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22ハードウェア 編
Expressサーバ本体のハードウェアについて説明します。

各部の名称と機能（→68ページ）........................................... Expressサーバの各部の名称と機能についてパー
ツ単位に説明しています。

設置と接続（→97ページ）........................................................ Expressサーバの設置にふさわしい場所や背面の
コネクタへの接続について説明しています。

基本的な操作（→102ページ）.................................................電源のONやOFFの方法、およびフロッピーディ
スクやCD-ROMのセット方法などについて説明
しています。

内蔵オプションの取り付け（→121ページ）........................別売の内蔵型オプションを取り付けるときにご覧
ください。

ケーブル接続（→177ページ）.................................................Expressサーバの内部/外部へのケーブル接続例
を示します。背面にあるケーブルの接続について
は「設置と接続」をご覧ください。

BIOSのセットアップ（→180ページ）...................................専用のユーティリティを使ったBIOSの設定方法
について説明しています。

リセットとクリア（→215ページ）......................................... Expressサーバをリセットする方法と内部メモリ
（CMOS）のクリア方法について説明します。

I/Oポートアドレス（→218ページ）....................................... Expressサーバ内部のアドレスについて説明して
います。

ONL-061bN-180Rb7-000-02-0012
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各部の名称と機能
本装置の各部の名称を次に示します。

装置前面
① フロントベゼル

POWER/SLEEPスイッチ、CD-ROMドライブ、フロッ
ピーディスクドライブを取り扱うときや3.5インチデバイ
スベイにハードディスクを取り付ける（または取り外す）
ときに取り外す。添付のセキュリティキーでロックする
ことができる（→84ページ）。

取り外しの際は落とさないようしっかり持ってくださ
い。

② キースロット

フロントベゼルのロックを解除するセキュリティキーの
指し口（→84ページ）。

③ 液晶ディスプレイ

Expressサーバの状態を表示する。

④ POWER/SLEEPランプ（緑色）

電源をONにすると緑色に点灯する。電源をOFFにすると
消灯する。スリープ状態の時に点灯する（→62ページ）。

⑤ POWER FAULTランプ（アンバー色）

装置内部の電源に故障が起きると、アンバー色に点灯する
（→62ページ）。

⑥ FAN FAULTランプ（アンバー色）

ExpressサーバのFANのうち、いずれか1つでも故障する
とアンバーに点灯します（→63ページ）。

⑦ DISK FAULTランプ（アンバー色）

内蔵のハードディスクのうち、いずれか1つでも故障する
とアンバー点灯し、リビルド中は点滅する（→64ペー
ジ）。（ディスクアレイ構成時のみ）

①

②③

④ ⑤ ⑥ ⑦
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① メモリキャリアカバー

標準装備またはオプションのメモリバックボードの取り
付け/取り外しの際に外す。

ラックから引き出す際は「PULL HERE」と刻印された部分
の下側にある取っ手を持って引き出す。

② 3.5インチデバイスベイ

オプションのハードディスクが取り付けられる（→106
ページ）。SCSI IDは左からID0～ID1と割り当てられてい
る。ハードディスクを搭載していないペイにはダミート
レーが搭載されている。

③ 3.5インチフロッピーディスクドライブ

3.5インチフロッピーディスクを挿入して、データの書き
込み/読み出しを行う装置（→99ページ）。

③-1 フロッピーディスクアクセスランプ（アクセス中は
緑色に点灯）

③-2 イジェクトボタン

④ CD-ROMドライブ

CD-ROMのデータの読み出しを行う（→101ページ）。

④-1 ヘッドフォンジャック
④-2 ボリューム
④-3 アクセスランプ
④-4 エマージェンシーホール
④-5 オープン/クローズボタン

装置前面（フロントベゼルを取り外した状態）

DUMP

⑤ POWER/SLEEPスイッチ

電源をON/OFFするスイッチ。一度押すとPOWERランプ
が点灯し、ONの状態になる。もう一度押すと電源をOFF
にする（→85ページ）。4秒以上押し続けると強制シャッ
トダウンする（→198ページ）。また、OS起動時に一度押
すと、本体がスリープ状態（省電力モード）となる。ス
イッチを押すと復帰する（Windows 2000でのみサポー
ト、→98ページ）。

⑥ RESETスイッチ

Expressサーバをリセットする（→197ページ）。

⑦ DUMPスイッチ

Expessサーバ本体に起きたイベントログを採取する（→
307ページ）。

⑧ ランプ

前ページ参照。

⑨ DISK POWERランプ（緑色）

取り付けているハードディスクに電源が供給されると点
灯する（→64ページ）。

⑩ DISK ACCESSランプ（緑色）

取り付けているハードディスクが動作している時に点灯
する（→64ページ）。

⑪ DISK FAULTランプ（アンバー色）

取り付けているハードディスクが故障すると点灯し、リ
ビルド中は点滅する（→64ページ）。（ディスクアレイ構成
時のみ）

⑤ ⑥ ⑦

⑪

⑧

⑨

③

①

②

④

⑩

④-2 ④-3 ④-4
④-1

④-5

③-1

③-2

⑧ ⑧ ⑧

③-1 ③-2

④-5④-4④-3④-2④-1
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装置背面

① ACインレット

電源コードを本体に接続するソケット（→81ページ）。

② PCIボード増設用スロット（10スロット）

オプションのPCIードを取り付けるスロット（→123～
137ページ）。

③ PCIスロットFaultランプ（アンバー色）

PCIボードやPCIボードを取り付けたスロットに異常があ
ると点灯する（→65ページ）。また、PCIホットプラグで
ホットプラグをできないボードを取り付けた場合にも点
灯する。

④ PCIスロットPowerランプ（緑色）

PCIスロットにボードが取り付けられていると、Express
サーバの電源がONのときに点灯する（→65ページ）。
BIOS SETUPメニューの「Advanced」→「Hot-plug PCI
Master Control」の設定内容により表示する状態が異な
る。

⑤ Wide SCSIコネクタ

Ultra SCSI（Wide対応）インタフェース（UHD）を持つ外付
けのSCSI機器と接続する。最大4台まで増設可能（→81
ページ）。なお、SCSIチェーン接続されたデバイス中に
Narrow SCSIデバイスが存在する場合はNarrow SCSIと
して動作する。

⑥ キーボードコネクタ

キーボードを接続する（→81ページ）。

⑦ マウスコネクタ

マウスを接続する（→81ページ）。

⑧ シリアルポート1コネクタ（右側）/シリアルポート
2コネクタ（左側）

シリアルインタフェースを持つ装置と接続する（→81ペー
ジ）。なお、専用回線に直接接続することはできません。

⑨ プリンタポートコネクタ

セントロニクスインタフェースを持つプリンタと接続す
る（→81ページ）。

⑩ USBコネクタ1（上側）/USBコネクタ2（下側）

USBインタフェースに対応している機器と接続する
（Windows NT 4.0では対応したドライバが必要、→81
ページ）。

⑪ モニタコネクタ

ディスプレイ装置を接続する（→81ページ）。

⑫ ICMB（Intelligent Chassis Managemt Bus）
コネクタ

ICMBインターフェースに対応している機器と接続する。

⑮

⑯

⑰ ⑬

⑫ ⑪ ⑩
⑱

⑲
⑳

⑨

⑧

⑦⑥⑤
④③

②①

⑭
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① FANカバー

故障したFANを交換する際に開けるカバー。FANはホッ
トスワップ対応。

故障していないFANは取り外さないでください。また、
FANが故障した場合は、自分で交換せず、保守サービス
会社に連絡して交換を依頼してください。

② トップカバー

オプションのプロセッサや増設CPUバックボードの取り
付け/取り外しの際に外すカバー。

③ PCIスロットカバー

オプションのPCIボードの取り付け/取り外しの際に開け
るカバー。ホットスワップ対応。

⑬ 電源ユニット増設用スロット

オプションの電源ユニットを取り付けるスロット（→110
ページ）。

⑭ 100TXランプ（緑色）

100BASE-TXで接続されているときに点灯する。
10BASE-Tで接続されているときに消灯する（→66ペー
ジ）。

⑮ 100BASE-TX/10BASE-Tコネクタ

LAN上のネットワークシステムと接続する（→87ペー
ジ）。

⑯ ACT/LINKランプ（緑色）

パケットの送受信を行っているときにLINKで点灯し、
ACTIVEで点滅する（→66ページ）。

⑰ 電源ユニット

本体にDC電源を供給する装置。

⑱ FAILランプ（アンバー色）

電源ユニットに異常が起きていることを示すランプ（→66
ページ）。

⑲ PRFLランプ（アンバー色）

電源ユニット内のファンが寿命となると点滅する（→66
ページ）。

⑳ PWRランプ（緑色）

電源を受電していることを示すランプ（→66ページ）。

③
②

①
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ボードの取り付け位置
① フロントパネルボード

② プロセッサメザニンボード（右側はN8501-213を増設した時）

③ I/Oキャリア

④ I/Oライザボード

⑤ PCIホットプラグLEDボード

⑥ ミッドプレーン

⑦ Profunctionキャリア

⑧ メモリキャリア（右側はN8502-116を増設した時）

⑨ ホットスワップHDDバックプレーン

⑩ ペリフェラルベイバックプレーン

⑪ コヒーレンシフィルタ（N8501-213増設時のみ）

* ミッドプレーン、フロントパネルボード、ペリフェラル
ベイバックプレーン、ホットスワップHDDバックプ
レーンは保守員のみ取り扱いのできるボードです。ここ
では詳細を説明しません。

③

②

①

④
⑤

⑥

⑦

⑧

⑨⑩

⑪

前面

背面

⑧
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I/Oキャリア
① Ultra2 SCSIコネクタ内蔵ハードディスク用（ch A）

② CD-ROMドライブコネクタ（IDE）

③ フロッピーディスクドライブインターフェースコネクタ

④ Ultra2 SCSIコネクタ外付けSCSIデバイス用（ch B）

⑤ PCIホットプラグLEDボードコネクタ

⑥ USBコネクタ

⑦ I/Oライザボード接続コネクタ

⑧ PCIボードスロット

⑥-1 PCI#1（1st PCI Bus、64bit、33MHz、5V PCI）
⑧-2 PCI#2（1st PCI Bus、64bit、33MHz、5V PCI）
⑧-3 PCI#3（2nd PCI Bus、64bit、33MHz、5V PCI）
⑧-4 PCI#4（2nd PCI Bus、64bit、33MHz、5V PCI）

⑧-5 PCI#5（2nd PCI Bus、64bit、33MHz、5V PCI）
⑧-6 PCI#6（2nd PCI Bus、64bit、33MHz、5V PCI）
⑧-7 PCI#7（3rd PCI Bus、64bit、66MHz、3.3V

PCI）
⑧-8 PCI#8（3rd PCI Bus、64bit、66MHz、3.3V

PCI）
⑧-9 PCI#9（4th PCI Bus、64bit、66MHz、3.3V

PCI）
⑧-10 PCI#10（4th PCI Bus、64bit、66MHz、3.3V

PCI）
⑨ リチウム電池

⑩ CMOS/パスワードクリア用スイッチ

⑪ ミッドプレーン接続コネクタ

⑧-1

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

⑦

⑨

⑩

⑪

⑧-4

⑧-3

⑧-2

⑧-5

⑧-6

⑧-7

⑧-8

⑧-9⑧-10
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Profusionキャリア
① フロントパネルボード接続コネクタ

② プロセッサメザニンボード接続コネクタ

標準装備のプロセッサメザニンボードを接続する。

③ コヒーレンシフィルタソケット

オプションの増設CPUバックボードを実装する際、付属の
コヒーレンシフィルタを取り付けるソケット

④ プロセッサメザニンボード接続コネクタ

オプションの増設CPUバックボードのプロセッサメザニン
ボードを接続する。

⑤ ミッドプレーン接続コネクタ

③

⑤④

②

①

メモリキャリア

① DIMMソケット

DIMMは4枚単位で増設する。

② イジェクタ

③ ミッドプレーン接続コネクタ

③

②

①
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液晶ディスプレイ

Expressサーバの液晶ディスプレイに表示されるメッセージとその意味は次の通りです。

ⓦ POST実行中
 XXXXXXXXX

RELEASE xx

上段: POST実行中のTEST内容

下段: BIOSのリリースNo.（xx）

ⓦ POSTエラー検出時
SETUP CHECK

zzzz  RELEASE xx

zzzz: POSTエラーコードおよびBIOSリリースNo. (xx)

ⓦ 運用中（OS起動後）
zX PENTIUMIIIXEON

         yyy MHZ

z: 実装しているプロセッサの数

y: 実装しているプロセッサの周波数

液晶ディスプレイ
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POWER FAULTランプ

Expressサーバの電源ユニットになんらかの異常が起き
るとアンバー色に点灯します。

POWER FAULTランプ

ランプ

ランプの表示とその意味は次のとおりです。

POWER/SLEEPランプ

Expressサーバの電源がONの間、ランプが緑色に点灯
しています。電源がExpressサーバに供給されていない
とランプが消灯します。また、省電力モードをサポー
トしているOSで、SLEEPスイッチを押すと、ランプが
点滅し、Expressサーバは省電力モードで動作します。

省電力モードはOSがWindows 2000の場合に機能しま
す（Windows NT 4.0ではサポートしていません）。ま
た、OSの設定で一定時間以上、Expressサーバを操作
しないと自動的に省電力モードに切り替わるようにし
たり、OSのコマンドによって省電力モードに切り替え
たりすることもできます。

POWER/SLEEPランプ
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DISK FAULTランプ

Expressサーバの3.5インチデバイスベイの取り付けら
れているハードディスクに障害が起きた場合アンバー
色に点灯します。故障したハードディスクの状態はそ
れぞれのハードディスクにあるランプで確認できま
す。

DISK故障ランプがアンバー色に点滅している場合は、
オプションのディスクアレイコントローラに接続され
ているハードディスクのリビルド（再構築）が行われてい
ることを示します。

DISK FAULTランプ

FAN FAULTランプ

Expressサーバの前面に取り付けられた6つのFANのう
ち、いずれか1つでも故障するとアンバー色に点灯しま
す。故障したFANは、各々のFANの横にあるランプ（ア
ンバ色に点灯）で確認できます。

重要�

故障していないFANは取り外さないでください。
また、FANが故障した場合は、自分で交換せず、
保守サービス会社に交換を依頼してください。

FAN FAULTランプ
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アクセスランプ

フロッピーディスクドライブとCD-ROMドライブのアクセスランプは、それぞれにセットさ
れているディスクやCD-ROMにアクセスしているときに緑色に点灯します。

3.5インチデバイスベイのランプ

3.5インチデバイスベイに搭載しているハードディスク
には3種類のランプがあります。

ⓦ DISK POWERランプ

ハードディスクに電源が供給されると緑色に点灯し
ます。ハードディスクの取り付け後、Expressサー
バの電源をONにしてもこのランプが点灯しない場
合は、もう一度ハードディスクを取り付け直してく
ださい。 DISK FAULTランプ DISK POWERランプ

DISK ACCESSランプ

ⓦ DISK ACCESSランプ

ハードディスクにアクセスがあるたびに緑色に点灯します。

ⓦ DISK FAULTランプ

ディスクアレイを構成しているときに取り付けているハードディスクが故障するとアン
バー色に点灯します。

ヒント�

ディスクアレイ（RAID1）を構成している場合は、1台のハードディスクが故障しても運
用を続けることができますが早急にディスクを交換して、再構築（リビルド）を行うこと
をお勧めします（ディスクの交換はホットスワップで行えます）。

ディスクアレイ構成で、故障したハードディスクを交換すると自動的にデータのリビル
ドを行います（オートリビルド機能）。ハードディスクの再構築（リビルド）中は、アン
バー色に点滅します（故障ではありません）。

アクセスランプ
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リビルドを終了するとランプは消灯します。リビルドに失敗するとランプがアンバー色
に点灯します。

重要�

リビルド中にExpressサーバの電源をOFFにすると、リビルドは中断されます。再起
動してからハードディスクをホットスワップで取り付け直してリビルドをやり直してく
ださい。ただし、オートリビルド機能を使用するときは次の注意事項を守ってくださ
い。

ⓦ 電源をOFFにしないでください（いったん電源をOFFにするとオートリビルドは起
動しません）。

ⓦ ハードディスクの取り外し／取り付けの間隔は90秒以上あけてください。

ⓦ 他にリビルド中のハードディスクが存在する場合は、ハードディスクの交換は行わ
ないでください。

PCIスロットのランプ

ⓦ PCIスロットPowerランプ

－ BIOS SETUPで「Hot-plug PCI Master Control」が
「Disabled」に設定されているとき

スロットのタブが閉じた状態でExpressサーバの電
源をONにするとスロットに電源が供給され、緑色
に点灯します。

－ BIOS SETUPで「Hot-plug PCI Master Control」が
「Enabled」に設定されているとき

PCIボードが取り付けられているスロットで、ボー
ドを固定するタブが閉じている場合は、Express
サーバの電源がONの間、スロットへ電源が供給さ
れると緑色に点灯します。

ⓦ PCIスロットFaultランプ

PCIボードやPCIボードを取り付けたスロットに異常が起きるとアンバー色に点灯しま
す。また、PCIホットプラグでホットプラグに対応していないボードを取り付けたときに
も点灯します。

PCIスロット
Powerランプ

PCIスロット
Faultランプ
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ネットワークのランプ

ⓦ ACT/LINKランプ

パケットの送受信を行っている場合、LINKで緑色に
点灯し、ACTIVEで点滅します。ネットワークに接続
してもこのランプが点灯しない場合は、ネットワー
クケーブルやケーブルの接続状態を確認してくださ
い。それでもランプが点灯しない場合は、ネット
ワーク（LAN）コントローラが故障している場合があ
ります。お買い求めの販売店または保守サービス会
社に連絡してください。

チェック�

連絡する前に、OSのネットワークに関する設
定についても確認してください。

ⓦ 100TXランプ

100BASE-TXか、10BASE-Tのどちらのネットワークインタフェースで接続されている
かを示します。緑色に点灯しているときは、100BASE-TXで接続されていることを示し
ます。消灯しているときは、10BASE-Tで接続されていることを示します。

電源ユニットのランプ

それぞれの電源ユニットに3種類のランプがあります。

ⓦ PWRランプ

電源コードを接続してExpressサーバにAC電源が供
給されると緑色に点滅します。POWERスイッチを
押して電源をONの状態にすると点灯します。

ⓦ PRFLランプ

電源ユニット内部のファンが寿命に達したときにア
ンバー色に点滅します。早急に交換してください。

ⓦ FAILランプ

過電流やExpressサーバの内部がショートしたとき
にアンバー色に点滅します。過電圧や電源ユニット
内部の温度異常、ファンの故障が検出されると点灯
します。早急に交換してください。

100TXランプ

ACT/LINKランプ

PWRランプ

PRFLランプ

FALTランプ
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FAN FAULTランプ

Expressサーバの冷却FANが故障すると、故
障したFANのとなりに配置されたランプがア
ンバー色に点灯します。故障したFANはホッ
トスワップで交換することができます。

重要�

故障していないFANは取り外さないで
ください。また、FANが故障した場合
は、自分で交換せず、保守サービス会社
に連絡して交換を依頼してください。
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設置と接続
Expressサーバの設置と接続について説明します。

設　置

ExpressサーバはEIA規格に適合したラックに取り付けて使用します。

ラックの設置

ラックの設置については、ラックに添付の説明書（添付のCD-ROM 「EXPRESSBUILDER」の
中にもオンラインドキュメントが格納されています）を参照するか、保守サービス会社にお
問い合わせください。
ラックの設置作業は保守サービス会社に依頼することもできます。

警告�
装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。指示を
守らないと、人が死亡するまたは重傷を負うおそれがあります。詳しくは、iii
ページ以降の説明をご覧ください。

ⓦ　指定以外の場所で使用しない

ⓦ　アース線をガス管につながない

注意�
装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。指示を
守らないと、火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。
詳しくは、iiiページ以降の説明をご覧ください。

ⓦ　3人以下で搬送・設置をしない

ⓦ　荷重が集中してしまうような設置はしない

ⓦ　3人以下で部品の取り付けをしない

ⓦ　ラックが不安定な状態でデバイスをラックから引き出さない

ⓦ　複数台のデバイスをラックから引き出した状態にしない

ⓦ　定格電源を超える配線をしない
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次に示す条件に当てはまるような場所には、設置しないでください。これらの場所にラック
を設置したり、ラックにExpressサーバを搭載したりすると、誤動作の原因となります。

ⓦ 装置をラックから完全に引き出せないような狭い場所。

ⓦ ラックや搭載する装置の総重量に耐えられない場所。

ⓦ スタビライザが設置できない場所や耐震工事を施せない場所。

ⓦ 床におうとつや傾斜がある場所。

ⓦ 温度変化の激しい場所（暖房器、エアコン、冷蔵庫などの近く）。

ⓦ 強い振動の発生する場所。

ⓦ 腐食性ガスの発生する場所、薬品類の近くや薬品類がかかるおそれのある場所。

ⓦ 帯電防止加工が施されていないじゅうたんを敷いた場所。

ⓦ 物の落下が考えられる場所。

ⓦ 強い磁界を発生させるもの（テレビ、ラジオ、放送/通信用アンテナ、送電線、電磁ク
レーンなど）の近く（やむを得ない場合は、保守サービス会社に連絡してシールド工事な
どを行ってください）。

ⓦ 本装置の電源コードを他の接地線（特に大電力を消費する装置など）と共用しているコン
セントに接続しなければならない場所。

ⓦ 電源ノイズ（商用電源をリレーなどでON/OFFする場合の接点スパークなど）を発生する
装置の近く（電源ノイズを発生する装置の近くに設置するときは電源配線の分離やノイズ
フィルタの取り付けなどを保守サービス会社に連絡して行ってください）。

ラックへの取り付け/ラックからの取り外し

Expressサーバをラックに取り付けます（取り外し手順についても説明しています）。
別売の内蔵型オプションを購入している場合は、ラックに取り付ける前に取り付けてくださ
い。

注意�
装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。指示を
守らないと、火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。
詳しくは、iiiページ以降の説明をご覧ください。

ⓦ　3人以下で持ち上げない

ⓦ　指定以外の場所に設置しない

ⓦ　カバーを外したまま取り付けない

ⓦ　指を挟まない
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取り付け部品の確認

ラックへ取り付けるために次の部品があることを確認してください。

番項 称　名 量数 考　備

① リブンセアルーレドイラス 2

② ムーアルブーケ 1

③ トーレプムーア )A( 1 CEN りあ印刻に品部、用クッラ

④ トーレプムーア )B( 1 りあ印刻に品部

⑤ トーレプムーア )C( 1 りあ印刻に品部

⑥ トーレプムーア )D( 1 りあ印刻に品部

⑦ トッケラブムーア )1( 1

⑧ トッケラブムーア )2( 1

⑨ トッケラブムーア )3( 1

⑩ トーレプンテ 1

⑪ イタルブーケ 02 　さ長 mc52

⑫ ジネ A 8 ジネチンイ )23-6#(

⑬ ジネ B 01 5M ジネドンイバ

⑭ ジネ C 6 ジネ皿チンイ

⑮ ャシッワ 8 ジネ B ャシッワの用

①

⑨⑦

⑥

②

③ ④ ⑤ ⑩

⑪ ⑫ ⑬

⑧

必要な工具

ラックへ取り付けるために必要な工具はプラスドライバとマイナスドライバです。

⑭

⑮
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取り付け手順

本装置はNEC製および他社製のラックへ取り付けることができます。次の手順で装置をラッ
クへ取り付けます。

重要�

N8540-28/29/38ラックへ取り付けるときは、N8543-36ラック取付用ブラケットが
必要です。別途購入してください。また、N8540-28/29/38ラックへの取り付け方法は
本書では説明していません。N8543-36に添付の説明書を参照してください。

1. テンプレートを使って装置を取り付ける位置（高さ）を決める。

テンプレートの幅と高さはExpressサーバと同じです。テンプレートをラックの前後にあてて取
り付ける位置決めてください。また、テンプレートには、コアナットやスライドレールアセンブ
リの取り付け位置が書かれています。

2. テンプレートで確認した位置にラックに
添付のコアナットを取り付ける。

ラックの前面内側から4個（左右に各2個）
取り付けます。このコアナットと本体の
フロントパネルにあるセットスクリュー
でラックに固定されます。

ラックの背面内側からは、2個（ラック背
面に向かって左側に2個）取り付けます。
このコアナットとケーブルアーム先端に
取り付けるアームブラケットがラックに
固定されます。

コアナットは下側のクリップをラックの
四角穴に引っかけてからマイナスドライ
バなどで上側のクリップを穴に差し込み
ます。

ＦＲＯＮＴ�

正面側�

７Ｕ�

ＲＥＡＲ�

背面側�

７Ｕ�

コアナットの取り付け位置

スライドレールアセンブリの取り付け位置

ケーブルアームの取り付け位置コアナットの取り付け位置

スライドレールアセンブリの取り付け位置

背　面前　面
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3. 装置の背面左側の電源ユニットを取り外
す。

取り外し方法は、110ページを参照して
ください。

4. 装置の背面左側にアームブラケット（1）
を図のようにはめ込む。

5. アームブラケット（1）を取り付け後、
アームブラケット（2）を図の様に取り付
け、ネジA（3本）で固定する。

アームブラケット（1）

アームブラケット（1）
アームブラケット（2）

アームブラケット（2）

取り外された電源ユニット
のスロット
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8. スライドレールアセンブリのレールを図
のようにスライドさせ、2本のネジをゆ
るめる。

ラックの奥行き（前後の支柱間）にスライ
ドレールアセンブリの長さを合わせるた
めです。

ネジを2本ゆるめるとスライドブラケッ
トが前後します。

9. テンプレートで確認した位置にスライド
レールアセンブリをラックのフレームに
位置決めする。

チェック�

スライドレールアセンブリの取り付け
方向を確認してください。

スライドブラケット

ネジ

レール

ラックの奥行き分の長さが合わない時は、ネジ2本を外してスライドブラケットを伸縮させて取
り付け位置を変えてください。

前面

背面

6. アームブラケット（3）を取り付けネジA（1
本）で固定する。

7. 手順3で取り外した電源ユニットを取り
付ける。

取り付け方法は、110ページを参照して
ください。

アームブラケット（3）
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10. スライドレールアセンブリをネジB（2
本、前後で4本）とワッシャ2個（前後で4
個）で固定する。

チェック�

ⓦ スライドレールアセンブリの先端
にあるフレーム先端がラックの角
穴のフレームに突き当たっている
状態で、レールのネジ穴（4個）が角
穴から確実に見えていることを確
認してください。

ⓦ レールが水平に位置決めされてい
ることを確認してください。

11. 手順8でゆるめたネジをレールを引き出
してからのネジを締めてスライドレール
アセンブリを固定し、レールを元に戻
す。

12. もう一方のスライドレールを手順8～11
と同様の手順でラックに取り付ける。

チェック�

すでに取り付けているスライドレール
アセンブリと同じ高さに取り付けてい
ることを確認してください。
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注意�
装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。指示を
守らないと、火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。
詳しくは、iiiページ以降の説明をご覧ください。

ⓦ　3人以下で持ち上げない

ⓦ　指を挟まない

13. レールを引き出し、4人以上でExpressサーバをしっかりと持って、装置をレールの切りかき部分
を装置の側面の穴に合わせてレールにのせる。

重要�

切りかき部分の取り付けを誤ると装置が落ちて、装置が故障するばかりでなく大けがをする可
能性があります。

14. 装置をのせた後、左右6カ所をネジCで固
定する。

穴

切り欠き

穴
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15. Expressサーバをゆっくりと静かに押し込みます。

初めての取り付けでは各機構部品がなじんでいないため押し込むときに強い摩擦を感じることが
あります。強く押し込んでください。

チェック�

装置をラックへ押し込む際はレリーズレバーを押してロックを解除しながらゆっくりとラック
内部へ押し込んでください。

16. NECラックの場合は、アームプレート
（A）をネジB（2本）でラックに固定する。

チェック�

ⓦ アームプレート（A）の受けには、手
順2で取り付けたコアナットを使用
します。

ⓦ 他社ラックに取り付ける場合に、
そのラックに合ったアームプレー
ト（A～D）を使用してください。

アームプレート（A）

レリーズレバー
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17. 装置背面にケーブルアームを取り付け、
アームブラケット（1）にネジA（2本）で固
定する。

18. ケーブルアームのもう一方の端をアーム
プレート（A）（NEC製ラックの場合）にネ
ジA（2本）で固定する。

チェック�

固定する際はケーブルアームどおしが
突き当たるようにして固定させてくだ
さい。

�

ケーブルアーム

突き当てる
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19. ケーブルアームを取り付けた後は、アー
ムが開閉することをチェックする。

20. 装置が引き出せることをチェックする。

21. ケーブルをケーブルアームにケーブルタ
イで固定する。

取り付け後は、アームの開閉や装置が引
き出せることを再度確認してください。
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25. フロントベゼルを取り付ける。

26. セキュリティキーでロックする。

以上で完了です。

22. Expressサーバをいったんラックへ押し
込んで取り付け位置を確認する。

Expressサーバ前面のフロントパネルの
四隅を見て、フロントパネルとラックの
ネジ穴が重なっていないことを確認して
ください。ネジ穴が重なっている場合
は、レールの取り付け位置が誤っている
ことが考えられます。取り付け位置を誤
ると他の装置を隙間なく取り付けること
ができません。

23. Expressサーバを何度かラックから引き
出したり、押し込んだりしてスライドの
動作に問題がないことを確認する。

24. 前面の両側にあるセットスクリューで
Expressサーバをラックに固定する。

ネジ穴

フロントパネル

セットスクリュー

ハンドルを持って
まっすぐに押しつける
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取り外し手順

ラックからの取り出し作業は「取り付け手順」に示す手順の逆を行ってください。必ず4人以
上で行ってください。

注意�
装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。指示を
守らないと、火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。
詳しくは、iiiページ以降の説明をご覧ください。

ⓦ　3人以下で持ち上げない

ⓦ　指を挟まない

ⓦ　高温注意

ⓦ　ラックが不安定な状態でデバイスをラックから引き出さない

ⓦ　複数台のデバイスをラックから引き出した状態にしない
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接　続

Expressサーバと周辺装置を接続します。
Expressサーバの背面には、さまざまな周辺装置と接続できるコネクタが用意されていま
す。次の図はExpressサーバが標準の状態で接続できる周辺機器とそのコネクタの位置を示
します。周辺装置を接続してから添付の電源コードをExpressサーバに接続し、電源プラグ
をコンセントにつなげます。

警告�
装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。指示を
守らないと、人が死亡する、または重傷を負うおそれがあります。詳しくは、iii
ページ以降の説明をご覧ください。

ⓦ　ぬれた手で電源プラグを持たない

ⓦ　アース線をガス管につながない

注意�
装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。指示を
守らないと、火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。
詳しくは、iiiページ以降の説明をご覧ください。

ⓦ　指定以外のコンセントに差し込まない

ⓦ　たこ足配線にしない

ⓦ　中途半端に差し込まない

ⓦ　指定以外の電源コードを使わない

ⓦ　プラグを差し込んだままインタフェースケーブルの取り付けや取り外しをしない

ⓦ　指定以外のインタフェースケーブルを使用しない
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1

2

2

1

最後に添付の電源コードコンセントに接続する

キーボード

Hub
（マルチポートリピータ）

マウス
SCSIインターフェースを持つ装置

LAN上のネットワー
クシステム（Hubを介
して接続されます）

パラレルインタフェース
を持つプリンタ

USBインタフェースを持
つ装置*（ターミナルアダ
プタなど）

シリアルインタフェース
を持つ装置（モデムなど）
専用回線への直接接続は
不可

ディスプレイ装置

ICMBインタフェースを
持つ機器へ
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重要�

ⓦ Expressサーバ、および接続する周辺機器の電源をOFFにしてから接続してくださ
い。ONの状態のまま接続すると誤動作や故障の原因となります。

ⓦ NEC以外（サードパーティ）の周辺機器およびインタフェースケーブルを接続する場合
は、お買い求めの販売店でそれらの装置がExpressサーバで使用できることをあらか
じめ確認してください。サードパーティの装置の中にはExpressサーバで使用できな
いものがあります。

ⓦ オプションのSCSI機器を増設する場合は、「SCSI Configuration Utility」ユーティ
リティ（189ページ）でオプションのSCSI機器に対応した設定をしてください。

ⓦ Narrowの外付けSCSI機器を接続する場合は、すべてNarrowデバイスとして使用し
てください。設定の変更は、「SCSI Configuration Utility」（189ページ）を使いま
す。

ⓦ 外付けSCSI機器を接続する場合、接続した機器の内部線長とSCSIケーブルの総線長
により、各デバイスは下表の転送レートで動作することができます。

ⓦ SCSI機器は最大4台まで増設可能です。

ⓦ キーボード、マウスはコネクタ部分の「△」マークを右に向けて差し込んでください。

ⓦ 接続するモデムは、NECの「COMSTARZ MULTI560」をご使用になることをお勧め
します。

ⓦ Expressサーバ本体に標準装備のシリアルポートから専用回線に直接接続することは
できません。専用回線へ接続する場合には、必ず回線電気通信事業法で定められた認定
を受けた端末機器から接続してください。（専用回線とは、特定の利用者に設置される
専用の伝送路設備、およびその付属設備を指します。日本電信電話株式会社等の公衆回
線も含まれます。）

ⓦ 周辺装置と接続しているケーブルや電源コードはExpessサーバとラックとの間に取り
付けたアームにケーブルタイで固定してください。

Expressサーバの電源コードを無停電電源装置（UPS）に接続する場合は、UPSの背面にある
サービスコンセントに接続します。

け付外 ISCS 長線部内の器機
と ISCS 長線総のルブーケ トーレ送転大最 )ces/BM( 幅送転ターデ

m2 下以 01 worraN

02 ediW

m5 下以 5 worraN

01 ediW
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基本的な操作
Expressサーバの基本的な操作の方法について説明します。

フロントベゼルの取り付け・取り外し

Expressサーバの電源のON/OFFやフロッピーディスクドライブ、CD-ROMドライブハード
ディスクドライブを取り扱うときは、フロントベゼルを取り外します。

重要�

フロントベゼルは、添付のセキュリ
ティキーでロックを解除しないと開け
ることができません。

1. キースロットに添付のセキュリティキー
を差し込み、キーをフロンとベゼル側に
軽く押しながら回してロックを解除す
る。

2. フロントベゼルの左右の取っ手を持って
手前に引き、Expressサーバから取り外
す。

チェック�

フロントベゼルは落とさないようしっ
かりと持ってください。

フロントベゼルを取り付けるときは取っ手を持って、フロントベゼルにあるツメ（6カ所）を
本体に合わせ、軽く押し込みます。取り付けた後はセキュリティのためにもキーでロックし
てください。

解除 ロック

取っ手

ハンドルを持って
まっすぐに押しつける
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電源のON

Expressサーバの電源は前面にあるPOWERスイッチを押すとONの状態になります。
次の順序で電源をONにします。

1. ディスプレイ装置、およびExpressサーバに接続している周辺機器の電源をONにする。

チェック�

無停電電源装置（UPS）などの電源制御装置に電源コードを接続している場合は、電源制御装置
の電源がONになっていることを確認してください。

2. Expressサーバ前面にあるPOWERス
イッチを押す。

POWERランプが緑色に点灯します。

電源をONにすると、Expressサーバは自
己診断プログラム（POST）を実行して
Expressサーバ自身の診断しています。
詳しくはこの後の「POSTのチェック」を
ご覧ください。POSTを完了するとOSが
起動します。

チェック�

POST中に異常が見つかるとPOSTを
中断し、エラーメッセージを表示しま
す。88ページを参照してください。

DUMP

POWERスイッチ
POWER/SLEEPランプ
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POSTのチェック

POST（Power On Self-Test）は、Expressサーバの自己診断機能です。
POSTはExpressサーバの電源をONにすると自動的に実行され、Profusionキャリア、I/O
キャリア、DIMM、プロセッサ、キーボード、マウスなどをチェックします。また、POST
の実行中に各種のBIOSセットアップユーティリティの起動メッセージなども表示します。

POSTの実行内容は常に確認する必要はありません。次の場合にPOST中に表示されるメッ
セージを確認してください。

ⓦ Expressサーバの導入時
ⓦ 「故障かな？」と思ったとき
ⓦ 電源ONからOSの起動の間に何度もビープ音がしたとき
ⓦ ディスプレイ装置になんらかのエラーメッセージが表示されたとき

POSTの流れ

次にPOSTで実行される内容を順を追って説明します。

重要�

システムの構成によっては、ディスプレイの画面に「Press Any Key」とキー入力を要求
するメッセージを表示する場合もあります。これは取り付けたオプションのボードのBIOS
が要求しているためのものです。オプションのマニュアルにある説明を確認してから何か
キーを押してください。

1. 電源ON後、POSTが起動し、メモリチェックを始めます。

ディスプレイ装置の画面左上に基本メモリと拡張メモリのサイズをカウントしているメッセージ
が表示されます。Expressサーバに搭載されているメモリの量によっては、メモリチェックが完
了するまでに数分かかる場合もあります。同様に再起動（リブート）した場合など、画面に表示を
するのに約1分程の時間がかかる場合があります。

チェック�

電源ON後、ディスプレイ装置にPOST画面が表示されるまでに約1分程度の時間がかかりま
す。

2. メモリチェックを終了すると、いくつかのメッセージが表示されます。これらは搭載している
CPUや接続しているキーボード、マウスなどを検出したことを知らせるメッセージです。

3. しばらくすると、BIOSセットアップユーティリティ「SETUP」の起動を促すメッセージが画面左
下に表示されます。

  Press <F2> to enter SETUP　

EXPRESSBUILDERから起動してセットアップする際やExpressサーバを使用する環境にあった
設定に変更するときに起動してください。エラーメッセージを伴った上記のメッセージが表示さ
れた場合を除き、通常では特に起動して設定を変更する必要はありません（そのまま何も入力せず
にいると数秒後にPOSTを自動的に続けます）。
SETUPを起動するときは、メッセージが表示されている間に<F2>キーを押します。設定方法や
パラメータの機能については、157ページを参照してください。
SETUPを終了すると、Expressサーバは自動的にもう一度はじめからPOSTを実行します。
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4. 続いてExpressサーバに内蔵のSCSIコントローラを検出し、SCSI BIOSセットアップユーティリ
ティの起動を促すメッセージが表示されます（そのまま何も入力せずにいると数秒後にPOSTを自
動的に続けます）。

  Press <Ctrl> <C> to enter SCSI Utility　

ここで<Ctrl>キーと<C>キーを押すとユーティリティが起動します。設定方法やパラメータの機
能については、189ページを参照してください。

ユーティリティは外付けSCSI機器を接続した場合に使用します。

ユーティリティを終了すると、Expressサーバは自動的にもう一度はじめからPOSTを実行しま
す。
ExpressサーバのPCIバスに複数のSCSIコントローラボードを搭載しているときは、PCIスロット
番号の順で搭載しているボードのSCSI BIOSセットアップユーティリティの起動メッセージを表
示しますが、増設したSCSIコントローラボードに搭載しているオプションBIOSの種類によって
は表示順序が変わる場合があります。

5. 接続しているSCSI機器が使用しているSCSI ID番号などを画面に表示します。

6. BIOSセットアップユーティリティ「SETUP」でパスワードの設定をすると、POSTが正常に終了
した後に、パスワードを入力する画面が表示されます。

パスワードの入力は、3回まで行えます。3回とも入力を誤るとExpressサーバを起動できなくな
ります。この場合は、Expressサーバの電源をOFFにしてから、約10秒ほど時間をあけてONにし
てExpressサーバを起動し直してください。

重要�

OSをインストールするまではパスワードを設定しないでください。

7. POSTを終了するとビープ音が1回鳴り、OSを起動します。
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POSTのエラーメッセージ

POST中にエラーを検出するとディスプレイ装置の画面にエラーメッセージを表示します。
次にエラーメッセージの一覧と原因、その対処方法を示します。

重要�

保守サービス会社に連絡するときはディスプレイの表示をメモしておいてください。アラー
ム表示は保守を行うときに有用な情報となります。

ジーセッメーラエの上イレプスィデ 味　意 法方処対

0020 ksiddexiferuliaF クスィデドーハ蔵内
ーラエのブイラド

け付り取くし正がブイラドクスィデドーハ蔵内
ら直もでれそ。いさだくてし認確かるいてれら
ドーハてし絡連に社会スビーサ守保は合場いな

。いさだくてし換交をクスィデ

0120 yekkcutS ーラエ続接ドーボーキ はいるあドーボーキ O/I 確をけ付取のーザイラ
守保は合場いなら直もでれそ。いさだくてし認

、ドーボーキてし絡連に社会スビーサ O/I イラ
はいるあーザ O/I いさだくてし換交をアリャキ

1120 rorredraobyeK ーラエドーボーキ はいるあドーボーキ O/I 確をけ付取のーザイラ
守保は合場いなら直もでれそ。いさだくてし認

、ドーボーキてし絡連に社会スビーサ O/I イラ
はいるあーザ O/I いさだくてし換交をアリャキ

3120 kcolnU-dekcoldraobyeK
hctiwsyek

さクッロがドーボーキ
。すまいてれ

はいるあドーボーキ O/I 確をけ付取のーザイラ
守保は合場いなら直もでれそ。いさだくてし認

、ドーボーキてし絡連に社会スビーサ O/I イラ
はいるあーザ O/I いさだくてし換交をアリャキ

0320 :tesffotadeliafMARmetsyS ムテスシ MAR ーラエ てし絡連に社会スビーサ守保 noisuforP リャキ
はいるあアリャキリモメ、ア MMID てし換交を

。いさだく1320 :tesffotadeliafmaRwodahS ウドャシ MAR ーラエ

2320 tadeliafMARdednetxE
:tesffo

張拡 MAR ーラエ

0520 -daedsiyrettabmetsyS
PUTESnurdnaecalpeR

がリテッバのムテスシ
いな

てし絡連に社会スビーサ守保 O/I の上アリャキ
。いさだくてし換交を池電ムウチリ

1520 dabmuskcehcSOMCmetsyS
desunoitarugifnoctluafeD-

のムテスシ SOMC チの
で正不がムサクッェ

。す

。たしまれさ定設が値トルォフデ PUTES 起を
なら直もでれそ。いさだくてし直し定設てし動

てし絡連に社会スビーサ守保、は合場い O/I キ
。いさだくてし換交をアリャ

0620 rorreremitmetsyS ラエーマイタムテスシ
ー

てし絡連に社会スビーサ守保 O/I 交をアリャキ
。いさだくてし換

0720 rorrekcolcemit-laeR クッロクムイタルアリ
ーラエ

てし絡連に社会スビーサ守保 O/I 交をアリャキ
。いさだくてし換

1720 sgnittesemitdnaatadkcehC クッロクムイタルアリ
あがり誤に定設刻時の

る

PUTES 、てし動起を ]niaM[ のーュニメ metsyS[
]emiT 、 ]etaDmetsyS[ さだくてし直し定設を

社会スビーサ守保は合場いなら直もでれそ。い
てし絡連に O/I 。いさだくてし換交をアリャキ

0820 -etelpmocnitoobsuoiverP
desunoitarugifnoctluafeD

なくし正が動起の回前
。い

。たしまし動起で定設トルォフデ PUTES 起を
。いさだくてし直し定設てし動

1820 TSOPybdnuofezisyromeM
SOMCASIEmorfdereffid

SOMC るな異と容内の
。出検を量容リモメ

PUTES そ。いさだくてし直し定設てし動起を
絡連に社会スビーサ守保は合場いなら直もでれ

てし O/I 。いさだくてし換交をアリャキ

7920 rorreyromemesaB ーラエリモメスーベ MMID を態状け付り取のアリャキリモメはたま
保は合場いなら直もでれそ。いさだくてし認確

てし絡連に社会スビーサ守 MMID リモメはたま
。いさだくてし換交をアリャキ
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ジーセッメーラエの上イレプスィデ 味　意 法方処対

7920 rorreyromemdednetxE ーラエリモメ張拡 MMID を態状け付り取のアリャキリモメはたま
保は合場いなら直もでれそ。いさだくてし認確

てし絡連に社会スビーサ守 MMID リモメはたま
。いさだくてし換交をアリャキ

0B20 rorreAevirdetteksiD クスィデーィピッロフ A
ーラエの

PUTES 、てし動起を ]niaM[ のーュニメ ycageL[
]:AetteksiD いるあ。いさだくてし直し定設を

のルブーケのブイラドクスィデーィピッロフは
なら直もでれそ。いさだくてし認確を態状続接

てし絡連に社会スビーサ守保は合場い O/I ャキ
をブイラドクスィデーィピッロフはいるあアリ

　。いさだくてし換交

1B20 rorreBevirdetteksiD クスィデーィピッロフ B
ーラエの

PUTES 、てし動起を ]niaM[ のーュニメ ycageL[
]:BetteksiD を ｣delbasiD｢ だくてし直し定設に

会スビーサ守保は合場いなら直もでれそ。いさ
てし絡連に社 O/I 。いさだくてし換交をアリャキ

2B20 nuR-epytAevirDtcerrocnI
PUTES

ブイラド A 正がプイタの
いなくし

PUTES 、てし動起を ]niaM[ のーュニメ ycageL[
]:AetteksiD でれそ。いさだくてし直し定設を

し絡連に社会スビーサ守保は合場いなら直も
て O/I 　。いさだくてし換交をアリャキ

3B20 nuR-epytBevirDtcerrocnI
PUTES

ブイラド B 正がプイタの
いなくし

PUTES 、てし動起を ]niaM[ のーュニメ ycageL[
]:BetteksiD を ｣delbasiD｢ だくてし直し定設に

会スビーサ守保は合場いなら直もでれそ。いさ
てし絡連に社 O/I 。いさだくてし換交をアリャキ

0D20 ehcaC-rorreehcacmetsyS
delbasid

エのュシッャキムテスシ
ーラ

UPC コはたまドーボンニザメサッセロプはたま
てし認確を態状け付り取のタルィフシンレーヒ
ビーサ守保は合場いなら直もでれそ。いさだく

てし絡連に社会ス UPC ニザメサッセロプはたま
し換交をタルィフシンレーヒコはたまドーボン

。いさだくて

0F20 DIUPC DIUPC るな異が の定指社当 UPC もでれそ。いさだくてし用使を
し絡連に社会スビーサ守保は合場いなら直

て UPC 換交をドーボンニザメサッセロプはたま
。いさだくてし

4F20 elbaetirwtonSOMCASIE SOMC がみ込き書の
可不

O/I さだくてし認確を定設のパンャジのアリャキ
社会スビーサ守保は合場いなら直もでれそ。い

てし絡連に O/I 。いさだくてし換交をアリャキ

5F20 deliaftsetAMD tsetAMD が liaf たし てし絡連に社会スビーサ守保 noisuforP リャキ
てし換交をドーボンニザメサッセロプはたまア

。いさだく

6F20 deliafIMNerawtfoS IMNerawtfoS が liaf たし てし絡連に社会スビーサ守保 noisuforP リャキ
てし換交をドーボンニザメサッセロプはたまア

。いさだく

7F20 deliafIMNremitefas-liaF IMNremitefas-liaF で liaf
たし

てし絡連に社会スビーサ守保 noisuforP リャキ
てし換交をドーボンニザメサッセロプはたまア

。いさだく

0040 noitarugifnoCmetsySdilavnI
ytilitunoitarugifnocnur-ataD

正不が報情成構ムテスシ
。るあで

PUTES ［、し動起を ]decnavdA のーュニメ
]ataDnoitarugifnoCteseR[ を ]seY[ 起再てしに

保、は合場いなら直もでれそ。いさだくてし動
てし絡連に社会スビーサ守 O/I 換交をアリャキ

。いさだくてし

1040 ataDnoitarugifnoCmetsyS
rorrEdaeR

のターデ成構ムテスシ
ーラエドーリ

PUTES ［、し動起を ]decnavdA ーュニメ
の ]ataDnoitarugifnoCteseR[ を ]seY[ 再てしに

、は合場いなら直もでれそ。いさだくてし動起
てし絡連に社会スビーサ守保 O/I 交をアリャキ

。いさだくてし換

4050 tcilfnoCecruoseR ICP のスーソリのドーボ
グンピッマ正不

PUTES ［、し動起を ]decnavdA のーュニメ
]ataDnoitarugifnoCteseR[ を ]seY[ 起再てしに

保、は合場いなら直もでれそ。いさだくてし動
たし設増てし絡連に社会スビーサ守 ICP ドーボ

、はいるあ O/I 。いさだくてし換交をアリャキ
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ジーセッメーラエの上イレプスィデ 味　意 法方処対

5050 dezilaitinitonMORnoisnapxE ICP 張拡のドーボ MOR
ーラエ化期初

ICP さだくてし認確を態状け付り取のドーボ
、はたま。い PUTES 、し動起を ]decnavdA[ メ

のーュニ ]noitarugifnoCICP[ の要必に時動起で
いな ICP るす対にドーボ ]nacSMORnoitpO[ の
を定設 ]delbasiD[ もでれそ。いさ下てし定設に

し絡連に社会スビーサ守保、は合場いなら直
て ICP はいるあドーボ O/I くてし換交をアリャキ

。いさだ

6050 derugifnoctonQRI-gninraW ICP 定設み込割のドーボ
常異

PUTES ［、し動起を ]decnavdA のーュニメ
]ataDnoitarugifnoCteseR[ を ]seY[ 起再てしに

守保、は合場いなら直もでれそ。いさ下てし動
たし設増てし絡連に社会スビーサ ICP あドーボ

、はいる O/I 。いさだくてし換交をアリャキ

7050 muskcehcMORnoisnapxE
rorre

ICP 張拡のドーボ MOR
ーラエムサクッェチ

PUTES ［、し動起を ]decnavdA のーュニメ
]ataDnoitarugifnoCteseR[ を ]seY[ 起再てしに

守保、は合場いなら直もでれそ。いさ下てし動
たし設増てし絡連に社会スビーサ ICP あドーボ

、はいる O/I 。いさだくてし換交をアリャキ

8050 tsalnodeliafremitgodhctaW
toob

ドチッォウに時動起回前
がーマイタグ liaf たし

。いさだくてし絡連に社会スビーサ守保

0118 ecafretnItnemeganamrevreS
noitcnufotdeliaf

tnemeganaMrevreS
ecafretnI が liaf たし

。いさだくてし絡連に社会スビーサ守保

B418 edometadpuniCMB CMB トーデプッアの
ドーモ

てし絡連に社会スビーサ守保 O/I 交をアリャキ
。いさだくてし換

0518 repmujybderaelcMARVN りよに定設パンャジ
MARVN たれさアリクが

さだくてし動起再てし戻に元を定設のパンャジ
。い

2518 deraelcatadDCSE DCSE さアリクがターデ
たれ

さだくてし動起再てし戻に元を定設のパンャジ
。い

3518 repmujybderaelcdrowssaP スパりよに定設パンャジ
たれさアリクがドーワ

さだくてし動起再てし戻に元を定設のパンャジ
。い

4518 ytpmedroceRataDrosneS RDS いなし在存が報情 てし絡連に社会スビーサ守保 O/I 交をアリャキ
。いさだくてし換

5518 llufsigniggoLtnevEmetsyS グロトンベイムテスシ
が lluf たっなに

PUTES リクをグロトンベイムテスシてし動起を
。いさだくてしア

0618 etadpuSOIBylppaotelbanU
4rossecorPthgiRrof

4rossecorPthgiR
の SOIB がトーデプッア

いなれさ用適

4rossecorPthgiR てし認確を態状け付り取の
ビーサ守保は合場いなら直もでれそ。いさだく

てし絡連に社会ス 4rossecorPthgiR し換交を
。いさだくて

1618 etadpuSOIBylppaotelbanU
3rossecorPthgiRrof

3rossecorPthgiR
の SOIB がトーデプッア

いなれさ用適

3rossecorPthgiR てし認確を態状け付り取の
ビーサ守保は合場いなら直もでれそ。いさだく

てし絡連に社会ス 3rossecorPthgiR し換交を
。いさだくて

2618 etadpuSOIBylppaotelbanU
2rossecorPthgiRrof

2rossecorPthgiR
の SOIB がトーデプッア

いなれさ用適

2rossecorPthgiR てし認確を態状け付り取の
ビーサ守保は合場いなら直もでれそ。いさだく

てし絡連に社会ス 2rossecorPthgiR し換交を
。いさだくて

3618 etadpuSOIBylppaotelbanU
1rossecorPthgiRrof

1rossecorPthgiR
の SOIB がトーデプッア

いなれさ用適

1rossecorPthgiR てし認確を態状け付り取の
ビーサ守保は合場いなら直もでれそ。いさだく

てし絡連に社会ス 1rossecorPthgiR し換交を
。いさだくて

4618 etadpuSOIBylppaotelbanU
4rossecorPtfeLrof

4rossecorPtfeL
の SOIB がトーデプッア

いなれさ用適

4rossecorPtfeL くてし認確を態状け付り取の
スビーサ守保は合場いなら直もでれそ。いさだ

てし絡連に社会 4rossecorPtfeL くてし換交を
。いさだ
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ジーセッメーラエの上イレプスィデ 味　意 法方処対

5618 etadpuSOIBylppaotelbanU
3rossecorPtfeLrof

3rossecorPtfeL
の SOIB がトーデプッア

いなれさ用適

3rossecorPtfeL くてし認確を態状け付り取の
スビーサ守保は合場いなら直もでれそ。いさだ

てし絡連に社会 3rossecorPtfeL くてし換交を
。いさだ

6618 etadpuSOIBylppaotelbanU
2rossecorPtfeLrof

2rossecorPtfeL
の SOIB がトーデプッア

いなれさ用適

2rossecorPtfeL くてし認確を態状け付り取の
スビーサ守保は合場いなら直もでれそ。いさだ

てし絡連に社会 2rossecorPtfeL くてし換交を
。いさだ

7618 etadpuSOIBylppaotelbanU
1rossecorPtfeLrof

1rossecorPtfeL
の SOIB がトーデプッア

いなれさ用適

1rossecorPtfeL くてし認確を態状け付り取の
スビーサ守保は合場いなら直もでれそ。いさだ

てし絡連に社会 1rossecorPtfeL くてし換交を
。いさだ

8618 ehcac2L4rossecorPthgiR
deliaf

4rossecorPthgiR の 2L
がュシッャキ liaf たし

てし絡連に社会スビーサ守保 rossecorPthgiR
4 。いさだくてし換交を

9618 ehcac2L3rossecorPthgiR
deliaf

3rossecorPthgiR の 2L
がュシッャキ liaf たし

てし絡連に社会スビーサ守保 rossecorPthgiR
3 。いさだくてし換交を

A618 ehcac2L2rossecorPthgiR
deliaf

2rossecorPthgiR の 2L
がュシッャキ liaf たし

てし絡連に社会スビーサ守保 rossecorPthgiR
2 。いさだくてし換交

B618 ehcac2L1rossecorPthgiR
deliaf

1rossecorPthgiR の 2L
がュシッャキ liaf たし

てし絡連に社会スビーサ守保 rossecorPthgiR
1 。いさだくてし換交を

C618 ehcac2L4rossecorPtfeL
deliaf

4rossecorPtfeL の 2L
がュシッャキ liaf たし

てし絡連に社会スビーサ守保 4rossecorPtfeL
。いさだくてし換交を

D618 ehcac2L3rossecorPtfeL
deliaf

3rossecorPtfeL の 2L
がュシッャキ liaf たし

てし絡連に社会スビーサ守保 3rossecorPtfeL
。いさだくてし換交を

E618 ehcac2L2rossecorPtfeL
deliaf

2rossecorPtfeL の 2L
がュシッャキ liaf たし

てし絡連に社会スビーサ守保 2rossecorPtfeL
。いさだくてし換交を

F618 ehcac2L1rossecorPtfeL
deliaf

1rossecorPtfeL の 2L
がュシッャキ liaf たし

てし絡連に社会スビーサ守保 1rossecorPtfeL
。いさだくてし換交を

0718 troppustonesodSOIB
thgiRrofgnippetstnerruc

4rossecorP

4rossecorPthgiR スの
がグンピッテ SOIB 対に
いないてし応

てし絡連に社会スビーサ守保 rossecorPthgiR
4 。いさだくてし換交を

1718 troppustonesodSOIB
thgiRrofgnippetstnerruc

3rossecorP

3rossecorPthgiR スの
がグンピッテ SOIB 対に
いないてし応

てし絡連に社会スビーサ守保 rossecorPthgiR
3 。いさだくてし換交を

2718 troppustonesodSOIB
thgiRrofgnippetstnerruc

2rossecorP

2rossecorPthgiR スの
がグンピッテ SOIB 対に
いないてし応

てし絡連に社会スビーサ守保 rossecorPthgiR
2 。いさだくてし換交

3718 troppustonesodSOIB
thgiRrofgnippetstnerruc

1rossecorP

1rossecorPthgiR スの
がグンピッテ SOIB 対に
いないてし応

てし絡連に社会スビーサ守保 rossecorPthgiR
1 。いさだくてし換交を

4718 troppustonesodSOIB
tfeLrofgnippetstnerruc

4rossecorP

4rossecorPtfeL テスの
がグンピッ SOIB 応対に
いないてし

てし絡連に社会スビーサ守保 4rossecorPtfeL
。いさだくてし換交を

5718 troppustonesodSOIB
tfeLrofgnippetstnerruc

3rossecorP

3rossecorPtfeL テスの
がグンピッ SOIB 応対に
いないてし

てし絡連に社会スビーサ守保 3rossecorPtfeL
。いさだくてし換交を

6718 troppustonesodSOIB
tfeLrofgnippetstnerruc

2rossecorP

2rossecorPtfeL テスの
がグンピッ SOIB 応対に
いないてし

てし絡連に社会スビーサ守保 2rossecorPtfeL
。いさだくてし換交を

7718 troppustonesodSOIB
tfeLrofgnippetstnerruc

1rossecorP

1rossecorPtfeL テスの
がグンピッ SOIB 応対に
いないてし

てし絡連に社会スビーサ守保 1rossecorPtfeL
。いさだくてし換交を
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0818 dnopserotdeliafX46BP X46BP し敗失に答応が
た

てし絡連に社会スビーサ守保 O/I 交をアリャキ
。いさだくてし換

1818 sgnippetsrossecorp,DIUPC
tnereffidera

DIUPC のサッセロプと
るな異がグンピッテス

の定指社当 UPC もでれそ。いさだくてし用使を
し絡連に社会スビーサ守保はきといなら直

て UPC 。いさだくてし換交を

2818 hctamsimezisehcac2L のズイサュシッャキ次二
致一不

の定指社当 UPC もでれそ。いさだくてし用使を
し絡連に社会スビーサ守保はきといなら直

て UPC 。いさだくてし換交を

6818 eraseilimafrossecorP
tnereffid

がーリミァフサッセロプ
るな異

の定指社当 UPC もでれそ。いさだくてし用使を
し絡連に社会スビーサ守保はきといなら直

て UPC 。いさだくてし換交を

8818 erasledomrossecorP
tnereffid

な異がルデモサッセロプ
る

の定指社当 UPC もでれそ。いさだくてし用使を
し絡連に社会スビーサ守保はきといなら直

て UPC 。いさだくてし換交を

0028 tnemeganamdraobesaB
noitcnufotdeliafrellortnoc

CMB が能機の liaf たし てし絡連に社会スビーサ守保 O/I 交をアリャキ
。いさだくてし換

1028 deliafrellortnoclenaptnorF
noitcnufot

CPF が能機の liaf たし ボルネパトンロフてし絡連に社会スビーサ守保
。いさだくてし換交をドー

2028 deliafrellortnocerahsrewoP
noitcnufot

CSP が能機の liaf たし 交をトッニユ源電てし絡連に社会スビーサ守保
。いさだくてし換

5028 otdeliafrellortnocpaws-toH
noitcnuf

CSH が能機の liaf たし プッワストッホてし絡連に社会スビーサ守保
DDH 。いさだくてし換交をンーレプクッバ

0128 TSIBdeliaf4rossecorPthgiR 4rossecorPthgiR
が TSIB で liaf たし

てし絡連に社会スビーサ守保 rossecorPthgiR
4 。いさだくてし換交を

1128 TSIBdeliaf3rossecorPthgiR 3rossecorPthgiR
が TSIB で liaf たし

てし絡連に社会スビーサ守保 rossecorPthgiR
3 。いさだくてし換交を

2128 TSIBdeliaf2rossecorPthgiR 2rossecorPthgiR
が TSIB で liaf たし

てし絡連に社会スビーサ守保 rossecorPthgiR
2 。いさだくてし換交を

3128 TSIBdeliaf1rossecorPthgiR 1rossecorPthgiR
が TSIB で liaf たし

てし絡連に社会スビーサ守保 rossecorPthgiR
1 。いさだくてし換交を

4128 TSIBdeliaf4rossecorPtfeL 4rossecorPtfeL
が TSIB で liaf たし

てし絡連に社会スビーサ守保 4rossecorPtfeL
。いさだくてし換交を

5128 TSIBdeliaf3rossecorPtfeL 3rossecorPtfeL
が TSIB で liaf たし

てし絡連に社会スビーサ守保 3rossecorPtfeL
。いさだくてし換交を

6128 TSIBdeliaf2rossecorPtfeL 2rossecorPtfeL
が TSIB で liaf たし

てし絡連に社会スビーサ守保 2rossecorPtfeL
。いさだくてし換交を

7128 TSIBdeliaf1rossecorPtfeL 1rossecorPtfeL
が TSIB で liaf たし

てし絡連に社会スビーサ守保 1rossecorPtfeL
。いさだくてし換交を

0228 lanretni4rossecorPthgiR
eruliaf)RREI(rorre

4rossecorPthgiR
で RREI 生発が

てし絡連に社会スビーサ守保 rossecorPthgiR
4 。いさだくてし換交を

1228 lanretni3rossecorPthgiR
eruliaf)RREI(rorre

3rossecorPthgiR
で RREI 生発が

てし絡連に社会スビーサ守保 rossecorPthgiR
3 。いさだくてし換交を

2228 lanretni2rossecorPthgiR
eruliaf)RREI(rorre

2rossecorPthgiR
で RREI 生発が

てし絡連に社会スビーサ守保 rossecorPthgiR
2 。いさだくてし換交を

3228 lanretni1rossecorPthgiR
eruliaf)RREI(rorre

1rossecorPthgiR
で RREI 生発が

てし絡連に社会スビーサ守保 rossecorPthgiR
1 。いさだくてし換交を

4228 lanretni4rossecorPtfeL
eruliaf)RREI(rorre

4rossecorPtfeL
で RREI 生発が

てし絡連に社会スビーサ守保 4rossecorPtfeL
。いさだくてし換交を

5228 lanretni3rossecorPtfeL
eruliaf)RREI(rorre

3rossecorPtfeL
で RREI 生発が

てし絡連に社会スビーサ守保 3rossecorPtfeL
。いさだくてし換交を

6228 lanretni2rossecorPtfeL
eruliaf)RREI(rorre

2rossecorPtfeL
で RREI 生発が

てし絡連に社会スビーサ守保 2rossecorPtfeL
。いさだくてし換交を
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7228 lanretni1rossecorPtfeL
eruliaf)RREI(rorre

1rossecorPtfeL
で RREI 生発が

てし絡連に社会スビーサ守保 1rossecorPtfeL
。いさだくてし換交を

0328 lamreht4rossecorPthgiR
eruliafpirt

4rossecorPthgiR 温で
出検を常異度

てし絡連に社会スビーサ守保 rossecorPthgiR
4 。いさだくてし換交を

1328 lamreht3rossecorPthgiR
eruliafpirt

3rossecorPthgiR 温で
出検を常異度

てし絡連に社会スビーサ守保 rossecorPthgiR
3 。いさだくてし換交を

2328 lamreht2rossecorPthgiR
eruliafpirt

2rossecorPthgiR 温で
出検を常異度

てし絡連に社会スビーサ守保 rossecorPthgiR
2 。いさだくてし換交を

3328 lamreht1rossecorPthgiR
eruliafpirt

1rossecorPthgiR 温で
出検を常異度

てし絡連に社会スビーサ守保 rossecorPthgiR
1 。いさだくてし換交を

4328 pirtlamreht4rossecorPtfeL
eruliaf

4rossecorPtfeL 度温で
出検を常異

てし絡連に社会スビーサ守保 4rossecorPtfeL
。いさだくてし換交を

5328 pirtlamreht3rossecorPtfeL
eruliaf

3rossecorPtfeL 度温で
出検を常異

てし絡連に社会スビーサ守保 3rossecorPtfeL
。いさだくてし換交を

6328 pirtlamreht2rossecorPtfeL
eruliaf

2rossecorPtfeL 度温で
出検を常異

てし絡連に社会スビーサ守保 2rossecorPtfeL
。いさだくてし換交を

7328 pirtlamreht1rossecorPtfeL
eruliaf

1rossecorPtfeL 度温で
出検を常異

てし絡連に社会スビーサ守保 1rossecorPtfeL
。いさだくてし換交を

0428 delbasid4rossecorPthgiR 4rossecorPthgiR 無が
るあで効

てし絡連に社会スビーサ守保 rossecorPthgiR
4 。いさだくてし換交を

1428 delbasid3rossecorPthgiR 3rossecorPthgiR 無が
るあで効

てし絡連に社会スビーサ守保 rossecorPthgiR
3 。いさだくてし換交を

2428 delbasid2rossecorPthgiR 2rossecorPthgiR 無が
るあで効

てし絡連に社会スビーサ守保 rossecorPthgiR
2 。いさだくてし換交を

3428 delbasid1rossecorPthgiR 1rossecorPthgiR 無が
るあで効

てし絡連に社会スビーサ守保 rossecorPthgiR
1 。いさだくてし換交を

4428 delbasid4rossecorPtfeL 4rossecorPtfeL 効無が
るあで

てし絡連に社会スビーサ守保 4rossecorPtfeL
。いさだくてし換交を

5428 delbasid3rossecorPtfeL 3rossecorPtfeL 効無が
るあで

てし絡連に社会スビーサ守保 3rossecorPtfeL
。いさだくてし換交を

6428 delbasid2rossecorPtfeL 2rossecorPtfeL 効無が
るあで

てし絡連に社会スビーサ守保 2rossecorPtfeL
。いさだくてし換交を

7428 delbasid1rossecorPtfeL 1rossecorPtfeL 効無が
るあで

てし絡連に社会スビーサ守保 1rossecorPtfeL
。いさだくてし換交を

0528 BRFdeliaf4rossecorPthgiR
remit3leveL

4rossecorPthgiR が
remit3leveLBRF 失に

たし敗

てし絡連に社会スビーサ守保 rossecorPthgiR
4 。いさだくてし換交を

1528 BRFdeliaf3rossecorPthgiR
remit3leveL

3rossecorPthgiR が
remit3leveLBRF 失に

たし敗

てし絡連に社会スビーサ守保 rossecorPthgiR
3 。いさだくてし換交を

2528 BRFdeliaf2rossecorPthgiR
remit3leveL

2rossecorPthgiR が
remit3leveLBRF 失に

たし敗

てし絡連に社会スビーサ守保 rossecorPthgiR
2 。いさだくてし換交を

3528 BRFdeliaf1rossecorPthgiR
remit3leveL

1rossecorPthgiR が
remit3leveLBRF 失に

たし敗

てし絡連に社会スビーサ守保 rossecorPthgiR
1 。いさだくてし換交を

4528 BRFdeliaf4rossecorPtfeL
remit3leveL

4rossecorPtfeL が
remit3leveLBRF 失に

たし敗

てし絡連に社会スビーサ守保 4rossecorPtfeL
。いさだくてし換交を



94

ジーセッメーラエの上イレプスィデ 味　意 法方処対

5528 BRFdeliaf3rossecorPtfeL
remit3leveL

3rossecorPtfeL が
remit3leveLBRF 失に

たし敗

てし絡連に社会スビーサ守保 3rossecorPtfeL
。いさだくてし換交を

6528 BRFdeliaf2rossecorPtfeL
remit3leveL

2rossecorPtfeL が
remit3leveLBRF 失に

たし敗

てし絡連に社会スビーサ守保 2rossecorPtfeL
。いさだくてし換交を

7528 BRFdeliaf1rossecorPtfeL
remit3leveL

1rossecorPtfeL が
remit3leveLBRF 失に

たし敗

てし絡連に社会スビーサ守保 1rossecorPtfeL
。いさだくてし換交を

0628 deliaf4rossecorPthgiR
noitazilaitini

4rossecorPthgiR 初が
たし敗失に化期

てし絡連に社会スビーサ守保 rossecorPthgiR
4 。いさだくてし換交を

1628 deliaf3rossecorPthgiR
noitazilaitini

3rossecorPthgiR 初が
たし敗失に化期

てし絡連に社会スビーサ守保 rossecorPthgiR
3 。いさだくてし換交を

2628 deliaf2rossecorPthgiR
noitazilaitini

2rossecorPthgiR 初が
たし敗失に化期

てし絡連に社会スビーサ守保 rossecorPthgiR
2 。いさだくてし換交を

3628 deliaf1rossecorPthgiR
noitazilaitini

1rossecorPthgiR 初が
たし敗失に化期

てし絡連に社会スビーサ守保 rossecorPthgiR
1 。いさだくてし換交を

4628 deliaf4rossecorPtfeL
noitazilaitini

4rossecorPtfeL 期初が
たし敗失に化

てし絡連に社会スビーサ守保 4rossecorPtfeL
。いさだくてし換交を

5628 deliaf3rossecorPtfeL
noitazilaitini

3rossecorPtfeL 期初が
たし敗失に化

てし絡連に社会スビーサ守保 3rossecorPtfeL
。いさだくてし換交を

6628 deliaf2rossecorPtfeL
noitazilaitini

2rossecorPtfeL 期初が
たし敗失に化

てし絡連に社会スビーサ守保 2rossecorPtfeL
。いさだくてし換交を

7628 deliaf1rossecorPtfeL
noitazilaitini

1rossecorPtfeL 期初が
たし敗失に化

てし絡連に社会スビーサ守保 1rossecorPtfeL
。いさだくてし換交を

0728 deliafreirracyromemtfeL がアリャキリモメの側左
たし障故

キリモメの側左、てし絡連に社会スビーサ守保
。いさだくてし換交をアリャ

1728 deliafreirracyromemthgiR がアリャキリモメの側右
たし障故

キリモメの側右、てし絡連に社会スビーサ守保
。いさだくてし換交をアリャ

2728 -derugifnocylluftonMMID
xJtfeL

のアリャキリモメの側右
トッロス xJ の MMID 取の

全完不がけ付り

トッロスのアリャキリモメの側右 xJ の MMID を
場いなら直もでれそ。いさだくてし直け付り取

トッロスてし絡連に社会スビーサ守保は合 xJ
の MMID 。いさだくてし換交を

3728 -derugifnocylluftonMMID
xJthgiR

のアリャキリモメの側左
トッロス xJ の MMID 取の

全完不がけ付り

トッロスのアリャキリモメの側左 xJ の MMID を
場いなら直もでれそ。いさだくてし直け付り取

トッロスてし絡連に社会スビーサ守保は合 xJ
の MMID 。いさだくてし換交を

4728 nidetcetedrorreyromeM
xJtfeLMMID

のアリャキリモメの側右
トッロス xJ しーラエが

た

ャキリモメの側右てし絡連に社会スビーサ守保
トッロスのアリ xJ の MMID さだくてし換交を

。い

5728 nidetcetedrorreyromeM
xJthgiRMMID

のアリャキリモメの側左
トッロス xJ しーラエが

た

ャキリモメの側左てし絡連に社会スビーサ守保
トッロスのアリ xJ の MMID さだくてし換交を

。い

6728 hctamsimezisMMID MMID 正不が量容の MMID 。んせまりあくし正が順手載搭の 311 ペ
てし照参をジー MMID し認確を順手け付り取の
。いさだくて

0828 tfeldeliafretlifycnerehoC
tsetatad

ィフシンレーヒコの側左
障故が部ターデのタル

ンレーヒコの側左てし絡連に社会スビーサ守保
。いさだくてし換交をタルィフシ

1828 thgirdeliafretlifycnerehoC
tsetatad

ィフシンレーヒコの側右
障故が部ターデのタル

ンレーヒコの側右てし絡連に社会スビーサ守保
。いさだくてし換交をタルィフシ

0928 tfeldeliafretlifycnerehoC
tsetsserdda

ィフシンレーヒコの側左
障故が部スレドアのタル

ンレーヒコの側左てし絡連に社会スビーサ守保
。いさだくてし換交をタルィフシ
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1928 thgirdeliafretlifycnerehoC
tsetsserdda

ィフシンレーヒコの側右
障故が部スレドアのタル

シンレヒコの側右てし絡連に社会スビーサ守保
。いさだくてし換交をタルィフ

3928 ezisretlifycnerehoC
hctamsim

ィフシンレーヒコの右左
致一不が量容のタル

コのかれずい右左てし絡連に社会スビーサ守保
。いさだくてし換交をタルィフシンレーヒ

4928 atadretlifycnerehoC
erapmocsim

ィフシンレーヒコの右左
致一不ターデのタル

コのかれずい右左てし絡連に社会スビーサ守保
。いさだくてし換交をタルィフシンレーヒ

5928 DPSMMIDdetroppusnU
dnuof

ョジーバいなしトーポサ
のン MMID るあが

の定指社当 MMID でれそ。いさだくてし用使を
し絡連に社会スビーサ守保、は合場いなら直も

て MMID 。いさだくてし換交を

6928 rorresuBC2I suBC2I ーラエの 。いさだくてし絡連に社会スビーサ守保

7928 DPSMMIDdetcepxenU
dnuof

の様仕いなしトーポサ
MMID るあが

の定指社当 MMID でれそ。いさだくてし用使を
し絡連に社会スビーサ守保、は合場いなら直も

て MMID 。いさだくてし換交を

8928 toobtondidrossecorPtfeL ニザメサッセロプの側左
サッセロプの上ドーボン

いなきで動起が

てし絡連に社会スビーサ守保 UPC ロプはたま
。いさだくてし換交をドーボンニザメサッセ

9928 toobtondidrossecorPthgiR ニザメサッセロプの側右
サッセロプの上ドーボン

いなきで動起が

てし絡連に社会スビーサ守保 UPC ロプはたま
。いさだくてし換交をドーボンニザメサッセ

0038 tfeltadnuofMMIDCCEdaB
tropyromem

上アリャキリモメの側左
の MMID で CCE をーラエ
出検

てし絡連に社会スビーサ守保 MMID モメはたま
。いさだくてし換交をアリャキリ

1038 tadnuofMMIDCCEdaB
tropyromemthgir

上アリャキリモメの側右
の MMID で CCE をーラエ
出検

てし絡連に社会スビーサ守保 MMID モメはたま
。いさだくてし換交をアリャキリ

2038 derruccororrelanretnI 。生発が常異ムテスシ 。いさだくてし絡連に社会スビーサ守保

3038 ycnerehoCgnissimrodaB
)s(rossecorpdnasub,sretliF

delbasid

のタルィフシンレーヒコ
テスシ、りよに障故

ム sub 無がサッセロプや
たっなに効

ィフシンレーヒコてし絡連に社会スビーサ守保
。いさだくてし換交をタル

4038 ycnerehoCgnissimrodaB
delbasidsub,sretliF

のタルィフシンレーヒコ
テスシ、りよに障故

ム sub たっなに効無が

ィフシンレーヒコてし絡連に社会スビーサ守保
。いさだくてし換交をタル

5038 yromem,srorreynamooT
detrobatset

リモメりよにーラエ数複
たれさ断中がトステ

。いさだくてし絡連に社会スビーサ守保

0048 gulp-tohICPnotluafhctiwS
xPtols

ICP トッロス xP トッホの
障故がチッイスグラプ

ICP でれそ。いさだくてじ閉をブタのトッロス
し絡連に社会スビーサ守保は合場いなら直も

て ICP さだくてし換交をドーボグラプトッホ
。い

1048 neddirrevosehctiwsgulp-toH
putesrorepmujyb

がチッイスグラプトッホ
効無

PUTES てし動起を ]decnavdA[ のーュニメ
]lortnoCteSpihCdecnavdA[ の PHPedirrevO[

]sehctiwS を ]delbasiD[ そ。いさだくてし定設に
絡連に社会スビーサ守保は合場いなら直もでれ

てし ICP グラプトッホ DEL はいるあドーボ O/I キ
。いさだくてし換交をアリャ

2048 ecneuqespu-rewopgulp-toH
etelpmoctondid

ICP 常正がグラプトッホ
。たっかなえ行に

PUTES び及 SO そ。いさだくてし認確を定設の
絡連に社会スビーサ守保は合場いなら直もでれ

てし O/I はくしもアリャキ ICP グラプトッホ DEL
。いさだくてし換交をドーボ

3048 gulp-tohICPfotluafrewoP
xPtols

ICP トッロス xP 障故が てし絡連に社会スビーサ守保 O/I 交をアリャキ
。いさだくてし換
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ビープ音によるエラー通知

POST中にエラーを検出しても、ディスプレイ装置の画面にエラーメッセージを表示できな
い場合があります。この場合は、一連のビープ音でエラーが発生したことを通知します。エ
ラーはビープ音のいくつかの音の組み合わせでその内容を通知します。
たとえば、ビープ音が1回、連続して3回、1回、1回の組み合わせで鳴った（ビープコード:
1-3-1-1）ときはDRAMリフレッシュテストエラーが起きたことを示します。

次にビープコードとその意味、対処方法を示します。

ドーコプービ 味　意 法方処対

3-2-2-1 MOR ーラエムサクッェチ 、てし絡連に社会スビーサ守保 O/I アリャキ
。いさだくてし換交を

1-1-3-1 MARD ーラエトステュシッレフリ MMID 態状け付り取のアリャキリモメはたま
合場いなら直もでれそ。いさだくてし認確を

てし絡連に社会スビーサ守保は MMID はたま
。いさだくてし換交をアリャキリモメ

3-1-3-1 ーラエラーロトンコドーボーキ いるあ。いさだくてし直し続接をドーボーキ
は O/I だくてし認確を態状け付り取のザイラ

スビーサ守保は合場いなら直もでれそ。いさ
てし絡連に社会 O/I はたまザイラ O/I アリャキ

。いさだくてし換交を

1-3-3-1 はるあ。いなきで出検をリモメ MMID タの
るな異がプイ

MMID 態状け付り取のアリャキリモメはたま
合場いなら直もでれそ。いさだくてし認確を

てし絡連に社会スビーサ守保は MMID はたま
。いさだくてし換交をアリャキリモメ

2-3-3-1 ーラエ化期初のリモメ MMID 態状け付り取のアリャキリモメはたま
合場いなら直もでれそ。いさだくてし認確を

てし絡連に社会スビーサ守保は MMID はたま
。いさだくてし換交をアリャキリモメ

3-3-3-1 ESAB レーヒコ、はいるあ化期初のリモメ
ーラエでクッェチの報情成構タルィフシン

MMID ーヒコはいるあアリャキリモメはたま
くてし認確を態状け付り取のタルィフシンレ
ビーサ守保は合場いなら直もでれそ。いさだ

てし絡連に社会ス MMID リャキリモメはたま
てし換交をタルィフシンレーヒコはいるあア

。いさだく

1-4-3-1 ンイラスレドア 6732 ーラエリモメので MMID 態状け付り取のアリャキリモメはたま
合場いなら直もでれそ。いさだくてし認確を

てし絡連に社会スビーサ守保は MMID はたま
。いさだくてし換交をアリャキリモメ

3-4-3-1 ーラエのプールグリモメのてべす MMID 態状け付り取のアリャキリモメはたま
合場いなら直もでれそ。いさだくてし認確を

てし絡連に社会スビーサ守保は MMID はたま
。いさだくてし換交をアリャキリモメ

1-1-4-1 トッビターデ 6732 ーラエリモメので MMID 態状け付り取のアリャキリモメはたま
合場いなら直もでれそ。いさだくてし認確を

てし絡連に社会スビーサ守保は MMID はたま
。いさだくてし換交をアリャキリモメ

1-2-4-1 SOMC ーラエトステの 、てし絡連に社会スビーサ守保 O/I アリャキ
。いさだくてし換交を

3-3-4-1 ーラエでプールグリモメのてべす MMID 態状け付り取のアリャキリモメはたま
合場いなら直もでれそ。いさだくてし認確を

てし絡連に社会スビーサ守保は MMID はたま
。いさだくてし換交をアリャキリモメ

1-3-2-2 ーラエトステみ込り割正不 、てし絡連に社会スビーサ守保 O/I アリャキ
。いさだくてし換交を

1-1-2-3 ISCS ーラエ化期初のラーロトンコ 、てし絡連に社会スビーサ守保 O/I アリャキ
。いさだくてし換交を
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電源のOFF

次の順序で電源をOFFにします。Expressサーバの電源コードをUPSに接続している場合は、
UPSに添付のマニュアルを参照するか、UPSを制御しているアプリケーションのマニュアル
を参照してください。

1. OSのシャットダウンをする。

2. Expressサーバ前面にあるPOWERスイッチを押す。

POWERランプが消灯します。

3. 周辺機器の電源をOFFにする。

ドーコプービ 味　意 法方処対

2-1 ICP ンョシプオの上ドーボ MOR クッェチの
ーラエムサ

ICP さだくてし認確を態状け付り取のドーボ
会スビーサ守保は合場いなら直もでれそ。い

、てし絡連に社 ICP はいるあドーボ O/I ャキ
。いさだくてし換交をアリ

1-1-1-4 TOOB 。たし敗失に PUTES てし動起を ]tooB[ のーュニメ tooB[
]ytiroirPeciveD し認確を位順先優のトーブで

サ守保は合場いなら直もでれそ。いさだくて
いてしとうよしトーブてし絡連に社会スビー

。いさだくてし換交をスイバデる

1-4-1-4 ーラエグンジイサリモメ MMID 。いさだくてし認確を態状け付り取の
に社会スビーサ守保は合場いなら直もでれそ

、てし絡連 MMID をアリャキリモメはいるあ
。いさだくてし換交

2-4-1-4 ーラエグンジイサリモメ MMID 。いさだくてし認確を態状け付り取の
に社会スビーサ守保は合場いなら直もでれそ

、てし絡連 MMID をアリャキリモメはいるあ
。いさだくてし換交

4-4-1-4 ーラエグンジイサのタルィフシンレーヒコ 認確を態状け付り取のタルィフシンレーヒコ
守保は合場いなら直もでれそ。いさだくてし
ィフシンレーヒコ、てし絡連に社会スビーサ

はいるあタル noisuforP てし換交をアリャキ
。いさだく

4-4-2-4 02A 。たし敗失に 。いさだくてし絡連に社会スビーサ守保
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省電力モードの起動

ExpressサーバはACPIモードに対応しています。
SLEEPスイッチでExpressサーバの電力をほとんど使
用しない状態（スタンバイ状態）にすることができます。

ヒント�

SLEEPスイッチは、Windows 2000を使用してい
るときに機能します（Windows NT 4.0ではサポー
トしていません）。

システムを運用中に前面にあるPOWER/SLEEPスイッ
チを押すとスタンバイ状態になります（POWER /
SLEEPランプが点滅します）。スタンバイ状態になって
もメモリの内容やそれまでの作業の状態は保持されて
います。また、スタンバイ状態中でもネットワーク上
の他のパソコンやサーバからハードディスクへアクセ
スしたり、その他のネットワーク作業を行うことがで
きます。POWER/SLEEPスイッチを押すとスタンバイ
状態は解除されます。

ヒント�

省電力モードへの移行または省電力モードからの復帰方法については、Windows 2000の設
定によって異なります。また、省電力モード中の動作レベルは、Windows 2000の設定に依
存します。（Windows NT 4.0では未サポートです。）

重要�

省電力モードへの移行または省電力モード中にシステムを変更しないでください。省電力
モードから復帰する際に元の状態に復帰できない場合があります。

DUMP

POWER/SLEEPスイッチ

POWERランプ
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フロッピーディスクドライブ

Expressサーバ前面にフロッピーディスクを使ったデータの読み出し（リード）・保存（ライ
ト）を行うことのできる3.5インチフロッピーディスクドライブが搭載されています。
Expressサーバでは3.5インチの2HDフロッピーディスク（1.44Mバイト・1.2Mバイト）と
2DDフロッピーディスク（720Kバイト）を使用することができます。

フロッピーディスクのセット/取り出し

フロッピーディスクをフロッピーディスクドライブにセットする前にExpressサーバの電源
がON（POWERランプ点灯）になっていることを確認してください。
フロッピーディスクをフロッピーディスクドライブに完全に押し込むと「カチッ」と音がし
て、フロッピーディスクドライブのイジェクトボタンが少し飛び出します。

チェック�

ⓦ 1.2Mバイトフォーマットのディスクを使って起動（ブート）することはできません。

ⓦ Windows 2000で1.2Mバイトフォーマットのフロッピーディスクを使いたい場合は、
フロッピーディスクドライバをアップデートしてください。詳しくは、オンラインド
キュメント「インストレーションサプリメントガイド」を参照してください。

ⓦ フォーマットされていないフロッピーディスクをセットすると、ディスクの内容を読め
ないことを知らせるメッセージやフォーマットを要求するメッセージが表示されます。
OSに添付のマニュアルを参照してフロッピーディスクをフォーマットしてください。

ⓦ フロッピーディスクをセットした後にExpressサーバの電源をONにしたり、再起動し
たりするとフロッピーディスクから起動します。フロッピーディスク内にシステムがな
いと起動できません。

イジェクトボタンを押すとセットしたフロッピーディスクをフロッピーディスクドライブか
ら取り出せます。

チェック�

フロッピーディスクアクセスランプが消灯していることを確認してからフロッピーディスク
を取り出してください。アクセスランプが点灯中に取り出すとデータが破壊されるおそれが
あります。
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フロッピーディスクの取り扱い

フロッピーディスクは、データを保存する大切なものです。またその構造は非常にデリケー
トにできていますので、次の点に注意して取り扱ってください。

ⓦ フロッピーディスクドライブにはていねいに奥まで挿入してください。

ⓦ ラベルは正しい位置に貼り付けてください。

ⓦ 鉛筆やボールペンで直接フロッピーディスクに書き込んだりしないでください。

ⓦ シャッタを開けないでください。

ⓦ ゴミやほこりの多いところでは使用しないでください。

ⓦ フロッピーディスクの上に物を置かないでください。

ⓦ 直射日光の当たる場所や暖房器具の近くなど温度の高くなる場所には置かないでくださ
い。

ⓦ たばこの煙に当たるところには置かないでください。

ⓦ 水などの液体の近くや薬品の近くには置かないでください。

ⓦ 磁石など磁気を帯びたものを近づけないでください。

ⓦ クリップなどではさんだり、落としたりしないでください。

ⓦ 磁気やほこりから保護できる専用の収納ケースに保管してください。

ⓦ フロッピーディスクは、保存している内容を誤って消
すことのないようにライトプロテクト（書き込み禁止）
ができるようになっています。ライトプロテクトされ
ているフロッピーディスクは、読み出しはできます
が、ディスクのフォーマットやデータの書き込みがで
きません。重要なデータの入っているフロッピーディ
スクは、書き込み時以外はライトプロテクトをしてお
くようお勧めします。3.5インチフロッピーディスクの
ライトプロテクトは、ディスク裏面のライトプロテク
トスイッチで行います。

ⓦ フロッピーディスクは、とてもデリケートな記憶媒体です。ほこりや温度変化によって
データが失われることがあります。また、オペレータの操作ミスや装置自身の故障など
によってもデータを失う場合があります。このような場合を考えて、万一に備えて大切
なデータは定期的にバックアップをとっておくことをお勧めします。（Expressサーバに
添付されているフロッピーディスクは必ずバックアップをとってください。）

ライトプロテクト
スイッチ

書き込み 書き込み
不可　 可
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CD-ROMドライブ

Expressサーバ前面にCD-ROMドライブがあります。CD-ROMドライブはCD-ROM（読み出
し専用のコンパクトディスク）のデータを読むための装置です。CD-ROMはフロッピーディ
スクと比較して、大量のデータを高速に読み出すことができます。

注意�
装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。指示を
守らないと、火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。
詳しくは、iiiページ以降の説明をご覧ください。

ⓦ　CD-ROMドライブのトレーを引き出したまま放置しない

CD-ROMのセット/取り出し

CD-ROMをCD-ROMドライブにセットする前にExpressサーバの電源がON（POWERランプ
点灯）になっていることを確認してください。

CD-ROMドライブ前面のオープン／クローズボタンを
押すとトレーが出てきます。CD-ROMの文字が印刷さ
れている面を上にしてトレーの上に静かに、確実に置い
てください。

オープン／クローズ
ボタン

オープン／クローズボタンを押すか、トレーの前面を軽
く押すと、トレーは自動的にCD-ROMドライブ内に
セットされます。

重要�

CD-ROMのセット後、CD-ROMドライブの駆動
音が大きく聞こえるときはCD-ROMをセットし直
してください。

CD-ROMの取り出しは、CD-ROMをセットするときと
同じようにオープン／クローズボタンを押してトレーを
イジェクトし、トレーから取り出します（アクセスラン
プがオレンジ色に点灯しているときは、ディスクにアク
セスしていることを示します。この間、オープン／ク
ローズボタンは機能しません）。OSによってはOSから
トレーをイジェクトすることもできます。
CD-ROMを取り出したらトレーを元に戻してください。
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取り出せなくなったときの取り出し方

オープン／クローズボタンを押してもCD-ROMをExpressサーバから取り出せない場合は、
次の手順に従ってCD-ROMを取り出します。

1. POWERスイッチを押してExpressサー
バの電源をOFF（POWERランプ消灯）に
する。

2. 直径約1.2mm、長さ約100mmの金属製
のピン（太めのゼムクリップを引き伸ばし
て代用できる）をCD-ROM前面右側にあ
るエマージェンシーホールに差し込ん
で、トレーが出てくるまでゆっくりと押
す。

重要�

ⓦ つま楊枝やプラスチックなど折れやすいものを使用しないでください。

ⓦ 上記の手順を行ってもCD-ROMが取り出せない場合は、保守サービス会社に連絡してくだ
さい。

3. トレーを持って引き出す。

4. CD-ROMを取り出す。

5. トレーを押して元に戻す。

CD-ROMの取り扱いについて

ExpressサーバにセットするCD-ROMは次の点に注意して取り扱ってください。

ⓦ CD-ROMを落とさないでください。

ⓦ CD-ROMの上にものを置いたり、曲げたりしないでください。

ⓦ CD-ROMにラベルなどを貼らないでください。

ⓦ 信号面（文字などが印刷されていない面）に手を触れないでください。

ⓦ 文字の書かれている面を上にして、トレーにていねいに置いてください。

ⓦ キズをつけたり、鉛筆やボールペンで文字などを直接CD-ROMに書き込まないでくださ
い。

ⓦ たばこの煙の当たるところには置かないでください。

ⓦ 直射日光の当たる場所や暖房器具の近くなど温度の高くなる場所には置かないでくださ
い。

ⓦ 指紋やほこりがついたときは、乾いた柔らかい布で、内側から外側に向けてゆっくり、
ていねいにふいてください。

ⓦ 清掃の際は、CD専用のクリーナをお使いください。レコード用のスプレー、クリーナ、
ベンジン、シンナーなどは使わないでください。

ⓦ 使用後は、専用の収納ケースに保管してください。
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