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SG5600 コントローラのブート時のステータスとエ
ラーコードの確認

アプライアンスの電源投入やハードウェアの初期化の実行時、ハードウェアで障害が発
生して初期化を取り消す必要がある場合など、各コントローラのデジタル表示ディスプ
レイにステータスコードとエラーコードが表示されます。進行状況の監視やトラブルシ
ューティングの際は、表示される順番に一連のコードを確認する必要があります。

このタスクについて

E5600SG コントローラのステータスコードとエラーコードは、 E2700 コントローラのものとは異なります。

手順

1. ブート時の進行状況を監視するには、デジタル表示ディスプレイに表示されるコードを確認します。

2. E5600SG コントローラのエラーコードについては、デジタル表示ディスプレイのステータスとエラーコ
ードの情報を参照してください。

3. E2700 コントローラのエラーコードについては、サポートサイトの E2700 コントローラのドキュメント
を参照してください。

関連情報

E5600SG コントローラのデジタル表示ディスプレイのコード

"ネットアップのマニュアル： E2700 シリーズ"

E5600SG コントローラのデジタル表示ディスプレイのコード

アプライアンスの電源投入やハードウェアの初期化の実行時、 E5600SG コントローラ
のデジタル表示ディスプレイにステータスコードとエラーコードが表示されます。これ
らのコードからステータスを確認し、エラーのトラブルシューティングを行うことがで
きます。

E5600SG コントローラのステータスコードとエラーコードを確認するときは、次の種類のコードを確認する
必要があります。

• * 一般的な起動コード *

標準のブートイベントを表します。

• * 通常の起動コード *

アプライアンスで発生する正常なブートイベントを表します。

• * エラーコード *

ブートイベント中に問題が発生したことを示します。

StorageGRID は、 StorageGRID アプライアンスインストーラが起動されるまで、 E5600SG コントローラの
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次の LED のみを制御します。

• 保守操作可能

• 保守操作要

• デジタル表示ディスプレイ

デジタル表示ディスプレイの小数点は、 StorageGRID アプライアンスでは使用されません。

• 小さい方の桁の上に表示される小数点はプラットフォーム診断 LED です。

この機能は、ハードウェアのリセット時および初期設定時にオンになります。それ以外の場合はオフにな
ります。

• 大きい方の桁の下に表示される小数点はオフになります。

その他の問題を診断するには、必要に応じて次のリソースを参照してください。

• ハードウェアや環境のその他すべての診断情報を確認するには、 E シリーズオペレーティングシステムの
ハードウェア診断を参照してください。

これには、電源、温度、ディスクドライブなどのハードウェアの問題が含まれます。このアプライアンス
では、 E シリーズオペレーティングシステムを使用して、プラットフォームのすべての環境ステータスを
監視します。

• ファームウェアとドライバの問題を確認するには、 SAS ポートとネットワークポートのリンク LED を確
認します。

詳細については、 E シリーズ E5600 のドキュメントを参照してください。

一般的なブートコード

ハードウェアのブート時やハードリセット後、ハードウェアの初期化中は、保守操作可能と保守操作要を示す
LED が点灯します。デジタル表示ディスプレイには、 E シリーズハードウェアと E5600SG コントローラに
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固有のコードではなく、同じコードが表示されます。

ブート時に、 Field Programmable Gate Array （ FPGA ）でハードウェアの機能と初期化が制御されます。

コード 表示

19 FPGA の初期化。

68 FPGA の初期化。

… FPGA の初期化。コードが連続して表示されます。

AA プラットフォームの BIOS ブートを実行中です。

FF BIOS のブートが完了しました。これは、 E5600SG

コントローラが LED を初期化してステータスを管理
する前の中間状態です。

AA と FF のコードが表示されたあと、正常なブートコードかエラーコードのいずれかが表示されます。ま
た、保守操作可能と保守操作要を示す LED が消灯します。

正常なブートコード

これらのコードは、アプライアンスで発生する正常なブートイベントを時間順に表します。

コード 表示

こんにちは マスターブートスクリプトが開始されました。

PP （ PP ） プラットフォームの FPGA ファームウェアが更新を
チェックしています。

HP ホストインターフェイスカード（ HIC ）の更新を確
認しています。

朝食付き ファームウェアの更新後、必要に応じてシステムを
リブートします。

FP ファームウェアの更新の確認が完了しました。E2700

コントローラと通信して管理するためのプロセス（
utmagent ）を開始しています。このプロセスによ
り、アプライアンスのプロビジョニングが容易にな
ります。

彼 システムを E シリーズオペレーティングシステムと
同期しています。
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コード 表示

HC StorageGRID のインストールを確認しています。

HO インストールの管理とアクティブな接続を実行中で
す。

高可用性 Linux オペレーティングシステムと StorageGRID が
実行されている。

E5600SG コントローラのエラーコード

これらのコードは、アプライアンスのブート時に E5600SG コントローラで表示される可能性があるエラー状
態を表しています。特定の下位レベルのハードウェアエラーが発生した場合は、 2 桁の 16 進数コードが追加
で表示されます。これらのいずれかのコードが数秒にわたって表示され、規定のトラブルシューティング手順
を実行してもエラーを解決できない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

コード 表示

22 どのブートデバイスにもマスターブートレコードが
見つかりません。

23 SATA ドライブが取り付けられていません。

2A 、 2B スタックバスにより、 DIMM SPD データを読み取れ
ません。

40 DIMM が無効です。

41. DIMM が無効です。

42 メモリテストに失敗しました。

51 SPD の読み取りに失敗しました。

92 ~ 96 PCI バスの初期化中です。

A0 から A3 SATA ドライブの初期化中です。

AB 代替ブートコードです。

AE OS のブート中です。

EA DDR3 トレーニングに失敗しました。
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コード 表示

E8. メモリが取り付けられていません。

欧州連合（ EU インストールスクリプトが見つかりませんでした。

EP 「 ManageSGA 」コードは、 E2700 コントローラと
のグリッド構成前の通信に失敗したことを示しま
す。

関連情報

ハードウェアの設置のトラブルシューティング（ SG5600 ）

"ネットアップサポート"
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