replace the storage
drive 10.）
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ストレージ関連の障害
fltStorageLocalDiskMissing

説明
この障害は、ドライブと SAS エクスパンダを接続するいずれかの SAS リンクがダウンしてい
る場合に発生します。
推奨処置
この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。
1.

障害のあるストレージ ドライブを取り付け直すか、交換します。
このコンポーネントを交換する前に、前提条件、安全に関する推奨事項と警告について、
サーバ固有のインストレーションおよびサービス ガイドを参照してください。

2.

問題がまだ続く場合は、tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせくださ
い。

障害の詳細
重大度（Severity）：マイナー（minor）
原因（Cause）：接続の問題（connectivity-problem）
mibFaultCode：F1688
mibFaultName：fltStorageLocalDiskLinkDegraded
moClass：storage:LocalDiskLink
タイプ（Type）：機器（equipment）

fltStorageLocalDiskMissing
障害コード
F1256
説明
ストレージ ローカル ディスク [Id] は動作不能です。ストレージ ドライブ [Id] を取り付け直す
か、交換してください。（Storage Local disk [Id] is inoperable: reseat or replace the storage drive
[Id].）
説明
この障害は、サーバが使用中のときにストレージ ドライブがスロットから取り外された場合に
発生します。
推奨処置
この障害が発生した場合は、欠落しているディスクを挿入します。
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ストレージ関連の障害
fltStorageLocalDiskRebuildFailed

障害の詳細
Severity: info
原因（Cause）：機器の欠落（equipment-missing）
mibFaultCode：1256
mibFaultName：fltStorageLocalDiskMissing
moClass：storage:LocalDisk
タイプ（Type）：機器（equipment）

fltStorageLocalDiskRebuildFailed
障害コード
F1005
説明
ストレージ ローカル ディスク [Id] の再構築に失敗しました。ストレージ ドライブ [Id] を確認
してください。（Storage Local disk [Id] is inoperable: reseat or replace the storage drive [Id].）
説明
この障害は、ローカル ディスクの再構築プロセスの失敗を示します。
推奨処置
この障害が発生した場合は、再構築プロセスを再起動します。
障害の詳細
Severity: major
原因（Cause）：機器オフライン（equipment-offline）
mibFaultCode：1005
mibFaultName：fltStorageLocalDiskRebuildFailed
moClass：storage:LocalDisk
タイプ（Type）：機器（equipment）

fltStorageRaidBatteryDegraded
障害コード
F0997
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ストレージ関連の障害
fltStorageRaidBatteryInoperable

説明
ストレージ RAID バッテリ [Id] は劣化しています。RAID バッテリを確認してください。（Storage
Raid battery [Id] Degraded: check the raid battery.）
説明
この障害は、コントローラのバッテリ バックアップ ユニットに障害があることを示していま
す。
推奨処置
この障害が発生した場合は、ストレージ コントローラのバッテリ バックアップ ユニットを取
り付け直すか、交換してください。

（注）

このコンポーネントを交換する前に、前提条件、安全に関する推奨事項と警告について、サー
バ固有のインストレーションおよびサービス ガイドを参照してください。

障害の詳細
Severity: warning
原因（Cause）：機器の劣化（equipment-degraded）
mibFaultCode：997
mibFaultName：fltStorageRaidBatteryDegraded
moClass：storage:RaidBattery
タイプ（Type）：機器（equipment）

fltStorageRaidBatteryInoperable
障害コード
F0531
説明
ストレージ RAID バッテリ [Id] は動作不能です。RAID バッテリを確認してください。（Storage
Raid battery [Id] inoperable: check the raid battery.）
説明
この障害は、RAID のバッテリ電圧が正常な動作範囲を下回っている場合に発生します。

ストレージ関連の障害
14

ストレージ関連の障害
fltStorageRaidBatteryRelearnAborted

推奨処置
この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。
1.

RAID バッテリを交換します。
このコンポーネントを交換する前に、前提条件、安全に関する推奨事項と警告について、
サーバ固有のインストレーションおよびサービス ガイドを参照してください。

2.

問題がまだ続く場合は、tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせくださ
い。

障害の詳細
Severity: major
原因（Cause）：機器動作不能（equipment-inoperable）
mibFaultCode：531
mibFaultName：fltStorageRaidBatteryInoperable
moClass：storage:RaidBattery
タイプ（Type）：機器（equipment）

fltStorageRaidBatteryRelearnAborted
障害コード
F0998
説明
ストレージ RAID バッテリ [Id] の再学習が中断されました。RAID バッテリを確認してくださ
い。（Storage Raid battery [Id] relearn aborted: check the raid battery.）
説明
この障害は、コントローラ バッテリ再学習プロセスが異常終了したことを示します。
推奨処置
この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。
1.

バッテリ バックアップ ユニットの再学習プロセスをリスタートします。

2.

バッテリ バックアップ ユニットを取り付け直します。

3.

再学習サイクルが 100 を超えるとバッテリ バックアップ ユニットを交換します。
このコンポーネントを交換する前に、前提条件、安全に関する推奨事項と警告について、
サーバ固有のインストレーションおよびサービス ガイドを参照してください。
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ストレージ関連の障害
fltStorageRaidBatteryRelearnFailed

障害の詳細
重大度（Severity）：情報（info）
原因（Cause）：機器の劣化（equipment-degraded）
mibFaultCode：998
mibFaultName：fltStorageRaidBatteryRelearnAborted
moClass：storage:RaidBattery
タイプ（Type）：機器（equipment）

fltStorageRaidBatteryRelearnFailed
障害コード
F0999
説明
ストレージ RAID バッテリ [id] の再学習が中断されました。RAID バッテリを確認してくださ
い。（Storage Raid battery [id] relearn aborted : check the raid battery.）
説明
この障害は、コントローラ バッテリの再学習が失敗したことを示します。
推奨処置
この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。
1.

バッテリ バックアップ ユニットの再学習プロセスをリスタートします。

2.

バッテリ バックアップ ユニットを取り付け直します。

3.

再学習サイクルが 100 を超えるとバッテリ バックアップ ユニットを交換します。
このコンポーネントを交換する前に、前提条件、安全に関する推奨事項と警告について、
サーバ固有のインストレーションおよびサービス ガイドを参照してください。

障害の詳細
Severity: warning
原因（Cause）：機器の劣化（equipment-degraded）
mibFaultCode：999
mibFaultName：fltStorageRaidBatteryRelearnFailed
moClass：storage:RaidBattery

ストレージ関連の障害
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ストレージ関連の障害
fltStorageSasExpanderAccessibility

タイプ（Type）：機器（equipment）

fltStorageSasExpanderAccessibility
障害コード
F1686
説明
SAS エクスパンダ コントローラ 1 に到達できません。SAS エクスパンダ コントローラ 1 がリ
ブート中である可能性があります。（SAS Expander controller 1 is unreachable: SAS expander
controller 1 might be rebooting.）この障害が 15 分以上続く場合は、Cisco TAC にお問い合わせく
ださい。（If this fault persists for more than 15 minutes, please contact Cisco TAC.）
説明
この障害は、CMC が SAS エクスパンダと通信できない場合に発生します。原因は、シャーシ
またはエクスパンダの障害、またはエクスパンダ内のファームウェアの故障と考えられます。
推奨処置
この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。
1.

障害のあるシャーシを交換します。

2.

問題が 15 分以上続く場合は、tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせ
ください。

障害の詳細
Severity: major
原因（Cause）：機器動作不能（equipment-inoperable）
mibFaultCode：1686
mibFaultName：fltStorageSasExpanderAccessibility
moClass：storage:SasExpander
タイプ（Type）：機器（equipment）

fltStorageSasExpanderDegraded
障害コード
F1687

ストレージ関連の障害
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ストレージ関連の障害
fltStorageVirtualDriveDegraded

説明
SAS エクスパンダ コントローラ 1 のリンク速度がサーバ ボード 2 の LSI RAID コントローラ
で変更されました。サーバ ボード 2 の RAID コントローラを取り付け直すか、交換してくださ
い。（SAS Expander controller 1 link speed changed with LSI RAID Controller of server board 2: reseat
or replace the RAID controller of server board 2.）問題がまだ続く場合は、Cisco TAC にお問い合
わせください。（If the issue still persists, please contact Cisco TAC.）
説明
この障害は、SAS エクスパンダをサーバ ボード上の LSI コントローラに接続するいずれかの
SAS リンク（6 G または 12 G）がダウンしている場合に発生します。
推奨処置
この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。
1.

サーバ ボード上の RAID コントローラを取り付け直すか、交換します。

2.

RAID コントローラを取り付け直すか交換しても解決しない場合は、対応するサーバ ボー
ドを交換します。

3.

問題がまだ続く場合は、tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせくださ
い。

障害の詳細
重大度（Severity）：メジャー（major）
原因（Cause）：接続の問題（connectivity-problem）
mibFaultCode：1687
mibFaultName：fltStorageSasExpanderDegraded
moClass：storage:SAS Expander
タイプ（Type）：接続（connectivity）

fltStorageVirtualDriveDegraded
障害コード
F1008
説明
ストレージ仮想ドライブ [Id] は動作不能です。ストレージ コントローラを確認するか、スト
レージ ドライブを取り付け直してください。（Storage Virtual Drive [Id] is inoperable: Check
storage controller, or reseat the storage drive.）

ストレージ関連の障害
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ストレージ関連の障害
fltStorageVirtualDriveInoperable

説明
この障害は、仮想ドライブの回復可能なエラーを示します。
推奨処置
この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。
1.

仮想ドライブの整合性チェックを開始します。

2.

障害のある物理ドライブを交換します。
このコンポーネントを交換する前に、前提条件、安全に関する推奨事項と警告について、
サーバ固有のインストレーションおよびサービス ガイドを参照してください。

3.

問題がまだ続く場合は、tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせくださ
い。

障害の詳細
Severity: warning
原因（Cause）：機器の劣化（equipment-degraded）
mibFaultCode：1008
mibFaultName：fltStorageVirtualDriveDegraded
moClass：storage:VirtualDrive
タイプ（Type）：機器（equipment）

fltStorageVirtualDriveInoperable
障害コード
F1007
説明
ストレージ仮想ドライブ [Id] は動作不能です。ストレージ コントローラを確認するか、スト
レージ ドライブを取り付け直してください。（Storage Virtual Drive [Id] is inoperable: Check
storage controller, or reseat the storage drive.）
説明
この障害は、仮想ドライブの回復不可能なエラーを示します。
推奨処置
この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

ストレージ関連の障害
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ストレージ関連の障害
fltStorageVirtualDriveConsistencyCheckFailed

1.

ドライブのデータにアクセスできる場合、仮想ドライブをバック アップおよび再作成しま
す。

2.

障害のある物理ドライブを交換します。
このコンポーネントを交換する前に、前提条件、安全に関する推奨事項と警告について、
サーバ固有のインストレーションおよびサービス ガイドを参照してください。

3.

[MegaRAID ROM] ページのログでコントローラのエラーを確認します。

4.

問題がまだ続く場合は、tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせくださ
い。

障害の詳細
Severity: critical
原因（Cause）：機器動作不能（equipment-inoperable）
mibFaultCode：1007
mibFaultName：fltStorageVirtualDriveInoperable
moClass：storage:VirtualDrive
タイプ（Type）：機器（equipment）

fltStorageVirtualDriveConsistencyCheckFailed
障害コード
F1010
説明
ストレージ仮想ドライブ [Id] の整合性検査に失敗しました。コントローラを確認するか、物理
ドライブを取り付け直してください。（Storage Virtual Drive [Id] Consistency Check Failed: please
check the controller or reseat the physical drives.）
説明
この障害は、仮想ドライブでの整合性検査の失敗を示します。
推奨処置
この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。
1.

仮想ドライブの整合性チェックを開始します。

2.

障害のある物理ドライブを交換します。

ストレージ関連の障害
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ストレージ関連の障害
fltStorageVirtualDriveReconstructionFailed

このコンポーネントを交換する前に、前提条件、安全に関する推奨事項と警告について、
サーバ固有のインストレーションおよびサービス ガイドを参照してください。
障害の詳細
Severity: warning
原因（Cause）：機器の劣化（equipment-degraded）
mibFaultCode：982
mibFaultName：fltStorageVirtualDriveConsistencyCheckFailed
moClass：storage:VirtualDrive
タイプ（Type）：機器（equipment）

fltStorageVirtualDriveReconstructionFailed
障害コード
F1009
説明
ストレージ仮想ドライブ [Id] の再構築に失敗しました。ストレージ コントローラを確認する
か、ストレージ ドライブを取り付け直してください。（Storage Virtual Drive [Id] reconstruction
failed: Check storage controller or reseat the storage drive.）
説明
この障害は、仮想ドライブの再構築プロセスの失敗を示します。
推奨処置
この障害が発生した場合は、再構築プロセスを再起動します。
障害の詳細
Severity: warning
原因（Cause）：機器の劣化（equipment-degraded）
mibFaultCode：F1009
mibFaultName：fltStorageVirtualDriveReconstructionFailed
moClass：storage:VirtualDrive
タイプ（Type）：機器（equipment）

ストレージ関連の障害
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ストレージ関連の障害
fltStorageVirtualDriveReconstructionFailed
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