
Dell PowerVault ME4 Series ストレージ システ
ム
リリース ノート

February 2023
Rev. A13



メモ、注意、警告
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警告: 「警告」は、物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

© 2018 – 2023 Dell Inc.またはその関連会社。All rights reserved.（不許複製・禁無断転載）Dell Technologies、Dell、およびその他の商標は、Dell Inc.ま
たはその関連会社の商標です。その他の商標は、それぞれの所有者の商標である場合があります。



章 1: ドキュメントの履歴.................................................................................................................. 4

章 2: GT280R011-01 ファームウェア.................................................................................................. 5
GT280R011-01 ファームウェアにおいて解決された問題............................................................................................5

章 3: GT280R010-01 ファームウェア..................................................................................................6
GT280R010-01 ファームウェアの新機能と機能拡張................................................................................................... 6
GT280R010-01 ファームウェアにおいて解決された問題...........................................................................................6

章 4: GT280R009-02 ファームウェア................................................................................................ 9
GT280R009-02 ファームウェアの新機能と機能拡張..................................................................................................9
GT280R009-02 ファームウェアで解決された問題......................................................................................................9
GT280R009-02 ファームウェアの既知の問題.............................................................................................................10

章 5: GT280R008-04 ファームウェア............................................................................................... 12
GT280R008-04 ファームウェアで解決された問題.....................................................................................................12
GT280R008-04 ファームウェアの既知の問題............................................................................................................. 12

章 6: GT280R008-01 ファームウェア................................................................................................14
GT280R008-01 ファームウェアで解決された問題..................................................................................................... 14
GT280R008-01 ファームウェアの既知の問題..............................................................................................................15

章 7: GT280R006-02 ファームウェア............................................................................................... 17
GT280R006-02 ファームウェアにおいて解決された問題........................................................................................ 17

章 8: GT280R006-01 ファームウェア................................................................................................18
GT280R006-01 ファームウェアの新機能と機能拡張................................................................................................. 18
GT280R006-01 ファームウェアにおいて解決された問題.........................................................................................18
GT280R006-01 ファームウェアの既知の問題..............................................................................................................19

章 9: GT280R004-01 ファームウェア................................................................................................21
GT280R004-01 ファームウェアの新機能と機能拡張................................................................................................. 21
GT280R004-01 ファームウェアにおいて解決された問題.........................................................................................21
GT280R004-01 ファームウェアの既知の問題.............................................................................................................25

章 10: GT275R005-04 ファームウェア..............................................................................................27
GT275R005-04 ファームウェアの新機能と機能拡張................................................................................................27
GT275R005-04 ファームウェアにおいて解決された問題........................................................................................27
GT275R005-04 ファームウェアの既知の問題............................................................................................................ 27

章 11: リソースとサポート............................................................................................................... 32
関連マニュアル.................................................................................................................................................................. 32
Dell へのお問い合わせ.......................................................................................................................................................33

目次

目次 3



ドキュメントの履歴
このドキュメントでは、ME4 Series ファームウェアにおける新機能、機能拡張、解決済みの問題、未解決の問題を記載していま
す。

表 1. 文書の変更履歴 

リビジョン 日付 説明

A01 2018 年 10 月 追加された既知の問題

A02 2018 年 12 月 GT275R005-04 ファームウェアのアップデート

A03 2019 年 9 月 GT280R004-01 ファームウェアのアップデート

A04 2019 年 10 月 GT280R004-01 ファームウェアに解決済みの問題と既知の問題を新たに追
加

A05 2019 年 12 月 GT280R006-01 ファームウェアのアップデート

A06 2020 年 2 月 GT280R006-02 ファームウェアのアップデート

A07 2020 年 4 月 GT280R006-01 ファームウェアの解決済みの問題の追加

A08 2020 年 8 月 GT280R008-01 ファームウェアのアップデート

A09 2020 年 12 月 GT280R008-04 ファームウェアのアップデート

A10 2021 年 7 月 GT280R009-02 ファームウェアのアップデート

A11 2021 年 7 月 GT280R009-02 ファームウェアに機能拡張と追加の解決済みの問題を追加

A12 2022 年 7 月 GT280R010-01 ファームウェアのアップデート

A13 2023 年 2 月 GT280R011-01 ファームウェアのアップデート

サポートされているハードウェアとソフトウェアの一覧については、https://www.dell.com/support にある Dell PowerVault ME4
Series ストレージ システム サポート マトリックスを参照してください。
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GT280R011-01 ファームウェア
このセクションでは、GT280R011-01 ファームウェア リリースで修正された問題について説明します。

トピック：

• GT280R011-01 ファームウェアにおいて解決された問題

GT280R011-01 ファームウェアにおいて解決された問題
GT280R011-1 ファームウェアにおいて解決された問題は、次のとおりです。

メモ: ME4 シリーズ ファームウェアにおける解決済みの問題は、累積的なものです。ME4 シリーズ ファームウェアの 新リ
リースには、これまでにリリースしたファームウェアで解決された問題がすべて含まれています。

表 2. このリリースで修正された問題 

問題 説明

FMW-60957 エラー処理のタイムアウト ロジックにより、PFU バンドルを使用したコード ロードが失敗する。

FMW-60642 ME5084 で PFU バンドルを使用したコード ロードがタイムアウト エラーで失敗する。

FMW-60842 タイムアウト エラーにより、CPLD フラッシュが失敗する。

FMW-57637 SNMP サービスが応答を停止する。

FMW-61092 新の MR3 パッチ ファームウェア アップグレードを実行した後、サイドプレーンは「バージョン一
致」ではなく「成功」としてアップデートされる。

FMW-61094 サイドプレーン ケーブル/物理的に見つからない障害の場合に、「電子的障害」と表示される。
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GT280R010-01 ファームウェア
このセクションでは、新たにリリースされた GT280R010-01 ファームウェアで解決済みの問題、および既知の問題について記載さ
れています。

トピック：

• GT280R010-01 ファームウェアの新機能と機能拡張
• GT280R010-01 ファームウェアにおいて解決された問題

GT280R010-01 ファームウェアの新機能と機能拡張
GT280R010-01 ファームウェアの機能拡張は、次のとおりです。

● FMW-41692：Dell のシリアル番号がログに正しくキャプチャされます。
● FMW-45265：通知が FQDN とともに宛先に到達するように、CLI を使用して SNMP トラップおよび SysLog 通知を設定できま

す。
● FMW-49131：ハイブリッド ストレージ構成を許可する変更を元に戻します。
● FMW-50739：リカバリー コマンドにファイル システム チェックと reset-metadata-volume を追加しました。
● FMW-45431：デュアル コントローラー クラッシュを防止する DDR ポート 0 エラー処理を改善しました。
● FMW-45797：2.2 KW チタニウム PSU のサポートを追加します。
● FMW-51647：シングル バンク NOR フラッシュのサポートを追加します。

GT280R010-01 ファームウェアにおいて解決された問題
GT280R010-01 ファームウェアにおいて解決された問題は、次のとおりです。

メモ: ME4 シリーズ ファームウェアにおける解決済みの問題は、累積的なものです。ME4 シリーズ ファームウェアの 新リ
リースには、これまでにリリースしたファームウェアで解決された問題がすべて含まれています。

表 3. アラートとレポート作成に関する解決済みの問題 

問題 説明

SCM-6677 nant コピー関数は、ci.log にジャンク文字を追加します。

FMW-36364 Check Condition コマンドは、重複するコマンドなしで表示されます。

FMW-43704/48343 アラート状態がサイドプレーン エレメントで検出されました。

FMW-45197 USM マニフェストの VPD バージョン レポートの形式に一貫性がありません。

FMW-47121 ルート エキスパンダーで通信障害が発生しました。

FMW-47242 エラー ハンドラーが srb コマンドを発行すると、OriginalStartTime がリセットされます。

FMW-47521 バンドル ログに含まれるパスワード。

FMW-47590 get logs コマンドは、特定のトレース ログを省略しました。

FMW-48174 温度アラート イベントのイベント マッピングが不正確でした。

FMW-49817 /47578 PSU を再検出すると、PSU レポートが一致しませんでした。

FMW-51767 重複する値を入力したときに、エラー メッセージに入力フィールドのラベルが含まれませんでした。
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表 4. 構成とハードウェアに関する解決済みの問題 

問題 説明

FMW-43231 コントローラーを再起動してから 3 分が経過するまで、ネットワークは表示されません。

FMW-43572 キャッシュと MLIO 間の競合により、コントローラーがクラッシュします。

FMW-43831 ADAPT マップが破損すると、起動サイクルでコントローラーがループする原因となります。

FMW-47364 HIM_IOB_ABORTED_BY_CHM メッセージが表示され、コントローラーがクラッシュします。

FMW-47475 ドライブの取り外し、または取り付け時に、RAID コントローラーがクラッシュします。

FMW-47500 シャットダウンの繰り返し、ADAPT 再構築による再起動、手動再スキャンの組み合わせにより、デ
ィスクが検出されたタイムアウトが発生する原因となります。

FMW-48142 論理 PHY マッピングは、サイドプレーンのデフォルトには含まれません。

FMW-49512 ADAPT の再構築中にドライブを引き出すと、コントローラーがクラッシュします。

FMW-45614 保護ステータスのエラー処理中は、ドライブの状態（セキュア/アンロック）がチェックされません。

FMW-50342 ドライブが劣化している場合、PFU および IO を使用したコードロードが失敗します。

FMW-50518 サイドプレーン ファームウェア ファイルの未割り当てパーツ ナンバー。

FMW-53055 ブートローダー バージョンの不整合。

表 5. インストールとアップデートに関する解決済みの問題 

問題 説明

FMW-45527 工場出荷時のデフォルトに復元すると、2 番目のコントローラーを再起動する前に、 初のコントロ
ーラーがすぐに再起動します。

FMW-49278 check firmware-upgrade-health コマンドを発行すると、appsv プロセスはメモリー領域を保
持します。

FMW-50561 コントローラーの再起動後の待機時間は、システムを起動するのに十分ではありません。

表 6. レプリケーションに関する解決済みの問題 

問題 説明

FMW-49620 1 個のコンテナで複数のコピーバック タスクが実行されます。

表 7. セキュリティに関する解決済みの問題 

問題 説明

FMW-37855 ポート セキュリティ：CVE-2016-4485。

FMW-45639 WPA 802.1x 証明書をアクティブ化する前に、進行中のアクティビティを確認します。

FMW-49242 TLS 1.2 暗号が有効になっているため、無効にする必要があります。

FMW-50101 ハッシュ化されたパスワードはローカルに保存されます。

FMW-50102 レート制限は実施されていません。

FMW-50108 CVE-2021-3712、CVE-2021-3711。

FMW-50109 JQUERY の脆弱性。

FMW-50201 OpenSSH を opensh-8.7p1 バージョンにアップグレードします。

表 8. ストレージ管理に関する解決済みの問題 

問題 説明

FMW-47617 Atomic Test and Set（ATS）関連コントローラーのリセットを修正しました。
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表 8. ストレージ管理に関する解決済みの問題 （続き）

問題 説明

FMW-45316 ライトスルー モードで 4 MB を超える Write Same IO をリクエストすると、コントローラーがクラ
ッシュする原因となります。

FMW-49122 バックグラウンド スクラブのため、ストレージ プールの再構築に時間がかかります。

FMW-49487 DHCP は、ゲートウェイ IP アドレスの 後のオクテットで、127 を超える値を使用してアレイを検出し
ません。

表 9. ユーザー インターフェイスに関する解決済みの問題 

問題 説明

FMW-44865 ホスト マッピングは、アレイのコールド ブート後に失われます。

FMW-48935 セカンダリー ボリューム名入力フィールドでは、上限よりも長いボリューム名を使用できます。

FMW-49427 show license コマンドと、query peer-connection コマンドの出力で、ライセンスの詳細が一致しま
せん。

FMW-50056 パフォーマンス統計の履歴が正しく表示されません。

FMW-51554 PowerVault Manager では、イメージが垂直にシフトされ、LED のステータスが不明瞭になります。

FMW-53216 PowerVault Manager は、リニア構成と仮想構成の間で選択するオプションを表示する前に、仮想プールをプ
ロビジョニングできるかどうかを確認しません。
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GT280R009-02 ファームウェア
このセクションでは、リリースされた GT280R009-02 ファームウェアの新しい解決済みの問題と既知の問題について記載されてい
ます。

トピック：

• GT280R009-02 ファームウェアの新機能と機能拡張
• GT280R009-02 ファームウェアで解決された問題
• GT280R009-02 ファームウェアの既知の問題

GT280R009-02 ファームウェアの新機能と機能拡張
GT280R009-02 ファームウェアの機能拡張は、次のとおりです。

● FMW-36573：プラグ可能認証モジュール（PAM）と BLPT がファームウェアで破損した場合に、データが使用不可になったり
データ ロスになった状態（DU/DL）をリカバリーする機能を追加しました（リカバリー ファームウェアは提供されません）。

● FMW-38636：DHD ログのサポートを追加しました。
● FMW-39136：DHD ドライブ ログの FTP ヘルプ テキストをアップデートしました。
● FMW-40539：WPA 証明書、キー、および WPA CA 証明書をアップロードするためのコードと、アップロードされた WPA 証明

書のリストを表示するためのコードをアップデートしました。

GT280R009-02 ファームウェアで解決された問題
GT280R009-02 ファームウェアで解決された問題は、次のとおりです。

メモ: ME4 シリーズ ファームウェアにおける解決済みの問題は、累積的なものです。ME4 シリーズ ファームウェアの 新リ
リースには、これまでにリリースしたファームウェアで解決された問題がすべて含まれています。

表 10. アラートおよびレポートに関する解決済みの問題 

問題 説明

FMW-36644 ユーザーが PowerVault Manager にログインしていないときにデータをサンプリングすると、CloudIQ のボリュ
ームおよびプールの統計情報が正しくありません。

FMW-38568 CloudIQ アップロード エラー イベントが発生した場合に生成されるアラートの重大度が、エラーから情報に
変更されました。

表 11. セキュリティに関する解決済みの問題 

問題 説明

FMW-39192 脆弱な暗号 DHE-RSA-AES256-SHA を無効にしました。

FMW-39193 脆弱な MAC アルゴリズムを無効にしました。

FMW-39287 CVE-2004-0230 にパッチを追加しました。

FMW-40009 CVE-2020-14416 の修正を追加しました。

FMW-40010 CVE-2020-14145 の OpenSSH を 8.4p1 にアップグレードしました。

FMW-42419 CVE-2019-5747 と CVE-2018-20679 の修正を追加しました。

FMW-42430 CVE-2011-1575 と CVE-2011-0418 を修正するための Pure-FTPd のパッチを追加しました。

FMW-42433 CVE-2016-9840 を修正するための zlib のパッチを追加しました。
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表 12. ストレージ管理に関する解決済みの問題 

問題 説明

FMW-33614 セキュリティ プロトコルを TLS から None に簡単に変更できません。

FMW-36759 システムが SCSI 再スキャンを実行しているときに、誤ったエンクロージャ設定ページを読み取り、間違った
エンクロージャ構成をスワップする問題が修正されました。

FMW-36776 キャッシュされたパリティ バッファー ポインター データ構造の古くなったエラーをすべてクリアしました。
古くなったエラーによって、誤ったドライブ障害など、間違った動作が引き起こされる可能性がありました。

FMW-36979 パフォーマンス統計情報の履歴が不正確な問題を修正しました。

FMW-37469 システムに BLPT がなく BLPT 待ちの状態の場合の ps idle ページ生成のループを中断しました。

FMW-38398 整合性のないメタデータ（BLPT エラー）が原因で、仮想プールがオフラインになる場合がありました。

FMW-38736 ボリュームのミラーなしキャッシュ ポリシーが原因で、コントローラー パニックが発生する可能性がありま
した。

FMW-39564 無効な IQN がすでにログインしていると、Coherent Accelerator Processor Interface（CAPI）から無効な IQN を
削除できませんでした。

FMW-39926 SEAVE コード エラーによってコントローラーがリセットされると、信頼性の低いディスク読み取りパスの検
出エラーが発生することがありました。

FMW-40013 プールのパフォーマンス統計情報の履歴のクエリー処理が、現在の時間を超えた時間の範囲で処理できませ
んでした。

FMW-40540 WPA 証明書の証明書の詳細を表示して、Web 証明書の詳細をリストまたは表示する機能を追加しました。
FMW-42073 で修正された OpenSSL エラーのために、証明書の追加パスに検証を追加しました。

FMW-40705 SNMP がコントローラーの正しい電源オン時間を収集することができません。

FMW-40864 サフィックス番号が 9999 を超えると発生する保存ポリシー エラーが原因で、レプリケーション スナップシ
ョットを作成できない場合がありました。

FMW-41352 SNMP トラップの agent-addr フィールドにあるのが内部 IP アドレスのため、OpenManage Enterprise がア
ラートを ME4 システムに分類できません。

FMW-41496 システムの再起動後に、複数のディスクが残った状態になることがありました。

FMW-42073 OpenSSL のプレフィックス パスと共有拡張機能が修正されました。

表 13. ユーザー インターフェイスに関する解決済みの問題 

問題 説明

FMW-34488 システムをシリアル接続でセットアップすると、［EULA］画面で Q キーを押して停止しようとしても機能し
ません。

FMW-36979 ［パフォーマンス］タブの［履歴データ グラフ］に表示されるディスク キューの深さが誤っていることがあ
りました。

FMW-40013 タイム ゾーン オフセットを使用してストレージ システムの履歴パフォーマンスを取得しようとすると、エラ
ーが発生することがありました。

FMW-41265 ドメイン サフィックスが 6 文字を超えると、［システム設定］ダイアログ ボックスの［通知］タブで［SMTP
サーバー名］を指定できませんでした。

GT280R009-02 ファームウェアの既知の問題
GT280R009-02 ファームウェアの既知の問題は、次のとおりです。

表 14. インストールとアップデートに関する既知の問題 

問題 説明 回避策

50140 まれなケースですが、ファームウェア バンドルのインストー
ル後、イベント 235 が Not Ready, enclosure services

ストレージ システムへの I/O を停止してから、コント
ローラー エンクロージャの電源を入れ直します。
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表 14. インストールとアップデートに関する既知の問題 

問題 説明 回避策

unavailable という詳細とともにログに記録されることが
あります。

表 15. ストレージ管理に関する既知の問題 

問題 説明 回避策

51833 10Gbase-T コントローラーおよびインテル Ethernet コンバー
ジド ネットワーク アダプター X520 のパフォーマンスに関す
る問題。

インテル Ethernet コンバージド ネットワーク アダプ
ター X520 のドライバーを 新バージョンにアップデ
ートします。その後、インテル Ethernet コンバージド
ネットワーク アダプター X520 のドライバーに対する
割り込みを無効にします。

49962 PowerVault Manager パネルで、SAS ディスクの用語が揺らい
でいます。
● MDL と SAS MDL は、いずれもミドルラインまたはニアラ

インの回転 SAS ディスクです。
● SSD と sSAS は、いずれも SAS SSD を指します。

特にありません。
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GT280R008-04 ファームウェア
このセクションでは、新たにリリースされた GT280R008-04 ファームウェアで解決済みの問題、および既知の問題について記載さ
れています。

トピック：

• GT280R008-04 ファームウェアで解決された問題
• GT280R008-04 ファームウェアの既知の問題

GT280R008-04 ファームウェアで解決された問題
GT280R008-04 ファームウェアで解決された問題は、次のとおりです。

メモ: ME4 シリーズ ファームウェアにおける解決済みの問題は、累積的なものです。ME4 シリーズ ファームウェアの 新リ
リースには、これまでにリリースしたファームウェアで解決された問題がすべて含まれています。

表 16. アラートおよびレポートに関する解決済みの問題 

問題 説明

FMW-37739 Seagate ドライブから SMART ジャーナル ファイル UDS と SM2 をプルする機能が追加されました。

表 17. セキュリティに関する解決済みの問題 

問題 説明

FMW-38917 CVE-2019-15239 の修正を追加

FMW-38371 CVE-2018-1000517 の修正を追加

FMW-37917 CVE-2013-4348 の修正を追加

表 18. ストレージ管理に関する解決済みの問題 

問題 説明

FMW-37288 ME4 シリーズのストレージ システムの電源がオフになっている間にドライブがシャッフルされた際に発生
するスロットの親和性問題が解決されました。

FMW-36436 システムで使用可能な HIO リソース不足のため、HIO が割り当てられている MLIO スレッドでコントローラー
がクラッシュする問題が解決されました。

FMW-41018 スロットの親和性 DOA チェックがより限定的になりました。

表 19. ユーザー インターフェイスに関する解決済みの問題 

問題 説明

FMW-37335 ［ライセンスのインストール］画面での無効な文字列の参照が修正されました。

FMW-37408 時間が 24 時間形式に変換された場合に、スケジューラーの開始時間が修正されるようになりました。

GT280R008-04 ファームウェアの既知の問題
GT280R008-04 ファームウェアの既知の問題は次のとおりです。
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表 20. インストールとアップデートに関する既知の問題 

問題 説明 回避策

50140 まれなケースですが、ファームウェア バンドルのインストー
ル後、イベント 235 が Not Ready, enclosure services
unavailable という詳細とともにログに記録されることが
あります。

ストレージ システムへの I/O を停止してから、コント
ローラー エンクロージャの電源を入れ直します。

表 21. ストレージ管理に関する既知の問題 

問題 説明 回避策

51833 10Gbase-T コントローラーおよびインテル Ethernet コンバー
ジド ネットワーク アダプター X520 のパフォーマンスに関す
る問題。

インテル Ethernet コンバージド ネットワーク アダプ
ター X520 のドライバーを 新バージョンにアップデ
ートします。その後、インテル Ethernet コンバージド
ネットワーク アダプター X520 のドライバーに対する
割り込みを無効にします。

49962 PowerVault Manager パネルで、SAS ディスクの用語が揺らい
でいます。
● MDL と SAS MDL は、いずれもミドルラインまたはニアラ

インの回転 SAS ディスクです。
● SSD と sSAS は、いずれも SAS SSD を指します。

特にありません。

49055 IPv6 および DNS 用の SLP がサポートされていません。 特にありません。
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GT280R008-01 ファームウェア
このセクションでは、リリースされた GT280R008-01 ファームウェアの新機能、解決済みの問題、および既知の問題について記載
されています。

トピック：

• GT280R008-01 ファームウェアで解決された問題
• GT280R008-01 ファームウェアの既知の問題

GT280R008-01 ファームウェアで解決された問題
GT280R008-01 ファームウェアで解決された問題は、次のとおりです。

メモ: ME4 シリーズ ファームウェアにおける解決済みの問題は、累積的なものです。ME4 シリーズ ファームウェアの 新リ
リースには、これまでにリリースしたファームウェアで解決された問題がすべて含まれています。

表 22. アラートおよびレポートに関する解決済みの問題 

問題 説明

FMW-37147 すべてのグローバル スペアが使用されている場合、それ以上のグローバル スペア タイプのイベントはログに
記録されません。

FMW-35134 イベント 608 の重大度が、情報からエラーに変更されました。

表 23. セキュリティに関する解決済みの問題 

問題 説明

FMW-36632 OpenSSH を OpenSSH 8.2p1 にアップデート

FMW-36478 OpenSSL を OpenSSL 1.1.1g にアップデート

FMW-34202 CVE-2015-1465 のパッチの追加

FMW-34201 CVE-2015-5364 のパッチの追加

FMW-34195 CVE-2016-7117 のパッチの追加

FMW-34193 CVE-2014-2523 のパッチの追加

FMW-34192 CVE-2016-7117 のパッチの追加

表 24. ストレージ管理に関する解決済みの問題 

問題 説明

TT 51988 iSCSI ポートを搭載しているストレージ システムでは、タスク管理機能（TMF）の応答で TX キュー リソース
のリークが発生したため、コントローラーがクラッシュする可能性があります。

FMW-35382 restore factory defaults コマンドを、SAS ホスト インターフェイスを搭載しているストレージ シス
テム上で実行すると、ページ障害が発生する可能性があります。

FMW-35377 ストレージ システムに新しいディスク グループを追加すると、新しいディスク グループにメタデータをコピ
ーするために使用されているディスク グループが、システムによって削除される可能性があります。

FMW-35374 プールが高しきい値に到達すると、キュー ポリシーが Discard から Queue Latest に変更されるようにな
りました。

FMW-35373 レプリケーション セットがないセカンダリー システムに、レプリケーションのキャンセルに関するメッセー
ジが送信されると、コントローラーがクラッシュする可能性があります。
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表 24. ストレージ管理に関する解決済みの問題 （続き）

問題 説明

FMW-35369 システムの内部リソースが不足すると、コントローラーがクラッシュする可能性があります。

FMW-35367 プールがいっぱいになった時の I/O エラー パスでのアサートを解決しました。

FMW-35342 プールのスペースが不足していると、分割書き込み I/O とレプリケーション デッドロックが発生する可能性
があります。

FMW-35092 プールのスペースが不足している時に発生する I/O が原因で、コントローラーがクラッシュする可能性があり
ます。

FMW-35091 プールのスペースが不足していると、分割書き込み I/O とスケジュール設定されたスナップショットが原因
で、コントローラーがクラッシュする可能性があります。

FMW-35061 RAID 6 ディスク グループにある 2 台以上のドライブの電源がオフになっている状態で、コントローラーを再
起動すると、ディスク グループは隔離されたオフライン（QTOF）ではなく、フォールト トレラントでオン
ライン（FTOL）として起動します。

FMW-35015 フルディスク暗号化（FDE）ステータスを非セキュアからセキュアに変更すると、ドライブでは正常性ステー
タスが縮退であると報告される可能性があります。

FMW-34792 デュアルコントローラー構成では、古いデータが隔離されたディスク グループにフラッシュされると、シャ
ットダウン ストールが発生する可能性があります。

FMW-34072 未処理の社員 I/O がないかどうかを確認して、DMA をキャッシュに戻せるように ATS状態のマシンの問題を
解決しました。

FMW-34014 両方の RAID I/O モジュール（RIOM）を再起動して、重大なエラー（OSMEnterDebugger）が発生すると、
デュアルコントローラー クラッシュが発生する可能性があります。

FMW-29997 ミッドプレーンの重要な製品データ（VPD）が破損した場合、VPD が不整合になる可能性があります。

FMW-33752 ストレージ システムで、断続的なファン障害が発生する可能性があります。

表 25. SupportAssist および CloudIQ に関する修正済みの問題 

問題 説明

FMW-36111 show support-assist コマンドと show cloud-iq コマンドの出力は、SupportAssist に送信されるデー
タには含まれていません。

FMW-34857 SupportAssist サーバーとの通信すべてに関わるサービスのメモリー リーク。

51982 SupportAssist および CloudIQ を有効または無効にするために送信されるコマンドの順序は正しくありません。

51957 set support-assist-info コマンドの有効なパラメーターのリストに、一部の UTC タイム ゾーンがあり
ません。

表 26. ユーザー インターフェイスに関する解決済みの問題 

問題 説明

FMW-34563 ［すべてのマッピングを削除］ダイアログ ボックスのテキストは、誤解を招いてしまいます。

FMW-33121 PowerVault Manager で新しいユーザーが作成された場合、default password changed の属性は正しく設
定されません。

51940 ［詳細設定］ダイアログ ボックスでは、［ディスク］ タブにテキストが正しく表示されない可能性がありま
す。

51831 ［スナップショットの作成］ダイアログ ボックスでは、12 時間形式で指定された時刻を 24 時間形式に正しく
変換できない可能性があります。

51414 スペアに関する誤った警告メッセージが、PowerVault Manager に表示される可能性があります。

GT280R008-01 ファームウェアの既知の問題
GT280R008-01 ファームウェアの既知の問題は、次のとおりです。
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表 27. インストールとアップデートに関する既知の問題 

問題 説明 回避策

50140 まれなケースですが、ファームウェア バンドルのインストー
ル後、イベント 235 が Not Ready, enclosure services
unavailable という詳細とともにログに記録されることが
あります。

ストレージ システムへの I/O を停止してから、コント
ローラー エンクロージャの電源を入れ直します

表 28. ストレージ管理に関する既知の問題 

問題 説明 回避策

51833 10Gbase-T コントローラーおよびインテル Ethernet コンバー
ジド ネットワーク アダプター X520 のパフォーマンスに関す
る問題。

インテル Ethernet コンバージド ネットワーク アダプ
ター X520 のドライバーを 新バージョンにアップデ
ートします。その後、インテル Ethernet コンバージド
ネットワーク アダプター X520 のドライバーに対する
割り込みを無効にします。

49962 PowerVault Manager パネルで、SAS ディスクの用語が揺らい
でいます。
● MDL と SAS MDL は、いずれもミドルラインまたはニアラ

インの回転 SAS ディスクです。
● SSD と sSAS は、いずれも SAS SSD を指します。

特にありません。

49055 IPv6 および DNS 用の SLP がサポートされていません。 特にありません。
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GT280R006-02 ファームウェア
このセクションでは、リリースされた GT280R006-02 ファームウェアにおける新機能、解決済みの問題、既知の問題を記載してい
ます。

トピック：

• GT280R006-02 ファームウェアにおいて解決された問題

GT280R006-02 ファームウェアにおいて解決された問題
GT280R006-02 ファームウェアで解決された問題は、次のとおりです。

メモ: ME4 シリーズ ファームウェアにおける解決済みの問題は、累積的なものです。ME4 シリーズ ファームウェアの 新リ
リースには、これまでにリリースしたファームウェアで解決された問題がすべて含まれています。

表 29. ストレージ管理に関する解決済みの問題 

問題 説明

FMW-34754 SupportAssist サービスでメモリー リークが発生すると、管理コントローラーとの通信が断続的に途切れる問
題が起こることがあります。

FMW-34000 GT280R006-01 ファームウェアの新しい Ethernet ドライバーの問題により、管理コントローラーとの通信が断
続的に途切れる問題が起こることがあります。
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GT280R006-01 ファームウェア
このセクションでは、リリースされた GT280R006-01 ファームウェアにおける新機能、解決済みの問題、既知の問題を記載してい
ます。

トピック：

• GT280R006-01 ファームウェアの新機能と機能拡張
• GT280R006-01 ファームウェアにおいて解決された問題
• GT280R006-01 ファームウェアの既知の問題

GT280R006-01 ファームウェアの新機能と機能拡張
GT280R006-01 ファームウェアの新機能と機能拡張は、次のとおりです。

● CloudIQ の改善：今後の機能追加のために、CloudIQ テレメトリー データ ペイロードを改善しました。
● PowerVault Manager のブランド変更：ストレージ システムの Web ブラウザー インターフェイスの名前が、PowerVault Manager

に変更されました。ME4 シリーズのファームウェアおよびドキュメントの以前のバージョンでは、PowerVault Manager は ME
Storage Manager（MESM）と呼ばれていました。

● CLI におけるソフトウェアの EULA：ソフトウェアのエンド ユーザー ライセンス契約（EULA）は、コマンド ライン インターフ
ェイス（CLI）への初回アクセス時に表示されます。

● SupportAssist におけるメンテナンス モードの自動化とファームウェア アップデート：ME4 シリーズ ストレージ システムで
SupportAssist が有効になっている場合は、次のような操作が行われます。
○ ME4 シリーズ ストレージ システムは、ユーザーがシステムを再起動したりファームウェアをアップデートしたりすると、

それに合わせて自動的にメンテナンス モードを開始および終了します。
○ ME4 シリーズ ストレージ システムは、ファームウェア アップデートが利用可能かどうかを定期的にチェックします。ファ

ームウェア アップデートが利用可能な場合は、アラートが生成され、ストレージ システムのイベント ログに追加されます。

GT280R006-01 ファームウェアにおいて解決された問題
GT280R006-001 ファームウェアにおいて解決された問題は、次のとおりです。

メモ: ME4 シリーズ ファームウェアにおける解決済みの問題は、累積的なものです。ME4 シリーズ ファームウェアの 新リ
リースには、これまでにリリースしたファームウェアで解決された問題がすべて含まれています。

表 30. アラートとレポート作成に関する解決済みの問題 

問題 説明

51822 ストレージ システムが手動メンテナンス モードになっている場合、SupportAssist のイベントが非表示になり
ます。

51721 イベント ビューアーで CloudIQ のエラー状態は報告されるものの、CloudIQ ペイロードが正常であるというメ
ッセージが表示されません。

51375 PowerVault Manager を使用してログをダウンロードしようとすると、時折失敗します。

51165 Storage Controller のログにネットワーク接続情報が追加されます。

51124 イベント ビューアーに次のようなメッセージが表示される原因となっていたイベント 648 のエラー条件が修
正されました。

［Failed to initiate sending logs to SupportAssist］

SupportAssist logs upload is in progress. Retry after 10-15 minutes.
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表 31. 構成とハードウェアに関する解決済みの問題 

問題 説明

51873 Value Array シリーズ ストレージ システムの SCSI 製品 ID およびモデル番号のフィールドが空白です。

51770 ［ソース］ドロップダウン メニューから［自動］オプションを選択した場合、IPv6 アドレスがコントローラー
に割り当てられません。

51586 独立キャッシュ パフォーマンス モード（ICPM）設定が表示されません。

51080 マルチサーバー アクセスが有効化されているときに iSCSI をセットアップすると、警告メッセージが表示さ
れます。

表 32. インストールとアップデートに関する解決済みの問題 

問題 説明

51901 ME4 Series ストレージ システムを GT280 ファームウェアから GT275 ファームウェアにダウングレードしよ
うとすると、次のようなエラーで失敗する場合があります。

PFU was unable to build package

51899 ファームウェア アップデートの週次スケジュールが日曜日の午前 0 時に設定されていますが、スケジュール
はランダムな時間に設定する必要があります。

51677 サービスの割り込みに関する警告を表示せずにドライブ ファームウェア アップデートが続行できる設定に
なっています。

51652 Easy Start ウィザードを使用して、リニア ストレージをセット アップし、［スペアの管理］ページで［専用ス
ペアをディスク グループに割り当てる］のチェック ボックスがオンになっている場合、ウィザードにはディ
スク グループ名の複数のエントリーが表示され、ナビゲーションの矢印は非表示になります。

51488 ユーザーは、ストレージ システムを再スキャンまたは再起動するまで、ME4 Series ストレージ システムでサ
ポートされていないドライブをインストール、構成、および使用できます。

表 33. レプリケーションに関する解決済みの問題 

問題 説明

50261 レプリケーション スケジュールの作成、キュー ポリシーの変更、またはピア接続の変更の際に、PowerVault
Manager でユーザー インターフェイスがうまく調整されません。

表 34. ストレージ管理に関する解決済みの問題 

問題 説明

51783 Atomic Test and Set（ATS）関連コントローラーのリセットを修正しました。

51688 IPv6 ホスト ポートが構成されている 10Gbase-T iSCSI コントローラーでピア接続を構築できません。

51431 PCIe リンクのリカバリーが失敗することによって、コントローラーのフェールオーバーがまれに発生するこ
とがあります。

51077 スペアが専用スペアとして設定されていても、すべてのスペアがグローバル スペアとして表示されます。

50887 マッピングされていないホストを作成して既存のホスト グループに追加した場合、そのホストがホスト グル
ープに追加されているのにもかかわらず、マッピング済みのフラグが［なし］に設定されます。

GT280R006-01 ファームウェアの既知の問題
GT280R006-01 ファームウェアの既知の問題は、次のとおりです。

表 35. インストールとアップデートに関する既知の問題 

問題 説明 回避策

50140 まれなケースですが、ファームウェア バンドルのインストー
ル後、イベント 235 が Not Ready, enclosure services

ストレージ システムへの I/O を停止してから、コント
ローラー エンクロージャの電源を入れ直します。
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表 35. インストールとアップデートに関する既知の問題 

問題 説明 回避策

unavailable という詳細とともにログに記録されることが
あります。

表 36. ストレージ管理に関する既知の問題 

問題 説明 回避策

51833 10Gbase-T コントローラーおよびインテル Ethernet コンバー
ジド ネットワーク アダプター X520 のパフォーマンスに関す
る問題。

インテル Ethernet コンバージド ネットワーク アダプ
ター X520 のドライバーを 新バージョンにアップデ
ートします。その後、インテル Ethernet コンバージド
ネットワーク アダプター X520 のドライバーに対する
割り込みを無効にします。

49962 PowerVault Manager パネルで、SAS ディスクの用語が揺らい
でいます。
● MDL と SAS MDL は、いずれもミドルラインまたはニアラ

インの回転 SAS ディスクです。
● SSD と sSAS は、いずれも SAS SSD を指します。

特にありません。

49055 IPv6 および DNS 用の SLP がサポートされていません。 特にありません。
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GT280R004-01 ファームウェア
このセクションでは、リリースされた GT280R004-01 ファームウェアにおける新機能、解決済みの問題、既知の問題を記載してい
ます。

トピック：

• GT280R004-01 ファームウェアの新機能と機能拡張
• GT280R004-01 ファームウェアにおいて解決された問題
• GT280R004-01 ファームウェアの既知の問題

GT280R004-01 ファームウェアの新機能と機能拡張
GT280R004-01 ファームウェアの新機能と機能拡張は、次のとおりです。

● CloudIQ のサポート：ME4 Series ストレージ システムが CloudIQ に対応しました。
● カリフォルニア州パスワード要件の適用：ME4 Series ストレージ システムの導入時に、新しいユーザー名およびパスワードの

作成を要求する要件が追加されました。
● SupportAssist の機能拡張：次の機能が SupportAssist（旧 Phone Home）に追加されました。

○ お客様は、テクニカル サポートでのケースの自動作成をオプト アウトすることができます。
○ お客様は、システムをメンテナンス モードにすることができます。

メモ: SupportAssist は、デフォルトでは有効になっていません。SupportAssist とその有効化方法に関する詳細については、
Dell EMC PowerVault ME4 シリーズ ストレージ システム管理者ガイドを参照してください。

SupportAssist のオプトアウト機能およびメンテナンス モード機能に関する問題は、GT280R006-01 ファームウェアのリリース
で修正されています。

● ドライブ エラー統計情報：ドライブ エラー統計情報がサポート バンドルに含まれるようになりました。
● ブランディング拡張エンクロージャ用 CLI コマンドの追加：ME4 シリーズ拡張エンクロージャで動作するブランディング CLI

コマンドが拡張されました。
メモ: このコマンドは、テクニカル サポートの指示がある場合にのみ使用してください。

● 機能の完全なリセットによって工場出荷時のデフォルト設定に戻すコマンド：デフォルト設定の復元コマンドという機能が追
加され、ストレージ システムをリセットして工場出荷時のデフォルト設定に戻すことができようになりました。

メモ: このコマンドは、テクニカル サポートの指示がある場合にのみ使用してください。

● OpenManage Enterprise 3.2 のサポート：OpenManage Enterprise 3.2 を使用した ME4 シリーズ ストレージ システムの検出とモ
ニタリングが追加されました。OpenManage Enterprise は、システムの管理およびモニタリングを行うアプリケーションで、企
業ネットワーク内の Dell EMC サーバー、シャーシ、ストレージ、ネットワーク スイッチの包括的なビューを提供します。

● SSH クライアント：このリリースのファームウェアでのセキュリティ アップデートに伴い、ストレージ システムにアクセスを
するために SSH クライアントのアップデートが必要になることがあります。

● FC スイッチのシンボリック ポート名：ファイバー チャネル スイッチで、ストレージ システムのデバイス名が ME4 と表示され
るようになりました。

● VMware のサポート：VMware vCenter Site Recovery Manager（SRM）8.1.1 と vCenter Server 6.7 Update 2 に対応するようになり
ました。

GT280R004-01 ファームウェアにおいて解決された問題
GT280R004-01 ファームウェアで解決された問題は、次のとおりです。

メモ: ME4 シリーズ ファームウェアにおける解決済みの問題は、累積的なものです。ME4 シリーズ ファームウェアの 新リ
リースには、これまでにリリースしたファームウェアで解決された問題がすべて含まれています。

9
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表 37. アラートとレポート作成に関する解決済みの問題 

問題 説明

51054 DNS参照の失敗に関するイベント ログ メッセージが分かりにくくなっています。

50883 SupportAssist 構成の変更が成功または失敗した場合のイベント ログが生成されません。

50858 SupportAssist を有効にする場合、SupportAssist を無効にする場合、または ME Storage Manager で
SupportAssist 構成の設定を変更する場合に、イベント ログが生成されません。

50247 ME Storage Manager では、ディスク グループの履歴統計を表示することはできるものの、正常にエクスポー
トすることはできません。

49875 コントローラー A とコントローラー B によって、未対応ディスクの正常性に関する異なった値の報告がまれ
に行われます。

49613 コントローラー ID LED がオンになっている状態でコントローラーを再起動すると、LED がオフになっている
場合でも、コントローラー ID LED をオンにするボタンが無効になります。

表 38. 構成とハードウェアに関する解決済みの問題 

問題 説明

51212 PSU が取り外された場合や 1 分以上電力が供給されていない場合は、状態の修正が行われた後、Ops パネル上
のステータス/正常性インジケーターがアンバーのままになります。

50686 ME Storage Manager を使用して再スキャンを実行すると、温度センサーで一時的に誤ったエラーが発生しま
す。

50685 IP の代わりに FQDN を入力した場合、SMTP サーバーにおける ME Storage Manager の検証が失敗します。

50204 DHCP をオフにしてコントローラーを交換すると、ストレージ コントローラーに無効な IPv6 アドレスが設定
されることがまれにあります。

50136 コントローラーを初期化中にパートナー コントローラーを取り外した場合や追加した場合に、コントローラ
ーの初期化が失敗することがあります。

50081 ME Storage Manager では IPv6 アドレスにスペースを使用できません。

50045 ME storage Manager では、ME Storage Manager を使用して手動入力された既存の IPv6 アドレスに対し、ユー
ザーが変更を加えることはできません。

50044 ME Storage Manager では、両方のコントローラーで同一の IP アドレスを設定できます。

50004 ストレージ システムのホスト名を変更した場合、コントローラーによる新しい SSL 証明書の生成が失敗する
ことがあります。

49932 故障したディスク上で FDE キーの変更を 2 回試みた後、システムはディスクを固定しました。

49874 コントローラー モジュールは、そのパートナー コントローラー モジュールによって強制終了されてしまうこ
とがあります。

49467 ボリューム数が多い、またはボリューム数が 大のストレージ システムでは、ME Storage Manager における
ボリューム グループの作成が失敗または停止することがあります。

49261 CLI では、ホスト グループから複数のホストを削除するときに、無効なホスト名が指定された場合にも、エラ
ー メッセージにはエラーの原因となったホスト名が記載されません。

48310 コンポーネントを一切選択せずに［LED をオフにする］をクリックすると、ME Storage Manager からエラー
が返されます。

表 39. インストールとアップデートに関する解決済みの問題 

問題 説明

51406 正しくケーブル接続されていないストレージ システムでコントローラーのファームウェア アップデートが
実行されると、ディスク グループがオフラインになることがあります。

50418 古いファームウェアを組み込んだコントローラーを挿入すると、コントローラーのファームウェアが同期さ
れた後に、新しいファームウェアを組み込んだコントローラーが予期せず再起動します。
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表 39. インストールとアップデートに関する解決済みの問題 （続き）

問題 説明

50196 Partner Firmware Update（PFU）機能を使用している場合、コントローラーのファームウェア アップデートの
進行状況の詳細を示すメッセージがパートナー コントローラーに表示されます。コントローラーのファーム
ウェア アップデートが切り替わり、ローカル コントローラーに対して行われるようになると、メッセージは
表示されなくなり、コントローラーのファームウェア アップデートの進行状況は表示されなくなります。

49945 次に該当する場合、新しく挿入したコントローラーのネットワーク IP 設定が正しく設定されません。
● 新しく挿入したコントローラーで IPv6 アドレッシングを使用している。
● ミッドプレーンに固定 IP アドレスを設定している。
● 新しく挿入したコントローラーに DHCP を設定している。
● 管理コントローラーとストレージ コントローラーの間の通信に問題が発生している。

49929 コントローラー ファームウェア バンドルのロード中、まれに「Firmware update failed」というエラー
メッセージが表示されます。

49746 特定のストレージ システム構成において、ファームウェア アップデート後に、一部のディスク グループが隔
離され、ディスクが見つからないと報告されます。これに該当するのは、1 台の 2U24 シングルコントローラ
ー エンクロージャと複数台の 5U84拡張エンクロージャで構成され、プール構成が 大となっている、アク
ティブ ホスト I/O とユーティリティー I/O を処理するシステム構成です。

49548 ファームウェア アップデート中に show version CLI コマンドを実行すると、まれに管理コントローラー
（MC）のクラッシュが発生する場合があります。パートナー コントローラーの MC は影響を受けません。

49482 コントローラーのファームウェア アップデートを実行後に、ME Storage Manager を閉じることができなくな
ります。

49390 コントローラーのファームウェア アップデート中には SNMP イベントが生成されません。

49363 コントローラーのファームウェア アップデートに失敗すると、その後はコントローラーがダウン状態のまま
となりました。ログを取得しようとして失敗しても、エラー メッセージが表示されませんでした。

48673 コントローラーのファームウェア アップデートを実行後、ME Storage Manager で CHAP シークレットの有効
化または無効化が失敗することがあり、次のエラーが表示されます。

“Failed to set the iSCSI parameters. An internal timeout occurred. Host link
reset did not complete”

表 40. レプリケーションに関する解決済みの問題 

問題 説明

50963 10Gbase-T iSCSI コントローラーの間でレプリケーションを行う場合、ジャンボ フレームは機能しません。

50962 レプリケーション セット間の整合性を持たせてセット アップすることができません。

50927 10Gbase-T iSCSI レプリケーション オプションが正常に機能しません。

50268 iSCSI CHAP シークレットを変更した後、まれにレプリケーション スケジュールとレプリケーション操作が開
始されないことがあります。この問題は、キューに入っているレプリケーションがスタック状態になったこ
とにより、レプリケーション セットを準備状態のまま維持して、それ以降のレプリケーションの発生を回避
しようとするために起こります。

50266 ME Storage Manager において、負荷の高いストレージ システムの iSCSI CHAP を無効にすると、レプリケー
ション セットに対する変更がタイムアウトとなることがあります。

50255 ME Storage Manager では、レプリケーション スケジュールによってセカンダリ ボリュームのスナップショッ
トが作成された場合に次のエラーが表示されることがあります。

WARNING A replication snapshot failed to be created

49750 I/O を実行している状態で、ディスク グループの追加アクションを開始した直後にコントローラーのシャット
ダウンをすると、コントローラーの応答が停止する場合があります。

49722 create snapshots CLI コマンドを使用すると、1 個または複数の領域がスナップショット名として設定で
きるようになります。
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表 40. レプリケーションに関する解決済みの問題 （続き）

問題 説明

49705 シングルコントローラー モードが有効になっており、I/O を実行している場合、CLI を使用してボリュームの
キャッシュ書き込みポリシーをライトスルーに変更すると、コントローラーのクラッシュが発生する場合が
あります。

49412 CLI において delete host-group コマンドを使用した場合、ホストグループ名「d」または「D」はパラメ
ーター delete-hosts の略語と解釈されます。

49209 スケジュール設定されたレプリケーションの実行中、まれにコントローラー モジュールに障害が発生する場
合があります。

49181 まれに、レプリケーション操作が失敗し、「Error: The requested operation is not allowed for
the current state of the virtual replication set」というメッセージが表示される場合があり
ます。レプリケーションを再開しようとすると、「Error: The operation cannot be completed
because controller failover or recovery is in progress」というメッセージが表示されて操
作が失敗します。

49070 ME Storage Manager でレプリケーション セットを作成し、［スケジュール済み］チェック ボックスがオンに
なっている場合、レプリケーション スケジュール ウィンドウが表示されません。

49020 ボリュームコピー操作の進行中にディスティネーション ボリュームを削除しようとすると、「Error: Bad
parameter(s) were specified」という不適切なメッセージが表示されます。

48923 ME Storage Manager でレプリケーション セットを作成した場合に、コマンドが正常に機能し、レプリケーシ
ョン セットが作成された場合でも、警告メッセージが表示されることがあります。

表 41. ストレージ管理に関する解決済みの問題 

問題 説明

51509 スナップショットを作成後にプール A がオフラインになることがあります。

51311 ME Storage Manager でリニア ディスク グループを作成するときに、［すべて選択］チェック ボックスをオン
にすると、拡張のために選択されたディスクの数が多すぎることを示すエラー メッセージが表示されること
があります。

51221 ME Storage Manager では、ディスク グループを作成するときにチャンク サイズのドロップダウン メニュー
を使用できません。

51189 シングルコントローラー モードのストレージ システムは、起動のたびに、パートナーの強制終了イベントを
送信することがあります。

51078 ディスクがオンラインにならないことが原因で電源障害が発生すると、その後は単一の ADAPT ディスク グル
ープがオフラインのままとなることがあります。

51071 ME Storage Manager において、［ストレージのセットアップ］パネルの［サイズ］列に間違ったサフィックス
が表示されます。

51022 ドライブの読み込みエラーが 1 時間に 6 件発生した場合、ドライブを障害状態にして、再構築アクションを開
始するようストレージ システムに指示することによって、ドライブの信頼性を向上しています。

51003 ME Storage Manager では、シングルコントローラー ストレージ システム用のネットワーク IP をアップデー
トすることができません。

50925 CLI では、シングルコントローラー ストレージ システムに対する set network-parameter IP コマンド
が機能しません。

50865 CLI では、ホストポートモードの設定コマンドによって、10Gbase-T iSCSI コントローラーの FC オプションと
iSCSI オプションの両方が表示されます。

50864 Dell 製スイッチは、シンボリック ポート名（RSPN_ID）の登録リクエストにおいて、Dell 製デバイスとして報
告されません。

50863 ME Storage Manager では、iSCSI と FC の間でホスト ポート モードを変更するオプションが正常に機能して
いません。

50849 CLI における Ping コマンドの出力がエラーになります。

50826 10Gbase-T iSCSI コントローラーが ATS に対応しました。
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表 41. ストレージ管理に関する解決済みの問題 （続き）

問題 説明

50419 ME Storage Manager では、ボリュームの削除後もそのボリュームを表示し続けることがあります。

50223 ドイツ語のロケールが有効化された ME Storage Manager では、一部のテキストがボタンの上にかかったり、
一部のフィールド ラベルが英語で表示されたりします。

50182 restore defaults または reset dns-management-hostname の CLI コマンドを使用する場合に、ブラ
ウザー タブのタイトルに間違ったベンダー名が必ず表示されます。この問題は、コマンドを発行する前にカ
スタム DNS ホスト名を設定した場合に発生します。

50133 ME Storage Manager において、DNS パラメーターをすでに設定されている値と同じ値にすると失敗し、
「Command is taking longer to complete than anticipated」というエラーが表示されます。

50115 ME Storage Manager の［パフォーマンス］トピックには、仮想プールのパフォーマンス データが表示されま
せん。

50046 ME Storage Manager で、ユーザーのパスワードを変更し、先に変更を適用せずに別のユーザーを選択すると、
確認ダイアログが予期せず作動します。

49948 ストレージ コントローラーを再起動すると、ME Storage Manager のセッションが応答を停止する場合があり
ます。

49934 Internet Explorer で ME Storage Manager を使用していると、履歴統計のエクスポートが正常に行われないこと
があります。

49863 システムに成功のメッセージが表示されていても、clear dns-parameters CLI コマンド発行後には DNS
設定が変更されないままとなります。

49738 空の CLI コマンド ラインで Tab キーを押すと、FTP コマンドなどの不適切なコマンドが表示されます。

48631 ME Storage Manager において、システム時間のモードを 24 時間から 12 時間（AM または PM）に変更して
も、その変更は次のセッションに引き継がれません。

表 42. ユーザー管理に関する解決済みの問題 

問題 説明

50903 DNS 設定後に、SMTP サーバー名が使用できなくなります。

50202 ME Storage Manager におけるユーザー ロールの変更が失敗し、次のエラーが表示されることがあります。

Unable to modify the user. An invalid role was specified.

50172 E メール通知と Syslog パラメーターの両方が設定されている場合、E メールの通知レベル設定ではなく、
Syslog の通知レベル設定を使用して E メール通知による報告が行われます。

49517 管理対象ログ機能を使用するには、システムによるログ ファイルへのテスト情報の送信が可能になる前に、
SMTP と E メール通知のセット アップを行う必要があります。詳細については、Dell EMC ME4 シリーズ スト
レージ システム管理者ガイドのシステム通知設定に関するトピックを参照してください。

GT280R004-01 ファームウェアの既知の問題
GT280R004-01 ファームウェアの既知の問題は、次のとおりです。

表 43. インストールとアップデートに関する既知の問題 

問題 説明 回避策

50140 まれなケースですが、ファームウェア バンドルのインストー
ル後、イベント 235 が Not Ready, enclosure services
unavailable という詳細とともにログに記録されることが
あります。

ストレージ システムへの I/O を停止してから、コント
ローラー エンクロージャの電源を入れ直します。
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表 44. ストレージ管理に関する既知の問題 

問題 説明 回避策

51688 IPv6 ホスト ポートが構成されている 10Gbase-T iSCSI コント
ローラーでピア接続を構築できません。

10Gbase-T iSCSI コントローラーでは、レプリケーショ
ンに IPv6 を使用しないでください。

51431 PCIe リンクのリカバリーが失敗することによって、コントロ
ーラーのフェールオーバーがまれに発生することがありま
す。

特にありません。
メモ: この問題は、GT280R006-01 ファームウェア
で解決されています。

49962 ME Storage Manager パネルで、SAS ディスクの用語が揺らい
でいます。
● MDL と SAS MDL は、いずれもミドルラインまたはニアラ

インの回転 SAS ディスクです。
● SSD と sSAS は、いずれも SAS SSD を指します。

特にありません。

49055 IPv6 および DNS 用の SLP がサポートされていません。 特にありません。

26 GT280R004-01 ファームウェア



GT275R005-04 ファームウェア
このセクションでは、リリースされた GT275R005-04 ファームウェアにおける新機能、解決済みの問題、既知の問題を記載してい
ます。

トピック：

• GT275R005-04 ファームウェアの新機能と機能拡張
• GT275R005-04 ファームウェアにおいて解決された問題
• GT275R005-04 ファームウェアの既知の問題

GT275R005-04 ファームウェアの新機能と機能拡張
GT275R005-04 ファームウェアの新機能は次のとおりです。

SupportAssist：Dell EMC SupportAssist は、構成情報と診断情報を Dell EMC に定期的に送信することにより、ME4 シリーズ アレイ
に対するサポートの質を向上しています。Dell EMC は、このデータを分析し、自動的にヘルス チェックを実行します。注意が必要
な問題が検出された場合は、自動的にサポート ケースが開き、問題のトラブルシューティングと解決のプロセスが直ちに始まりま
す。これは多くの場合、ストレージ管理者が問題に気づく前に行われます。

メモ: SupportAssist は、デフォルトでは有効になっていません。SupportAssist とその有効化方法に関する詳細については、Dell

EMC ME4 シリーズ ストレージ システム管理者ガイドを参照してください。

GT275R005-04 ファームウェアにおいて解決された問題
GT275R005-04 ファームウェアで解決された問題は、次のとおりです。

表 45. ユーザー管理に関する解決済みの問題 

問題 説明

50629 restore defaults CLI コマンドを実行後、Telnet は無効と表示されましたが、ポートは開いたままでした。

GT275R005-04 ファームウェアの既知の問題
GT275R005-04 の既知の問題は次のとおりです。

表 46. アラートとレポート作成に関する既知の問題 

問題 説明 回避策

50247 ME Storage Manager では、ディスク グループの履歴統計を表
示することはできるものの、正常にエクスポートすることは
できません。

特にありません。
メモ: この問題は、GT280R004-01 ファームウェア
で解決されています。

49875 コントローラー A とコントローラー B によって、未対応ディ
スクの正常性に関する異なった値の報告がまれに行われま
す。

対応の必要はありません。未対応のディスクは使用で
きません。

メモ: この問題は、GT280R004-01 ファームウェア
で解決されています。

10
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表 47. ハードウェアと構成に関する既知の問題 

問題 説明 回避策

50686 ME Storage Manager を使用して再スキャンを実行すると、温
度センサーに誤ったエラーが一時的に発生します。

この正常性の問題はひとりでに解決され、ログにイベ
ントは生成されません。

メモ: この問題は、GT280R004-01 ファームウェア
で解決されています。

50685 IP の代わりに FQDN を入力した場合、SMTP サーバーにおけ
る ME Storage Manager の検証が失敗します。

有効な IP アドレスを入力するか、CLI を使用します。
メモ: この問題は、GT280R004-01 ファームウェア
で解決されています。

50204 まれに、DHCP をオフにしてコントローラーを交換すると、
ストレージ コントローラーに無効な IPv6 IP アドレスが発生
することがあります。

交換しなかったコントローラーで、次の手順を実行し
ます。
1. IPv6 アドレスを追加します。
2. 正しい IPv4 ネットワーク パラメーターを設定し

ます。
3. CLI で restart mc <ID>を実行します。<ID>は

交換したコントローラーです。たとえば、コント
ローラー B を再起動するには、 restart mc b
を実行します。
メモ: この問題は、GT280R004-01 ファームウェア
で解決されています。

49874 コントローラー モジュールがそのパートナーによって強制終
了されました

コントローラー モジュールを再起動します。
メモ: この問題は、GT280R004-01 ファームウェア
で解決されています。

49932 故障したディスク上で FDE キーの変更を 2 回試みた後、シス
テムはディスクを固定しました。

システムから故障したディスクを取り外し、新しいデ
ィスクに交換します。

メモ: この問題は、GT280R004-01 ファームウェア
で解決されています。

48310 任意のコンポーネントを選択せずに［LED をオフにする］を
クリックすると、ME Storage Manager からエラーが返されま
す。

エラーを無視して［OK］をクリックするか、LED がオ
ンになっているコンポーネントを選択して［LED をオ
フにする］をクリックします。

メモ: この問題は、GT280R004-01 ファームウェア
で解決されています。

表 48. インストールとアップデートに関する既知の問題 

問題 説明 回避策

50418 古いファームウェアを組み込んだコントローラーを挿入する
と、ファームウェアの同期後に新しいファームウェアを組み
込んだコントローラーが予期せず再起動します。

対応の必要はありません。自動的な再起動によって問
題が解決されます。

メモ: この問題は、GT280R004-01 ファームウェア
で解決されています。

50140 まれなケースですが、ファームウェア バンドルのインストー
ル後、イベント 235 が Not Ready, enclosure services
unavailable という詳細とともにログに記録されることが
あります。

ストレージ システムへの I/O を停止してから、コント
ローラー エンクロージャの電源を入れ直します。

49945 次に該当する場合、新しく挿入したコントローラーのネット
ワーク IP 設定が正しく設定されません。
● 新しく挿入したコントローラーで IPv6 アドレッシングを

使用している。
● ミッドプレーンに固定 IP アドレスを設定している。
● 新しく挿入したコントローラーに DHCP を設定している。
● 管理コントローラーとストレージ コントローラーの間の

通信に問題が発生している。

新しいコントローラーの IP アドレスを手動で設定し
てください。詳細については、『Dell EMC ME4 シリー
ズ ストレージ システム管理者ガイド』のコントローラ
ーのネットワーク ポート構成に関するトピックを参
照してください。

メモ: この問題は、GT280R004-01 ファームウェア
で解決されています。
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表 48. インストールとアップデートに関する既知の問題 （続き）

問題 説明 回避策

49746 単一のコントローラー モジュールおよび 5U84拡張エンクロ
ージャを搭載し、 大のプール構成およびアクティブ ホスト
I/O とユーティリティー I/O を設定している 1 台の 2U24 コン
トローラー エンクロージャのファームウェアをアップデート
後に、一部のディスク グループが隔離され、ディスクが見つ
からないとレポートされます。

次の手順を実行します。
1. ファームウェアのアップグレード前に、ディスク

グループの再構築とオンライン/オフラインの初
期化操作がすべて完了していることを確認しま
す。

2. I/O を停止して、スクラブ ユーティリティーを停止
します。

3. コントローラ エンクロージャをオフにします。
4. すべての拡張エンクロージャの電源を入れ直しま

す。
5. コントローラー エンクロージャの電源を入れて、

ディスク グループが隔離および再構築されるまで
待ちます。
メモ: この問題は、GT280R004-01 ファームウェア
で解決されています。

49548 ファームウェア アップデート中に show version CLI コマ
ンドを実行すると、まれに管理コントローラー（MC）のクラ
ッシュが発生する場合があります。パートナー コントローラ
ーの MC は影響を受けません。

対応の必要はありません。MC は自動的に再起動しま
す。

メモ: この問題は、GT280R004-01 ファームウェア
で解決されています。

49363 コードの読み込みに失敗すると、その後はコントローラーが
ダウンの状態のままとなりました。ログを取得しようとして
失敗しても、エラー メッセージが表示されませんでした。

特にありません。
メモ: この問題は、GT280R004-01 ファームウェア
で解決されています。

表 49. レプリケーションに関する既知の問題 

問題 説明 回避策

50268 iSCSI CHAP シークレットを変更した後、まれにレプリケーシ
ョン スケジュールとレプリケーション操作が開始されないこ
とがあります。この問題は、キューに入っているレプリケー
ションがスタック状態になったことにより、レプリケーショ
ン セットを準備状態のまま維持して、それ以降のレプリケー
ションの発生を回避しようとするために起こります。

レプリケーションを停止してから、clear
replication-queue CLI コマンドでレプリケーシ
ョン キューをクリアします。

メモ: この問題は、GT280R004-01 ファームウェア
で解決されています。

49750 I/O を実行している状態で、ディスク グループの追加アクシ
ョンを開始した直後にコントローラーのシャット ダウンをす
ると、コントローラーの応答が停止する場合があります。

対応の必要はありません。コントローラー モジュー
ルは自動的に再起動します。

メモ: この問題は、GT280R004-01 ファームウェア
で解決されています。

49722 create snapshots CLI コマンドを使用すると、1 個または
複数の領域がスナップショット名として設定できるようにな
ります。

特にありません。
メモ: この問題は、GT280R004-01 ファームウェア
で解決されています。

49705 シングルコントローラー モードが有効になっており、I/O を
実行している場合、CLI を使用してボリュームのキャッシュ書
き込みポリシーをライトスルーに変更すると、コントローラ
ーのクラッシュが発生する場合があります。

シングルコントローラー モードでボリュームの書き
込みポリシーを変更する前に、I/O を停止します。

メモ: この問題は、GT280R004-01 ファームウェア
で解決されています。

49412 CLI において delete host-group コマンドを使用した場
合、ホストグループ名「d」または「D」はパラメーター
delete-hosts の略語と解釈されます。

代わりに、delete hosts コマンドを使用してくださ
い。

メモ: この問題は、GT280R004-01 ファームウェア
で解決されています。

49209 スケジュール設定されたレプリケーションの実行中、まれに
コントローラー モジュールに障害が発生する場合がありま
す。

対応の必要はありません。コントローラー モジュー
ルは自動的に再起動します。

メモ: この問題は、GT280R004-01 ファームウェア
で解決されています。
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表 49. レプリケーションに関する既知の問題 （続き）

問題 説明 回避策

49181 まれに、レプリケーション操作が失敗し、「Error: The
requested operation is not allowed for the
current state of the virtual replication set」
というメッセージが表示される場合があります。レプリケー
ションを再開しようとすると、「Error: The operation
cannot be completed because controller
failover or recovery is in progress」というメッ
セージが表示されて操作が失敗します。

セカンダリー システムでコントローラー モジュール
を再起動してください。その際は、システムの可用性
を維持するために、それぞれのコントローラー モジュ
ールを個別に再起動します。

メモ: この問題は、GT280R004-01 ファームウェア
で解決されています。

49020 ボリュームコピー操作の進行中にディスティネーション ボリ
ュームを削除しようとすると、「Error: Bad
parameter(s) were specified」という不適切なメッセ
ージが表示されます。

ボリュームコピー操作が完了するのを待ってから、ボ
リュームを削除してください。

メモ: この問題は、GT280R004-01 ファームウェア
で解決されています。

表 50. ストレージ管理に関する既知の問題 

問題 説明 回避策

50419 削除されたボリュームが、引き続き MESM に表示されます。 ブラウザーを更新してください。削除されたボリュー
ムは表示されなくなります。

メモ: この問題は、GT280R004-01 ファームウェア
で解決されています。

50223 ドイツ語のロケールが有効化された ME Storage Manager で
は、一部のテキストがボタンの上にかかったり、一部のフィ
ールド ラベルが英語で表示されたりします。

システムから故障したディスクを取り外し、新しいデ
ィスクに交換します。

メモ: この問題は、GT280R004-01 ファームウェア
で解決されています。

50182 restore defaults または reset dns-management-
hostname の CLI コマンドを使用する場合に、ブラウザー タ
ブのタイトルに間違ったベンダー名が常に表示されます。こ
の問題は、コマンド発行前にカスタム DNS ホスト名を設定し
たかどうかにかかわらず発生します。

次の操作を実行して、DNS 管理の hostname を手動で
設定します。
● CLI の場合：reset dns-management-

hostname コマンドを使用します。
● MESM の場合：［ホーム］トピックで、［アクショ

ン］ > ［システム設定］ > ［ネットワーク］を選
択してから、DNS タブでホスト名を変更します。
メモ: この問題は、GT280R004-01 ファームウェア
で解決されています。

50133 ME Storage Manager において、DNS パラメーターをすでに設
定されている値と同じ値にすると失敗し、「Command is
taking longer to complete than anticipated」と
いうエラーが表示されます。

なし。パラメーターが別の値に設定されている場合
は、通常この問題は発生しません。

メモ: この問題は、GT280R004-01 ファームウェア
で解決されています。

50115 ME Storage Manager の［パフォーマンス］トピックには、仮
想プールのパフォーマンス データが表示されません。

代わりに、CLI show pool-statistics コマンド
を使用してください。

メモ: この問題は、GT280R004-01 ファームウェア
で解決されています。

50046 ［ユーザーの管理］パネルで、ユーザーのパスワードを変更
し、先に変更を適用せずに別のユーザーを選択すると、確認
ダイアログが予期せず開きます。

ユーザーのパスワードを変更した後、［適用］をクリッ
クしてから別のアクションを実行します。

メモ: この問題は、GT280R004-01 ファームウェア
で解決されています。

49962 ME Storage Manager パネルで、SAS ディスクの用語が揺らい
でいます。
● MDL と SAS MDL は、いずれもミドルラインまたはニアラ

インの回転 SAS ディスクです。
● SSD と sSAS は、いずれも SAS SSD を指します。

特にありません。
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表 50. ストレージ管理に関する既知の問題 （続き）

問題 説明 回避策

49948 ストレージ コントローラーを再起動すると、ME Storage
Manager のセッションが応答を停止する場合があります。

ブラウザーを再起動します。
メモ: この問題は、GT280R004-01 ファームウェア
で解決されています。

49934 Internet Explorer で ME Storage Manager を使用していると、履
歴統計のエクスポートが正常に行われないことがあります。

別の対応ブラウザーを使用してください。
メモ: この問題は、GT280R004-01 ファームウェア
で解決されています。

49863 システムに成功のメッセージが表示されていても、clear
dns-parameters CLI コマンド発行後には DNS 設定が変更
されないままとなります。

テクニカル サポートにお問い合わせください。
メモ: この問題は、GT280R004-01 ファームウェア
で解決されています。

49738 空の CLI コマンド ラインで［Tab］キーを押すと、FTP コマン
ドなどの不適切なコマンドが表示されます。

適切なコマンドのリストを表示するには、［help］と入
力するか、『CLI リファレンス ガイド』を参照してくだ
さい。

メモ: この問題は、GT280R004-01 ファームウェア
で解決されています。

49055 IPv6 および DNS 用の SLP がサポートされていません。 特にありません。

48631 ME Storage Manager では、システム時間のモードを 24 時間か
ら 12 時間に変更しても、その変更は次のセッションに引き継
がれません。

特にありません。
メモ: この問題は、GT280R004-01 ファームウェア
で解決されています。

表 51. ユーザー管理に関する既知の問題 

問題 説明 回避策

49517 管理対象ログ機能を使用するには、システムによるログ ファ
イルへのテスト情報の送信が可能になる前に、SMTP オプシ
ョンと E メール通知のセット アップを行う必要があります。

次の手順を実行します。
1. ［ホーム］トピックで、［アクション］ > ［システ

ム設定］ > ［通知］ > ［E メール］タブを選択し
ます。

2. SMTP メール サーバーのネットワーク アドレスを
入力し、送信者のドメイン名を入力します。

3. ［E メール通知の有効化］チェック ボックスをオン
にします。

4. 「情報提供」を含む通知レベルを選択します。
5. ［管理対象ログ］タブを選択します。
6. ［管理対象ログの有効化］チェック ボックスをオン

にして、ログ収集システムの E メール アドレスを
入力します。

7. ［テスト イベントの送信］をクリックします。テス
ト通知がログ収集システムに送信されます。

詳細については、Dell EMC ME4 シリーズ ストレージ
システム管理者ガイドのシステム通知設定に関するト
ピックを参照してください。

メモ: この問題は、GT280R006-01 ファームウェア
で解決されています。

49261 CLI では、複数のホストがホスト グループから削除され、無
効なホストがリストに含まれている場合、エラー メッセージ
に無効なホスト名が記載されません。

誤入力したホスト名を修正または削除して、再度操作
を行ってください。

メモ: この問題は、GT280R004-01 ファームウェア
で解決されています。
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リソースとサポート
次の各セクションでは、ME4 Series ストレージ システムの使用に関する詳細情報を見つけるためのリソースを紹介しています。

トピック：

• 関連マニュアル
• Dell へのお問い合わせ

関連マニュアル
Dell PowerVault ME4 Series ストレージ システムのマニュアルには、Dell で管理されていないサード パーティーのコンテンツが含ま
れている場合があります。サード パーティーのコンテンツの言語は、Dell コンテンツの現在のガイドラインと一致していない場合
があります。Dell は、関連サード パーティーによりコンテンツがアップデートされてから、Dell PowerVault ME4 Series のマニュア
ルをアップデートする権利を有しています。

メモ: すべてのストレージ マニュアルについては、https://www.dell.com/support にアクセスし、システムのサービス タグを入
力してシステムのマニュアルを参照してください。

● Dell PowerVault ME4 Series ストレージ システムの設定：ハードウェアのインストール、システムおよびストレージのセットア
ップ、ホストのセットアップに関する概要を説明します。このマニュアルは、お使いのシステムにも同梱されています。

● Dell PowerVault ME4 Series ストレージ システム - はじめに：システムのセット アップおよび仕様詳細の概要について説明しま
す。このマニュアルはお使いのシステムにも同梱されています。

● Dell PowerVault ME4 Series ストレージ システム導入ガイド：SAN アーキテクチャへのストレージ システムの導入について説明
します。

● Dell PowerVault ME4 Series ストレージ システム オーナーズ マニュアル：システムの機能とシステム コンポーネントの取り付
けや交換について説明します。

● Dell PowerVault ME4 Series ストレージ システム管理者ガイド：PowerVault Manager を使用したシステムの設定および管理につ
いて説明します。

● Dell PowerVault ME4 Series ストレージ システム CLI ガイド：CLI を使用したシステムの設定および管理について説明します。

● Dell PowerVault ME4 SeriesvSphere Client プラグイン ユーザーズ ガイド：VMware vSphere Web Client内から ME4 Series ストレ
ージ システムを監視および管理するためのプラグインのインストールと使用について説明します。

● Dell PowerVault ME4 SeriesStorage Replication Adapter for vSphere ユーザーズ ガイド：VMware vCenter Site Recovery Manager
を使用できるようにするためのアダプターのインストールについて説明します。

サービス タグの位置

ME4 Series ストレージ システムには、システムを識別する固有のサービス タグとエクスプレス サービス コードが付随していま
す。サービス タグおよびエクスプレス サービス コードは、システム前面で情報タグを引っ張り出して確認してください。ストレ
ージ システムのシャーシ背面にあるシールにサービス タグが付いている場合もあります。この情報は、電話によるサポートのお
問い合わせを、適切な担当者に転送するために使用されます。

メモ: Quick Resource Locator (QRL)：QRL コードには、お使いのシステムに固有の情報が含まれています。このコードは情報
タグと Dell PowerVault ME4 Series ストレージ システムの設定ポスターに記載されています。スマート フォンまたはタブレッ
トを使用して QRL をスキャンすると、システム情報に即座にアクセスできます。

マニュアルのフィードバック
マニュアルを評価したり、フィードバックを送信したりするには、https://www.dell.com/support にアクセスして、各ページの一番
下にある［Web サイトへのご意見］をクリックしてください。
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Dell へのお問い合わせ
Dell では、オンラインまたは電話によるサポートとサービスのオプションを複数提供しています。サポートやサービスの提供状況
は国や製品ごとに異なり、国/地域によってはご利用いただけないサービスもございます。Dell のセールス、テクニカル サポート、
カスタマー サービスの件で問い合わせる場合は、https://www.dell.com/contactdell を参照してください。

お使いのコンピューターがインターネットに接続されていない場合は、購入時の納品書、出荷伝票、請求書、または製品カタログ
で連絡先をご確認ください。
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