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本製品の説明書

本製品の説明書は、次のように、冊子として添付されているもの( )、EXPRESSBUILDER 内に電子マニュア

ル( )として格納されているものがあります。 

安全にご利用いただくために 本機を安全に使うために注意すべきことを説明しています。本機を取

り扱う前に必ずお読みください。 

スタートアップガイド 本機の開梱から運用までを順を追って説明しています。はじめにこの

ガイドを参照して、本機の概要を把握してください。 

ユーザーズガイド 

1 章 概要 本機の概要、各部の名称、および機能について説明しています。

2 章 準備 オプションの増設、周辺機器との接続、および適切な設置場所について

説明しています。

3 章 セットアップ システムBIOSの設定とEXPRESSBUILDERの概要について説明してい

ます。

4 章 付録 本機の仕様などを記載しています。

メンテナンスガイド 

1 章 保守 本機の保守とトラブルシューティングについて説明しています。

2 章 便利な機能 便利な機能の紹介、システム BIOS、RAID コンフィグレーションユーティ

リティー、および EXPRESSBUILDER の詳細について説明しています。 

3 章 付録 エラーメッセージ、Windows イベントログなどを記載しています。 

その他の説明書 
ESMPRO、Universal RAID Utility の操作方法など、詳細な情報を提供しています。 

PDF

PDF

PDF

PDF

EXPRESSBUILDER 



目 次 
 
 
 

iStorage NS300Rg ユーザーズガイド 3

  

目 次 

 

本製品の説明書 ..................................................................................................................................................... 2 

目 次 ................................................................................................................................................................... 3 

表 記 ................................................................................................................................................................... 6 
安全にかかわる表示 ............................................................................................................................ 6 
本文中の記号 ...................................................................................................................................... 7 
「光ディスクドライブ」の表記 .......................................................................................................... 7 
「ハードディスクドライブ」の表記 ................................................................................................... 7 
「リムーバブルメディア」の表記 ...................................................................................................... 7 
オペレーティングシステムの表記 ...................................................................................................... 8 
「POST」の表記 ................................................................................................................................ 8 
「BMC」の表記 .................................................................................................................................. 8 

商 標 ................................................................................................................................................................... 9 

ライセンス通知 ................................................................................................................................................... 10 

本書および本製品に関する注意と補足 ............................................................................................................... 12 
最新版 ............................................................................................................................................... 12 
安全上のご注意 ................................................................................................................................. 12 
警告ラベル ........................................................................................................................................ 13 
取り扱い上のご注意 .......................................................................................................................... 14 

1 章  概 要 ................................................................................................................................................................ 16 

1. はじめに ........................................................................................................................................................ 17 

2. 付属品の確認 ................................................................................................................................................. 18 

3. 特 長 ............................................................................................................................................................ 19 
3.1 ファームウェアおよびソフトウェアのバージョン管理 ............................................................ 21 

4. お客様登録 ..................................................................................................................................................... 22 

5. 各部の名称と機能 .......................................................................................................................................... 23 
5.1 前 面 ....................................................................................................................................... 23 
5.2 前 面(フロントベゼルを取り外した状態)................................................................................ 24 
5.3 背 面 ....................................................................................................................................... 25 
5.4 外 観 ....................................................................................................................................... 26 
5.5 内 部 ....................................................................................................................................... 27 
5.6 マザーボード ............................................................................................................................. 29 
5.7 ランプ表示 ................................................................................................................................ 30 

 POWER ランプ ( ) ............................................................................................. 30 5.7.1
 STATUS ランプ ( ) ............................................................................................. 30 5.7.2
 LINK/ACT ランプ( 1、 2) ............................................................................... 32 5.7.3
 光ディスクアクセスランプ(オプション) ................................................................ 32 5.7.4
 UID ランプ(ID) ........................................................................................................ 32 5.7.5
 Power Capping ランプ(P.CAP) ............................................................................... 32 5.7.6
 ハードディスクドライブのランプ ......................................................................... 33 5.7.7
 LAN コネクタのランプ ........................................................................................... 34 5.7.8

2 章  準 備 ................................................................................................................................................................ 35 

1. 内蔵オプションの取り付け ............................................................................................................................ 36 



目 次 
 
 
 

iStorage NS300Rg ユーザーズガイド 4

  

1.1 安全上の注意 ............................................................................................................................. 36 
1.2 取り付け／取り外しの概要 ....................................................................................................... 37 
1.3 サーバーの確認(UID スイッチ) ................................................................................................. 39 
1.4 フロントベゼルの取り外し ....................................................................................................... 40 
1.5 トップカバーの取り外し ........................................................................................................... 40 
1.6 TPM キット ................................................................................................................................ 41 

 取り付け................................................................................................................. 41 1.6.1
1.7 DIMM ......................................................................................................................................... 42 

 サポートする最大メモリ容量 ................................................................................ 42 1.7.1
 DIMM の増設順序 ................................................................................................... 43 1.7.2
 取り付け................................................................................................................. 44 1.7.3
 取り外し................................................................................................................. 45 1.7.4

1.8 内蔵ハードディスクによる RAID システム ............................................................................... 46 
 RAID システム構築時の注意事項 ........................................................................... 47 1.8.1

1.9 RAID コントローラーおよび フラッシュバックアップユニット(FBU) ..................................... 50 
 取り扱い上の注意 .................................................................................................. 50 1.9.1
 RAID コントローラー および フラッシュバックアップユニット(FBU)の 1.9.2
取り付け ................................................................................................................ 50 

1.10 PCI ボード ............................................................................................................................... 56 
 注意事項 ............................................................................................................... 57 1.10.1
 サポートしているボードと搭載可能スロット ...................................................... 57 1.10.2
 ライザーカードへの取り付け ............................................................................... 59 1.10.3
 ライザーカードからの取り外し ........................................................................... 61 1.10.4

1.11 光ディスクドライブ ................................................................................................................ 62 
 取り付け ............................................................................................................... 62 1.11.1
 取り外し ............................................................................................................... 62 1.11.2

1.12 冗長ファン .............................................................................................................................. 63 
 冗長ファンへの交換 ............................................................................................. 63 1.12.1

1.13 ハードディスクドライブ ......................................................................................................... 65 
 取り付け ............................................................................................................... 65 1.13.1
 取り外し ............................................................................................................... 67 1.13.2
 RAID システム構成でのハードディスクドライブの交換について ........................ 68 1.13.3

1.14 冗長電源ユニット(2x 500W) ................................................................................................... 69 
 冗長電源ユニットへの交換 .................................................................................. 69 1.14.1

1.15 トップカバーの取り付け ......................................................................................................... 73 
1.16 フロントベゼルの取り付け ..................................................................................................... 73 

2. 設置と接続 ..................................................................................................................................................... 74 
2.1 設 置 ....................................................................................................................................... 74 

 ラックの設置 ......................................................................................................... 74 2.1.1
 ラックへの取り付け/ラックからの取り外し .......................................................... 76 2.1.2

2.2 接 続 ....................................................................................................................................... 83 
 無停電電源装置(UPS)への接続について................................................................ 86 2.2.1

3 章  セットアップ ..................................................................................................................................................... 87 

1. 電源の ON ...................................................................................................................................................... 88 
1.1 POST のチェック....................................................................................................................... 89 

 POST の流れ .......................................................................................................... 89 1.1.1
 POST のエラーメッセージ ..................................................................................... 92 1.1.2

2. システム BIOS のセットアップ(SETUP の説明) ........................................................................................... 93 
2.1 概 要 ....................................................................................................................................... 93 
2.2 起動と終了 ................................................................................................................................ 93 
2.3 キー操作と画面の説明 .............................................................................................................. 94 
2.4 設定が必要なケース .................................................................................................................. 96 
2.5 ネットワーク経由による BIOS 設定 ......................................................................................... 98 

 概要 ........................................................................................................................ 98 2.5.1
 BIOS 設定のバックアップ方法 ............................................................................... 99 2.5.2
 BIOS 設定のリストア方法 ...................................................................................... 99 2.5.3
 注意事項............................................................................................................... 101 2.5.4



目 次 

iStorage NS300Rg ユーザーズガイド 5

3. EXPRESSSCOPE エンジン 3 ..................................................................................................................... 102
3.1 概 要 ..................................................................................................................................... 102
3.2 EXPRESSSCOPE エンジン 3 のネットワーク設定 ................................................................ 102

4. EXPRESSBUILDER ..................................................................................................................................... 104
4.1 EXPRESSBUILDER の機能 ..................................................................................................... 104
4.2 EXPRESSBUILDER の使い方 ................................................................................................. 104

5. 電源の OFF .................................................................................................................................................. 105

4 章  付 録 .............................................................................................................................................................. 106

1. 仕 様 .......................................................................................................................................................... 107

2. 割り込みライン ............................................................................................................................................ 108

3. 用語集 .......................................................................................................................................................... 109

4. 改版履歴 ...................................................................................................................................................... 111



表 記 

iStorage NS300Rg ユーザーズガイド 6

表 記

安全にかかわる表示

ユーザーズガイド、および警告ラベルでは、危険の程度を表す言葉として以下を使用しています。

人が死亡する、または重傷を負うおそれがあることを示します。

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ることを示します。

危険に対する注意は 3 種類の記号を使って表しています。それぞれの記号は次のような意味をもちます。 

注意の喚起
この記号は危険が発生するおそれがあることを表します。

記号の中の絵表示は危険の内容を図案化したものです。

行為の禁止
この記号は行為の禁止を表します。記号の中や近くの絵表

示は、してはならない行為の内容を図案化したものです。 

行為の強制
この記号は行為の強制を表します。記号の中の絵表示は、

しなければならない行為の内容を図案化したものです。危

険を避けるためにはこの行為が必要です。

(表示例) 

指定以外のコンセントに差し込まない

指定された電圧で、アース付きのコンセントをお使いください。指定以外で使うと火

災や漏電の原因となります。

(感電注意） 

(例） 

(分解禁止） 

(例） 

(例） 

(電源プラグを抜け） 

注意を促す記号 危険に対する注意の内容 危険の程度を表す用語 
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本文中の記号 

本書では安全にかかわる注意記号のほかに 3 種類の記号を使用しています。これらの記号は、次のような意味

をもちます。 

 

 

ハードウェアの取り扱い、ソフトウェアの操作などにおいて、守らなければならないことにつ

いて示しています。記載の手順に従わないときは、ハードウェアの故障、データの損失など、

重大な不具合が起きるおそれがあります。 

 
ハードウェアの取り扱い、ソフトウェアの操作などにおいて、確認しておかなければならない

ことについて示しています。 

 
知っておくと役に立つ情報、便利なことについて示しています。 

 

 

「光ディスクドライブ」の表記 

本機は、購入時のオーダーによって以下のいずれかのドライブを装備できます。本書では、これらのドライブ

を「光ディスクドライブ」と記載しています。 

 

● DVD-ROM ドライブ 

● DVD Super MULTI ドライブ 

 

 

「ハードディスクドライブ」の表記 

本書で記載のハードディスクドライブとは、特に記載のない限り以下の両方を意味します。 

 

● ハードディスクドライブ(HDD) 

● ソリッドステートドライブ(SSD) 

 

 

「リムーバブルメディア」の表記 

本書で記載のリムーバブルメディアとは、特に記載のない限り以下の両方を意味します。 

 

● USB メモリ 

● Flash FDD 

重要

チェック

ヒント
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オペレーティングシステムの表記 

本書では、Windows オペレーティングシステムを次のように表記します。 

本書の表記 Windows OSの名称 

Windows Storage Server 2012 R2 Windows Storage Server 2012 R2 (64bit) Standard Edition 

 

 

「POST」の表記 

本書で記載の POST とは以下を意味します。 

● Power On Self-Test 

 

 

「BMC」の表記 

本書で記載の BMC とは以下を意味します。 

● Baseboard Management Controller 
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商 標

EXPRESSBUILDERとESMPRO、CLUSTERPRO、EXPRESSSCOPE、ExpressUpdateは日本電気株式会社の登録商

標です。

Microsoft、Windows、Windows Serverは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または

商標です。

Intel、Celeron、Pentium、Core i3、Xeonは米国Intel Corporationの商標または登録商標です。 

ATは米国International Business Machines Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 

PCI EXPRESSはPeripheral Component Interconnect Special Interest Groupの商標です。 

その他、記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。
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ライセンス通知 

本製品の一部(システムBIOS)には、下記ライセンスのオープンソースソフトウェアが含まれています。 

 

 
 EDK FROM TIANOCORE.ORG  
 

BSD License from Intel  
 
Copyright (c) 2004, Intel Corporation  
 
All rights reserved.  
 
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the 
following conditions are met:  

 
・ Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following 

disclaimer.  
・ Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the 

following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.  
・ Neither the name of the Intel Corporation nor the names of its contributors may be used to endorse or 

promote products derived from this software without specific prior written permission.  
 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY 
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT 
SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, 
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR 
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN 
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY 
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.  
 
Copyright (c) 2004 - 2007, Intel Corporation  
All rights reserved. This program and the accompanying materials are licensed and made available under the 
terms and conditions of the BSD License which accompanies this distribution. The full text of the license may be 
found at http://opensource.org/licenses/bsd-license.php  
THE PROGRAM IS DISTRIBUTED UNDER THE BSD LICENSE ON AN "AS IS" BASIS, WITHOUT 
WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED.  

 

UEFI NETWORK STACK 2  
 

OpenSSL License 
------- 
 
Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved. 
 
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the 
following conditions are met: 

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the 
following disclaimer.  

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the 
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following 
acknowledgment: 
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. 
(http://www.openssl.org/)" 

4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products 
derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact 
openssl-core@openssl.org. 

5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their 
names without prior written permission of the OpenSSL Project. 

http://www.openssl.org/
mailto:openssl-core@openssl.org
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6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: 
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit 
(http://www.openssl.org/)" 

 
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED 
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY 
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL 
PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, 
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF 
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) 
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, 
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS 
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 
 
This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). 
This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). 

 
CRYPTO PACKAGE USING WPA SUPPLICANT  

 
WPA Supplicant 
------- 
 
Copyright (c) 2003-2012, Jouni Malinen <j@w1.fi> and contributors 
All Rights Reserved. 
 
This program is licensed under the BSD license (the one with advertisement clause removed). 
If you are submitting changes to the project, please see CONTRIBUTIONS file for more instructions. 
 
License 
------- 
 
This software may be distributed, used, and modified under the terms of 
BSD license: 
 
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the 
following conditions are met: 
 

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the 
following disclaimer.  

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the 
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 

3. Neither the name(s) of the above-listed copyright holder(s) nor the names of its contributors may be used 
to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. 

 
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY 
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT 
SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, 
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOTLIMITED 
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR 
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN 
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY 
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

 

mailto:eay@cryptsoft.com
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本書および本製品に関する注意と補足 

1. 本書の一部または全部を無断転載することを禁じます。 

2. 本書に関しては将来予告なしに変更することがあります。 

3. 弊社の許可なく複製、改変することを禁じます。 

4. 本書について誤記、記載漏れなどお気づきの点があった場合、お買い求めの販売店まで連絡してください。 

5. 運用した結果の影響については、4 項に関わらず弊社は一切責任を負いません。 

6. 本書の説明で用いられているサンプル値は、すべて架空のものです。 

 

この説明書は、必要なときすぐに参照できるよう、お手元に置いてください。 

 

 

新版 

本書は作成日時点の情報をもとに作られており、画面イメージ、メッセージ、または手順などが実際のものと

異なることがあります。 変更されているときは適宜読み替えてください。 

また、説明書の 新版は、次の Web サイトからダウンロードできます。 

 

http://jpn.nec.com/ 

 

 

安全上のご注意 

本製品を安全にお使いいただくため、本機に添付されている「安全にご利用いただくために」をよく読んでく

ださい。 

 

 

http://www.nec.co.jp/
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警告ラベル 

危険性のある部品やその周辺には警告ラベルがあります(警告ラベルは印刷されているか、貼り付けられていま

す)。ラベルをはがしたり、塗りつぶしたり、汚したりしないでください。このラベルが貼り付けられていない、

はがれかかっている、汚れている、印刷されていないなどのときは販売店まで連絡してください。 
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取り扱い上のご注意 

本機を正しく動作させるため、次の注意事項を守ってください。これらの注意を無視した取り扱いをすると誤

動作や故障の原因となります。 

● 電波による影響を避けるため、本機の近くでは携帯電話の電源を OFF にしてください。 

● 本書の「2 章(2. 設置と接続)」を参照し、適切な場所へ本機を設置してください。 

● プラグアンドプレイに対応していない周辺機器のケーブル接続/取り外しは、本機の電源が OFF になって

いることを確認し、電源コードをコンセントから外したあとに行ってください。 

● AC 入力電圧が 100V/200V のコンセントに添付の電源コードを接続してください。電源コードは AC 入力

電圧にあったものを使用してください。 

● 電源の OFF や光ディスクの取り出しは、アクセスランプが消灯しているのを確認してから行ってください。 

● 本機の電源を OFF にしたあと、再び ON にするときは 30 秒以上経過してからにしてください。無停電電

源装置(UPS)に接続している場合も 30秒以上経過してからONになるようにスケジューリング設定をして

ください。 

● 本機を移動するときは、電源を OFF にして、電源コードをコンセントから抜いてください。 

● 定期的に清掃してください(清掃は「メンテナンスガイド」の「1 章(2. 日常の保守)」で説明しています)。 

● 落雷などが原因で瞬間的に電圧が低下することがあります。この対策として UPS などを使うことをお勧

めします。 

● CD 規格に準拠しない「コピーガード付き CD」などのディスクは、本機の光ディスクドライブによる再生

は保証できません。 

● 次の条件に当てはまる場合は、運用の前にシステム時計の確認、調整をしてください。 

― 輸送後 

― 長期に保管したあと 

― 動作を保証する環境条件(温度：5℃～40℃(オプション適用時：5℃～45℃、構成制限あり)・湿度：

20%～80%)から外れた状態で休止状態にしたあと 

● システム時計は毎月 1 回程度の割合で確認してください。また、高精度な時刻を要求するシステムの場合

は、タイムサーバー(NTP サーバー)などを利用して運用することをお勧めします。 

● 長期に保管する場合は、保管環境条件(温度：-10℃～55℃、湿度：20%～80%、ただし、結露しないこと)

を守って保管してください。 

● 本機、内蔵型のオプション機器、バックアップ装置にセットするメディア(テープカートリッジ)などは、

寒い場所から暖かい場所に急に持ち込むと結露が発生し、そのまま使用すると誤作動や故障の原因となり

ます。保管した大切なデータや資産を守るためにも、使用環境に十分になじませてからお使いください。 

参考：冬季(室温と 10 度以上の気温差)の結露防止に有効な時間 

   ディスク装置：約 2～3 時間   メディア  ：約 1 日 

● オプションは弊社の純正品をお使いになることをお勧めします。取り付けや接続ができても、弊社が動作

を確認していない機器については、正常に動作しないばかりか、本機が故障することがあります。これら

の製品が原因となって起きた故障や破損については保証期間中でも有償修理となります。 
 

 
保守サービスについて 

本製品は、専門的な知識を持つ保守員による定期的な診断・保守サービスを用意していま

す。正しい状態で使い続けるためにも、保守サービス会社と定期保守サービスを契約する

ことをお勧めします。 

ヒント



本書および本製品に関する注意と補足 
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コンピューター機器を長時間連続して使用すると、身体の各部に異常が起こることがあります。コンピューターを使

用するときは、主に次の点に注意して身体に負担がかからないよう心掛けましょう。

よい作業姿勢で

コンピューターを使用するときの基本的な姿勢は、背筋を伸ばして

椅子にすわり、キーボードを両手と床がほぼ平行になるような高さ

に置き、視線が目の高さよりもやや下向きに画面に注がれていると

いう姿勢です。『よい作業姿勢』とはこの基本的な姿勢をとったと

き、身体のどの部分にも余分な力が入っていない、つまり緊張して

いる筋肉がもっとも少ない姿勢のことです。

『悪い作業姿勢』、たとえば背中を丸めたかっこうやディスプレイ

装置の画面に顔を近づけたままの状態で作業を行うと、疲労の原因

や視力低下の原因となることがあります。

ディスプレイの角度を調節する

ディスプレイの多くは上下、左右の角度調節ができるようになって

います。まぶしい光が画面に映り込むのを防いだり、表示内容を見

やすくしたりするためにディスプレイの角度を調節することは、た

いへん重要です。角度調節をせずに見づらい角度のまま作業を行う

と『よい作業姿勢』を保てなくなりすぐに疲労してしまいます。ご

使用の前にディスプレイを見やすいよう角度を調整してください。

画面の明るさ・コントラストを調節する

ディスプレイは明るさ(ブライトネス)・コントラストを調節できる

機能を持っています。年齢や個人差、まわりの明るさなどによって、

画面の 適なブライトネス・コントラストは異なりますので、状況

に応じて画面を見やすいように調節してください。画面が明るすぎ

たり、暗すぎたりすると目に悪影響をもたらします。

キーボードの角度を調節する

オプションのキーボードには、角度を変えることができるよう設計

されているものもあります。入力しやすいようにキーボードの角度

を変えることは、肩や腕、指への負担を軽減するのにたいへん有効

です。

機器の清掃をする

機器をきれいに保つことは、美観の面からだけでなく、機能や安全上の観点からも大切です。特にディスプレイの画

面は、ほこりなどで汚れると、表示内容が見にくくなりますので定期的に清掃する必要があります。

疲れたら休む

疲れを感じたら手を休め、軽い体操をするなど、気分転換をはかる

ことをお勧めします。

健康を損なわないためのアドバイス
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NEC iStorage NS シリーズ 
iStorage NS300Rg 

概 要 
本製品の特長ならびに導入の際に知っておいていただきたいことについて説明します。 

 

1.  はじめに 

 

2.  付属品の確認 

本製品の付属品について説明しています。 

 

3.  特 長 

本製品の特長とシステム管理について説明しています。 

 

4.  お客様登録 

お客様登録について説明しています。登録されますと、iStorage NS シリーズ製品に関するさまざまな情報

を入手できます。 

 

5.  各部の名称と機能 

本機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。  

 



1. はじめに 
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  1 章 概 要 

1. はじめに 

このたびは、NEC の iStorage NS シリーズ製品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。 

本機は、 新のマイクロプロセッサー「Intel Xeon プロセッサー/ Pentium プロセッサー」を搭載した高性能サー

バーです。 

 

弊社の 新テクノロジーとアーキテクチャーにより、従来のサーバーでは実現できなかったハイパワー、ハイ

スピードを実現します。 

「高信頼性」はもちろんのこと、「拡張性」を考慮して設計され、ネットワークサーバーとして幅広くご利用い

ただけることでしょう。 

本機の持つ機能を 大限に引き出すためにも、ご使用になる前に本書をよくお読みになり、製品の取り扱いを

十分にご理解ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. 付属品の確認 
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  1 章 概 要 

2. 付属品の確認 

梱包箱の中にはさまざまな付属品が入っています。これらの付属品は、セットアップ、保守などにおいて必要

となりますので大切に保管してください。 

 

● 電源コード×1 または 2 *1 

● フロントベゼル 

● ベゼルロックキー×2 *2 

● スライドレール(アウターレール)取り外し工具 

● 「安全にご利用いただくために」 

● 保証書(本機梱包箱に貼り付けられています) 

● スタートアップガイド 

● AC ケーブルタイ(電源コード固定用)×1 または 2 *1 

● ソフトウェアパッケージ一式 *3 

● EXPRESSBUILDER 

 

*1 N8181-136 冗長電源ユニット(500W)搭載 

*2 フロントベゼルに貼り付けられています。 

*3 ソフトウェアパッケージの内容については、ソフトウェアパッケージ内の構成品表を参照してください。  

 

すべてが揃っていることを確認し、それぞれ点検してください。万一足りないものや損傷しているものがある

ときは、販売店まで連絡してください。 

 

 

 
本機には、製品の製造番号などが記載された銘板や、保守ラベルが貼ってあります。銘板

に記載の製造番号と保証書の番号が一致しているか確認してください。これらが一致して

いませんと、保証期間内に故障したときでも保証を受けられないことがあります。万一違

うときは、販売店にご連絡ください。 

 

 
セットモデルや BTO(工場組込出荷)製品などは「組込製品・添付品リスト」も併せてご確

認ください。 

 

 

 

 

 

重要

ヒント



3. 特 長 
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  1 章 概 要 

3. 特 長 

 

本製品の特長は次のとおりです。 

 
 
 
 
 
 
 
 

高性能 

・Intel Xeon プロセッサー/Intel Pentium プロセッサー搭載 

－ NF8100-226Y/227Y: Intel Pentium プロセッサー G4400(3.30GHz 2Core) 

－ NF8100-228Y: Intel Xeon プロセッサー E3-1220 v5(3GHz 4Core) 

・高速メモリアクセス(DDR4 2133 対応)  

・高速ディスクアクセス(SATA 6Gb/s 対応)   

・高速 1000BASE-T インターフェース 

(2 ポート＋1 ポート(マネージメント専用),1Gbps/100Mbps/10Mbps 対応) 

 

高信頼性 

・メモリ監視機能(エラー訂正/エラー検出) 

・メモリ縮退機能(障害を起こしたデバイスの論理的な切り離し) 

・バスパリティエラー検出 

・温度検知 

・異常検知 

・内部ファン回転監視機能 

・内部電圧監視機能 

・RAID システム 

・オートリビルド機能(ホットスワップ対応) 

・BIOS パスワード機能 

・フロントベゼルによるロック 

・冗長ファン(オプション) 

・冗長電源ユニット(オプション) 

 

管理機能 

・サーバー管理ソフトウェア(ESMPRO プロダクト) 

・システム BIOS/ファームウェア管理機能(ExpressUpdate) 

・遠隔監視機能(EXPRESSSCOPE エンジン 3) 

・RAID システム管理ユーティリティー(Universal RAID Utility) 

・ハードディスクドライブ監視 

 



3. 特 長 
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  1 章 概 要 

省電力・静音性

・電力監視機能

・電力制御機能

・80 PLUS Platium/Gold 取得の高効率電源ユニット 

・環境/負荷/構成に応じたきめ細やかな FAN 制御 

・Enhanced Intel SpeedStep Technology に対応 

拡張性

・PCI Express 3.0(x16 レーン) ：1 スロット(ロープロファイル) 

・PCI Express 3.0(x4 レーン) ：1 スロット(ロープロファイル) 

・PCI Express 3.0(x4 レーン) ：1 スロット(RAID コントローラー専用) 

・最大 32GB の大容量メモリ 

・3.5 型ドライブベイ：4 スロット 

・光ディスクドライブベイを標準装備

・USB3.0 対応 

・標準 LAN を 2 ポート、マネージメント専用 LAN を 1 ポート装備 

すぐに使える

・BTO(工場組込み出荷)で、オペレーティングシステムのインストールとオプション組み込みが実施済み 

・ハードディスクドライブはケーブルを必要としないワンタッチ取り付け(ホットスワップ対応) 

豊富な機能搭載

・El Torito Bootable CD-ROM(no emulation mode)フォーマットをサポート 

・ソフトウェア Power Off 

・リモートパワーオン機能

・AC リンク機能 

・コンソールレス機能

・POWER スイッチマスク 

・IPMI v2.0 に準拠したベースボードマネージメントコントローラー(BMC)を搭載 

自己診断機能

・Power On Self-Test(POST) 

・システム診断(T&D)ユーティリティー 

便利なセットアップユーティリティー

・EXPRESSBUILDER(システムセットアップユーティリティー) 

・BIOS セットアップユーティリティー(SETUP) 

保守機能

・オフラインツール

・DUMP スイッチによるメモリダンプ機能 

・EXPRESSSCOPE プロファイルキーによる BIOS/BMC 設定情報のバックアップリストア機能 



3. 特 長 
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  1 章 概 要 

3.1  ファームウェアおよびソフトウェアのバージョン管理 

ESMPRO/ServerManager、ExpressUpdate Agent を使うことにより、本機のファームウェアやソフトウェアな

どをバージョン管理し、更新パッケージを適用して更新することができます。 

ESMPRO/ServerManager から更新パッケージの適用を指示するだけで、複数のモジュールに対し、システム

を停止せずに自動で更新します。 



4. お客様登録 
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  1 章 概 要 

4. お客様登録 

弊社では、製品ご購入のお客様に「お客様登録」をお勧めしております。 

次の Web サイトからご購入品の登録をしていただくと、お問い合わせサービスなどを受けることができます。 

 

http://acc.express.nec.co.jp/Main 

 

 

 

http://acc.express.nec.co.jp/Main


5. 各部の名称と機能 
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  1 章 概 要 

5. 各部の名称と機能 

各部の名称について説明します。 

 

 

5.1  前 面 

 

1 フロントベゼル 
前面と上面を保護するカバー。添付のベゼルロッ
クキーでロックできる。 
 

 5 STATUSランプ 1,2 
本機の状態を表すランプ。 
(→30ページ) 
 

2 キースロット 
フロントベゼルをロックする鍵の鍵穴。 
 

 6 Power Cappingランプ(緑色) 
パワーキャッピング機能の有効/無効を表すラン
プ。 
(→32ページ) 
 

3 POWERランプ 
本機の電源状態を表すランプ。 
(→30ページ) 
 

 7 LINK/ACTランプ 
ネットワークの接続状態を表すランプ。 
(→32ページ) 
 

4 UID(ユニットID)ランプ 
ユニットIDランプのON/OFF状態を表すランプ。 
(→32ページ) 
 

  

 

 

1 2 

3 4 5 6 7 



5. 各部の名称と機能 
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  1 章 概 要 

5.2  前 面(フロントベゼルを取り外した状態) 

8 USBコネクタ(フロント) 
USB3.0インターフェースのコネクタ。 

9 POWERスイッチ/ランプ 
電源をON/OFFにするスイッチ。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。 
4秒以上押し続けると強制的に電源をOFFにす
る。(→30ページ)。 

10 UID(ユニットID)スイッチ 
UIDランプをON/OFFするスイッチ。スイッチを
一度押すとUIDランプが点灯し、もう一度押すと
消灯する。
ソフトウェアからのコマンドによっても点灯ま
たは点滅する。(→32ページ) 

11 RESETスイッチ 
本機をリセットするスイッチ。

12 DUMP(NMI)スイッチ 
メモリダンプを採取するスイッチ。

13 BMC RESETスイッチ 
本機のBMCをリセットするスイッチ。 
EXPRESSSCOPEエンジン3(BMC)に問題が発
生している場合にのみ使用する。
使用する場合はスイッチを5秒間押し続ける。 

14 光ディスクドライブベイ 
光ディスクドライブなどを取り付けるベイ。
購入時のオーダーによって、次のいずれかのドラ
イブが搭載される。
－ DVD-ROMドライブ 
－ DVD Super MULTIドライブ 
14-(1) 光ディスクアクセスランプ 
14-(2) イジェクトボタン 
14-(3) 強制イジェクトホール 

15 DISKランプ 
-1 DISKランプ1(緑色) 
-2 DISKランプ2(アンバー色) 
各ハードディスクドライブにあるランプ。
ハードディスクドライブの状態を表す。
(→33ページ) 

16 3.5型ドライブベイ 
3.5型ハードディスクドライブを搭載するベイ。 

17 スライドタグ 
型番、シリアル番号を記載したラベルが貼られて
いるタグ。

16 15 

8 11 12 9 6 

17 14-(2) 

13 

14-(1) 14-(3) 

5 7 10 



5. 各部の名称と機能 
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  1 章 概 要 

5.3  背 面 

1 ACインレット 
電源コードを接続するソケット。
括弧数字のあとの数字はスロット番号を表す。

2 シリアルポートA(COM A)コネクタ 
シリアルインターフェースのコネクタ。
専用回線に直接接続することはできません。

3 LINK/ACTランプ(緑色) 
LANのアクセス状態を示すランプ。 

4 LANコネクタ 
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 対 応 の
LANコネクタ。Shared BMC LAN機能を使用する
ことで、LANコネクタ1を通常LANだけでなくマ
ネージメント用LANとしても使用することが可
能。ただし、両方のデータを送受信するため、ネッ
トワークのパフォーマンスが低下する可能性あ
り。

5 SPEEDランプ(緑色/アンバー色) 
LANポートの転送速度を示すランプ。 

6 ディスプレイコネクタ 
ディスプレイと接続するコネクタ。

7 DC POWERランプ 
電源のON/OFFの状態を示すランプ。 

8 USBコネクタ 
USB3.0インターフェースのコネクタ。 

9 マネージメント専用LANコネクタ 
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 対 応 の
LANコネクタ。 
EXPRESSSCOPEエンジン 3などの接続で使用
する。
通常のLANとしては使用不可。またShared BMC 
LAN機能を使用したときも使用不可。 

10 UID(ユニットID)スイッチ/ランプ (青) 
前面と背面にあるUIDランプをON/OFFするス
イッチ。スイッチを一度押すと、UIDランプが点
灯し、もう一度押すと消灯する。

11 PCIスロット 
ロープロファイルタイプのPCIボードを取り付
けるスロット。括弧数字のあとの数字はスロット
番号を表す。

2 

4 

6 7 

9 3 5 

10 

11-(1C) 

<非冗長電源モデル> 

<冗長電源モデル> 

11-(1C) 

1 

1-(1) 

11-(1B) 

11-(1B) 1-(2) 2 
4 

6 7 10 
9 3 5 

3 5 

5 3 

8 

8 

12 

12 AC POWERランプ 
AC電源のON/OFFの状態を示すランプ 



5. 各部の名称と機能 
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  1 章 概 要 

5.4  外 観 

 

1 トップカバー 

 

2 リリースボタン 

 

 

1 
2 



5. 各部の名称と機能 
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  1 章 概 要 

5.5  内 部 

図はエアダクトを省略しています。 

 

 
1 フロントパネルボード 

2 バックプレーン 

3 電源ユニット 

4 DIMM(オプション) 

5 マザーボード 

6 PCIライザーカード 

7 プロセッサー(ヒートシンクの下に取り付

けられている) 

 

 8 冷却ファン 
8-(1)  BPB_FAN1 
8-(2)  BPB_FAN3 
8-(3)  BPB_FAN5 
8-(4)  BPB_FAN7 
8-(5)  BPB_FAN9 
8-(6)  BPB_FAN11 

9 3.5型ドライブベイ 

括弧数字のあとの数字はスロット番号を表す。 

10 光ディスクドライブ(オプション) 

11 スライドタグ 

 

非冗長電源ユニット構成/非冗長ファン構成 

10 

9-(0) 

9-(1) 

9-(2) 

9-(3) 

11 
8-(3) 

8-(2) 
8-(1) 

5 

3 

4 
7 8-(4) 8-(5) 

8-(6) 

2 

6 

1 
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  1 章 概 要 

 

1 フロントパネルボード 

2 バックプレーン 

3 電源ユニット 

4 DIMM(オプション) 

5 マザーボード 

6 PCIライザーカード 

7 プロセッサー(ヒートシンクの下に取り付

けられている) 

 

 8 冷却ファン 
8-(1)  BPB_FAN1, BPB_FAN2 
8-(2)  BPB_FAN3, BPB_FAN4 
8-(3)  BPB_FAN5, BPB_FAN6 
8-(4)  BPB_FAN7, BPB_FAN8 
8-(5)  BPB_FAN9, BPB_FAN10 
8-(6)  BPB_FAN11, BPB_FAN12 

9 3.5型ドライブベイ 

括弧数字のあとの数字はスロット番号を表す。 

10 光ディスクドライブ (オプション) 

11 スライドタグ 

 

 

 

冗長電源ユニット構成/冗長ファン構成) 

10 

9-(0) 

9-(1) 

9-(2) 

9-(3) 

11 
8-(3) 

8-(2) 
8-(1) 

5 

3 

4 
7 

8-(4) 
8-(5) 

8-(6) 

2 

6 

1 
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5.6  マザーボード 

 

 

1 電源コネクタ 

2 PM-BUSコネクタ 

3 DIMMスロット 

(末尾の数字はスロット番号を表す) 

4 電源コネクタ(CPU) 

5 シリアルポートA(COM A)コネクタ 

6 VGAコネクタ 

7 POWERランプ(リア)   

8 LAN1コネクタ 

9 LAN2コネクタ  

10 マネージメント専用LANコネクタ 

11 USBコネクタ(リア)  

12 UIDスイッチ(リア)  

13 リチウム電池 

14 CMOSクリアジャンパー 

15 PCIライザーカード用コネクタ(ロープロファ

イルのボード専用) 

 搭載可能なPCIボードの仕様については、本書

の「2章(1.10 PCIボード)」を参照。 

 

 16 SPIメザニンカード用コネクタ 

EXPRESSSCOPEプロファイルキー(SPIメモ

リ)が実装済み。BIOS,BMCの設定情報が格納

されており、MB交換時に移設することで設定

情報を引き継ぐ。 

17 シリアルポートB(COM B)コネクタ 

18 フロントパネル用コネクタ 

19 HDD BPコネクタ 

20  パスワードクリアジャンパー 

21 SAS/SATAコネクタ(HDD BP) 

22 PCI 1Aスロットコネクタ 

23 シリアルATAコネクタ(DVD) 

24 RAIDコンフィグレーションジャンパー 

25 ブザー 

26 USBコネクタ(フロント) 

27 内蔵USB用コネクタ 

28 TPMキット用コネクタ 

29 プロセッサー(CPU)ソケット 

 

 

 

 

 

背面 
前面 

5 

6 

4 3-(1) 3-(2) 3-(3) 3-(4) 2 

8 

10 

9 

12 

13 

15 

17 20 18 19 

14 

21 

23 
24 

26 

25 

28 

29 

1 

16 

7 

11 

27 

22 

*ここでは本機のアップグレードや保守(部品交換

など)の際に使用するコネクタのみ説明していま

す。その他のコネクタや部品については出荷時

のままお使いください。 
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5.7  ランプ表示 

本機のランプ表示とその意味は次のとおりです。 

 

 

 POWER ランプ ( ) 5.7.1 

本機の電源 ON/OFF の状態を表示しています。 

 

POWERランプの状態 意 味 

緑色に点灯 正常に動作しています。 

消灯 本機の電源がOFFの状態です。 

本機が停止しています。 

 

 

 STATUS ランプ ( ) 5.7.2 

ハードウェアが正常に動作していると、STATUS ランプ 1 は緑色に点灯、STATUS ランプ 2 は消灯します。

STATUS ランプ 1 が消灯しているときや、STATUS ランプ 2 がアンバー色に点灯または点滅しているときは、

ハードウェアに何らかの異常が起きたことを示します。 

STATUS ランプの状態とその意味、対処方法は次のとおりです。表の対処をしても現象が変わらないときは、

保守サービス会社まで連絡してください。 

 

 

ESMPRO をインストールすると、エラーログを参照することで故障の原因を確認するこ

とができます。 

 

 

STATUSランプ1, 2の状態 
意 味 対処方法 

STATUSランプ1 STATUSランプ2 

緑色に点灯 消灯 正常に動作しています。 － 

緑色に点灯 アンバー色に 

点灯 

BMCの初期化中です。 初期化完了(消灯)するまでお待ちくださ

い。 

緑色に点滅 消灯 メモリが縮退した状態で動作しています。 BIOSセットアップユーティリティー

(SETUP)を使って縮退しているデバイス

を確認後、早急に交換することをお勧め

します。 

メモリ修復可能エラーが多発しています。 

CPUエラーを検出した状態で動作してい

ます。 

冗長電源構成で片側の電源に電力供給さ

れていない状態です。 

ヒント
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STATUSランプ1, 2の状態 
意 味 対処方法 

STATUSランプ1 STATUSランプ2 

消灯 消灯 電源がOFFになっています。 電源をONにしてください。 

POST中です。 POST完了後、しばらくすると緑色に点灯

します。 

ウォッチドッグタイマーのタイムアウト

が起きました。 
いったん電源をOFFにして、電源をONに

し直してください。POSTで何らかのエ

ラーメッセージが表示されたときは、

メッセージを記録して保守サービス会社

に連絡してください。 

DUMPスイッチを押したあとのメモリダ

ンプリクエスト中です。 

※ソフトウェア要因のダンプ中は緑点灯

のままです。 

ダンプが終わるまでお待ちください。 

消灯 アンバー色に 

点灯 

温度異常を検出しました。 内部ファンにチリやホコリが付着してい

ないか確認してください。また、ファン

ユニットが確実に接続されているか確認

してください。 

CPUでエラーが起きました。 いったん電源をOFFにして、電源をONに

し直してください。POSTの画面で何らか

のエラーメッセージが表示されたとき

は、メッセージを記録して保守サービス

会社に連絡してください。 

CPU温度の異常を検出しました。 

PCIシステムエラーが起きました。 

PCIパリティエラーが起きました。 

PCIバスエラーが起きました。 

電圧異常を検出しました。 保守サービス会社に連絡してください。 

FAN異常を検出しました。 

センサー故障を検出しました。 

CPUの温度異常を検出しました。 

消灯 アンバー色に 

点灯 

EXPRESSSCOPEエンジン3の一部の機

能(インテルノードマネージャー)でエ

ラーが起きました。 

保守サービス会社に連絡してください。 

消灯 アンバー色に 

点滅 

電源ユニットが故障しています。(冗長時) 保守サービス会社に連絡してください。 

ファンアラームを検出しました。 内部ファンのケーブルが確実に接続され

ているか確認してください。 

温度警告を検出しました。 内部ファンにチリやホコリが付着してい

ないか確認してください。また、ファン

ユニットが確実に接続されているか確認

してください。 

電圧警告を検出しました。 保守サービス会社に連絡してください。 

いずれかのハードディスクドライブの故

障を検出しました。(RAIDシステムを構築

した時のみ） 

 



5. 各部の名称と機能 
 

 

iStorage NS300Rg ユーザーズガイド 32

  1 章 概 要 

 LINK/ACT ランプ( 1、 2) 5.7.3 

前面にある LINK/ACT ランプは、それぞれの LAN ポートの状態を示します。 

 

LINK/ACTランプの状態 意 味 

緑色に点灯 ネットワークに正常に接続しています。 

緑色に点滅 ネットワークにアクセスしています。 

消灯 ネットワークに接続していません。 

 

 

 光ディスクアクセスランプ(オプション) 5.7.4 

光ディスクドライブの前面にあるアクセスランプは、CD または DVD にアクセスしているときに点灯します。 

 

 

 UID ランプ(ID) 5.7.5 

前面と背面に 1 個ずつあります。ラックに搭載された複数のサーバーの中から、特定の装置を識別したいとき

に使います。 

 

UIDランプの状態 意 味 

青色に点灯 UIDスイッチがONになっています。 

UIDスイッチをもう一度押すと消灯します。 

青色に点滅 管理ソフトウェアからコマンドを受信している状態です。 

消灯 UIDスイッチがOFFの状態です。 

 

 

 Power Capping ランプ(P.CAP) 5.7.6 

Power Capping ランプは、パワーキャッピング機能の有効/無効を示します。 

 

Power Cappingランプの状態 意 味 

緑色に点灯 パワーキャッピング機能が有効です。 

緑色に点滅 パワーキャッピング機能が有効、かつ、電力制御が動作している状態です。 

消灯 パワーキャッピング機能が無効です。 

 

 
STATUS ランプがアンバー点灯/点滅時、Power Capping ランプがアンバー点灯/点滅に見

えることがあります。STATUS ランプがアンバー点灯/点滅しているときはハードウェアに

何らかの異常が起きたことを示しますので、保守サービス会社に連絡してください。 
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 ハードディスクドライブのランプ 5.7.7 

ハードディスクドライブは、ドライブごとに DISK ランプを備えています。 

 

 

DISKランプ1, 2の状態 
意 味 対処方法 

DISKランプ1 DISKランプ2 

緑色に点滅 消灯 ハードディスクドライブにアクセスし

ています。 

－ 

消灯 アンバー色に点灯 

(RAIDシステム構

成時のみ) 

ハードディスクドライブが故障してい

ます。 

保守サービス会社に連絡してくださ

い。 

緑色に点滅 アンバー色に点滅 

(RAIDシステム構

成時のみ) 

再構築(リビルド)中です。 

RAIDシステムでは、故障したハード

ディスクドライブを交換すると自動的

にリビルドします(オートリビルド機

能)。 

－ 

消灯 消灯 停止しています。 － 

 

 

 
オートリビルド機能を使うときは次の注意事項を守ってください。 

● リビルド中は本機の電源 OFF、または再起動しないでください。 

● ハードディスクドライブの取り外し/取り付けの間隔は 90 秒以上空けてください。 

● 他のリビルド中のハードディスクドライブが存在するときは、ハードディスクドライ

ブを交換しないでください。 

 

重要

DISK ランプ 1 (緑) 

DISK ランプ 2 (アンバー) 
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 LAN コネクタのランプ 5.7.8 

背面にある 3 つの LAN コネクタにはそれぞれ 2 つのランプがあります。 

 

● LINK/ACT ランプ 

LAN ポートの状態を表します。 

 

LINK/ACTランプの状態 意 味 

緑色に点灯 ネットワークへ正常に接続しています。 

緑色に点滅 ネットワークへアクセスしています。 

消灯 ネットワークと接続していません。 

 

 

● SPEED ランプ 

LAN ポートの通信モードが、どの規格で動作しているかを示します。 

―標準の LAN( 1、 2)は、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T をサポートしています。 

―マネージメント専用 LAN( M)は、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T をサポートしています。 

 

SPEEDランプの状態 意 味 

アンバー色に点灯 1000BASE-Tで動作しています。 

緑色に点灯 100BASE-TXで動作しています。 

消灯 10BASE-Tで動作しています。 

 

 
 
 

 

ランプ ランプ 

専用 LAN コネクタ 

LAN
コネクタ 

ランプ 
SPEEDLINK/ACT 

M 1 2 

ランプ

マネージメント

SPEEDLINK/ACT
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NEC iStorage NS シリーズ 
iStorage NS300Rg 

準 備 

本機を使う前に、準備することについて説明します。 

 

1. 内蔵オプションの取り付け 

オプションの取り付けの方法と注意事項について説明しています。 

オプションを購入していないとき、または「BTO(工場組込み出荷)」でオプションをすべて組み込み指示し

たときは、ここで説明している手順は省略できます。 

 

2. 設置と接続 

本機の設置にふさわしい場所と背面コネクタへの接続について説明しています。 
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1. 内蔵オプションの取り付け 

オプションの取り付け方法と注意事項について説明します。 

オプションを購入していないとき、または「BTO(工場組込み出荷)」でオプションをすべて組み込み指示した

とき、この節(「1. 内蔵オプションの取り付け」)で説明している手順は省略できます。 

 

 
● 弊社認定の保守サービス会社の保守員が作業することをお勧めします。 

● オプションおよびケーブルは、弊社が指定する部品を使用してください。指定以外の

部品を取り付けた結果、誤動作または故障、破損についての修理は保証期間内であっ

ても有償になります。 

 

 

1.1  安全上の注意 

安全にオプションの取り付け/取り外しをするため、次の注意事項を必ず守ってください。 

 

 
  

  

  

  

  

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。人が死亡する、または重傷を負

うおそれがあります。詳細は、「安全にご利用いただくために」を参照してください。 

 
● 自分で分解・修理・改造はしない 

● リチウムバッテリーやニッケル水素バッテリー、リチウムイオンバッテリーを取り外さない 

● 電源プラグを差し込んだまま取り扱わない 

  

 

 
  

  

  

 

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。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。詳細は、「安全にご利用いただくために」を参照してください。 

 
● 落下注意 

● 装置を引き出した状態にしない 

● 中途半端に取り付けない 

● カバーを外したまま取り付けない 

● 指を挟まない 

● 高温注意 

● 感電注意 
  

 

 

重要
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1.2  取り付け／取り外しの概要 

次の手順に従って、部品の取り付け/取り外しをします。 

ハードディスクドライブを除く内蔵部品の取り付け/取り外しの作業は、本機をラックから取り外した状態で行

います。ラックからの取り外しは、複数名で行うことをお勧めします。 

 

 
  

  

 

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。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。詳細は、「安全にご利用いただくために」を参照してください。 
 

● 落下注意 

● 装置を引き出した状態にしない 

● カバーを外したまま取り付けない 

● 高温注意 

● 指を挟まない 

  

 

 ラックに搭載しているときは、UID スイッチを使って作業対象のサーバーを確認します。 1.

本書の「2 章(1.3 サーバーの確認(UID スイッチ))」を参照してください。 

 フロントベゼルを取り付けているときは、フロントべセルを取り外します。 2.

本書の「2 章(1.4 フロントベゼルの取り外し)」を参照してください。 

 電源が ON のときは、電源を OFF にします。 3.

本書の「3 章(5. 電源の OFF)」を参照してください。 

 電源コードをコンセントから抜き、本機からも外します。 4.

 

 
本機から電源コードを取り外したあと、5 秒ほど待ってから作業してください。電源コー

ドを取り外してから 3 ～4 秒ほどの間、マザーボード上の部品は動作を続けていることが

あります。 

 

 次のオプションを取り付け、取り外しをするときは、本機をラックから取り外し、丈夫で平らな机の5.

上に置きます。ラックからの取り外し方は、本書の「2 章(2.1.2(2)取り外し手順)」を参照してくださ

い。 

 ・DIMM（メモリ） ・TPM キット 

 ・PCI ボード ・冗長ファン 

 ・光ディスクドライブ ・冗長電源ユニット 

 ・RAID コントローラー用増設または付属のフラッシュバックアップユニット 

 

 
本機をラックから引き出したまま放置しないでください。 

 

 

重要

重要
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 トップカバーを取り外します。 6.

本書の「2 章(1.5 トップカバーの取り外し)」を参照してください。 

 

 取り付け、取り外しする部品に応じて順に作業します。 7.

本書の「2 章(1.6 TPM キット から「2 章(1.14 冗長電源ユニット(2x500W))」までを参照してくださ

い。 

 

 ケーブルを接続します。 8.
 

 トップカバーを取り付けます。 9.

本書の「2 章(1.15 トップカバーの取り付け)」を参照してください。 

 

 ラックへ搭載します。 10.

本書の「2 章(2.1.2(1) 取り付け手順)」を参照してください。 
 

 フロントベゼルを取り付けます。 11.

本書の「2 章(1.16 フロントベゼルの取り付け)」を参照してください。 

 

以上で、内蔵オプションの取り付け、取り外しは完了です。 

引き続き、本書の「2 章(2.2 接続)」を参照して、セットアップを続けてください。 
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1.3  サーバーの確認(UID スイッチ) 

UID スイッチを使うと、目的のサーバーがどれか見分けることができます。 

本機が運用中のとき、電源を OFF にしたり、ケーブルを外したりする前に、UID スイッチを使って目的のサー

バーを確認してから作業するようにしてください。 

 

UID(ユニット ID)スイッチを押すとUIDランプが点灯または点滅します。もう一度押すとランプは消灯します。 

 

 

 

UID スイッチ / ランプ 

前面

背面

UID スイッチ / ランプ 
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1.4  フロントベゼルの取り外し 

POWER スイッチなどの操作、またはトップカバーを取り外すときは、フロントベゼルを取り外します。 

 

 キースロットにベゼルロックキーを差し込み、キーを軽く押しながら回して解除します。 1.

 

 

 フロントベゼルの右端を軽く持って手前に引きます。 2.

 フロントベゼルを左に少しスライドさせて3.

タブをフレームから外し、本機から取り外

します。 

 

1.5  トップカバーの取り外し 

内蔵オプションの取り付け/取り外し、または内部のケーブル接続を変更するときは、トップカバーを取り外し

ます。 

 
LAN ボード等の PCI ボードに接続するケーブルは、トップカバーの取り外しの際、 

先に外してください。ケーブルを破損することがあります。 

 

 施錠しているときは、錠を外します。 1.

 

 

 

 リリースボタンを押しながらトップカバーを背面へスライド2.

させます。 

 

 トップカバーを持ち上げて取り外します。 3.

 

 

重要

 

解除 

キースロット 

2

1

ロック 



1. 内蔵オプションの取り付け 
 

iStorage NS300Rg ユーザーズガイド 41

  2 章 準 備 

1.6  TPM キット 

オプションの TPM キットを取り付ける手順について説明します 

 

 

 

 取り付け 1.6.1 

次の手順に従って TPM キットを取り付けます。 

 

 
一度取り付けた TPM キットは取り外しできません。 

 

 本書の「2 章 1.2 取り付け／取り外しの概要」の手順 1～6 を参照して、準備します。 1.

 ダクトを持ち上げて取り外します。 2.

 

 

 

 TPMキットを取り付け、TPMキットのナ3.

イロンリベットを押し込んで固定しま

す。 

 

 

 

チェック

TPM キット用コネクタ 



1. 内蔵オプションの取り付け 
 

iStorage NS300Rg ユーザーズガイド 42

  2 章 準 備 

1.7  DIMM 

Dual Inline Memory Module(DIMM)は、マザーボード上の DIMM スロットに取り付けます。マザーボード上に

は DIMM を取り付けるスロットが 4 個あります。 

 

 

● 「安全にご利用いただくために」の「1 章(1.8 静電気対策)」を参照し、静電気対策し

た上で作業してください。 

● 弊社指定以外の DIMM を使用しないでください。 

 

 
メモリは最大 32GB(8GB×4 枚)まで増設できます。 

 

本機は、2Way インターリーブをサポートしています。 

2Way インターリーブで動作させると、メモリのデータ転送速度が 2 倍になります。 

 

 

 サポートする最大メモリ容量 1.7.1 

本機は、基本アーキテクチャーと OS の仕様により、使用可能な最大のメモリ容量が変わります。 

 

最大メモリ容量一覧 

OS OSが 

サポートする 

最大メモリ容量 

本機がサポートする 

最大メモリ容量 

Windows Storage Server 2012 R2 4TB 32GB 

 

 
搭載メモリが 32GB で、ボリュームシャドウコピーの利用を予定されている場合は、ペー

ジファイルやダンプファイルの作成先ドライブを考慮する必要があります。詳細は、管理

者ガイド概要編「3.6 メモリを増設する」をご確認ください。 

 
 
    

重要

ヒント

重要
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 DIMM の増設順序 1.7.2 

DIMM#1→DIMM#2→DIMM#3→DIMM#4 の順に 1 枚単位で容量の大きいものから順に増設します。 

ただし、2Way インターリーブで動作させるときは、次のようにして搭載します。 

 2 枚単位で取り付ける。 

 取り付ける 2 枚のメモリは同じ容量で同じ仕様とする。 

 取り付けるスロットは DIMM#1 と DIMM#2、または DIMM#3 と DIMM#4 を一組とする(使用する組に順

序はありません)。 

 

搭載例 

2Way 

インターリーブ 
DIMM#1 DIMM#2 DIMM#3 DIMM#4 

例 1 動作する 4GB DIMM 4GB DIMM (未搭載) (未搭載) 

例 2 動作する 4GB DIMM 4GB DIMM 4GB DIMM 4GB DIMM 

例 3 一部動作しない 4GB DIMM 4GB DIMM 4GB DIMM (未搭載) 

例 4 一部動作しない 4GB DIMM 4GB DIMM (未搭載) 4GB DIMM 

 

 

 

背面 

マザーボード 

前面 

DIMM#1 

DIMM#3 

DIMM#4 

DIMM#2 
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 取り付け 1.7.3 

次の手順に従って DIMM を取り付けます。 

 本書の「2 章(1.2 取り付け/取り外しの概要)」の手順 1～6 を参照して、準備します。 1.

 

 ダクトを持ち上げて取り外します。 2.

 

 レバーを左右に開き、DIMM をスロット3.

にまっすぐ押し込みます。 

DIMM が DIMM スロットに差し込まれる

とレバーが自動的に閉じます。 

 

 

 
● DIMM の向きに注意してください。DIMM の端子には誤挿入を防止するための切り欠

きがあります。 

● スロットに押し込むときは過度の力を加えないでください。スロットや端子部分を破

損するおそれがあります。 

 

 ダクトを取り付けます。 4.

 

 

 引き続き、内蔵オプションの取り付け／取り外し、および設置・接続を行い、電源を ON にします。 5.

 POST でエラーがないことを確認します。 6.

エラーメッセージが表示されたときは、「メンテナンスガイド」の「3 章 1. POST 中のエラーメッ

セージ」を参照してください。 

 BIOS セットアップユーティリティー(SETUP)を起動して[Advanced] - [Memory Configuration] - 7.

[Memory Information]の順でメニューを選択し、増設した DIMM の容量表示が正しいことを確認しま

す(「メンテナンスガイド」の「2 章 1. システム BIOS の詳細」を参照してください)。 

 [Advanced] - [Memory Configuration] - [Memory Retest]を[Yes]にします。 8.

変更後、[Save Changes and Exit]で再起動してください。 

重要

切り欠き 
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 ページングファイルのサイズを推奨値(搭載メモリ x 1.5)以上に設定します。 9.

Windows オペレーティングシステムを使用しているときは、「インストレーションガイド(Windows

編)」の「1 章 6.1 メモリダンプ(デバッグ情報)の設定」を参照してください。その他のオペレーティ

ングシステムのときは、オペレーティングシステムに付属の説明書を参照するか、お買い求めの販売

店または保守サービス会社までお問い合わせください。 

 

 取り外し 1.7.4 

次の手順に従って、DIMM を取り外します。 

 

 
● 故障した DIMM を取り外すときは、POST や ESMPRO で表示されるエラーメッセー

ジを確認して、取り付けている DIMM スロットを確認してください。 

● DIMM は最低 1 枚搭載されていないと本機は動作しません。 

 

 本書の「2 章 1.2 取り付け/取り外しの概要」の手順 1～6 を参照して、準備します。 1.

 

 ダクトを持ち上げて取り外します。 2.

 

 取り外すDIMMのスロットの両側にある3.

レバーを左右に広げます。 

DIMM のロックが解除されます。 

 DIMM をまっすぐ、ていねいに引き抜き4.

ます。 

 

 引き続き、内蔵オプションの取り付け/取り外し、および設置・接続を行い、電源を ON にします。 5.

 POST でエラーがないことを確認します。 6.

エラーメッセージが表示されたときは、「メンテナンスガイド」の「3 章 1. POST 中のエラーメッ

セージ」を参照してください。 

 BIOS セットアップユーティリティー(SETUP)を起動して、[Advanced] - [Memory Configuration] - 7.

[Memory Retest]を[Yes]にします。 

変更後、[Save Changes and Exit]で再起動してください。 

 ページングファイルのサイズを推奨値(搭載メモリ x 1.5)以上に設定します。 8.

「インストレーションガイド(Windows 編)」の「1 章 6.1 メモリダンプ(デバッグ情報)の設定」を参

照してください。その他のオペレーティングシステムのときは、オペレーティングシステムに付属の

説明書を参照するか、お買い求めの販売店または保守サービス会社までお問い合わせください。 
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1.8  内蔵ハードディスクによる RAID システム 

本機には 4 台のハードディスクドライブが標準で搭載済みです。 

搭載されたハードディスクドライブはRAIDコントローラー(N8103-177相当)に接続され、RAID5の構成になっ

ています。 

 

 
RAID システムでは、ディスクアレイごとに同じ仕様(同一容量、同一回転数、同一規格)

のハードディスクドライブを使用してください。 

 
 

チェック
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 RAID システム構築時の注意事項 1.8.1 

RAID システムを構築するときは、次の点について注意してください。 
 

● RAID システムに OS をインストールする場合、EXPRESSBUILDER を使ってセットアップすることで、

RAID の構築を簡単に行うことができます。 

● マニュアルで OS をインストールする場合、RAID システムコンフィグレーションユーティリティー(Ctrl-R

や HII、または LSI Software RAID Configuration Utility)を使用します。ユーティリティーは本機の電源を

ON にした直後に起動する POST の途中で起動することができます。論理ドライブの構成手順についての

詳細な説明は、「メンテナンスガイド」の「2 章(5. RAID システムのコンフィグレーション)」や、オプショ

ンの RAID コントローラーに添付の説明書を参照してください。 

 

 
● RAID システム構築時は、休止状態への移行は行わないでください。 

● RAID システムでは、ディスクアレイごとに同じ仕様(同一容量、同一回転数、同一規

格)のハードディスクドライブを使用してください。 

 
  

重要
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● RAID コントローラーを複数搭載した場合、RAID コントローラー搭載 Slot の OptionROM 設定(Disabled / 

Enabled)により、OS 上に表示される RAID コントローラーの番号と、ExpressScopeEngine3 に表示され

る RAID システムの番号が異なる場合があります。 

RAID コントローラーの OptionROM 機能 Disabled/Enabled の選択は、搭載するコントローラーのマニュ

アルに従ってください。 

 

各ユーティリティーでの番号付与順番は下記のとおりです。 

ログの参照や、RAID コントローラーの交換時等にはご注意ください。 

 
 

Case 1： 

PCI slot 番号 RAID コントローラー OptionROM 
表示される RAID コントローラーの番号 

OS 上*の表示 EE3 上の表示 

Slot1A 内臓RAIDコントローラー Enabled CTRL = 1 RAID コントローラ# = 3 

Slot1B 外付け RAID コントローラー Disabled CTRL = 2 RAID コントローラ# = 1 

Slot1C 外付け RAID コントローラー Disabled CTRL = 3 RAID コントローラ# = 2 

  
Case2： 

PCI slot 番号 RAID コントローラー OptionROM 
表示される RAID コントローラーの番号 

OS 上*の表示 EE3 上の表示 

Slot1A 内臓RAIDコントローラー Enabled CTRL = 1 RAID コントローラ# = 2 

Slot1B 外付け RAID コントローラー Disabled CTRL = 2 RAID コントローラ# = 1 

Slot1C - - - - 

    
Case3: 

PCI slot 番号 RAID コントローラー OptionROM 
表示される RAID コントローラーの番号 

OS 上*の表示 EE3 上の表示 

Slot1A 内臓RAIDコントローラー Enabled CTRL = 1 RAID コントローラ# = 2 

Slot1B - - - - 

Slot1C 外付け RAID コントローラー Disabled CTRL = 2 RAID コントローラ# = 1 

 
*URU(Universal RAID Utility)および System Event LOG



1. 内蔵オプションの取り付け 
 

iStorage NS300Rg ユーザーズガイド 49

  2 章 準 備 

＜OS の System Event Log での RAID コントローラー番号の表示例＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜EE3-RAIDシステムでのでのRAIDコントローラー番号の表示例＞ 
 

RAID コント

ローラー 
番号 

9341-8i   
RAID コントローラ
#=2 

MR9380-8e 
RAID コントローラ
#=1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

RAID 
コントローラー 

番号 

9341-8i    CTRL=1 

MR9380-8e  CTRL=2 

スロット 0 スロット 1 スロット 3 スロット 2 
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1.9  RAID コントローラーおよび フラッシュバックアップユニット(FBU) 

本機は、RAID コントローラー(N8103-177 相当)を標準で実装しています。 

RAID コントローラーを実装した場合、Write Back 運用時に電源断などによるデータ損失を回避するため、

FBU(オプション)を使用してください。FBU は使用する RAID コントローラーによって型番が異なります。 

 

● 本機の RAID コントローラー：N8103-181 フラッシュバックアップユニット 

● N8103-179：RAID コントローラー添付のフラッシュバックアップユニット 
 
 

 取り扱い上の注意 1.9.1 

FBU を使用するときは、以下に注意してください。 

 

● それぞれの RAID コントローラーに対応した専用の FBU をご使用ください。 

● FBU は大変デリケートな電子装置です。取り付けの前に、本機の金属フレーム部分などに触れて身体の静

電気を逃がしてください。 

● FBU を落としたり、ぶつけたりしないでください。 

● FBU のリサイクルと廃棄に関しては、フラッシュバックアップユニットに添付のユーザーズガイドを参照

してください。 

 

 RAIDコントローラー および フラッシュバックアップユニット(FBU)の取り付け 1.9.2 

N8103-179 RAID コントローラに付属の FBU、および N8103-181 増設フラッシュバックアップユニットの取り

付け手順について説明します。 

 

 本書の「2 章 1.2 取り付け／取り外しの概要」を参照して、準備します。 1.

 本書の「2 章 1.5 トップカバーの取り外し」を参照して、トップカバーを取り外します。 2.

 

＜PCI 1A スロットの場合＞ 

    本機では RAID コントローラーが標準で実装されています。 

 

3.  ライザーカードの PCI 1C スロットにカードを実装している場合は、作業性をよくするため次の手順

でいったんライザーカードを外してください。 

  ライザーカードを固定しているネジ(1 本)を外し、ライザーカードの両端を持ってまっすぐ持ち上げて

本機から外します。 
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4.  本機の PCI 1A スロット部に固定してある RAID コントローラーブラケットを、ネジ(2 本)を外して取

り外し、RAID コントローラーを本機から取り外します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  RAID コントローラーの mini SASHD コネクタに接続している SAS/SATA ケーブルを外します。 

 

6.  RAID コントローラーに FBU 制御基板を取り付けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  FBU 制御基板のコネクタに FBU 制御ケーブルを接続します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAID コントローラー 
ブラケット 



1. 内蔵オプションの取り付け 
 

iStorage NS300Rg ユーザーズガイド 52

  2 章 準 備 

8.  手順 4 で外したネジ(2 本)で、RAID コントローラーを PCI 1A スロットに固定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  RAID コントローラーに手順 5 で外した SAS/SATA ケーブルを接続します。 

 

 

 

 

 

 

 

10.  手順 3 でライザーカードを外した場合は、ライザーカードをマザーボードのスロットに差し込み、手

順 3 で外したネジ(1 本)で固定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  ネジ(1 本)を外してバッテリー取り付け用シャーシを取り外します。 

 

 

 

 

 

 

 
 

PORTS 0-3 に接続します。 

ネジ 
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12.  FBU をバッテリー取り付け用シャーシにネジ１本で取り付けます。取り付け位置は PCI 1A 側になり

ます。図を参照してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  FBU 制御ケーブルとフラッシュバックアップユニットを接続します。 

 

 

 

 

 

14.  手順 11 で外したバッテリー取り付け用シャーシをネジ 1 本で取り付けます。 

 

 

 

 

 

 

 

15.  取り外した部品を取り付けます。 

 

 

PCI 1A 
搭載 RAID コントローラー用 

バッテリー取り付け位置 PCI 1B / 1C 
搭載 RAID コントローラー用 

バッテリー取り付け位置 
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＜PCI 1B / 1C スロットの場合＞ 

    RAID コントローラー(N8103-179)を実装する場合は、PCI 1B または PCI 1C スロットに実装します。 

 

3.  ライザーカードを固定しているネジ(1 本)を外し、ライザーカードの両端を持ってまっすぐ持ち上げて

本機から外します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  ライザーカードからネジ(1 本)を外し、RAID コントローラーを実装するスロットのブランクカバーを

取り外します。 

 

 

 

 

 

 

 

5.  ライザーカードに RAID コントローラーを取り付け、FBU 制御ケーブルを接続します。 

 

 

 

 

 

 

 

6.  ライザーカードをマザーボードのスロットに差し込み、手順 3 で外したネジ(1 本)で固定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCI 1B スロット 

PCI 1C スロット 
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7.  ネジ(1 本)を外してバッテリー取り付け用シャーシを取り外します。 

 

 

 

 

 

 

 

8.  FBU をバッテリー取り付け用シャーシにネジ１本で取り付けます。取り付け位置は PCI 1B / 1C 側に

なります。図を参照してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  FBU 制御ケーブルとフラッシュバックアップユニットを接続します。 

 

 

 

 

 

 

10.  手順 7 で外したバッテリー取り付け用シャーシをネジ 1 本で取り付けます。 

 

 

 

 

 

 

11.  取り外した部品を取り付けます。 

 

 

PCI 1A 
搭載 RAID コントローラー用 

バッテリー取り付け位置 PCI 1B / 1C 
搭載 RAID コントローラー用 

バッテリー取り付け位置 
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1.10  PCI ボード 

本機には、PCI ボードを取り付けることのできるライザーカードをマザーボード上に搭載しています。ライザー

カードにはロープロファイル PCI ボードを 2 枚取り付けることができます。 

 

 
「安全にご利用いただくために」の「1 章(1.8 静電気対策)」を参照し、静電気対策した上

で作業してください。 

 

 
● 取り付けることができる PCI ボードの組み合わせには制限事項があります。詳細はシ

ステム構成ガイドをご覧ください。 

● 本機のライザーカードに取り付け可能なPCIボードは Low-profile(ロープロファイル)

タイプのみです。ボードの仕様を確認してから取り付けてください。 

 

 
SAS コントローラーや RAID コントローラー、LAN ボード(ネットワークブート)、Fibre 

Channel コントローラーで、OS がインストールされたハードディスクドライブを接続し

ない場合は、そのボードの ROM 展開(BIOS ユーティリティーの起動など)を無効に設定し

てください。設定方法については「メンテナンスガイド」の「2 章(1. システム BIOS の詳

細」を参照してください。 

 

 

重要

チェック

ヒント

PCI＃1B 

ライザーカード 

PCI＃1A 

PCI＃1C 
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 注意事項 1.10.1 

取り付けや取り外しの際には次の点について注意してください。 

● PCI ボードやライザーカードの端子や電子部品のリード線には直接手を触れないよう注意してください。

手の油や汚れが付着し、接続不良やリード線の破損による誤動作の原因となります。 

● 本機にはディスクアクセス表示のための LED コネクタを接続するコネクタはありません。前面のランプで

ディスクアクセスを表示します 

● 本機の起動時の PCI バススロットのサーチ順位は次のとおりです。 

Slot 1B→Slot 1C→Slot 1A 

● OS や RAID システム、BIOS ユーティリティーなどで同種の PCI デバイス(オンボードの PCI デバイス含

む)の認識順序が上記サーチ順と異なる場合があります。次の表の PCI バス番号、デバイス番号、機能番号

を参照して PCI デバイスのスロット位置を確認してください。 

 

PCIデバイス PCIバス番号 デバイス番号 機能番号 

オンボード NIC1 8Fh 0 0 

オンボード NIC2 8Fh 0 1 

スロット 1A 0Ch × × 

スロット 1B 1h × × 

スロット 1C 90h × × 

 

● 起動しない LAN ボードのオプション ROM は BIOS セットアップユーティリティーで「Disabled」に設定

してください。 

● ブート可能なデバイス(PCI ボード、USB デバイス等)を追加した場合は、ブート順位が変更されることが

あります。 

BIOS Setup の Boot メニューの Hard Drive BBS Priorities でブートデバイスの優先順位を高く設定し直し

てください。 

 ［Boot］→［Hard Drive BBS Priorities］→表示を確認する 

ブートデバイスがオプションの RAID コントローラー配下の HDD の場合は、(Bus xxDev 00)PCI RAID 

Adapter が Boot デバイスになります。 

   ※ xx 部の数値は RAID コントローラーを搭載する PCI スロットにより変化します。 

 

 サポートしているボードと搭載可能スロット 1.10.2 

次の表のとおりです。なお、各ボードの機能詳細についてはボードに添付の説明書を参照してください。 

 

 
● 同一バス内に異なるボードを実装した場合は低いほうの周波数で動作します。 

● 本機 PCI スロットよりも PCI ボードの動作性能が高い場合は本機 PCI スロット性能

で動作します。 

● 標準ネットワーク(オンボード同士)で Teaming を組むことができます。 

● N8117-01A に使用するケーブルは、以下の品名/指定番号のケーブルを使用してくだ

さい。 

品名： RS-232C(B) 

指定： 804-062746-820 

ヒント
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搭
載
優
先
順
位 

型名  スロット番号 1A 1B 1C 備考 

PCIスロット性能 x4レーン x16レーン x4レーン 

転送帯域(1レーンあたり) 8Gb/s 

スロットサイズ Low Profile 

PCIボードタイプ x8ソケット x16ソケット x8ソケット 

搭載可能なボードサイズ 173mm以下 

製品名    

高 N8103-177 RAIDコントローラ  

(1GB、RAID 0/1/5/6) 

(カード性能: PCI Express 3.0(x8)) 

● － － 内蔵ディスク接続専用 

フラッシュバックアップユニット[N8103-181]を接

続可能 

 N8190-158A Fibre Channelコントローラ (2ch)  

(16Gbps/Optical) 

(カード性能: PCI Express 3.0(x8)) 

－ ① － 外付けFibre Channel接続用 

Xeon搭載モデルのみ実装可(Pentium搭載モデルは

使用不可) 

 N8190-157A Fibre Channelコントローラ 

(16Gbps/Optical) 

(カード性能: PCI Express 3.0(x8)) 

－ ① ② 外付けFibre Channel接続用 

Pentium G4400搭載モデルは最大1枚まで 

 N8103-179 RAIDコントローラ  

(2GB、RAID 0/1/5/6) 

(カード性能: PCI Express 3.0(x8)) 

－ ① ② 外付けデバイス装置との接続専用 

N8103-179標準のフラッシュバックアップユニッ

トにてRAIDキャッシュのバックアップに対応 

最大1枚まで 

 N8103-184 SASコントローラ 

(カード性能 PCI Express 3.0 (x8)) 
－ ① ② 外付けデバイス接続用 

 N8104-157 10GBASE-T接続ボード(2ch) 

(カード性能: PCI Express 3.0(x4)) 
－ ① ② LAN増設用 

 N8104-153 10GBASE-T接続ボード(2ch) 

(カード性能: PCI Express 2.0(x8)) 
－ ① ② LAN増設用 

 N8104-149 10GBASE接続基本ボード(SFP+/2ch) 

(カード性能: PCI Express2.0(x8)) 
－ ① ② LAN増設用 

SFP+モジュール[N8104-129]は必要に応じて手配 

 N8190-160 Fibre Channelコントローラ (2ch)  

(8Gbps/Optical) 

(カード性能: PCI Express 2.0(x8)) 

－ ① ② 外付けFibre Channel接続用 

 N8190-159 Fibre Channelコントローラ 

(8Gbps/Optical) 

(カード性能: PCI Express 2.0(x8)) 

－ ① ② 外付けFibre Channel接続用 

 N8103-142 SASコントローラ 

(カード性能: PCI Express 2.0(x8)) 
－ ① ② 外付けデバイス接続用 

 N8104-152 1000BASE-T接続ボード(4ch) 

(カード性能：PCI Express 2.0(x4)) 
－ － ① LAN増設用 

ブーツ付きLANケーブル使用不可 

 N8104-151 1000BASE-T接続ボード(2ch) 

(カード性能: PCI Express2.0(x1)) 
－ ① ② LAN増設用 

カード形状はPCI Express 2.0(x4) 

 N8104-150 1000BASE-T接続ボード(1ch) 

(カード性能: PCI Express2.0(x1)) 
－ ① ② LAN増設用 

カード形状はPCI Express 2.0(x4) 

低 

N8117-01A 増設RS-232Cコネクタ － ① ② シリアル(RS-232C)ポート増設用 

最大1枚まで 

 
●：標準搭載、○：搭載可能、－：搭載不可 
※表の見方について 
各カードは上から順に優先的に搭載されます。○の中の数字はスロットへの搭載優先順位を表します。－は搭載不

可を表します。 
例えば N8103-179 RAID コントローラ(2GB、RAID 0/1/5/6)、N8104-149 10GBASE 接続基本ボード(SFP+/2ch)を搭載す

る場合、表の上から順番に確認し、RAID コントローラ(2GB、RAID 0/1/5/6)：#1B(搭載順①)、10GBASE 接続基本

ボード(SFP+/2ch)：#1C(搭載順①の#1B がすでに埋まっているため②)となります。 
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 ライザーカードへの取り付け 1.10.3 

次の手順に従ってライザーカードに PCI ボードを取り付けます。 

 

 
PCI ボードを取り付けるときは、ボードの接続部の形状とライザーカードにあるコネクタ

の形状が合っていることを確認してください。 

  

 
それぞれのライザーカードがサポートするボードタイプ(ロープロファイルかフルハイト

タイプ)と取り付ける PCI ボードのタイプを確認してください。 

 

 本書の「2 章 1.2 取り付け／取り外しの概要」を参照して、準備します。 1.

 本書の「2 章 1.5 トップカバーの取り外し」を参照して、トップカバーを取り外します。 2.

 ライザーカードを固定しているネ3.

ジ 1 本を外して、ライザーカード

の両端を持ってまっすぐ持ち上げ

て本機から取り外します。 

 

 

  

 

 
他の部品と接触しないように、慎重に作業してください。 

 

 前ページの表を参照し、取り付け位置を確認します。 4.

 ライザーカードからネジ 1 本を外5.

し、ブランクカバーを取り外しま

す。 

 

 

 

 
取り外したブランクカバーは、大切に保管してください。 

 

 

 

 

重要

チェック

チェック

チェック

PCI 1C スロット 

PCI 1B スロット 
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 ライザーカードにPCIボードを取6.

り付けます。 

ライザーカードのスロットと PCI

ボードの端子を合わせて、確実に

差し込みます。 

 

 
ライザーカードや PCI ボードの端子およびボードに実装されている電子部品の信号ピン

には触れないでください。汚れや油が付いた状態で取り付けると誤動作の原因となりま

す。 

 

 
うまくボードを取り付けられないときは、ボードをいったん取り外してから取り付け直し

てください。ボードに過度の力を加えると PCI ボードやライザーカードを破損するおそれ

があります。 

 

 
● PCI ボードブラケットの先端がライザーカードの固定スロットに差し込まれている

ことを確認してください。 

● PCI ボードの種類によっては、PCI ボードの端子がコネクタからはみ出す場合があり

ます。 

 

 PCI ボードを手順 5 で外したネジで固定します。 7.

 

 
マザーボード上のコネクタと接続するケーブルがある場合は、ライザーカードを本機に取

り付ける前にボードへ接続してください。 

 

 ライザーカードをマザーボードの8.

スロットに接続して、手順 3 で取

り外したネジ(1 本)でライザー

カードを固定します。 

ライザーカードの端子とマザー

ボード上のスロットを合わせて、

確実に差し込みます。 

 
 

重要

ヒント

ヒント

PCI 1C スロット PCI 1B スロット 
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 取り外した部品を取り付けます 9.

 本機の電源を ON にして POST 画面でボードに関するエラーメッセージが表示されていないことを10.

確認します。 

POST のエラーメッセージの詳細については、「メンテナンスガイド」の「3 章 1. POST 中のエラー

メッセージ 」を参照してください。 

 取り付けたボードに搭載されているBIOSコンフィグレーションユーティリティーを起動してボード11.

のセットアップをします。 

ユーティリティーの有無や起動方法、操作方法はボードによって異なります。詳しくはボードに添付

の説明書を参照してください。また、起動可能なデバイスが接続された PCI ボード(RAID コントロー

ラーや SAS コントローラー、LAN ボードなど)を増設した場合、起動優先順位がデフォルトに変更さ

れることがあります。BIOS セットアップユーティリティーの「Boot」メニューで起動優先順位を設

定し直してください。「Boot」メニューについては、「メンテナンスガイド」の「2 章 1.2.5 Boot」

を参照してください。 

 

<オプションの N8103-179 RAID コントローラーをセットアップする場合> 

詳細な説明は、オプションの RAID コントローラーに添付の説明書を参照してください。 

 

 
● 「安全にご利用いただくために」の「1 章(1.8 静電気対策)」を参照し、静電気対策し

た上で作業してください。 

● RAID システム構築時は、休止状態への移行は行わないでください。 

 

 
● オプションの RAID コントローラーを取り付ける場合は、BIOS SETUP ユーティリ

ティーの[Advanced] - [PCI Configuration] - [PCI Slot xx ROM(xx は PCI スロット番

号)]が「Enabled」になっていることを確認してください。 

● RAID コントローラーを接続する場合、BIOS の SETUP ユーティリティーの Boot メ

ニューにおける優先順位を 8 番目以内に設定してください。設定が 9 番目以降となっ

ている場合、RAID コントローラーのコンフィグレーションメニューを起動すること

ができません。 

 

 ライザーカードからの取り外し 1.10.4 

PCI ボードの取り外しは、取り付けの逆の手順を行ってください。PCI ボード、ライザーカードをしっかりと

持って取り外してください。また、ライザーカード取り外しの際に本機が動かないよう、別の作業者が本機を

押さえながら取り外してください。 

PCI ボードを取り外したまま運用する場合は、ライザーカードに取り付けられていたブランクカバーを取り付

けてください。 

 

 

重要

チェック
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1.11  光ディスクドライブ 

オプションの光ディスクドライブを取り付ける手順について説明します。 
 

 
サポートしていない光ディスクドライブを取り付けないでください。 

 

 

 

 

 

 取り付け 1.11.1 

次の手順に従って光ディスクドライブを取り付けます。 
 

 本書の「2 章 1.2 取り付け／取り外しの概要」を参照して、準備します。 1.

 本書の「2 章 1.5 トップカバーの取り外し」を参照して、トップカバーを取り外します。 2.

 光ディスクドライブ固定ブラケットのネジ(1 本)を取り外し、 3.

光ディスクドライブカバーを取り外します。 

 

 
 

 
取り外したカバーは大切に保存してください。 

 

 光ディスクドライブを取り付けます。 4.  

 

 手順 3 で取り外した光ディスクドライブ固定ブラケットを 5.

ネジで取り付け、光ディスクドライブを固定します。 

 

 

 光ディスクドライブのケーブルを接続し、取り外した部品を取り付けます。 6.

 

 取り外し 1.11.2 

光ディスクドライブの取り外しは取り付けの逆の手順で行ってください。 

重要

重要

光ディスクドライブ取り付け用スロット 
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1.12  冗長ファン 

ファンをオプションの冗長ファンと交換することにより、冷却ファンを冗長化できます。 

 

 冗長ファンへの交換 1.12.1 

 本書の「2 章 1.2 取り付け／取り外しの概要」を参照して、準備します。 1.

 本書の「2 章 1.5 トップカバーの取り外し」を参照して、トップカバーを取り外します。 2.

  

3. バックプレーンに接続しているファンケーブルを 

取り外します。 

 

4. ファン上部をまっすぐ上に持ち上げ、取り外します。  

 
 

 

 
取り外したファンは大切に保存してください。 

 

5. 冗長ファンを取り付けます。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
エアフローの矢印が後ろ向きになるよう、ファンの向きに注意して取り付けてください。 

重要

重要
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6. バックプレーンにファンケーブルを接続します。

トップカバーやファン、シャーシなどに挟まれない

ようにしてからバックプレーンのコネクタに接続

してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. マザーボード上のジャンパーを変更します。下図を参考にしてジャンパーの設定を変更してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
その他のジャンパーの設定は変更しないでください。本機の故障や誤動作の原因となりま

す。 
重要

   
FAN9 FAN10 
(白)  (黒) 

FAN11 FAN12 
(白)  (黒) 

FAN7 FAN8 
(白)  (黒) 

 
FAN5 FAN6 
(白)  (黒) 

 
FAN3 FAN4 
(白)  (黒) 

 
FAN1 FAN2 
(白)  (黒) 

 

冗長ファン使用時 

非冗長ファン使用時 

(Red.FAN) 

J MODEL0 
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1.13  ハードディスクドライブ 

本機は 4 台のハードディスクドライブが標準で搭載済みです。 

出荷時から変更がない場合、以下の手順を実施する必要はありません。 

 

 

 
● 弊社で指定していないハードディスクドライブを使用しないでください。 

● 異なるインターフェースや回転数のハードディスクドライブを混在させることはで

きません。 

 

 取り付け 1.13.1 

次のようにしてハードディスクドライブを取り付けます。 

 

 
RAID システム構成する場合、同じ仕様(同一容量、同一回転数、同一規格)のハードディス

クドライブを使用して、ディスクアレイを作成してください。 

 

 本書の「2 章 1.2 取り付け／取り外しの概要」を参照して、準備します。 1.

 ハードディスクドライブを取り付けるスロットを確認します。 2.

スロットは本機に 4 つあります。番号の小さい順から取り付けてください。 

 ダミートレーを取り外します。 3.

 

 

 

 
● ダミートレーは大切に保管してください。 

● ハードディスクドライブを搭載しない場合、ダミートレーを取り付けてください。 

 

重要

重要

重要

スロット 0 スロット 1 スロット 3 スロット 2 
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 トレーのハンドルのロックを解除4.

します。 

 

 トレーとハンドルをしっかりと5.

持ってスロットへ挿入します。 

 

 

 
● ハンドルのフックがフレームに当たるまで押し込んでください。 

● トレーは両手でしっかりとていねいに持ってください。 

 

 ハンドルをゆっくりと閉じます。 6.

「カチッ」と音がしてロックされます。 

 

 
ハンドルとトレーに指を挟まないように注意してください。 

 

 
押し込むときにハンドルのフックがフレームに引っかかっていることを確認してくださ

い。 

 

 本機の電源を ON にして、BIOS セットアップユーティリティーを起動して「Boot」メニューで起動7.

順位の設定をします。「Boot」メニューについては、「メンテナンスガイド」の「2 章 1.2.5 Boot」

を参照してください。 

 本書の「2 章 1.16 フロントベゼルの取り付け」を参照して、取り外したフロントベゼルを取り付け8.

ます。 

チェック

重要

チェック
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 取り外し 1.13.2 

次に示す手順でハードディスクドライブを取り外します。 
 

 
ハードディスクドライブを廃棄するときは、「安全にご利用いただくために」の「1 章(1.5 

製品の譲渡と廃棄)」に従ってください。 

 

 
故障したハードディスクドライブを交換するときは、ハードディスクドライブの DISK ラ

ンプがアンバー色に点灯しているスロットをあらかじめ確認してください。 

 

 

 本書の「2 章 1.2 取り付け／取り外しの概要」を参照して、準備します。 1.

 レバーを押してロックを解除し、ハンドルを2.

開きます。 
 

 ハンドルとトレーをしっかりと持って手前3.

に引き出します。 

  

 ハードディスクドライブを取り外したまま4.

本機を使用する場合は、空いているスロット

にダミートレーを取り付けます。 

 

 

 

 本機の電源を ON にして、BIOS セットアップユーティリティーを起動して「Boot」メニューで起動5.

順位の設定をします。「Boot」メニューについては、「メンテナンスガイド」の「2 章 1.2.5 Boot」

を参照してください。 

 本書の「2 章 1.16 フロントベゼルの取り付け」を参照して、取り外したフロントベゼルを取り付け6.

ます。 

 
  

重要

チェック

 
ハンドルを持って引き出さないでください。ハンドルが破損するおそれがあります。 

チェック

DISK ランプ 
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 RAID システム構成でのハードディスクドライブの交換について 1.13.3 

本機のハードディスクドライブは出荷時に RAID5 に構築されており、故障したハードディスクドライブを交換

した際にオートリビルド機能を使用することができます。 

オートリビルドは故障したハードディスクドライブをホットスワップ(電源 ON の状態でのディスクの交換)す

るだけで自動的に行われます。 

オートリビルドの間、ハードディスクドライブにある DISK ランプは、緑色とアンバー色に交互に点灯します。 

 

オートリビルドを行うときは次の注意を守ってください。 

● オートリビルドを終了するまで本機の電源を OFF にしないでください。 

● ハードディスクドライブの取り外し/取り付けは 90 秒以上の間隔を空けて行ってください。 

● 他にリビルド中のハードディスクドライブがある場合はディスクの交換を行わないでください。 
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1.14  冗長電源ユニット(2x 500W) 

電源ユニットをオプションの冗長電源ユニットと交換することにより、電源を冗長化できます。 

 

＜非冗長電源ユニット搭載時＞ 

 

 

 

 

＜冗長電源ユニット搭載時＞ 

 

 

 

 

 

 

 冗長電源ユニットへの交換 1.14.1 

 本書の「2 章 1.2 取り付け／取り外しの概要」を参照して、準備します。 1.

 正面から見て右側のインナーレールを取り外します。 2.

 

 

 

  ネジ 1 本を外し、インナーレールを後方にスライドさせて取り外します。 

 

 本書の「2 章 1.5 トップカバーの取り外し」を参照して、トップカバーを取り外します。 3.

 マザーボード、およびハードディスク用バックプレーンに接続されている電源ケーブル 4 本を取り外4.

します。 

 5 か所のネジを外し、非冗長電源ユニットを本機から取り外します。 5.
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 5 か所のネジを外して非冗長電源用ブラケットを取り外します。 6.

 

 

 

 冗長電源ユニットに添付の冗長電源用ブラケットをネジ 4 本(平ネジ 2 本、皿ネジ 2 本)で本機に取り7.

付けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 冗長電源用ケージをネジ 4 本で本機に取り付けます。 8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 マザーボード、およびハードディスク用バックプレーンのコネクタに 4 本の電源ケーブルを接続しま9.

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皿ネジ 平ネジ 

平ネジ 皿ネジ 

ケーブルタイで締める 
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 冗長電源ユニット 2 本を電源ケージの 2 つのスロットにそれぞれ取り付けます。 10.

 

 

 

 冗長電源ユニットに付属のケーブルタイを冗長電源ユニットのハンドルに取り付けます。 11.

 

 

 

 取り外した部品を取り付けます。 12.
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 下図を参照し、マザーボード上のジャンパーを変更します。 13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
その他のジャンパーの設定は変更しないでください。本機の故障や誤動作の原因となりま

す。 

 

 冗長電源ユニットに付属の取扱説明書に従い、SDR をアップデートします。 14.

重要

 

冗長電源使用時 

J_PSUTYPE1 

非冗長電源使用時 
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1.15  トップカバーの取り付け 

トップカバーを取り付けるときは、トップ

カバーのタブが本機フレームに確実に差し

込まれていることを確認して、トップカ

バーを前面へスライドさせてください。

トップカバーを本機前面に向かってスライ

ドさせると「カチッ」と音がしてトップカ

バーがロックされます。  

このとき、リリースボタンの状態を確認し

てください。確実にロックされるとボタン

が上がった状態になります。下に押された

状態(くぼんだ状態)のときはトップカバー

をもう一度本機背面に向けてスライドさせ

てください。それでもロックされない場合

は、いったんトップカバーを取り外してか

ら、取り付け直してください。 
 

 

 

1.16  フロントベゼルの取り付け 

フロントベゼルを取り付ける

ときは、フロントベゼルの左端

のタブを本機のフレームに

引っかけるようにしながら取

り付けます。取り付けたあとは

セキュリティーのためキーで

ロックしてください。 

 

 

 

 

 
フロントベゼルの取り付け時に POWER スイッチを押さないよう注意してください。 

 
 
 

重要

2

1

カバーの先端をシャーシ内に差し込む 

背面 

前面 

背面 
前面 
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2. 設置と接続 

本機の設置と接続について説明します。 

 

 

2.1  設 置 

本機は 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 2.1.1 

ラックの設置については、ラックに添付の説明書を参照するか、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。 

 

 
  

   

  

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。人が死亡する、または重傷を負

うおそれがあります。詳細は、「安全にご利用いただくために」を参照してください。 

 
● 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 

  

 

 
  

  

  

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。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。詳細は、「安全にご利用いただくために」を参照してください。 

 
● 1 人で搬送・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 

● 1 人で部品の取り付けをしない・ラック用ドアのヒンジのピンを確認する 

● 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 

● 定格電源を越える配線をしない 

● 腐食性ガスの発生する環境で使用しない 
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次の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

に本機を搭載したりすると、誤動作の原因となります。 

 

● 本機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。 

● スタビライザーが設置できない場所や耐震工事ができない場所。 

● 床におうとつや傾斜がある場所。 

● 温度変化の激しい場所(暖房機、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(二酸化硫黄、硫化水素、二酸化窒素、塩素、アンモニア、オゾンなど)の存在する場所。また、

ほこりや空気中に腐食を促進する成分(塩化ナトリウムや硫黄など)や導電性の金属などが含まれている場

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)。 

● 本機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)と共有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ー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)。 
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 ラックへの取り付け/ラックからの取り外し 2.1.2 

本機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)。 

 

 
  

   

  

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。人が死亡する、または重傷を負

うおそれがあります。詳細は、「安全にご利用いただくために」を参照してください。 

 
● 規格外のラックで使用しない 

● 指定以外の場所で使用しない 

  

 

 
  

  

  

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。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。詳細は、「安全にご利用いただくために」を参照してください。 

 
● 落下注意 

● 装置を引き出した状態にしない 

● カバーを外したまま取り付けない 

● 指を挟まない 

  

 

 

ラック内部の温度上昇とエアフローについて 

複数台の装置を搭載したり、ラックの内部の通気が不十分だったりすると、ラック内部の温度が上昇し、誤動

作するおそれがあります。運用中にラック内部の温度が保証範囲を超えないようラック内部、および室内のエ

アフローについて十分な検討と対策をしてください。 

 

本機では、前面から吸気し、背面へ排気します 
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(1) 取り付け手順 

本機は弊社製および他社製ラックに取り付けることができます。次の手順でラックへ取り付けます。 

 

● ラック搭載前の準備 

運搬時の脱落防止のために、工場出荷時、スライドレールはテープで固定さ

れています。ラックへ取り付ける前に、テープをはがしてください。 

 

 

アウターレールの取り外し 
 

 本機左右に取り付けられている1.

スライド式のレールを取り外し

ます。 

 

 本機前面にあるロック解除ボタ2.

ンを押しながら、レールを持って

ゆっくりと本機後方へスライド

させます。 

 アウターレールを取り外すと、本3.

機はネジ止めされたインナー

レールのみが取り付けられた状

態になります。 

 

 

 
レールに指を挟まないよう十分注意してください。 

 

 

重要

インナーレール 
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● アウターレールの取り付け 

取り外したアウターレールをラックへ

取り付けます。 

レールの四角い突起を、ラックの角穴

に入れて取り付けます。この時に「カ

チッ」と音がして、ロックされたこと

を確認してください。 

右図は右側(前面)を示していますが、右

側(背面)、左側(前面/背面)も同様に取り

付けてください。 

もう一方のレールを取り付けるとき、

すでに取り付けているレールと同じ高

さに取り付けることを確認してくださ

い。 

 

 
レールが確実にロックされて脱落しないことを確認してください。 

 

 
前後に多少ガタツキがでることがありますが、製品に支障はありません。 

 

 

 
  

  

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。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。詳細は、「安全にご利用いただくために」を参照してください。 

 
● 落下注意 

● 装置を引き出した状態にしない 

● カバーを外したまま取り付けない 

● 指を挟まない 

  

 

 
  

重要
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(2) 取り外し手順 

次の手順で本機をラックから取り外します。取り外しは 1 人でもできますが、なるべく複数 

名で行うことをお勧めします。 

 

 本機の電源が OFF になっていることを確認してから、本機に接続している電源コードやケーブルを1.

すべて取り外します。 

 ロックを解除して、フロントベゼ2.

ルを取り外します。 

 

 

 本機前面の左右にあるロック解除3.

ボタンを押しながら、本機をゆっ

くりと静かにラックから引き出し

ます。 

 

 

 

 本機をラックから引き出している4.

途中でロックされます。さらに引

き出すときは、レール左右のス

トッパーを押しながら、本機を引

き出します。 

 

 

 
レバーやレールで指を挟まないよう十分に注意してください。 

 
  

重要

2

1

ストッパー 

ボタンを押すとロック 
が解除できます。 

キースロット 
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 本機をしっかりと持ってラックから取り外します。 5.

 

 
● 複数名で装置の底面を支えながらゆっくりと引き出してください。 

● 装置を引き出した状態で、引き出した装置の上部から荷重をかけないでください。装

置が落下するおそれがあり、危険です。 

● レールに指を挟まないよう十分注意してください。 

 
 レールをラックから取り外すとき6.

は、レバーを押しながら、レール

を矢印方向に引いて外します。 

 

 

重要

レバー 
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(3) アウターレールの取り外し 

複数のレールを取り付けた場合、ロック解除するためのレバーを手で押せないことがあります。このときは、

次の手順でレールをラックから取り外します。 

 

 本書の「2 章 2.1.2(2) 取り外し手順」を参照し、本機をラックから取り外します。 1.

 本製品に添付のスライドレール2.

(アウターレール)取り外し工具を

用意します。 
 

 レール前面側にある角穴に、取り3.

外し工具を右図の向きで差し込み

ます。 

 

 レールのロックを解除します。 4.

右図のように、取り外し工具を矢

印の方向に力を加えてロックを解

除してください。 

 

角穴 

前面から見た場合 

上から見た場合 
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 ロックを解除した状態でレールを5.

ラックから取り外します。 

 

 レール背面側にある角穴に、取り6.

外し工具を右図の向きで差し込

み、レールのロックを解除します。 

右図のように、取り外し工具を回

転させてロックを解除してくださ

い。 

 

 

 

 

 ロックを解除した状態でレールを7.

ラックから取り外します。 

 

 

角穴 

前面から見た場合 

横から見た場合
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2.2  接 続 

本機に周辺装置を接続します。 

本機の前面と背面には、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。次ページの図は標準

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

本機に接続し、電源プラグをコンセントにつなげます。 

 

 
  

  

  

  

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。人が死亡する、または重傷を負

うおそれがあります。詳細は、「安全にご利用いただくために」を参照してください。 

 
● 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 

  

 

 
  

  

  

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。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。詳細は、「安全にご利用いただくために」を参照してください。 

 
● 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ーフェースケーブルの取り付けや取り外しをしない 

● 指定以外のインターフェースケーブルを使用しない 
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ディスプレイ装置 

USB 機器 

背面 

ハブ/スイッチングハブなど 

ハブ/スイッチングハブなど 

*1 電源コードは、15 A 以下のサーキットブレーカーに接続してください。 

  電源コードの脱落を防止するため添付のケーブルタイで電源コードを固定してください。 

最後に電源コードを 
コンセントに接続します。

*1 
UPS に接続する場合は 
次項の説明を参照してください。 

シリアルインター 

フェースを持つ機器 

運用系ポート 

1000BASE-T 

100BASE-TX 

10BASE-T 

マネージメント専用

LAN コネクタ 
1000BASE-T 
100BASE-TX 
10BASE-T 

USB 機器 

前面 

USB 機器 

USB 機器 
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外部 USB 機器のご使用について 

 

本機のフロント USB コネクタに外付け USB DVD-ROM ドライブを接続する場合は、隣接

する USB ポートに他の機器を接続しないでください。 

※下図の枠で囲ったポートが「隣接する USB ポート」です。 

 

 

 

 

 

 

 本機、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

動作や故障の原因になります。 

 サードパーティーのディスプレイや周辺機器、およびインター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が使用できるか確認してください。 

 電源コードやインターフェースケーブルはケーブルタイで固定し、ラックのドアや側面のガイドレールなど

に当たらないようフォーミングしてください。 

 電源コードのプラグ部分が圧迫されないようにしてください。 

 本機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。一般的な公衆回線も含まれます)。 

 ここで説明していないコネクタは未使用コネクタです。何も接続しないでください。 

 

 

重要

 

前面の USB コネクタ 
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 無停電電源装置(UPS)への接続について 2.2.1 

本機の電源コードを無停電電源装置(UPS)に接続する場合は、UPS の背面にある出力コンセントに接続します。

詳しくは UPS に添付の説明書を参照してください。 

 

 

本機の電源コードを UPS に接続している場合、UPS からの電源供給と連動(リンク)させるときは、本機の BIOS

設定を変更してください。 

BIOSの[Server] -[AC-LINK]のパラメーターで設定できます(UPSを利用した自動運転を行う場合は、「Power On」

を選択してください)。詳しくは「メンテナンスガイド」の「2 章(1.2.4 Server)」を参照してください。 

 
 

 

 

オプションスロット 

ユニバーサルシリアルパス(USB) 

過負荷保護 

リセットボタン 
出力コンセント 

入力コネクタ 

(NEMA5-15P) 
電圧感度設定ボタン 

コンピューターインターフェースポート(COM) 

TVSS 装置コネクタ 

＜例＞ 
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NEC iStorage NS シリーズ 
iStorage NS300Rg 

セットアップ 

本機のセットアップについて説明します。 

 

1.  電源のON 

本機の電源をONにする手順です。 

 

2.  システムBIOSのセットアップ(SETUPの説明) 

BIOSの設定について説明しています。 

 

3.  EXPRESSSCOPEエンジン 3 

本機に搭載しているEXPRESSSCOPEエンジン 3について説明しています。 

 

4.  EXPRESSBUILDER 

EXPRESSBUILDERの概要を説明しています。詳細は、メンテナンスガイドの「2章(6. EXPRESSBUILDER

の詳細)」を参照してください。 

 

5.  電源のOFF 

本機の電源をOFFにする手順です。 
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1. 電源の ON 

次の順序で電源を ON にします。 

 

 

電源を OFF にしたあと、再度電源を ON にするときは、30 秒以上待ってから電源を ON

にしてください。 

 

 ディスプレイ、周辺機器および無停電電源装置(UPS)の電源を ON にします。 1.

 

 フロントベゼルを取り外します。 2.

 

 前面の POWER スイッチを押します。 3.

POWER ランプが緑色に点灯し、しばらくすると「NEC ロゴ」が表示されます。 

 

 
● 「NEC」ロゴおよびロゴ下側に何らかの文字が表示されるまでは電源を OFF にしない

でください。 

● POST 中に外付け USB デバイスを接続したり、外したりしないでください。 

 

 

「NEC」ロゴを表示している間、自己診断プログラム(POST)が動作してハードウェアを診断します。

詳細は、「3 章 1.1 POST のチェック」を参照してください。 

 

重要

重要

POWER スイッチ/ランプ 
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1.1  POST のチェック 

Power On Self-Test (POST)は、本機に標準装備されている自己診断機能です。POST は、本機の電源を ON に

すると自動的に実行し、マザーボード、メモリ、プロセッサー(CPU)などをチェックします。また、POST の

実行中は、各種ユーティリティーの起動メッセージなども表示します。 

通常は、POST の内容を確認する必要はありません。次のようなとき、POST で表示されるメッセージを確認

してください。 

● 導入時 

● 「故障かな？」と思ったとき 

● 電源 ON から OS 起動の間に何度もビープ音がしたとき 

● ディスプレイに何らかのエラーメッセージが表示されたとき 

 

 

 POST の流れ 1.1.1 

次に、POST のチェックについて、順を追って説明します。 

 

 
● POST の実行中は、不用意なキー入力やマウスの操作をしないようにしてください。 

● オプションの PCI ボードのスロットの変更をしてから電源を ON にすると、メッセー

ジを表示して POST をいったん停止することがあります。この場合は<F1>キーを押し

て POST を継続させてください。ボードの構成についての変更／設定は、このあとに

説明するユーティリティーを使って設定できます。 

 

1. 本機の電源を ON にすると POST が始まり、メモリや PCI デバイスなどを初期化するメッセージが

表示されたあとに、ロゴが表示されます。 

 

 
● キーボードはロゴを表示したあとに操作できます。 

● 初期化中、何も表示されていない画面(黒い画面)に何度か切り替わる場合があります

が、動作に問題ありません。 

● オプション VGA コントローラーが接続された場合や、BIOS セットアップユーティリ

ティー(SETUP)の設定によって、初期化メッセージが表示されない場合があります。 

● 初期化メッセージは、シリアルポートのコンソールリダイレクション画面では表示さ

れません。 

 

2. BIOS セットアップユーティリティー(SETUP)で、[Security] - [Password On Boot]が[Enabled]の場合、

パスワード要求があります。 

パスワード入力を連続して 3 回誤ると POST を停止します(これより先の操作ができません)。この

場合、いったん本機の電源を OFF にし、再び電源を ON にしてください。 

 

 
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。 

 

チェック

チェック

重要
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3. <Esc>キーを押すとロゴが消え、POST の内容を表示します。 

 

 
BIOS セットアップユーティリティー(SETUP)で、[Boot] - [Quiet Boot]が[Disabled]の場合、

キー入力がなくても、ロゴを消して POST の内容を表示します。 

 

4. POST では、搭載している CPU やメモリ容量などのメッセージを表示します。 

 

 
ハードウェア構成によっては、実際に搭載している物理メモリより容量が少なく表示され

る場合があります(BIOS セットアップユーティリティーや OS のシステム情報で表示され

る内容も同じです)。 

 

5. しばらくすると、次のようなメッセージが表示されます。 

Press <F2> SETUP, <F3> Internal Flash Memory, <F4> ROM Utility, <F12> Network 

 

 
BIOS セットアップユーティリティー(SETUP)で、[Server] - [Power Measurement Policy]

が[One time]、または[Always]の場合、上記メッセージに代わり、電力測定中のメッセージ

が表示されます。測定が完了するまで、しばらくお待ちください。 

 

メッセージに従ってファンクションキーを押すと、POST 終了後に、次のような機能を呼び出すこと

ができます。 

 

<F2>キー： SETUP を起動します。詳細は、「3 章 2. システム BIOS のセットアップ(SETUP の

説明)」を参照してください。 

<F3>キー： 内蔵フラッシュメモリから EXPRESSBUILDER を起動します。詳細は、「3 章 4. 

EXPRESSBUILDER」を参照してください。 

 

 
<F3>キーを押しても、起動可能な CD/DVD が光ディスクドライブに入っているときは、

CD/DVD から起動します。 

 

<F4>キー： オフラインツールを起動します。詳細は、「メンテナンスガイド」の「1 章 9. オフ

ラインツール」を参照してください。 

<F12>キー： ネットワークから起動します。  

 

 

ヒント

ヒント

ヒント

チェック
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6. ブートモードがレガシーBIOS のとき、搭載しているコントローラーによっては、専用ユーティリ

ティーの起動を促すメッセージが表示されます。 

 

<例: オプションの RAID コントローラーを搭載している場合>  

Press <Ctrl> <R> to Run MegaRAID Configuration Utility 

ここで、<Ctrl> + <R>キーを押すとユーティリティーが起動します。 

 

<例: オンボードの RAID コントローラーをジャンパーで有効にしている場合>  

Press <Ctrl> <M> to Run LSI Software RAID Configuration Utility 

ここで、<Ctrl> + <M>キーを押すとユーティリティーが起動します。 

 

ユーティリティーの詳細は、各オプションボードに添付の説明書を参照してください。 

 

構成によっては、オプションボードの BIOS が「Press Any Key」と要求するときがあります。オプ

ションボードの説明書を確認してから操作を継続してください。 

 

7. BIOS セットアップユーティリティー(SETUP)でパスワードの設定をすると、POST が正常に終了し

たあとにパスワード要求があります。 

パスワードの入力は 3 回までできます。3 回とも入力を誤ると起動不可になるため、この場合、本機

の電源を OFF にしてから、30 秒以上時間を空けて起動し直してください。 

 

 
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。 

 

8. BIOS セットアップユーティリティー(SETUP)で、[Security] - [Secure Boot]が[Enabled]、かつ[Invalid 

Signature Detection]が[Halt]のとき、以下に該当する場合、不正な署名データを検出したとのメッセー

ジが表示されます。 

・起動可能なデバイスのブートイメージが未署名の場合 

・起動可能なデバイスのブートイメージが不正な署名の場合 

 

この場合、いったん本機の電源を OFF にして、起動可能なデバイスのブートイメージが正しく署名さ

れているか確認してください。Secure Boot 可能なデバイスを接続後、再び電源を ON にしてくださ

い。 

 

9. POST が終了すると OS を起動します。 

 

 

重要
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 POST のエラーメッセージ 1.1.2 

POST 中にエラーを検出するとエラーメッセージを表示します。エラーの内容によってはビープ音で通知しま

す。エラーメッセージの意味、その原因、および対処方法については、「メンテナンスガイド」の「3 章 1. POST

中のエラーメッセージ」を参照してください。 
 

 
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記録してください。

エラーメッセージは保守を行うときに有用な情報です。 

 

 

チェック
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2. システム BIOS のセットアップ(SETUP の説明) 

Basic Input Output System(BIOS)の設定について説明します。ここで説明する内容に従い、正しく設定してく

ださい。 

 

2.1  概 要 

BIOS セットアップユーティリティー(SETUP)は、本機の BIOS を設定するためのユーティリティーです。この

ユーティリティーは本機のフラッシュメモリに標準でインストールされているため、起動用のメディアがなく

ても実行できます。 

 

BIOS は、あらかじめ 適な状態に設定して出荷していますので、ほとんどの場合において SETUP を使用する

必要はありません。本書の「3 章 2.4 設定が必要なケース」に記載のケースに該当するときのみ使用してくだ

さい。 

 

 

2.2  起動と終了 

本書の「3 章 1.1.1 POST の流れ」に従って POST を進めます。しばらくすると、次のメッセージが画面左下

に表示されます。(※環境によってメッセージが変わります) 。 

Press <F2> SETUP, <F3> Internal Flash Memory, <F4> ROM Utility, <F12> Network 

 

ここで<F2>キーを押すと、POST 終了後に SETUP が起動して「Main」メニュー画面が表示されます。 
 

 

ブートモードがレガシーBIOS の場合、オプション ROM のメッセージ表示中に

<F2>キーを押しても SETUP が起動します。 

 

パスワードを設定した場合、以下のようなパスワード要求があります。 

Enter password［                     ］ 

 

パスワードの入力は 3 回までできます。3 回とも誤ったパスワードを入力すると、動作を停止します。 

これ以上は操作できませんので、電源を OFF にしてください。 

 

ユーティリティーの操作後、設定を保存する場合、[Save & Exit] - [Save changes and Exit]で終了します。変更

を破棄する場合、[Save & Exit] - [Discard changes and Exit]で終了します。 

 

 
 設定をデフォルト値に戻すときは、[Save & Exit] - [Load Setup Defaults]を選択してく

ださい(デフォルト値は、出荷時の設定と異なるときがあります)。 

 [Advanced] - [iSCSI Configuration]サブメニュー、および[UEFI Driver Configuration]サ

ブメニューの値はデフォルト値に戻りません。 

ヒント

ヒント
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2.3  キー操作と画面の説明 

画面の表示例と操作について説明します。SETUP は、キーボードを使って操作します。 

 

□  カーソルキー(<↑>、<↓>) 

項目を選択します。現在選択されている項目はハイライト表示になります。 

 

□  カーソルキー(<←>、<→>) 

[Main]、[Advanced]、[Security]、[Server]、[Boot]、[Save & Exit]のトップメニューを選択します。 

 

□  <－>キー／<＋>キー 

選択している項目の値(パラメーター)を変更します。サブメニュー(項目の前に「 」が付いているもの)を

選択しているとき、このキーは無効です。 

 

□  <Enter>キー 

選択したパラメーターを決定するときに押します。 

 

□  <Esc>キー 

ポップアップ画面をキャンセルします。 

サブメニューでは一つ前の画面に戻ります。 

トップメニューでは以下の画面が表示されます。[Yes]を選択すると、変更した項目のパラメーターを元の

設定に戻して SETUP を終了します。 

 

Quit without saving? 

[Yes]        No 

現在表示しているメニューを示す 

ヘルプ 

パラメーター(選択すると文字が反転する*) 

* 設定できない項目はグレーアウト表示。 

設定項目

サブメニューが 

あることを示す 
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□  <F1>キー 

キー操作のヘルプが表示されます。SETUP の操作でわからないことがあったときはこのキーを押してくだ

さい。<Esc>キーを押すと、元の画面に戻ります。 

 

□  <F2>キー 

このキーを押すと以下の画面が表示されます。[Yes]を選択すると、変更した項目のパラメーターを元の設

定に戻します。ただし、[Save Changes]で設定を保存したときは、保存した設定に戻ります。 

 

Load Previous Values? 

[Yes]        No 

 

□  <F3>キー 

このキーを押すと以下の画面が表示されます。[Yes]を選択すると、SETUP のパラメーターをデフォルトの

設定に戻します(出荷時の設定と異なるときがあります)。 

 

Load Setup Defaults? 

[Yes]        No 

 

 

「Advanced」メニューの「iSCSI Configuration」サブメニューおよび「UEFI Driver 

 Configuration」サブメニューの値はデフォルト値に戻りません。 

 

□  <F4>キー 

このキーを押すと以下の画面が表示されます。[Yes]を選択すると、設定したパラメーターを保存して

SETUP を終了します。 

 

Save configuration and exit? 

[Yes]        No 

 

 

 

ヒント
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2.4  設定が必要なケース 

次のようなケースに該当するとき、SETUP を操作して出荷時の設定からパラメーターを変更してください。そ

れ以外のときは、出荷時の設定で運用してください。SETUP のパラメーター一覧、および出荷時の設定につい

ては、「メンテナンスガイド」の「2 章 1. システム BIOS の詳細」に記載しています。 

 

カテゴリー ケース 設定内容 備考 

基本設定 日付、時刻を変更する [Main] - [System Date]で日付を設定して

ください 

[Main] - [System Time]で時刻を設定して

ください 

OS上からも設定できます。 

電源ON時のNumLockをオン

に設定する 

[Boot] - [Bootup Numlock State]を[On]に

設定してください 

 

POST中のロゴを非表示にす

る 

[Boot] - [Quite Boot]を[Disabled]に設定

してください 

POST中に<Esc>キーを押し

てロゴを一時的に非表示に

することもできます。 

メモリ関連 DIMMを増設／変更したあとに

メモリを再構成する 

[Advanced] - [Memory Configuration] -  

[Memory Retest]を[Yes]に設定して 

ください 

[Memory Retest]は[Yes]に変

更後、再起動すると自動的に

[No]に戻ります。 

オプション

ボード 

RAIDコントローラーを取り付

ける 

[Advanced] -  [PCI Configuration] - [PCI 

Device Controller and Option ROM 

Settings] - [PCI Slot n Option ROM] - 

[Enabled] 

nは、RAIDコントローラーの

PCIスロット番号です。 

オプションボード実装時、ブー

トデバイス以外のPCIデバイス

のオプションROMはすべて

Disabledに設定する 

[Advanced] - [PCI Configuration] - [PCI 

Device Controller and Option ROM 

Settings] - [PCI Slot n Option ROM] - 

[Enabled] 

nは、ブートデバイス以外の

PCIデバイスのスロット番号

です。 

[Advanced] - [PCI Configuration] - [PCI 

Device Controller and Option ROM 

Settings] - [LAN1 Option ROM Scan] - 

[Disabled] 

LAN1のオプションROMも

Disabledに設定してくださ

い。 

起動関連 デバイスの起動順序を変える [Boot] - [Boot Option Priorities]で起動順

序を変更してください 

 

RTCアラームによるパワーオ

ン機能を使う 

[Advanced] - [Advanced Chipset 

Configuration] - [Wake On RTC Alarm]を

[Enabled]に設定してください 

 

コンソールリダイレクション

を使う 

[Advanced] - [Serial Port Configuration] - 

[Console Redirection Settings]で設定し

てください 
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カテゴリー ケース 設定内容 備考 

セ キ ュ リ

ティー 

パスワードによってSETUPの

操作を制限する 

・[Security] - [Administrator Password]で

パスワードを設定してください 

・[Security] - [User Password]でパスワー

ドを設定してください 

パスワードを設定すると、次

回SETUP起動時にパスワー

ド入力を促すメッセージが

表示されます。 

パスワードによってブートを

制限する 

[Security] - [Password On Boot] を

[Enabled]に設定してください 

パスワードを設定すると選

択できます。 

オプションのTPMキットを利

用し、TBOOT(Trusted Boot)を

実行する 

オプションのTPM キットを搭載し、

[Security] - [Trusted Computing]サブメ

ニューの以下の項目を[Enabled]に設定

してください。 

・[TPM Support] 

・[TPM State] 

・[TXT Support] 

 

 [TXT Support]を[Enabled]に

設定してOSを起動した状態

で、TPM管理モジュールなど

によりTPM を無効化しない

でください。[TPM Support]

や[TXT Support]が変更でき

なくなります。 

その場合、 [Save & Exit] – 

[Load Setup Defaults]を実行

してください。 

UPS 電源連

動 

UPSから電源が供給されたら

常に電源をONさせる 

[Server] - [Power Control Configuration] - 

[AC-LINK]を[Power On]に設定してくだ

さい 

 

POWERスイッチを使って電

源をOFFにしたときは、UPS

から電源が供給されても電源

をOFFのままにする 

[Server] - [Power Control Configuration] - 

[AC-LINK]を[Last State]に設定してくだ

さい 

 

UPSから電源が供給されても

電源をOFFのままにする 

[Server] - [Power Control Configuration] - 

[AC-LINK]を[Stay Off]に設定してくださ

い 
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2.5  ネットワーク経由による BIOS 設定 

 概要 2.5.1 

EXPRESSSCOPE エンジン 3 と BIOS の連携により、EXPRESSSCOPE エンジン 3 経由で BIOS 設定のバッ

クアップとリストアができます。 

 

 

 

 
BIOS 設定のバックアップとリストアに必要な環境、および Perl モジュールとサンプルス

クリプトについては、「EXPRESSSCOPE エンジン 3 スクリプティングガイド」を参照

してください。 

 

□  バックアップ 

EXPRESSSCOPE エンジン 3 経由で、BIOS 設定を記述した XML 形式のファイル(以降、BIOS 設定ファイル

と呼ぶ)をリモートからダウンロードできます。 

ダウンロードは、本機の電源を OFF にするか、OS が起動した状態で実施してください。以下のタイミングで

は BIOS 設定ファイルをダウンロードできません。 

・POST 中 

・POST 完了した直後 

・本機の電源を OFF にした直後 

 
 POST 完了後や電源 OFF 後からダウンロード可能になるまで、数分程度の時間がか

かる場合があります。しばらく待ってからダウンロードしてください。 

 本機の構成や動作状況によってダウンロード可能になるまでの時間が異なる場合が

あります。 

 

□ リストア 

EXPRESSSCOPE エンジン 3 経由で、リモートから BIOS 設定ファイルをアップロードすることで、BIOS 設

定をリストアできます。アップロードした BIOS 設定ファイルは、次回起動時に BIOS に反映されます。 

アップロードは、本機の電源を OFF にするか、OS が起動した状態で実施してください。以下のタイミングで

は BIOS 設定ファイルをアップロードできません。 

ヒント

ヒント
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バックアップ 
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Perl モジュール／ 
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バックアップ リストア 
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・POST 中 

・POST 完了した直後 

・本機の電源を OFF にした直後 

 
 POST 完了後や電源 OFF 後からアップロード可能になるまで、数分程度の時間がか

かる場合があります。しばらく待ってからアップロードしてください 

 本機の構成や動作状況によってアップロード可能になるまでの時間が異なる場合が

あります。 

 

 BIOS 設定のバックアップ方法 2.5.2 

管理 PC からネットワーク経由で BIOS 設定ファイルをバックアップする方法について説明します。 

1. 本機の電源を OFF にするか、OS が起動した状態にします。 

2. Perl スクリプトを実行します。 

サンプルの Perl スクリプトでは、次の処理が実行されます。 

・EXPRESSSCOPE エンジン 3 への HTTPS（または HTTP）接続 

・EXPRESSSCOPE エンジン 3 へのログイン 

・BIOS 設定ファイルのダウンロード 

 
 POST 完了後や電源 OFF 後からアップロード可能になるまで、数分程度の時間がか

かる場合があります。しばらく待ってからアップロードしてください 

 本機の構成や動作状況によってアップロード可能になるまでの時間が異なる場合が

あります。 

 

3. バックアップ用のファイルとして、出力されたBIOS設定ファイルを任意のフォルダーへ格納します。 

 

 BIOS 設定のリストア方法 2.5.3 

管理 PC からネットワーク経由で BIOS 設定ファイルをリストアする方法について説明します。 

1. バックアップした BIOS 設定ファイルを参照し、「request_id」要素の「operation」属性を「response」か

ら「request」に変更します。 

 
以下の形式で保存してください。 

・文字コード：Unicode 

・Encoding：UTF-8 

・改行コード：[CR+LF] 

 

 
「request_id」要素の「operation」属性以外は変更しないでください。変更した場合、正し

くリストアできない場合があります。 

 

ヒント

ヒント

チェック

ヒント



2. システム BIOS のセットアップ(SETUP の説明) 
 

iStorage NS300Rg ユーザーズガイド 100

  3 章 セットアップ 

■変更前（バックアップした BIOS 設定ファイルの例） 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<root xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0"> 

 <component name="BIOS"> 

  <target> 

    ： （※略） 

  <target> 

  <request_id operation="response"/> 

  <category name="Server" id="1"> 

    ： （※略） 

  </category> 

 </component> 

</root> 

（※一部の項目は記載を省略しております。） 

 

 
「request_id」要素の「operation」属性は、BIOS 設定ファイルのリクエスト情報を示しま

す。BIOS 設定ファイルをダウンロードした場合、「response」に指定されます。 

 

■変更後（リストアする BIOS 設定ファイルの例） 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<root xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0"> 

 <component name="BIOS"> 

  <target> 

    ： （※略） 

  <target> 

  <request_id operation="request"/> 

  <category name="Server" id="1"> 

    ： （※略） 

  </category> 

 </component> 

</root> 

（※一部の項目は記載を省略しております。） 

 

2. 本機の電源を OFF にするか、OS が起動した状態にします。 

3. Perl スクリプトを実行します 

サンプルの Perl スクリプトでは、次の処理が実行されます。 

・EXPRESSSCOPE エンジン 3 への HTTPS（または HTTP）接続 

・EXPRESSSCOPE エンジン 3 へのログイン 

・BIOS 設定ファイルのアップロード 

 
EXPRESSSCOPE エンジン 3 のログインに必要なユーザー設定については、

「EXPRESSSCOPE エンジン 3 ユーザーズガイド」または「EXPRESSSCOPE エンジン

3 スクリプティングガイド」を参照してください。 

 

ヒント

ヒント
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4. 本機の電源が OFF の場合、電源を ON にします。または、OS 起動中の場合、再起動させます。 

 
 POST 中に BIOS 設定の変更を通知するメッセージが表示されます。その後、本機は

自動的に再起動します。 

 POST 完了後、BIOS 設定ファイルをダウンロードして、BIOS 設定がリストアされ

たことを確認してください。 

 

 注意事項 2.5.4 

● 以下の設定はバックアップ、およびリストアできません。 

 [Main] – [System Language] 

 [Main] – [System Date] 

 [Main] – [System Time] 

 iSCSI Configuration サブメニュー 

 UEFI Driver Configuration サブメニュー 

 各デバイスタイプ内の起動優先順位（[Boot] – [CD/DVD Priorities]、[Removable Priorities]、[HDD 

Priorities]、[Network Priorities]） 

● 表示のみのメニュー(ステータスや Revision など)は、バックアップ、およびリストアの対象外です。 

● 異なるモデルには、バックアップした BIOS 設定ファイルをリストアできません。 

● BIOS Version が異なる場合には、バックアップした BIOS 設定ファイルをリストアできません。 

● ハードウェア構成を変更後にリストアする場合、一部の BIOS 設定が反映されません。 

● 例：標準ライザ―カード構成でバックアップした BIOS 設定ファイルをオプションのライザ―カード構成

に変更後リストアする場合、PCI3C Slot Option ROM の設定がリストアできません。 

● POST 完了後(OS 起動後)にリストアした場合、設定を BIOS に反映させるため、BIOS 設定ファイルをアッ

プロード後、本機を再起動してください。 

● BIOS 設定ファイルのダウンロードやアップロードに数分程度の時間がかかる場合があります。

EXPRESSSCOPE エンジン 3 のリモート KVM やリモートメディア機能を使用時に、10 分以上経過して

もダウンロードできない場合、これらの機能をオフにしてください。そのあと、完了するまで、お待ちく

ださい。 

 

ヒント
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3. EXPRESSSCOPE エンジン 3 

 

3.1  概 要 

EXPRESSSCOPE エンジン 3 は、システム管理用 LSI であるベースボードマネージメントコントローラー

(BMC)を使ってさまざまな機能を実現しています。 

EXPRESSSCOPE エンジン 3 の機能については、「EXPRESSSCOPE エンジン 3 ユーザーズガイド」を参照

してください。 

EXPRESSSCOPE エンジン 3 は、本機の電源ユニット、ファン、温度、電圧などの状態を監視することがで

きます。また、マネージメント専用 LAN をネットワーク接続することにより、Web ブラウザーや SSH クライ

アントなどを使って遠隔地から次のような制御ができます。 

 

● 本機の管理 

● 遠隔地からキーボード、ビデオ、マウス(KVM) の操作(*) 

● 遠隔地の CD/DVD、ISO イメージ、USB メモリへアクセス(*) 

 

* オプションの「リモートマネージメント拡張ライセンス(N8115-04)」が必要です。 

本機能を実現するために、USB マスストレージデバイス(Remote FD, Remote CD/DVD, Remote USB 

Memory, Virtual Flash)が仮想的に接続されます。 

 

 

3.2  EXPRESSSCOPE エンジン 3 のネットワーク設定 

以下は、Web ブラウザーから EXPRESSSCOPE エンジン 3 を使うための設定例です。 

 

 「1.1.1 POST の流れ」に従って POST を進めます。しばらくすると、次のメッセージが画面左下に表1.

示されます。 

Press <F2> SETUP, <F3> Internal Flash Memory, <F4> ROM Utility, <F12> Network 

 

 メッセージ表示中に<F4>キーを押して、ROM Utility を起動させます。 2.

NEC ロゴが表示されているときに<F4>キーを押しても Off-line TOOL MENU 画面へ進みます。 

 

 キーボード選択画面から、使用中のキーボードを選択します。 3.
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 Off-line TOOL MENU から、[Server Configuration Utility]→[EXPRESSSCOPE Engine 3]→4.

[Configuration]→[Network]→[IPv4 Property] または[IPv6 Property]と選択します。 

 

 

 

 次の画面で、DHCP を使う(DHCP の項目を[Enable]とする)か、または IP Address/Subnet Mask 以下5.

の項目を設定します。 

  

 

Shared BMC LAN 設定時、BMC の Web 機能またはリモートメディア/KVM 機能、また

はコマンドラインインターフェース機能の接続が途切れる場合があります。その場合、し

ばらく待ってから再接続してください。 

  

 

             [IPv4 Property]選択時の表示 

 

 マネージメント専用 LAN コネクタに LAN ケーブルを接続してネットワークにつなげます。手順 5 の6.

設定に従い、管理 PC の Web ブラウザーから EXPRESSSCOPE エンジン 3 へアクセスしてくださ

い。 

ヒント
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4. EXPRESSBUILDER 

「EXPRESSBUILDER」を使うと、RAID 構築、バンドルソフトウェアインストール、システム診断などができ

ます。 

 

 

4.1  EXPRESSBUILDER の機能 

EXPRESSBUILDER は、次のような機能を提供しています。 

機能名 説明 

セットアップ機能 

(RAID構築) 

本機のRAIDを構築する機能です。工場出荷時の設定など、いくつかのRAID構築か

ら選択できます。この機能を利用するには、ブート後のメニューで「OS installation」

を選択します。 

バンドルソフトウェアの提供 ESMPRO/ServerAgentService など、本機のバンドルソフトウェアを格納していま

す。 

メンテナンス機能 本機をシステム診断できます。この機能を利用するには、ブート後のメニューで

「Tool menu」を選択します。 

説明書の提供 本書を含む各種説明書を格納しています。 

 

 

4.2  EXPRESSBUILDER の使い方 

RAID の構築、OS のセットアップが必要なときは、次の方法により EXPRESSBUILDER を起動します。 

BTO(工場組込み出荷)で OS インストール済みの製品のときは、EXPRESSBUILDER を起動する必要はありま

せん。 

 

 内蔵フラッシュメモリ  

ドライブに何もメディアが入っていないことを確認したあと、POST 時に<F3>キーを押します。 

 

 EXPRESSBUILDER DVD  

DVD をドライブにセットして電源を ON にするか、<Ctrl>+<Alt>+<Delete>キーで本機を再起動させてくだ

さい。EXPRESSBUILDER が DVD からブートします。 

バンドルソフトウェアのインストールまたはドキュメントを確認したいときは、Windows が起動している

コンピューターに DVD をセットしてください。自動的にメニューが起動します(サーバーのデスクトップ

上の「NEC EXPRESSBUILDER」をクリックしても同様のメニューが起動します)。 
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5. 電源の OFF 

本機を電源 OFF にする(または再起動する)ときは、次の順序でシャットダウン(または再起動)操作してくださ

い。本機の電源コードを UPS に接続しているときは、UPS に添付の説明書を参照するか、UPS を制御してい

るアプリケーションの説明書を参照してください。 

 

1. 管理 PC からリモートデスクトップで本機へ接続します。 

2. Administrator 権限を持つユーザーで本機にサインインします。 

3. OS をシャットダウン(または再起動)します。 

4. OS をシャットダウン後に本機の電源が OFF(または再起動)になります。 

 POWER ランプが消灯することを確認します。 

5. 周辺機器の電源を OFF にします。 

 

 
Windows Server の休止機能は使えません。Windows のシャットダウンにて休止を設定し

ないでください。 

 

 

● POWER スイッチによる電源の OFF 

本機は、POWER スイッチの誤操作によるシャットダウンを防止するため、POWER スイッチによる電源

OFF を無効化しています。 

以下の設定を行うことで、POWER スイッチによる電源 OFF が可能となります。 

お客様の運用や装置環境に合わせて設定を行ってください。 

 

[設定方法] 

1. 管理 PC からリモートデスクトップで本機へ接続します。 

2. Administrator 権限を持つユーザーで本機にサインインします。 

3. リモートデスクトップ内の画面左下端を右クリックし、［コントロールパネル］をクリックします。 

4. ［ハードウェア］－［電源オプション］をクリックします。 

5. ［電源ボタンの動作を選択する］をクリックします。 

6. ［電源ボタンを押したときの動作］のプルダウンメニューにて［シャットダウン］を選択し、［変更

の保存］をクリックします。 

 

ヒント
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NEC iStorage NS シリーズ 
iStorage NS300Rg 

付 録
1. 仕 様

本機の仕様を記載しています。

2. 割り込みライン

本機の割り込みラインについて説明しています。

3. 用語集

本書の用語集です。

4. 改版履歴
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1. 仕 様 

 
製品名称 iStorage NS300Rg 

製品型名 NF8100-226Y NF8100-227Y NF8100-228Y 

CPU 
タイプ 

インテル Pentiumプロセッサー 
G4400 

インテルXeonプロセッサー 
E3-1220 v5 

クロック/キャッシュ 3.3GHz/3MB 3GHz/8MB 

コア数(C)/スレッド(T) 2C/2T 4C/4T 

標準(最大) 1個(1個) 

チップセット インテル C236 チップセット 

メモリ 標準 4GBx1枚 8GBx1枚 

最大 32GB(8GBx4枚) 

増設単位 DDR4-2133 SDRAM DIMM (Unbuffered)x1枚 

メモリモジュール ECC 付DDR4-2133 SD-RAM DIMM (メモリ実装方法に応じて2wayインターリーブもサポート) 

グラフィックス Integrated in BMC(more than 32MB) 

補助記憶装置 ハードディスクドライブ 
(標準) 

3.5型SATA 
1TB x4 

3.5型SATA 
3TB x4 

3.5型SATA 
4TB x4 

ハードディスクドライブ 
(最大) 

3.5型SATA 
1TB x4 

3.5型SATA 
3TB x4 

3.5型SATA 
4TB x4 

標準ドライブ容量(ディスクの
管理画面で表示される容量) 

C:約120GB 
D:2672GB 

C:約120GB 
D:3072GB 
E:3072GB 
F:2116GB 

C:約120GB 
D:3072GB 
E:3072GB 
F:3072GB 
G:1838GB 

RAID RAID 5(標準) 

光ディスクドライブ オプションでDVD-ROMドライブまたはDVD Super MULTIドライブを搭載可 

拡張ベイ HDDベイ 3.5型ハードディスクドライブx4 

3.5型拡張ベイ - 

拡張スロット(PCI) PCI EXPRESS3.0 1スロット(x16レーン) (x16ソケット) 
PCI EXPRESS3.0 2スロット(x4レーン) (x8ソケット）、 
このうち1スロットにはディスクアレイコントローラを標準搭載(ロープロファイル、173mmサイズ) 

外部インター
フェース 

USB3.0 前面: 2ポート、背面: 4ポート、内部: 1ポート 

シリアル 1x (D-sub 9-pin) *1 

ネットワーク 
2x 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(RJ-45) 
1x マネージメントLAN(RJ-45) 

ディスプレイ MINI D-sub 15-pin(1ポート) 

冗長電源 NF8100-226Y/227Yはオプションで対応、NF8100-228Yは標準搭載 

冗長ファン 対応(オプション) 

外形寸法 444.0x615.2x43.6 mm(突起物含まず) 
482.4x678.2x44.1 mm(フロントベゼル/突起物/インナーレール含む) 
482.4x681.0x44.1 mm(防塵ベゼル/突起物/インナーレール含む) 

質量(標準/最大) 10kg/17.5kg(レール含む) 

電源 
1x 400W 80 PLUS Platinum取得電源  
(二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ不可) 
AC100V/200V±10%, 50/60Hz±3Hz  

2x 500W 80 PLUS Gold取得電
源(二極並行アース付きコンセ
ント) (ホットプラグ可) 
AC100V/200V±10%, 50/60Hz
±3Hz 

最大消費電力(AC100V) 194VA/193W 206VA/205W 310VA/308W 

最大消費電力(AC200V) 195VA/188W 207VA/199W 307VA/305W 

定格電力 464VA/462W 515VA/513W 

環境条件 動作時 温度:5～40℃(オプション適用時：5～45℃、構成制限あり)、 
湿度:20～80%(ただし、結露しないこと) 

保管時 温度:-10～55℃、湿度:20～80%(ただし、結露しないこと) 

インストールOS Windows Storage Server 2012 R2 (64bit) Standard Edition 

標準添付品 フロントベゼル、ベゼルロックキー、スライドレール(アウターレール)取り外し工具、電源コード、
安全にご利用いただくために、保証書、スタートアップガイド、ACケーブルタイ、ソフトウェア
パッケージ一式、EXPRESSBUILDER 

 

*1 オプションで2ポートに増設可 
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2. 割り込みライン 

割り込みラインは、出荷時に次のように割り当てられています。オプションを増設するときなどに参考にして

ください。

● 割り込みライン

出荷時では、次のように割り当てられています。

IRQ 周辺機器(コントローラー) IRQ 周辺機器(コントローラー) 

0 システムタイマー 8 リアルタイムクロック

1 － 9 Microsoft ACPI-Compliant System 

2 カスケード接続 10 PCI 

3 COM2シリアルポート 11 PCI 

4 COM1シリアルポート 12 －

5 PCI 13 数値演算プロセッサー

6 － 14 －

7 － 15 －
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3. 用語集 

用 語 解 説

BIOS セットアップユーティリティー
(SETUP) 

本機のBIOSを設定するためのソフトウェアです。POST時にF2キーを押すと起

動できます。

BMC Baseboard Management Controllerの略で、標準インターフェース仕様のIPMI2.0

に準拠してハードウェアを監視するコントローラーです。本機には標準でマザー

ボード上に組み込まれています。

BMC リセットスイッチ 本機に搭載されたBMCをリセットするスイッチです。BMCの各種設定を引き継

いだままBMCのみをリセットします。BMCに問題が起きている場合のみ使用し

てください。

DUMP スイッチ 何らかの不具合が起きたとき、メモリダンプを採取する場合に使用します。ダン

プの保存先については、OS上から指定できます。 

ESMPRO 本機に標準添付のサーバー管理ソフトウェアです。監視、管理を行う一連のソフ

トウェアが含まれます。

ESMPRO/ServerAgent Extension ESMPRO/ServerManagerと連携し、スケジュール運転を実現するためのソフト

ウェアです。

ESMPRO/ServerAgentService ESMPRO/ServerManagerと連携し、本機の監視、および各種情報を取得するた

めのソフトウェアです。インストール時に、OSのサービスとして常駐させる

(サービスモード)か、OSのサービスなし(非サービスモード)で動作させるか決め

ることができます。プリインストール時はサービスモードでインストールしま

す。非サービスモードで動作させると、CPU、メモリなどのリソースを削減でき

ます。

ESMPRO/ServerManager ネットワーク上にある複数のサーバーの管理、監視を行うソフトウェアです。

EXPRESSBUILDER 本機を簡単にセットアップする機能を持つ標準添付のソフトウェアです。バンド

ルソフトウェアおよび説明書もEXPRESSBUILDER内に格納されています。 

EXPRESSSCOPE エンジン 3 iStorage NSシリーズで採用しているBMCの名称です。 

EXPRESSSCOPE プロファイルキー BIOSとBMCの設定を格納したフラッシュメモリです。取り外しが可能になって

おり、マザーボード交換時、使用中のマザーボードから新規のマザーボードに移

設することで設定を引き継ぐことができます。

ExpressUpdate 本機のBIOS、ファームウェア、ドライバー、およびソフトウェアをアップデー

トする機能です。ESMPRO/ServerManagerが、本機のEXPRESSSCOPEエンジ

ン3、およびExpressUpdate Agentと連携することで本機能を実現します。 

ExpressUpdate Agent ExpressUpdateを実現するために、本機にインストールするソフトウェアです。 

Flash FDD フロッピーディスクドライブと互換性のあるオプションのUSBデバイスです。 

RAID コンフィグレーションユーティリ

ティー
RAIDを設定するために、POST時に起動できるソフトウェアです。 

Server Configuration Utility BIOSまたはBMCを設定するためのソフトウェアです。インストールしてOS上か

ら使用するか、POST時にF4キーを押すと起動します。旧モデルでは、BMC 

Configurationと呼ばれたものです。 

TPM キット セキュリティーコントローラーを本機に増設するためのオプション製品です。

Universal RAID Utility RAIDを設定するために、Windows上から操作するソフトウェアです。

ESMPRO/ServerManagerと連携させて管理PCから操作できます。 

エクスプレス通報サービス 本機が故障したときの情報(または予防保守情報)を電子メール、モデム経由で保

守センターに通報するソフトウェアです。ESMPRO/ServerAgentServiceととも

に本機にインストールします。
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用 語 解 説

エクスプレス通報サービス(HTTPS） 本機が故障したときの情報(または予防保守情報)をHTTPS経由で保守センター

に通報するソフトウェアです。ESMPRO/ServerAgentServiceとともに本機にイ

ンストールします。

オフラインツール IPMI情報(SEL, SDR, FRU)などを確認するためのソフトウェアです。POST時に

F4キーを押すと起動します。 

管理 PC ネットワーク上から本機にアクセスし、本機を管理するためのコンピューターで

す。Windowsがインストールされた一般的なコンピューターを管理PCにするこ

とができます。

内蔵フラッシュメモリ 本機に標準で組み込まれており、EXPRESSBUILDERが格納されているフラッ

シュメモリです。POST時にF3キーを押すと、メディアがなくても内蔵フラッ

シュメモリからEXPRESSBUILDERが起動します。 

装置情報収集ユーティリティ 本機の各種情報を収集するためのソフトウェアです。保守に必要な情報をまとめ

て採取できます。
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4. 改版履歴 

ドキュメント番号 発行年月 改版内容

70.107.02-001.01 2016年7月 新規作成

2018年8月 誤記修正
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