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コンピュータ内部の作業

安全にお使いいただくために
身体の安全を守り、コンピュータを損傷から保護するために、次の安全に関する注意に従ってください。特に指示がない限り、本
書に記されている各手順では、以下の条件を満たしていることを前提とします。
● コンピュータに同梱の安全に関する情報を読んでいること。
● 部品が交換可能であること。部品を別途購入している場合は、取り外し手順と逆の順番で取り付けができること。

メモ: コンピューターのカバーまたはパネルを開ける前に、すべての電源を外してください。コンピュータ内部の作業が終わっ
たら、カバー、パネル、ネジをすべて取り付けてから、電源に接続します。

メモ: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意
事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報については、規制順守ホームページ
（www.dell.com/regulatory_compliance）をご覧ください。

注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限
り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡
単な修理を行うようにしてください。デルが許可していない修理による損傷は、保証できません。製品に付属している安全に
お使いいただくための注意をお読みになり、指示に従ってください。

注意: 静電気放電を避けるため、静電気防止バンドを使用するか、またはコンピュータに触れる前に、塗装されていない金属面
に定期的に触れることで静電気を身体から除去して、コンピュータの分解タスクを実行してください。

注意: 部品とカードは慎重に取り扱ってください。カード上の部品や接触部分には触れないでください。カードを持つ際は縁
を持つか、金属製の取り付けブラケットの部分を持ってください。プロセッサなどの部品を持つときは、側面を持ち、ピンに
は触れないようにします。

注意: ケーブルを外すときには、ケーブル自体を引っ張るのではなく、コネクタまたはプルタブを引くようにします。一部の
ケーブルのコネクタにはロックタブがついています。このタイプのケーブルは、外す前にロックタブを押して解除します。コ
ネクタを引き離す場合は、コネクタピンを曲げないようにまっすぐに引いてください。また、ケーブルを接続する前には、両
方のコネクタの向きと位置が正しいことを確認します。

メモ: お使いのコンピュータの色および一部のコンポーネントは、本書で示されているものと異なる場合があります。

コンピュータ内部の作業を始める前に
このタスクについて

コンピュータの損傷を防ぐため、コンピュータ内部の作業を始める前に、次の手順を実行してください。

手順

1. 「安全にお使いいただくための注意」を必ずお読みください。
2. コンピュータのカバーに傷がつかないように、作業台が平らであり、汚れていないことを確認します。
3. コンピュータの電源を切ります。
4. コンピュータからすべてのネットワークケーブルを外します。

注意: ネットワークケーブルを外すには、まずケーブルのプラグをコンピュータから外し、次にケーブルをネットワークデバ
イスから外します。

5. コンピュータおよび取り付けられているすべてのデバイスをコンセントから外します。
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6. システムのコンセントが外されている状態で、電源ボタンをしばらく押して、システム基板の静電気を除去します。
メモ: 静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、またはコンピューターの裏面にあるコネ
クタに触れる際に塗装されていない金属面に定期的に触れることで、静電気を身体から除去してください。

コンピュータの電源を切る

コンピュータ内部の作業を終えた後に
このタスクについて

取り付け手順が完了したら、コンピュータの電源を入れる前に、外付けデバイス、カード、ケーブルが接続されていることを確認し
てください。

注意: コンピューターへの損傷を防ぐため、本製品専用のバッテリーのみを使用してください。他のデル製コンピューター用の
バッテリーは使用しないでください。

手順

1. ポートレプリケータ、メディアベースなどの外部デバイスを接続し、ExpressCard などのカードを交換します。
2. 電話線、またはネットワークケーブルをコンピュータに接続します。

注意: ネットワークケーブルを接続するには、まずケーブルをネットワークデバイスに差し込み、次にコンピュータに差し
込みます。

3. コンピュータ、および取り付けられているすべてのデバイスをコンセントに接続します。
4. コンピュータの電源を入れます。
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コンポーネントの取り外しと取り付け
このセクションには、お使いのコンピュータからコンポーネントを取り外し、取り付ける手順についての詳細な情報が記載されて
います。

ネジのサイズリスト
表 1. Latitude 3390 2-in-1 のネジのサイズリスト 

コンポーネント M2x3 M2x2
（大頭） M2x2 M2.5x5 M2.5x6 M2.5x2.5

（大頭） M2.5xL1.4 M2x3.5

バッテリー 4

電源/ボリュームボタンボード 1

WLAN カード 1

電源コネクタポート 1

Type-C 金属製ブラケット 1

SSD カード 1

HDD 2

システムファン 2

システム基板 3

キーボードシールド 14

ベースカバー 9

ディスプレイヒンジ 4

I/O ボード 2

タッチパッド ボードとタッチパッ
ドの金属製ブラケット 8

キーボード 15

センサーボード 1

ベースカバー
ベースカバーの取り外し
手順

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. ディスプレイを閉じて、ラップトップを裏返します。

3. ベースカバーをラップトップに固定している M2.5 x 6 ネジ（9 本）を取り外します。

メモ: ベース カバーを持ち上げる前に、システムのフロント エッジ近くにある 2 本のネジを斜めに取り外す必要がありま
す。
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4. プラスチックスクライブを使用して、ラップトップシャーシの縁からベースカバーを持ち上げます [1]。

メモ: 通気孔の左下から時計回りに、縁から持ち上げてください。

5. ベースカバーを持ち上げてラップトップから取り外します [2]。
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ベースカバーの取り付け
手順

1. ベースカバーの端をラップトップに揃えて、カチッと所定の位置に収まるまでベースカバーを押し込みます。
2. ネジを締めて、ベースカバーをラップトップに固定します。
3. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

バッテリー
バッテリーの取り外し
手順

1. PC内部の作業を始める前にの手順に従います。
2. ベース カバーを取り外します。
3. バッテリーを取り外すには、次の手順を実行します。

a. バッテリーケーブルをシステム ボードのコネクタから外します [1]。

メモ: ピンの損傷を避けるため、コネクターのラベルの先端を持って、コネクターからバッテリー ケーブルを引いてくだ
さい。

b. バッテリーをノートパソコンに固定している 4 本のネジ（M2x3）を外します［2］。
c. バッテリーを持ち上げて、ノートパソコンから取り外します［3］。
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バッテリーの取り付け
手順

1. バッテリーをラップトップのスロットに差し込みます。
2. M2x3 ネジ（4）を締めて、バッテリをノートパソコンに固定します。
3. バッテリーケーブルをシステム基板のコネクタに接続します
4. ベースカバーを取り付けます。
5. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

電源/ボリュームコントロールボード
電源およびボリューム コントロール基板の取り外し
手順

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。

a. ベースカバー
b. バッテリー
c. コイン型電池

3. 次の手順に従って、電源およびボリューム コントロール基板を取り外します。
a. 電源ケーブルをシステム基板のコネクタから外します［1］。

注意: バッテリ ケーブルの損傷を防ぐため、システム基板上のコイン型電池コネクタを必ず取り外してください。

b. 粘着テープをはがします［2］。
c. ボリューム コントロール基板ケーブルを配線クリップから外しますケーブルをプレースホルダーから外します。
d. 電源およびボリューム コントロール基板をノートパソコンに固定している M2x3 ネジ（1）を外します［3］。
e. プラスチック製電源ボタンをシャーシから取り外します。
f. 電源およびボリューム コントロール基板を持ち上げて、ノートパソコンから取り外します［4］。
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4. 電源ボタンを取り外すには、次の手順を実行します。
a. 電源ボタンをパームレストの固定フックから外します［1］。
b. 電源ボタンを持ち上げて、パームレスト アセンブリーから取り外します［2］。
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電源/ボリュームコントロールボードの取り付け
手順

1. 電源/ボリュームコントロールボードをラップトップシャーシ上に配置します。
メモ: 電源/ボリュームコントロールボードを、そのボードをシステムシャーシに固定する 2 つのプラスチックプレースホル
ダにはめ込んでください。

2. M2x3 ネジ（1）を締めて、電源およびボリューム コントロール ボードをノートパソコンに固定します。
3. ケーブルをケーブル配線クリップに通して配線します。
4. 電源/ボリュームコントロールボードをシステム基板のコネクタに接続します。
5. 粘着テープを貼り付け固定します。
6. 次のコンポーネントを取り付けます。

a. コイン型電池
b. バッテリー
c. ベースカバー

7. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。
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ハードディスクドライブ（HDD）

HDD の取り外し

手順

1. PC内部の作業を始める前にの手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。

a. ベース カバー
b. バッテリー

3. HDD を取り外すには、次の手順を実行します。
a. HDD ケーブルをシステム ボードのコネクターから外します［1］。

メモ: コネクターとケーブルの損傷を避けるため、プラスチックのハンドルを持って HDD ケーブルを引き出してくださ
い。

b. ケーブルをシステム ボードに固定しているケーブル粘着テープを外します。
c. HDD をノートパソコンのシステム ボードに固定している 2 本のネジ（M2.5x6）を外します［2］。
d. HDD を持ち上げて、システム ボードから取り外します［3］。

HDD の取り付け

手順

1. HDD をハードディスクのプレースホルダに配置します。
2. 粘着テープを貼り付け、HDD ケーブルを固定します。
3. HDD ケーブルヘッドをシステム基板のコネクタに接続します。
4. M2.5x6 ネジ（2）を締めて、ハード ディスク ドライブをノートパソコン シャーシに固定します。
5. 次のコンポーネントを取り付けます。

a. バッテリー
b. ベースカバー
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6. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

ソリッドステートドライブ（SSD）

SSD の取り外し

手順

1. PC内部の作業を始める前にの手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。

a. ベース カバー
b. バッテリー
c. ハード ドライブ アセンブリー

3. M.2 SSD を取り外すには、次の手順を実行します。
a. HDD（ハード ドライブ）インターポーザー ケーブルを、システム ボードのコネクターから外します[1]。
b. SSD ブラケットを HDD に固定している 1 本のネジ（M2.5x6）を外します［2］。
c. SSD ブラケットを取り外します［3］。
d. SSD を HDD に固定している 1 本のネジ（M2.5x6）を外し、SSD を HDD インターポーザー ボードのスロットから引き出しま

す［4］。
e. HDD エンクロージャから 3 本のネジ（M2.5x6）を外し、HDD インターポーザー ボードをエンクロージャから取り外します
［5］。
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HDD の取り付け

手順

1. SSD（ソリッド ステート ドライブ）を取り付けるには、次の手順を実行します。
a. HDD（ハード ドライブ）インターポーザー ボードを HDD アセンブリーにセットして、3 本のネジ（M2.5x6）を取り付けま

す。
b. SSD をスライドさせて、HDD インターポーザー ボードで使用可能な M.2 スロットに取り付けます。
c. SSD ブラケットを SSD に取り付け、1 本のネジ（M2.5x6）を取り付けて HDD エンクロージャに固定します。
d. インターポーザー ケーブルを、システム ボードから HDD アセンブリーに再接続します。

2. 次のコンポーネントを取り付けます。
a. ハード ドライブ アセンブリー
b. バッテリー
c. ベース カバー

3. 「PC内部の作業を終えた後に」の手順に従います。
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コイン型電池

コイン型電池の取り外し

手順

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。

a. ベースカバー
b. バッテリー

3. コイン型電池を取り外すには、次の手順を実行します。
a. コイン型電池をシステム基板のコネクタから外します [1]。
b. コイン型電池を持ち上げ、ラップトップの接着面から取り外します [2]。

コイン型電池の取り付け

手順

1. コイン型電池をラップトップに配置します。

2. コイン型電池ケーブルをシステム基板のコネクタに接続します。
3. 次のコンポーネントを取り付けます。

a. バッテリー
b. ベースカバー

4. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。
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WLAN カード
WLAN カードの取り外し
手順

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。

a. ベースカバー
b. バッテリー

3. WLAN カードを取り外すには、次の手順を実行します。
a. WLAN カードをノートパソコンに固定している M2x3 ネジ（1）を外します［1］。
b. 金属ブラケットを持ち上げ、WLAN ケーブルを取り出せるようにします [2]。
c. WLAN ケーブルを WLAN カードのコネクタから外します [3]。

メモ: コネクタから WLAN ケーブルを外す際は、必ずプラスチックスクライブを使用して慎重に外してください。

d. WLAN カードをスライドさせて、システム基板のコネクタから取り外します [4]。

メモ: WLAN カードは 35°以下の角度で持ち上げてください。
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WLAN の取り付け

手順

1. WLAN カードをスライドさせてシステム基板のコネクタに接続します。
2. WLAN ケーブルを WLAN カードのコネクタに接続します。
3. 金属ブラケットを配置して、WLAN ケーブルを固定します。
4. M2x3 ネジ（1）を締めて、WLAN カードをノートパソコンに固定します。
5. 次のコンポーネントを取り付けます。

a. バッテリー
b. ベースカバー

6. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

メモリモジュール
メモリモジュールの取り外し
手順

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。

a. ベースカバー
b. バッテリー

3. メモリモジュールをラップトップに保護しているラベルを剥がして押さえます。

4. メモリモジュールを取り外すには、次の手順を実行します。
a. メモリモジュールが飛び出すまで、固定クリップをメモリモジュールの外側に向かって引きます [1]。
b. システム基板のメモリモジュールソケットからメモリモジュールを引き出します [2]。

メモ: メモリモジュールカードを持ち上げる際の角度は 35 度を超えないようにしてください。

20 コンポーネントの取り外しと取り付け



5. 2 つ目のメモリモジュールがある場合またはシステムに搭載されている場合は、手順 3 と 4 を繰り返して取り外します。

メモリモジュールの取り付け
このタスクについて

メモ: 2 枚目のメモリモジュール、DRAM チップを下向きにして取り付けてください。

手順

1. 保持クリップでメモリモジュールが固定されるまで、メモリモジュールをメモリモジュールソケットに差し込みます。

メモ: メモリモジュールが固定されてカチッと音がしたことを確認してください。

2. 粘着テープを貼り付けて、メモリモジュールを固定しますメモリモジュールを保護しているラベルを外します。
3. 次のコンポーネントを取り付けます。

a. バッテリー
b. ベースカバー

4. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

コンポーネントの取り外しと取り付け 21



システムファン

システムファンの取り外し

手順

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。

a. ベースカバー
b. バッテリー

3. システムファンを取り外すには、次の手順を実行します。
a. システム基板上のコネクタからシステムファンケーブルを外します [1]。
b. システム ファンをノートパソコンに固定している M2x3 ネジ（2）を外します［2］。
c. システムファンを持ち上げて、ラップトップから取り外します [3]。

システムファンの取り付け

手順

1. システムファンをラップトップ上に配置します。

2. M2x3 ネジ（2）を締めて、システム ファンをノートパソコンに固定します。
3. システムファンケーブルをシステム基板のコネクタに接続します。
4. 次のコンポーネントを取り付けます。

a. バッテリー
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b. ベースカバー
5. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

ヒートシンク
ヒートシンクの取り外し
手順

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。

a. ベースカバー
b. バッテリー

3. ヒートシンクを取り外すには、次の手順を行います。
a. ヒートシンクをラップトップに固定している拘束ネジを緩めます [1] 。
b. ヒートシンクを持ち上げて、ラップトップから取り外します [2] 。

メモ: ヒートシンクに印字されているように、対角線パターンまたは十文字パターンを使用して拘束ネジを緩めます。これ
らのネジは拘束ネジのため、完全に取り外すことはできません。

ヒートシンクの取り付け
手順

1. システム基板にヒートシンクを配置します。
2. 拘束ネジを締め、ヒートシンクをラップトップに固定します。

メモ: ヒートシンクに印字されているように、対角線パターンまたは十文字パターンを使用してネジを締めます。これらの
ネジは拘束ネジのため、完全に取り外すことはできません。

3. 次のコンポーネントを取り付けます。
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a. バッテリー
b. ベースカバー

4. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

LED ボード
LED ボードの取り外し
手順

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。

a. ベースカバー
b. バッテリー

3. LED ボードを取り外すには、次の手順を実行します。
a. ラッチを持ち上げて、LED ボードケーブルを外します [1]。

メモ: 鋭利なツールまたはプラスチックスクライブを使用して、慎重にラッチを持ち上げてください。

b. LED ボードケーブルをラップトップから取り外します [2]。

メモ: LED ボードケーブルは粘着テープで貼り付けられているため、損傷しないように必ず慎重に剥がしてください。

c. 粘着テープを剥がし、LED ケーブルを取り出せるようにします [3]。

d. LED ボードを持ち上げて、ラップトップから取り外します 。
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メモ: LED ボードはプラスチック製のシリンダ状のフックに固定されています。ボードを持ち上げる際は、ボードをシス
テム基板に固定している LED ボードの穴を損傷しないようにしてください。

LED ボードの取り付け
手順

1. LED ボードをラップトップのスロットに差し込みます。
メモ: 必ず LED ボードの穴の位置がシリンダ状のフックと揃っていることを確認してから、ボードをシステム基板に固定し
てください。

2. 粘着テープを貼り付け、LED ボードをラップトップに固定します。
3. LED ボードケーブルをシステム基板の粘着テープに貼り付け、LED ボードケーブルをコネクタに接続し、ラッチを外します。
4. 次のコンポーネントを取り付けます。

a. バッテリー
b. ベースカバー

5. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

スピーカー
スピーカーの取り外し
手順

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。

a. ベースカバー
b. バッテリー
c. LED ボード
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3. スピーカーを取り外すには、次の手順を実行します。
a. スピーカーケーブルをシステム基板に固定しているマイラーテープを剥がします [1]。

メモ: スピーカーケーブルの配線を外す前に、ラッチを持ち上げて LED ボードケーブルをラップトップから外してくださ
い。

b. スピーカーケーブルをシステム基板のコネクタから外します [2]。
c. スピーカーケーブルをシステム基板の配線クリップから外します [3]。

d. スピーカーを持ち上げてラップトップから取り外します。
●
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スピーカーの取り付け
手順

1. スピーカーをラップトップのスロットに差し込みます。
2. スピーカーケーブルをケーブル配線クリップに通して配線します。
3. マイラーテープを貼り付け、スピーカーケーブルをシステム基板に固定します。
4. スピーカーケーブルをシステム基板のコネクタに接続します。
5. 次のコンポーネントを取り付けます。

a. LED ボード
b. バッテリー
c. ベースカバー

6. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

入力/出力ボード
入力/出力ボードの取り外し
手順

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。

a. ベースカバー
b. バッテリー

3. I/O ボードを取り外すには、次の手順を実行します。
a. I/O ボードケーブルのプラスチックラベルを剥がします [1]。
b. 銅のレバーを引き、システム基板の I/O ボードケーブルを外します [2]。
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メモ: コネクタの銅ピンが損傷しないよう、銅のレバーを引く角度は 15° ～ 20° までにしてください。

c. コイン型電池ケーブルと電源/ボリュームボタンボードケーブルを I/O ボードから外します [3]。

d. I/O ボードをノートパソコン シャーシに固定している M2x3.5 ネジ（2）を外します［1］。
e. I/O ボードを持ち上げて、ラップトップシャーシから取り外します [2]。
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入力/出力ボードの取り付け
手順

1. I/O ボードをラップトップに配置します。
2. M2x3.5 ネジ（2）を締めて、I/O ボードをノートパソコンに固定します。
3. コイン型電池と電源/ボリュームボタンボードケーブルを I/O ボードのコネクタに接続します。
4. I/O ボードケーブルをシステム基板のコネクタに接続します。
5. 粘着テープを貼り付け、I/O ボードケーブルを固定し、銅製のラッチを外します。
6. 次のコンポーネントを取り付けます。

a. バッテリー
b. ベースカバー

7. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。
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タッチパッド

タッチパッドの取り外し

手順

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。

a. ベースカバー
b. バッテリー

3. タッチパッドの金属ブラケットを取り外すには、次の手順を実行します。
a. スピーカーケーブルをラップトップに固定しているマイラーテープを剥がします [1]。
b. タッチパッド ボードをノートパソコン シャーシに固定している M2x2 ネジ（4）を外します［2］。
c. タッチパッドの金属ブラケットを持ち上げて、ラップトップシャーシから取り外します [3]。

4. タッチパッドを外すには、次の手順を実行します。
a. タッチパッドブラケットをラップトップに固定しているマイラーテープを外します [1]。
b. ラッチを持ち上げて、システム基板のタッチパッドケーブルを外します [2]。
c. タッチパッドケーブルを引っ張り、ケーブルをラップトップに固定している粘着テープから取り外します。
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5. タッチパッドボードを取り外すには、次の手順を実行します。
a. タッチパッドをノートパソコンに固定している M2x2 ネジ（4）を外します［1］。
b. タッチパッドを持ち上げて、ラップトップシャーシから取り外します [2]。
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タッチパッドの取り付け

手順

1. タッチパッド ボードをノートパソコンにセットします。
2. M2x2 ネジ（4）を締めて、タッチパッドをノートパソコンに固定します。
3. 金属製のタブをタッチパッドに被せます。
4. M2x2 ネジ（4）を締めて金属製のタブを固定します。
5. タッチパッドケーブルとキーボードドーターボードケーブルをシステム基板のコネクタに接続します。
6. 次のコンポーネントを取り付けます。

a. バッテリー
b. ベースカバー

7. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

ディスプレイアセンブリ

ディスプレイアセンブリの取り外し

手順

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。

a. ベースカバー
b. バッテリー
c. WLAN カード

3. ディスプレイアセンブリを外すには、次の手順を実行します。
a. ディスプレイケーブルとタッチスクリーンボードケーブルを固定している粘着テープを剥がします [1] [2] 。
b. ラッチを開いて、ディスプレイケーブルとタッチスクリーンボードケーブルをシステム基板から外します [3] [4]。
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4. コンピュータを表向きに置いて、ディスプレイを開きます。
5. ディスプレイアセンブリの取り外すには、次の手順を実行します。

a. ディスプレイアセンブリをラップトップシャーシに固定しているネジを取り外します [1]。
b. ディスプレイアセンブリを持ち上げて、ラップトップシャーシから取り外します [2]。
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ディスプレイアセンブリの取り付け

手順

1. ディスプレイアセンブリをラップトップシャーシのネジホルダの位置に合わせます。
2. ネジを締めて、ディスプレイアセンブリをラップトップシャーシに固定します。
3. ディスプレイを閉じて、ラップトップを裏返します。

4. ディスプレイケーブルとタッチスクリーンボードケーブルをシステム基板のコネクタに接続します。
5. 粘着テープを貼り付け、ディスプレイケーブルとタッチスクリーンボードケーブルを固定します。
6. 次のコンポーネントを取り付けます。

a. WLAN カード
b. バッテリー
c. ベースカバー

7. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

ディスプレイパネル

モニター パネルの取り外し

このタスクについて
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手順

1. PC内部の作業を始める前にの手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。

a. ベース カバー
b. バッテリー
c. ディスプレイ アセンブリー

3. モニター パネルを取り外すには、次の手順を実行します。
a. プラスチック スクライブを使用してディスプレイ カバーの端から持ち上げ、ディスプレイ アセンブリーから外します[1]
b. ディスプレイ カバーを持ち上げて、ディスプレイ アセンブリーから取り外します［2］。

メモ: クリップの損傷を防ぐため、ディスプレイ カバーの両側に同等の力を加えてください。

c. モニター ケーブルとタッチ スクリーン ボード ケーブルを、ディスプレイ ヒンジの下から外します［3］。

4. モニター パネルを持ち上げて、システムから取り外します。

モニター パネルの取り付け

手順

1. モニター ケーブルとタッチ スクリーン ボード ケーブルを、ディスプレイ ヒンジに配線します。

2. モニター パネルをディスプレイ背面カバー アセンブリーにセットし、端に沿って押して固定します。
3. 次のコンポーネントを取り付けます。

a. ディスプレイ アセンブリー
b. バッテリー
c. ベース カバー

4. 「PC内部の作業を終えた後に」の手順に従います。
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ディスプレイヒンジ

ディスプレイ ヒンジの取り外し

手順

1. PC内部の作業を始める前にの手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。

a. ベース カバー
b. バッテリー
c. ディスプレイ アセンブリー
d. モニター パネル

3. ディスプレイヒンジを取り外すには、次の手順を実行します。
a. 右側のヒンジ ブラケットから WLAN アンテナ ケーブルを外します［1］。
b. モニター ケーブルとタッチ スクリーン ボード ケーブルを、ディスプレイ ヒンジの下から外します［2］。
c. 左右のヒンジから 6 本のネジ（M2.5x5）および 2 本のネジ（M2x2）を外します［3］。

ディスプレイ ヒンジの取り付け

手順

1. ディスプレイ背面カバー アセンブリー上にディスプレイ ヒンジをセットします。

2. 左右のヒンジに、6 本のネジ（M2.5x5）および 2 本のネジ（M2x2）を取り付けます。

3. モニター ケーブルとタッチ スクリーン ボード ケーブルを、ディスプレイ ヒンジに配線します。
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4. 次のコンポーネントを取り付けます。
a. モニター パネル
b. ディスプレイ アセンブリー
c. バッテリー
d. ベース カバー

5. 「PC内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

ディスプレイカバー
ディスプレイカバーの取り外し
手順

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。

a. ベースカバー
b. バッテリー
c. ディスプレイアセンブリ

3. ディスプレイカバーを取り外すには、次の手順を実行します。
a. プラスチックスクライブを使用して、縁からディスプレイカバーを持ち上げ、ディスプレイアセンブリから取り外します

[1]。
b. ディスプレイカバーを持ち上げて、ディスプレイアセンブリから取り外します [2]。

メモ: クリップの損傷を防ぐため、ディスプレイカバーの全ての辺に均等に力が加わるようにしてください。

c. ディスプレイケーブルとタッチスクリーンボードケーブルをディスプレイヒンジ内から外します [3]。
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ディスプレイカバーの取り付け
手順

1. ディスプレイケーブルとタッチスクリーンボードケーブルをディスプレイヒンジに通します。
2. ディスプレイカバーをディスプレイアセンブリの上に置き、縁に沿って押さえて固定します。
3. 次のコンポーネントを取り付けます。

a. ディスプレイアセンブリ
b. バッテリー
c. ベースカバー

4. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

カメラ

カメラの取り外し

手順

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。

a. ベースカバー
b. バッテリー
c. ディスプレイアセンブリ
d. ディスプレイカバー

3. カメラを取り外すには、次の手順を実行します。
a. プラスチックスクライブを使用して、カメラモジュールを持ち上げてディスプレイパネルから取り外します [1] [2]。
b. カメラケーブルをカメラモジュールから取り外します [3]。
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カメラの取り付け

手順

1. カメラケーブルをカメラモジュールのコネクタに接続します。
2. カメラモジュールをディスプレイパネルのスロットに差し込みます。
3. 次のコンポーネントを取り付けます。

a. ディスプレイカバー
b. ディスプレイアセンブリ
c. バッテリー
d. ベースカバー

4. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

ディスプレイ（eDP）ケーブル
ディスプレイケーブルの取り外し
手順

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。

a. ベースカバー
b. バッテリー
c. ディスプレイアセンブリ
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d. ディスプレイカバー
3. ディスプレイケーブルを外すには、次の手順を実行します。

a. 粘着テープを剥がし、ラッチを引いてケーブルを外します [1]。

メモ: テープは再利用するため、慎重に剥がしてください。

b. ディスプレイパネルからセンサーボードケーブルとディスプレイケーブルを外します [2]。
c. ディスプレイケーブルを持ち上げてディスプレイパネルから取り外します [3]。

ディスプレイケーブルの取り付け
手順

1. ディスプレイケーブルをディスプレイパネルのプレースホルダに通して配線します。
2. ディスプレイケーブルをディスプレイパネルの配線チャネルに沿って配置します。
3. ディスプレイケーブルとセンサーボードケーブルをディスプレイパネルのコネクタに接続します。
4. 粘着テープを貼り付けて、ディスプレイケーブルとセンサーボードケーブルを固定します。
5. 次のコンポーネントを取り付けます。

a. ディスプレイカバー
b. ディスプレイアセンブリ
c. バッテリー
d. ベースカバー
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6. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

電源コネクタポート
電源コネクタポートの取り外し
手順

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。

a. ベースカバー
b. バッテリー

3. 電源コネクタポートを取り外すには、次の手順を実行します。
a. 電源コネクタポートケーブルをシステム基板のコネクタから外します [1]。
b. 電源コネクタ ポートをノートパソコンに固定している M2x3 ネジ（1）を外します［2］。
c. 電源コネクタポートを持ち上げてラップトップから外します [3]。

電源コネクタポートの取り付け
手順

1. 電源コネクタポートをラップトップのスロットに差し込みます。
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2. M2x3 ネジ（1）を締めて、電源コネクタ ポートをノートパソコンに固定します。
3. 電源コネクタポートケーブルをシステム基板のコネクタに接続します。
4. 次のコンポーネントを取り付けます。

a. バッテリー
b. ベースカバー

5. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

システム基板

システム基板の取り外し

手順

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。

a. ベースカバー
b. バッテリー
c. ハードディスク
d. メモリモジュール
e. コイン型電池
f. WLAN カード
g. システムファン
h. ヒートシンク

3. 各ケーブルをシステム基板から外すには、次の手順を実行します。
a. ラッチを持ち上げて、タッチスクリーンケーブルとディスプレイケーブルを外します [1]。
b. プラスチックラベルを引っ張り、システム基板の I/O ボードケーブルを外します [2]。
c. ラベルを引っ張り、システム基板の HDD ケーブルを外します [3]。
d. ラッチを持ち上げて、タッチパッドケーブルを外します [4]。
e. キーボードの背面カバーケーブルを外します [5]。
f. ラッチを持ち上げて、キーボードケーブルを外します [6]。
g. ラッチを持ち上げて、LED ケーブルを外します [7]。
h. システム基板のスピーカーケーブルを外します [8]。
i. システム基板の電源コネクタポートケーブルを外します [9]。
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j. USB Type-C をシステム基板に固定している金属ブラケットネジ（2 本）を取り外します [1]。
k. 金属ブラケットをシステム基板から持ち上げます [2]。
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4. システム基板を取り外すには、次の手順を実行します。
a. システム基板をラップトップに固定しているネジ（3 本）を取り外します [1]。
b. システム基板を持ち上げて、ラップトップから取り外します [2]。
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システム基板の取り付け

手順

1. システム基板をラップトップ上に配置します。

2. ネジを締めて、システム基板をラップトップに固定します。

3. 次のケーブルをシステム基板のコネクタに接続します。
a. ディスプレイケーブル
b. キーボードケーブル
c. タッチパッドケーブル
d. 電源コネクタポート
e. HDD ケーブル
f. スピーカーケーブル
g. LED ケーブル
h. キーボード バック リッド ケーブル
i. I/O 基板ケーブル

4. 金属製ブラケットをセットし、USB Type-C をシステム基板に固定するネジ（2）を取り付けます。

5. 粘着テープを貼り付け、I/O ボードケーブル、ディスプレイケーブル、タッチスクリーンケーブルを固定します。
6. 次のコンポーネントを取り付けます。

a. ヒートシンク
b. システムファン
c. WLAN カード
d. コイン型電池
e. メモリモジュール
f. ハードディスク
g. バッテリー
h. ベースカバー

7. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

パームレスト
パームレストの取り外し
手順

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。

a. ベースカバー
b. バッテリー
c. WLAN カード
d. 電源/ボリュームコントロールボード
e. メモリモジュール
f. ハードディスク
g. コイン型電池
h. システムファン
i. タッチパッド
j. ヒートシンク
k. I/O ボード
l. LED ボード
m. 電源コネクタポート
n. ディスプレイアセンブリ
o. スピーカー
p. システム基板
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パームレストはすべてのコンポーネントを取り外した後に 後に残るコンポーネントです。

パームレストの取り付け
手順

1. パームレストを平らな面に置きます。
2. 次のコンポーネントを取り付けます。

a. システム基板
b. スピーカー
c. ディスプレイアセンブリ
d. 電源コネクタポート
e. I/O ボード
f. LED ボード
g. ヒートシンク
h. タッチパッド
i. システムファン
j. コイン型電池
k. ハードディスク
l. WLAN カード
m. メモリモジュール
n. 電源/ボリュームコントロールボード
o. バッテリー
p. ベースカバー

3. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。
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テクノロジとコンポーネント

電源アダプタ
このラップトップには、45 W の電源アダプタが同梱されています。このアダプタは、E4 コネクタを使用します。

警告: 電源アダプタケーブルをノート PC から外す場合、ケーブルの損傷を防ぐため、コネクタを持ち（ケーブル自体を引っ張
らないでください）しっかりと、かつ慎重に引き抜いてください。

警告: AC アダプタは世界各国のコンセントに適合しています。ただし、電源コネクタおよび電源タップは国によって異なりま
す。互換性のないケーブルを使用したり、ケーブルを不適切に電源タップまたはコンセントに接続したりすると、火災の原因
になったり、装置に損傷を与えたりする恐れがあります。

プロセッサ
このノート PC には次のプロセッサが標準装備されています。

● Intel Pentium 4405U
● Intel Core i3-6100U
● Intel Core i5-6200U
● Intel Core i5-6300U

メモ: クロック速度とパフォーマンスは、作業負荷およびその他の変数に応じて異なります。

Skylake プロセッサ
Intel Skylake は、Intel ® Broadwell プロセッサの後継製品です。既存のプロセステクノロジを使ったマイクロアーキテクチャの再設
計であり、第 6 世代 Intel Core としてブランディングされます。Broadwell と同様、Skylake にはサフィックス SKL-Y、SKL-H、SKL-
U の 4 種類があります。

Skylake には Core i7、i5、i3、Pentium、Celeron プロセッサも含まれます。

プロセッサパフォーマンス機能
次の表は、各 Skylake で利用可能なパフォーマンスを示しています。

表 2. パフォーマンス機能 

特長 機能説明 SKL-Y SKL-U SKL-H

一般的な機能 コア デュアルコア デュアルコア デュアルコア

CPU/ メモリ / グラフ
ィックのオーバークロッ
ク

無 無 有

Intel Extreme Tuning
Utility

無 無 有

Intel Hyper-Threading
Technology

有 有 有

3
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表 2. パフォーマンス機能 （続き）
特長 機能説明 SKL-Y SKL-U SKL-H

プロセッサと GFx コア
間で共有しているラス
トレベルキャッシュ
（LLC）搭載 Intel Smart
Cache Technology

有 有 有

Intel Smart Sound
Technology

有 有 有

Intel Turbo Boost
Technology 2.0

有 有 有

ラストレベルキャッシ
ュ（LLC）

大 4M 大 4M 大 4M

電圧 適化装置 有 未定 未定

ディスプレイ 3 つの独立ディスプレ
イサポート

有 有 有

HDMI 2.0 ディスプレイ
（60Hz）

3840x2160 3840x2160 3840x2160

DP/eDP ディスプレイ
（60Hz）

3840x2160 4096x2304 4096x2304

eDP 1.3、MPO 対応、
NV12

有 有 有

メディア Intel Built-In Visuals 有 有 有

演算 OpenCL 2.0 有 無 yes

プラットフォー
ムハードウェア

14nm プロセス 有 有 有

16PCIe Graphic レーン
（1x16 または 2x8 または
1x8+2x4 として構成可
能）

無 無 有

PCIe Gen3.0 のサポート 無 無 有

切り替え可能グラフィ
ックス（Muxless ソリュ
ーション）

無 有 有

メモリ メモリのタイプ ● LPDDR3
● DDR3L

● LPDDR3
● DDR3L
● DDR4

● LPDDR3
● DDR3L
● DDR4

コネクタ / メモリダウ
ン

メモリダウン SODIMM SODIMM

速度 ● 1866MT/s（LPDDR3）
● 1600MT/s（DDR3L）

● 1866MT/s（LPDDR3）
● 1600MT/s（DDR3L）
● 2133MT/s（DDR4）

● 1866MT/s（LPDDR3）
● 1600MT/s（DDR3L）
● 2133MT/s（DDR4）

大容量 ● LPDDR3–16 GB
● DDR3L-4 GB

● DDR3L-16 GB
● LPDDR3–16 GB
● DDR4=32 GB

● DDR3L-16 GB
● LPDDR3–16 GB
● DDR4=32 GB

OS サポート Windows 10 （64 ビット）有 有 有

Windows 7（64 ビット /
32 ビット）

有 有 有
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表 2. パフォーマンス機能 （続き）
特長 機能説明 SKL-Y SKL-U SKL-H

Windows 8.1（64 ビット）有 有 有

Linux（カーネルモジュー
ルおよび関連モジュー
ル）

有 有 有

Chrome 有 有 無

Android 無 無 無

Windows 10 でプロセッサを識別する
手順

1. Web および Windows の検索をタップします。
2. デバイスマネージャと入力します。

3. プロセッサをタップします。

プロセッサの情報が表示されます。

タスクマネージャでのプロセッサの使用状況の確認
手順

1. タスクバーで右クリックします。
2. タスクマネージャの起動 を選択します。

Windows タスクマネージャ ウィンドウが表示されます。

3. Windows タスクマネージャ ウィンドウで、パフォーマンス タブをクリックします。
プロセッサのパフォーマンス詳細が表示されます。
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リソースモニタでプロセッサの使用状況を確認
手順

1. タスクバーで右クリックします。
2. タスクマネージャの起動 を選択します。

Windows タスクマネージャ ウィンドウが表示されます。

3. Windows タスクマネージャ ウィンドウで、パフォーマンス タブをクリックします。
プロセッサのパフォーマンス詳細が表示されます。

4. リソースモニタを開く をクリックします。

チップセットドライバのダウンロード
手順

1. ノート PC の電源を入れます。

2. Dell.com/support にアクセスしてください。

3. Product Support（製品サポート）をクリックし、ノート PC のサービスタグを入力して、Submit（送信）をクリックします。

メモ: サービスタグがない場合は、自動検出機能を使用するか、お使いのノート PC のモデルを手動で確認してください。

4. ドライバおよびダウンロード をクリックします。

5. お使いのノート PC にインストールされているオペレーティングシステムを選択します。
6. ページをスクロールダウンして チップセット を展開し、チップセットドライバを選択します。
7. Download File（ファイルをダウンロード）をクリックして、お使いのノート PC のチップセットドライバの 新バージョンをダ

ウンロードします。
8. ダウンロードが完了したら、ドライバファイルを保存したフォルダに移動します。
9. チップセットドライバファイルのアイコンをダブルクリックし、画面の指示に従います。

チップセット
ノートパソコンはすべてチップセットを通して CPU と通信します。このノートパソコンには、インテル Mobile CM238 が標準装備
されています。
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Windows 10 のデバイスマネージャでチップセットを識別する
手順

1. スタートメニューを右クリックします。
2. デバイスマネージャー を選択します。
3. システムデバイスを展開しチップセットを検索します。

グラフィックオプション
このラップトップには、次のグラフィックスチップセットオプションが標準装備されています。

● Intel HD グラフィックス 510 - Intel Pentium
● Intel HD グラフィックス 520 - Intel Core i3/i5

ドライバのダウンロード
手順

1. ラップトップの電源を入れます。

2. Dell.com/support にアクセスしてください。

3. Product Support（製品サポート）をクリックし、ノート PC のサービスタグを入力して、Submit（送信）をクリックします。

メモ: サービスタグがない場合は、自動検出機能を使用するか、お使いのノート PC のモデルを手動で確認してください。

4. Drivers and Downloads (ドライバおよびダウンロード) をクリックします。

5. お使いのノート PC にインストールされているオペレーティングシステムを選択します。
6. ページをスクロール ダウンし、インストールするドライバを選択します。
7. ［Download File］をクリックして、お使いのノートパソコンのドライバをダウンロードします。
8. ダウンロードが完了したら、ドライバファイルを保存したフォルダに移動します。
9. ドライバファイルのアイコンをダブルクリックし、画面の指示に従います。
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ディスプレイアダプタの識別
手順

1. スタート メニューを右クリックします。
2. デバイスマネージャー を選択します。
3. ディスプレイアダプタを展開します。

ディスプレイアダプタが表示されます。

画面解像度の変更
手順

1. デスクトップ上を右クリックして ディスプレイ設定 を選択します。
2. Display settings（ディスプレイの設定） をタップまたはクリックします。

設定ウィンドウが表示されます。

3. スクロールダウンして、Advanced Display Settings（ディスプレイの詳細設定） を選択します。
Advanced Display Setting（ディスプレイの詳細設定） が表示されます。

4. ドロップダウンリストから必要な解像度を選択して、Apply（適用）をタップします。

ディスプレイの回転
手順

1. デスクトップ上で右クリックします。
サブメニューが表示されます。

2. グラフィックオプション > 回転を選択し次のいずれかを選択します。
● 通常回転する
● 90 度回転する
● 180 度回転する
● 270 度回転する

次の手順

メモ: ディスプレイは次のキーの組み合わせを使用して回転させることもできます。

● <Ctrl> + <Alt> + 上矢印キー（通常回転する）
● 右矢印キー（90 度回転する）
● 下矢印キー（180 度回転する）
● 左矢印キー（270 度回転する）

54 テクノロジとコンポーネント



ディスプレイオプション
このラップトップには、解像度が 1920 x 1080（ 大）の 13.30 インチフル HD が搭載されています。

Windows 10 での明るさ調整
このタスクについて

画面の自動輝度調整を有効または無効にするには、次の手順を実行します。

手順

1. 画面の右端からスワイプインして、アクションセンターにアクセスします。

2. すべての設定  > システム > ディスプレイの順にタップまたはクリックします。

3. 明るさレベルのスライダーを使用して、手動で明るさを調整します。

ディスプレイのクリーニング
手順

1. 汚れまたはクリーニングが必要な場所がないか確認します。
2. マイクロファイバーの布を使用して、目に見える埃を取り除き、埃の粒子は優しく拭き取ります。
3. 適切なクリーニングキット使用してディスプレイをきれいにし、鮮明できれいな元の状態を維持するようにします。

メモ: 洗浄液はクリーニング用の布に吹き付け、直接画面に吹きかけないでください。

4. ゆっくり円を描くように画面を拭きます。布を強く押し付けないでください。
メモ: 指で画面を強く押したり触れたりしないでください。指の跡や油染みが残る恐れがあります。

メモ: 画面の液体をそのままにしないでください。

5. 過度の水分は画面を損傷する恐れがあるため、すべて拭き取ってください。
6. ディスプレイは電源を入れる前に水気を完全に拭き取ります。
7. 染みが落ちにくい場合は、ディスプレイがきれいになるまで上記の手順を繰り返します。

Windows 10 のタッチスクリーンの使用
このタスクについて

次の手順に従って、タッチスクリーンを有効または無効にします。

手順

1. スタート メニューを右クリックします。
2. コントロールパネルを選択します。
3. コントロールパネルで、ペンと入力デバイス をタップします。

4. タッチ タブをタップします。

5. 入力デバイスとして指を使う を選択し、タッチ画面を有効にします。タッチ画面を無効にするには、このボックスをクリアし
ます。

外部ディスプレイデバイスへの接続
このタスクについて

次の手順に従って、お使いのノート PC を外部ディスプレイデバイスに接続します。
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手順

1. 外部ディスプレイデバイスがオンになっていることを確認して、外部ディスプレイデバイスケーブルをお使いのノート PC のビ
デオポートに差し込みます。

2. Windows ロゴ + <P> キーを押します。
3. 次のいずれかのモードを選択します。

● PC 画面のみ
● 重複
● 拡張
● セカンドスクリーンのみ

メモ: 詳細については、お使いのディスプレイデバイスに同梱のマニュアルを参照してください。

Realtek ALC3253 Waves MaxxAudio Pro コントローラ
このラップトップには Realtek ALC3253–CG Waves MaxxAudio Pro コントローラが内蔵されています。Windows デスクトップおよ
びラップトップ用に設計されたハイ・デフィニション・オーディオ・コーデックです。

オーディオドライバのダウンロード
手順

1. ノート PC の電源を入れます。

2. www.Dell.com/support にアクセスします。

3. Product Support（製品サポート）をクリックし、ノートパソコンのサービスタグを入力 し、Submit（送信）をクリックしま
す。

メモ: サービスタグがない場合は、自動検出機能を使用するか、お使いのノート PC のモデルを手動で確認してください。

4. ドライバおよびダウンロード をクリックします。

5. お使いのノート PC にインストールされているオペレーティングシステムを選択します。
6. ページを下にスクロールして、オーディオを展開します。
7. オーディオドライバを選択します。
8. Download File（ファイルのダウンロード）をクリックして、お使いのノート PC のオーディオドライバの 新バージョンをダウ

ンロードします。
9. ダウンロードが完了したら、オーディオドライバファイルを保存したフォルダに移動します。
10. オーディオドライバファイルのアイコンをダブルクリックし、画面の指示に従います。

Windows 10 でオーディオコントローラを識別する
手順

1. 右端からスワイプして アクションセンター にアクセスし、すべての設定  を選択します。
2. 検索ボックスに デバイスマネージャ と入力して、左ペインから デバイスマネージャ を選択します。
3. サウンド、ビデオ、およびゲームのコントローラを展開します。

オーディオコントローラが表示されます。

表 3. Windows 10 でオーディオコントローラを識別する 

インストール前 インストール後
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オーディオ設定の変更
手順

1. Web と Windows を検索をタップまたはタッチして、デルのオーディオと入力します。

2. 左ペインからデルオーディオユーティリティを起動します。

WLAN カード
このラップトップは、Intel Dual Band Wireless AC 7265 カードをサポートしています。

メモ: Qualcomm xxxxxx（例：QCA61x4A）は Qualcomm Technologies, Inc の製品です

安全起動画面のオプション
オプション 説明
Secure Boot
Enable

このオプションは、安全起動機能を有効または無効にします。
● Disabled（無効）
● Enabled（有効）
デフォルト設定：Enabled（有効）

Expert Key
Management

システムが Custom Mode（カスタムモード）の場合のみ、セキュリティキーデータベースを操作できます。
Enable Custom Mode（カスタムモードを有効にする）オプションはデフォルトで無効に設定されています。
オプションは次のとおりです。

● PK
● KEK
● db
● dbx

Custom Mode（カスタムモード）を有効にすると、PK、KEK、db、および dbx の関連オプションが表示さ
れます。このオプションは次のとおりです。

● Save to File（ファイルに保存） — ユーザーが選択したファイルにキーを保存します。
● Replace from File（ファイルから置き換え） — 現在のキーをユーザーが選択したファイルのキーと置き

換えます。
● Append from File（ファイルから追加） — ユーザーが選択したファイルから現在のデータベースにキーを

追加します。
● Delete（削除） — 選択したキーを削除します。
● Reset All Keys（すべてのキーをリセット） — デフォルト設定にリセットします。
● Delete All Keys（すべてのキーを削除） — すべてのキーを削除します。

メモ: Custom Mode（カスタムモード）を無効にすると、すべての変更が消去され、キーはデフォルト
設定に復元されます。

ハードドライブのオプション
このラップトップは、HDD、M.2 SATA SSD、M.2 PCIe NVMe をサポートしています。

Windows 10 でハードドライブを識別する
手順

1. 「スタート」メニューを右クリックします。
2. デバイスマネージャー を選択し、ディスクドライブ を展開します。
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ハードドライブはディスクドライブの下にリストされています。

BIOS でのハードドライブの識別
手順

1. システムの電源を入れるか、再起動します。

2. Dell のロゴが表示されたら、次のアクションを実行して、BIOS セットアッププログラムを起動します。

● キーボードがある場合は、BIOS セットアップに入るメッセージが表示されるまで F2 をタップします。「Boot selection（起動
選択）」メニューに入るには、F12 キーをタップします。

ハードドライブは、General（全般） グループの System Information（システム情報） にリストされています。

USB の機能
USB（ユニバーサル シリアル バス）は 1996 年に導入されました。これにより、ホスト コンピューターと周辺機器（マウス、キー
ボード、外付けドライバー、プリンターなど）との接続が大幅にシンプルになりました。
下記の表を参照して USB の進化について簡単に振り返ります。

表 4. USB の進化 

タイプ データ転送速度 カテゴリ 導入された年

USB 2.0 480 Mbps High Speed 2000

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 5 Gbps Super Speed 2010

USB 3.1 Gen 2 10 Gbps Super Speed 2013

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1（SuperSpeed USB）

長年にわたり、USB 2.0 は、PC 業界の事実上のインターフェイス標準として確実に定着しており、約 60 億個のデバイスがすでに
販売されていますが、コンピューティング ハードウェアのさらなる高速化と広帯域幅化へのニーズの高まりから、より高速なイン
ターフェイス標準が必要になっています。USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 は、理論的には USB 2.0 の 10 倍のスピードを提供することで、こ
のニーズに対する答えをついに実現しました。USB 3.1 Gen 1 の機能概要を次に示します。
● より速い転送速度（ 大 5 Gbps）
● 電力を大量消費するデバイスにより良く適応させるために拡大された 大バスパワーとデバイスの電流引き込み
● 新しい電源管理機能
● 全二重データ転送と新しい転送タイプのサポート
● USB 2.0 の下位互換性
● 新しいコネクターとケーブル
以下のトピックには USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 に関するよくある質問の一部が記載されています。
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スピード
現時点で 新の USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 仕様では、Super-Speed、Hi-Speed、および Full-Speed の 3 つの速度モードが定義されてい
ます。新しい SuperSpeed モードの転送速度は 4.8 Gbps です。この仕様では下位互換性を維持するために、Hi-speed モード（USB
2.0、480 Mbps）および Full-speed モード（USB 1.1、12 Mbps）の低速モードもサポートされています。
USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 は次の技術変更によって、パフォーマンスをさらに向上させています。
● 既存の USB 2.0 バスと並行して追加された追加の物理バス ( 以下の図を参照）。
● USB 2.0 には 4 本のワイヤ（電源、接地、および差分データ用の 1 組）がありましたが、USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 では 2 組の差分

信号（送受信）用にさらに 4 本追加され、コネクターとケーブルの接続は合計で 8 個になります。
● USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 は、USB 2.0 の半二重配置ではなく、双方向データ インターフェイスを使用します。これにより、帯域幅

が理論的に 10 倍に増加します。

高精細ビデオ コンテンツ、テラバイトのストレージ デバイス、超高解像度のデジタル カメラなどのデータ転送に対する要求がます
ます高まっている現在、USB 2.0 は十分に高速ではない可能性があります。さらに、理論上の 大スループットである 480 Mbps を
達成する USB 2.0 接続は存在せず、現実的なデータ転送率は、 大で約 320 Mbps（40 MB/s）となっています。同様に、USB 3.0/
USB 3.1 Gen 1 接続が 4.8 Gbps のスループットを達成することはありません。実際には、オーバーヘッドを含めて 400 MB/s の 大
転送率であると想定されますが、このスピードでも、USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 は USB 2.0 の 10 倍向上しています。

用途

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 により、デバイスで転送率が向上し、帯域幅に余裕ができるので、全体的なエクスペリエンスが向上しま
す。以前の USB ビデオは、 大解像度、レイテンシー、およびビデオ圧縮のそれぞれの観点でほとんど使用に耐えないものでした
が、利用可能な帯域幅が 5～10 倍になれば、USB ビデオ ソリューションの有用性がはるかに向上することが容易に想像できます。
単一リンクの DVI では、約 2 Gbps のスループットが必要です。480 Mbps では制限がありましたが、5 Gbps では十分すぎるほどの
帯域幅が実現します。4.8Gbps のスピードが見込めることで、新しいインターフェイス標準の利用範囲は、以前は USB 領域ではな
かった外部 RAID ストレージ システムのような製品へと拡大する可能性があります。
以下に、使用可能な SuperSpeed USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 の製品の一部をリストアップします。

● デスクトップ用外付け USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 ハード ドライブ
● ポータブル USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 ハード ドライブ
● USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 ドライブ ドックおよびアダプター
● USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 フラッシュ ドライブおよびリーダー
● USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 ソリッドステート ドライブ
● USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 RAID
● オプティカルメディアドライブ
● マルチメディアドライブ
● ネットワーキング
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● USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 アダプター カードおよびハブ

互換性

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 は 初から慎重に計画されており、USB 2.0 との互換性を完全に維持しています。まず、USB 3.0/USB 3.1
Gen 1 では新しいプロトコルの高速能力を利用するために、新しい物理接続と新しいケーブルが指定されていますが、コネクター自
体は、4 か所の USB 2.0 接点が以前と同じ場所にある同じ長方形のままです。USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 ケーブルには独立してデータ
を送受信するための 5 つの新しい接続があり、これらは、適切な SuperSpeed USB 接続に接続されている場合にのみ接続されます。
Windows 8/10 は USB 3.1 Gen 1 コントローラーを標準装備しています。一方、以前のバージョンの Windows では、USB 3.0/USB 3.1
Gen 1 コントローラー用の個別のドライバが引き続き必要です。
Microsoft は、Windows 7 での USB 3.1 Gen 1 サポートを発表しましたが、直近のリリースではなく、後続の Service Pack または更新
プログラムでサポートされると予想されます。Windows 7 で USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 サポートのリリースが成功した後、SuperSpeed
のサポートが Vista で実現する可能性もあります。Vista でも USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 をサポートすべきであるという意見をパートナ
ーの大半が持っていると Microsoft も述べており、こうした可能性を裏付けています。

HDMI 1.4
このトピックでは、HDMI 1.4 とその機能について、利点をまじえて説明します。
HDMI（High-Definition Multimedia Interface）は、業界でサポートされている、完全デジタルの未圧縮のオーディオ/ビデオインター
フェイスです。HDMI は、DVD プレイヤ、または A/V レシーバなどの互換性のあるデジタルオーディオ/ビデオソースと、デジタル
TV（DTV）などの互換性のあるデジタルオーディオおよび/またはビデオモニタ間にインターフェイスを提供します。対象とする用
途は、HDMI TV、および DVD プレイヤです。主な利点は、ケーブル数の削減とコンテンツ保護のプロビジョニングです。HDMI は、
1 本のケーブルで標準の拡張ビデオ（HD ビデオ）に加え、マルチチャネルデジタルオーディオをサポートします。

メモ: HDMI 1.4 は 5.1 チャネルオーディオをサポートします。

HDMI 1.4 の機能

● HDMI イーサネットチャネル - 高速ネットワークを HDMI リンクに追加すると、ユーザーは別のイーサネットケーブルなしで IP
対応デバイスをフル活用できます。

● オーディオリターンチャネル - チューナー内蔵の HDMI 接続 TV で、別のオーディオケーブルの必要なくオーディオデータ「アップ
ストリーム」をサラウンドオーディオシステムに送信できます。

● 3D - メジャー な 3D ビデオ形式の入力 / 出力プロトコルを定義し、本当の 3D ゲームと 3D ホームシアターアプリケーションの下
準備をします。

● コンテンツタイプ - コンテンツタイプに基づいて TV でイメージ設定を 適化できる、ディスプレイとソースデバイス間のコン
テンツタイプのリアルタイム信号です。

● 追加のカラースペース - デジタル写真とコンピュータグラフィックスで使用される追加のカラーモデルのためのサポートが追加
されています。

● 4K サポート - 1080p をはるかに超えるビデオ解像度を可能にし、多くの映画館で使用されるデジタルシネマシステムに匹敵す
る次世代ディスプレイをサポートします。

● HDMI マイクロコネクタ - 1080p までのビデオ解像度をサポートする、電話やその他のポータブルデバイス用の新しくて小さい
コネクタです。

● 車両用接続システム - 真の HD 品質を配信しつつ、自動車環境に特有の需要を満たすように設計された、車両用ビデオシステム
の新しいケーブルとコネクタです。

HDMI の利点

● 高品質の HDMI で、鮮明で 高画質の非圧縮のデジタルオーディオとビデオを転送します。
● 低コストの HDMI は、簡単で効率の良い方法で非圧縮ビデオ形式をサポートすると同時に、デジタルインタフェースの品質と機

能を提供します。
● オーディオ HDMI は、標準ステレオからマルチチャンネル・サラウンド・サウンドまで複数のオーディオ形式をサポートします
● HDMI は、ビデオとマルチチャンネルオーディオを 1 本のケーブルにまとめることで、A/V システムで現在使用している複数の

ケーブルの費用、複雑さ、混乱を取り除きます。
● HDMI はビデオソース ( DVD プレーヤーなど ) と DTV 間の通信をサポートし、新しい機能に対応します。

60 テクノロジとコンポーネント



USB Powershare
USB PowerShare は、外部 USB デバイス（携帯電話、ポータブル音楽プレーヤーなど）がポータブルシステムのバッテリーを使用し
て充電できるようにする機能です。

［SS+USB+Battery］--> アイコンが付いている USB コネクタのみを使用できます。

この機能は、On Board Devices の見出しの下にあるセットアップユーティリティで有効にできます。バッテリーの充電量の何パー
セントを使用するかを選択することもできます（下図参照）。USB PowerShare を 25 % に設定した場合、外付けデバイスはバッテ
リーが 大容量の 25 % に達するまで充電できます（つまり、ポータブルバッテリーの充電量の 75 パーセントを消費したことにな

ります）。

カメラ機能
このノート PC には画像解像度が 1280 x 720（ 大）の前面カメラが標準装備されています。

メモ: カメラはディスプレイの上部中央にあります。

Windows 10 のデバイスマネージャでカメラを識別する
手順

1. 検索 ボックスにデバイスマネージャと入力し、タップして開始します。

2. デバイスマネージャでイメージングデバイスを展開します。

カメラの起動

このタスクについて

カメラを起動するには、カメラを使用するアプリケーションを開きます。たとえば、ラップトップに搭載されている Skype ソフト
ウェアをタップすると、カメラがオンになります。同様に、インターネットでチャット中に Web カメラへのアクセスがアプリケー
ションにより要求されると、Web カメラがオンになります。

カメラアプリケーションの開始
手順

1. Windows ボタンをタップまたはクリックし、すべてのアプリ を選択します。
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2. アプリリストから カメラ を選択します。

3. カメラアプリがアプリリストにない場合は、検索します。

メモリの機能
このラップトップは、4 ～ 16 GB DDR4 SODIMM メモリ（ 大 2133 MHz）をサポートしています。
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Windows 10 でシステムメモリを確認する

手順

1. スタートメニューをクリックして、Settings（設定）  > System（システム） の順に選択します。
2. システム で バージョン情報 をタップします。

セットアップユーティリティ（BIOS）でのシステムメモリの確認

手順

1. システムの電源を入れるか、再起動します。

2. Dell のロゴが表示されたら次のアクションを実行します。
● キーボードあり - BIOS セットアップメッセージが表示されるまで F2 キーを押します。Boot selection（起動選択） メニューを

表示するには、F12 を押します。

3. 左ペインで設定 > 全般 > システム情報を選択します。
メモリ情報が右ペインに表示されます。

ePSA を使用したメモリのテスト

手順

1. システムの電源を入れるか、再起動します。

2. Dell のロゴが表示されたら次のいずれかのアクションを実行します。
● キーボードあり — F12 を押します。

PreBoot System Assessment（PSA）が開始します。
メモ: キーを押すタイミングが遅れて、オペレーティングシステムのロゴが表示されてしまったら、デスクトップが表示さ
れるまでそのまま待機します。ノート PC の電源を切ってもう一度やり直してください。
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システム仕様

キーボードの仕様
特長 仕様
キーの数 ● アメリカ：80 キー

● イギリス：81 キー
● 日本：84 キー

サイズ ● X = 19.05 mm キーピッチ
● Y = 18.05 mm キーピッチ

ディスプレイの仕様
特長 仕様
タイプ タッチ対応 FHD AG

高さ 165.38 mm（6.51 インチ）

幅 293.77 mm（11.56 インチ）

対角線 337.82 mm（13.30 インチ）

最大解像度 1920 x 1080

最大輝度 220 nits

リフレッシュ レー
ト

60 Hz

最大視野角（横） 80/80

最大視野角（縦） 80/80

ピクセルピッチ 0.153 mm（0.006 インチ）

ポートおよびコネクタの仕様
特長 仕様
オーディオ ステレオヘッドセット / マイクコンボ

ビデオ ● HDMI 1.4（1）
● DisplayPort over USB Type-C

USB ● USB Type C（1）
● USB 3.1 Gen 1 Type A（PowerShare 機能付き）（1）
● USB 2.0（1）

メモ: USB Type-C ポートは WD15 USB Type C ドックをサポートしません。

4

64 システム仕様



特長 仕様
M.2 カード WLAN + Bluetooth 用 2230（1）

通信の仕様
機能 仕様
ワイヤレス ● Qualcomm QCA61x4A 802.11ac デュアルバンド（2x2）ワイヤレスアダプタ

● Bluetooth 4.1

カメラの仕様
特長 仕様
解像度 ● 画像： 大 1280 X 720（0.92 MP）

● ビデオ： 大 1280 X 720（0.92 MP）

イメージングレート 大 30 フレーム / 秒

ビデオの仕様
特長 仕様
タイプ システム基板に内蔵、ハードウェア加速
コントローラ ● Intel HD グラフィックス 520

● Intel HD グラフィックス 610
● Intel HD グラフィックス 620
● Intel UHD グラフィックス 620

データバス 内蔵 PCIe

外部ディスプレイ
対応

● HDMI 1.4（1）
● システム上：eDP（内蔵）、HDMI、DP over USB TYPE-C

ストレージの仕様
特長 仕様
SSD M.2 2280
SATA/PCIe/NVMe

● 大 128 GB
● 大 256 GB
● 大 512 GB

HDD ● 大 500 GB 7200 RPM
● 大 1 TB HDD 5400 RPM（1 TB SMR）

オーディオの仕様
特長 仕様
タイプ HD オーディオ
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特長 仕様
コントローラ Waves MaxxAudio Pro 搭載 Realtek ALC3253

ステレオ変換 24 ビット（デジタル変換、アナログ変換）
内部インターフェー
ス

HD オーディオコーデック

外部インターフェー
ス

マイク入力、ステレオヘッドフォン/ヘッドセット/スピーカー用ユニバーサルコネクタ

スピーカー 電源/ピーク電源：2X2 Wrms / 2X2.5Wpeak

アンプ内蔵スピー
カー

チャネルにつき 2 ワット

ボリュームコント
ロール

メディアコントロールのショートカットキー、およびホットキーのキーボードボタン

メモリの仕様
特長 仕様
メモリコネクタ SODIMM スロット（2）

メモリ容量 4 GB および 16 GB

メモリのタイプ DDR4

速度 ● 2133 MHz（第 6 および第 7 世代 Intel Core プロセッサ）
● 2400 Mhz（第 8 世代 Intel Core プロセッサ）

最小メモリ 4 GB

最大メモリ 16 GB（2 * 8 GB）

プロセッサの仕様
特長 仕様
タイプ ● 第 7 世代 Intel Core i3 プロセッサ

● 第 8 世代 Intel Core i5 プロセッサ
● Intel Pentium 4415U
● Intel Core i3-6006U

チップセット システム基板内蔵

システム仕様
特長 仕様
チップセット Intel 第 7 世代および第 8 世代プロセッサ

DRAM バス幅 64 ビット

フラッシュ
EPROM

SPI 128 メガビット

PCIe バス 100 MHz

外付けバスの周波
数

PCIe Gen3（8 GT/ 秒）
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タッチパッドの仕様
特長 仕様
解像度 ● 水平方向 - 1228 dpi

● 垂直方向 - 748 dpi

サイズ ● 幅：105 mm
● 高さ：65 mm

バッテリーの仕様
特長 仕様
タイプ 3 セルスマートリチウムイオン（42 WHr）

奥行き 181 mm（7.126 インチ）

高さ 7.05 mm（0.28 インチ）

幅 95.9 mm（3.78 インチ）

重量 210 g（0.463 ポンド）

電圧 11.40 V DC

寿命 300 サイクル（充電 / 放電）

温度範囲
動作時 0 °C ～ 50 °C（32 °F ～ 122 °F）

非動作時 -20 °C ～ 65 °C（-4 °F ～ 149 °F）

コイン型電池 CR-2032

物理的仕様
特長 仕様
高さ ● 前面 - 19.5 mm（0.77 インチ）

● 背面 - 20.4 mm（0.80 インチ）

幅 324 mm（12.76 インチ）

奥行き 224.8 mm（8.85 インチ）

重量 1.57 kg（3.47 ポンド）

AC アダプターの仕様
特長 仕様
タイプ 45 W

入力電圧 100 V AC～240 V AC

入力電流（最大） 1.3 A

入力周波数 50 Hz～60 Hz

出力電流 2.31 A（連続稼動時）
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特長 仕様
定格出力電圧 DC 19.5 +/– 1.0 V

温度範囲（動作時） 0°C～40°C（32°F～104°F）

温度範囲（非動作
時）

-40°C～70°C（-40°F～158°F）
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セットアップユーティリティ

セットアップユーティリティのオプション
メモ: お使いのノートパソコンおよび取り付けられているデバイスによっては、このセクションに一覧表示された項目の一部が
ない場合があります。

一般的な画面オプション
このセクションには、コンピュータの主要なハードウェア機能が一覧表示されます。

オプション 説明
システム情報 ● システム情報：BIOS バージョン、サービスタグ、資産タグ、購入者タグ、購入日、製造日、エクスプレ

スサービスコードが表示されます。
メモ: 署名付きファームウェアアップデートが有効です

● Memory Information（メモリ情報）：Memory Installed（搭載容量）、Memory Available（使用可能な容量）、
Memory Speed（速度）、Memory Channels Mode（チャネルモード）、 Memory Technology（テクノロジ）、
DIMM A Size（DIMM A のサイズ）、DIMM B Size（DIMM B のサイズ）が表示されます。デフォルトでは
DIMM B スロットは空です。

● Processor Information（プロセッサ情報）：Processor Type（種類）、Core Count（コア数）、Processor ID
（ID）、Current Clock Speed（現在のクロックスピード）、Minimum Clock Speed（ 小クロックスピード）、
Maximum Clock Speed（ 大クロックスピード）、Processor L2 Cache（プロセッサ L2 キャッシュ）、
Processor L3 Cache（プロセッサ L3 キャッシュ）、HT Capable（HT 対応）、64-Bit Technology（64 ビット
テクノロジ）が表示されます。

● Device Information：SATA-0、SATA-1、Video Controller、Video BIOS Version、Video Memory、Panel Type、
Native Resolution、Audio Controller、WiFi Device、Bluetooth Device が表示されます。

Battery
Information

バッテリー状態とコンピュータに接続している AC アダプタの種類を表示します。

Boot Sequence Boot Sequence コンピュータが OS の検出を試みる順序を変更することができます。オプションは次
のとおりです。

● Windows Boot Manager

デフォルトでは、オプションにチェックが入っています。

Boot List Options
（起動リストオプシ
ョン）

起動リストオプションを変更することができます。
● Legacy（レガシー）
● UEFI（このオプションはデフォルトで有効に設定されています）

詳細起動オプショ
ン

レガシーオプション ROM をロードできます。オプションは次のとおりです。
● Enable Legacy Option ROMs（このオプションはデフォルトで有効に設定されています）
● Enable UEFI Network Stack
● Enable Attempt Legacy Boot（レガシー起動試行を有効にする）

BootUEFI Boot
Path
SecurityOptions

ユーザーが F12 キーのブートメニューから UEFI ブートパスを選択するときに、システムがユーザに管理者パス
ワードを入力するように求めるかどうかを制御できます。
● Always, Except Internal HDD（このオプションはデフォルトで有効に設定されています）
● Always（常に）

5
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オプション 説明
● なし

メモ: 管理者パスワードが BIOS 設定で設定されていない場合でも、それがこれらのオプションに影
響することはありません。

Date/Time 日付と時刻を変更することができます。

システム設定画面のオプション
オプション 説明
SATA Operation 内蔵 SATA ハードドライブコントローラを設定することができます。オプションは次のとおりです。

● 無効
● AHCI：

このオプションはデフォルトで有効化されています。

Drives 基板上の SATA ドライブを設定することができます。すべてのドライブがデフォルトで有効に設定されて
います。オプションは次のとおりです。

● SATA-0
● SATA-1

SMART Reporting このフィールドでは、統合ドライブのハードドライブエラーをシステム起動時に報告するかどうかを制御し
ます。このテクノロジは、SMART（Self Monitoring Analysis And Reporting Technology）仕様の一部です。こ
のオプションはデフォルトで無効に設定されています。
● Enable SMART Reporting（SMART レポートを有効にする）

USB 設定 このフィールドでは、内蔵 USB コントローラを設定します。Boot Support（起動サポート）が有効な場合、
システムはあらゆる種類の USB 大容量ストレージデバイス（HDD、メモリキー、フロッピー）から起動でき
ます。

USB ポートが有効の場合、このポートに接続されたデバイスは有効で、OS で利用できます。

USB ポートが無効の場合、OS はこのポートに接続されたデバイスを認識できません。
オプションは次のとおりです。

● Enable USB Boot Support（USB 起動サポートを有効にする）（デフォルトで有効）
● Enable External USB Port （外部 USB ポートを有効にする）（デフォルトで有効）

USB PowerShare このフィールドでは、USB PowerShare 機能の動作を設定します。このオプションでは、USB PowerShare ポ
ート経由で、システム内蔵のバッテリ電源から外付けデバイスを充電できます。

オーディオ このフィールドでは、統合オーディオコントローラを有効または無効にします。デフォルトでは Enable
Audio（オーディオを有効にする） オプションが選択されています。オプションは次のとおりです。
● Enable Microphone（マイクを有効にする）（デフォルトで有効）
● Enable Internal Speaker（内蔵スピーカーを有効にする）（デフォルトで有効）

Miscellaneous
Devices

次のデバイスの有効 / 無効を切り替えることができます。
● Enable Camera（カメラを有効にする）（デフォルトで有効）
● Enable Secure Digital (SD) card（SD（Secure Digital）カードを有効にする）（デフォルトで有効）

メモ: すべてのデバイスがデフォルトで有効に設定されています。

ビデオ画面オプション
オプション 説明
LCD Brightness 電源（バッテリーおよび AC）に応じてディスプレイの輝度を設定することができます。
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メモ: ビデオ設定はビデオカードがシステムに取り付けられている場合にのみ表示されます。

セキュリティ画面オプション
オプション 説明
Admin Password 管理者（Admin）パスワードを設定、変更、または削除することができます。

メモ: システムパスワードまたはハードドライブパスワードを設定する前に、管理者パスワードを設定し
てください。管理者パスワードを削除すると、システムパスワードとハードドライブパスワードも自動的
に削除されます。

メモ: パスワードが正常に変更されると、すぐに反映されます。

デフォルト設定：Not set（未設定）

System Password システムパスワードを設定、変更、または削除することができます。
メモ: パスワードが正常に変更されると、すぐに反映されます。

デフォルト設定：Not set（未設定）

Internal HDD-1
Password

システムの内蔵ハードドライブのパスワードを設定、変更、または削除することができます。
デフォルト設定：Not set（未設定）

Strong Password 常に強力なパスワードを設定するオプションを強制することができます。
デフォルト設定：Enable Strong Password（強力なパスワードを有効にする）は選択されていません。

メモ: Strong Password（強力なパスワード）を有効に設定すると、管理者パスワードとシステムパスワー
ドを大文字と小文字をそれぞれ少なくとも 1 文字含む、8 文字以上の長さにしなければなりません。

Password
Configuration

管理者パスワードとシステムパスワードの 小および 大文字数を設定することができます。

Password Bypass システムパスワードと内蔵 HDD パスワードが設定されている場合に、これらのパスワードをスキップする許
可を有効または無効にすることができます。オプションは次のとおりです。
● 無効
● Reboot bypass（再起動のスキップ）

デフォルト設定：Disabled（無効）

Password Change 管理者パスワードが設定されている場合、システムパスワードとハードドライブパスワードへの許可を、有効
または無効にすることができます。
デフォルト設定：Allow Non-Admin Password Changes（管理者以外のパスワード変更を許可する）が選択
されています。

UEFI Capsule
Firmware Updates

システムが UEFI カプセルアップデートパッケージから BIOS をアップデートできるかどうかを制御すること
ができます。

デフォルト設定：Enable UEFI Capsule Firmware Updates（UEFI カプセルファームウェアのアップデート
を有効にする） が選択されています。

PTT Security PTT（Platform Trust Technology）機能をオペレーティングシステムが認識できるかどうかを制御することが
できます。オプションは次のとおりです。

● PTT On
● Clear（クリア）

デフォルト設定：PTT On が選択されています。

メモ: このオプションを無効にしても、PTT に行ったいかなる設定も変更されず、PTT に保存されてい
るいかなる情報またはキーも変更、削除されません。この設定に加えた変更はすぐに反映されます。

Computrace オプションである Computrace ソフトウェアをアクティブまたは無効にすることができます。オプションは
次の通りです。
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オプション 説明
● Deactivate（非アクティブ）
● Disable（無効）
● Activate（アクティブ）

メモ: Activate（アクティブ）および Disable（無効）オプションでは、機能を永久的にアクティブまたは
無効にします。その後の変更はできません。

デフォルト設定：Deactivate（非アクティブ）

CPU XD Support プロセッサの Execute Disable（実行無効）モードを有効にすることができます。
Enable CPU XD Support（CPU XD サポートを有効にする）（デフォルト）

Admin Setup
Lockout

管理者パスワードが設定されている場合、ユーザーによるセットアップの起動を防止することができます。
デフォルト設定：Enable Admin Setup Lockout は選択されていません。

安全起動画面のオプション
オプション 説明
Secure Boot
Enable

このオプションは、安全起動機能を有効または無効にします。
● Disabled（無効）
● Enabled（有効）
デフォルト設定：Enabled（有効）

Expert Key
Management

システムが Custom Mode（カスタムモード）の場合のみ、セキュリティキーデータベースを操作できます。
Enable Custom Mode（カスタムモードを有効にする）オプションはデフォルトでは無効になっています。
オプションは次のとおりです

● PK
● KEK
● db
● dbx

Custom Mode（カスタムモード）を有効にすると、PK、KEK、db、および dbx の関連オプションが表示さ
れます。オプションは次のとおりです

● Save to File（ファイルに保存） — ユーザーが選択したファイルにキーを保存します。
● Replace from File（ファイルから置き換え） — 現在のキーをユーザーが選択したファイルのキーと置き

換えます。
● Append from File（ファイルから追加） — ユーザーが選択したファイルから現在のデータベースにキーを

追加します。
● Delete（削除） — 選択したキーを削除します。
● Reset All Keys（すべてのキーをリセット） — デフォルト設定にリセットします。
● Delete All Keys（すべてのキーを削除） — すべてのキーを削除します。

メモ: Custom Mode（カスタムモード）を無効にすると、すべての変更が消去され、キーはデフォルト
設定に復元されます。

Intel Software Guard Extensions 画面オプション
オプション 説明
Intel SGX Enable このフィールドは、メイン OS のコンテキストでコードを実行したり、機密情報を保管したりするためのセ

キュアな環境を設定します。オプションは次のとおりです。

● Disabled（無効）
● Enabled（有効）
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オプション 説明
デフォルト設定：Disabled（無効）

Enclave Memory
Size

このオプションで、SGX Enclave Reserve メモリサイズ を設定します。オプションは次のとおりです。

● 32 MB
● 64 MB
● 128 MB

パフォーマンス画面のオプション
オプション 説明
Multi Core
Support

このフィールドは、プロセスが 1 つまたはすべてのコアを有効にするかどうかを指定します。コアを追加す
ることで一部のアプリケーションのパフォーマンスが向上します。このオプションは、デフォルトで有効に
設定されています。プロセッサのマルチコアサポートの有効または無効にすることができます。取り付けら
れているプロセッサは 2 つまたは のコアをサポートします。マルチコアサポートを有効にした場合は、2 つ
または のコアが有効になります。マルチコアサポートを無効にした場合は、1 つのコアが有効になります。
● Enable Multi Core Support（マルチコアサポートを有効にする）
デフォルト設定：オプションは有効に設定されています。

Intel SpeedStep Intel SpeedStep 機能を有効または無効にすることができます。
● Enable Intel SpeedStep（Intel SpeedStep を有効にする）
デフォルト設定：オプションは有効に設定されています。

C-States Control 追加プロセッサのスリープ状態を有効または無効にすることができます。
● C States

デフォルト設定：オプションは有効に設定されています。

Hyper-Thread
Control

ハイパースレッドをプロセッサで有効または無効にすることができます。
● Disabled（無効）
● Enabled（有効）
デフォルト設定：Enabled（有効）

電力管理画面のオプション
オプション 説明
Auto On Time コンピュータを自動的に電源オンにする必要のある時刻を設定できます。オプションは次のとおりです。

● 無効
● Every Day（毎日）
● Weekdays（平日）
● Select Days（選択した日）
デフォルト設定：Disabled（無効）

USB Wake
Support

USB デバイスをシステムに接続するとスタンバイモードからウェイクするように設定できます。
メモ: この機能は AC アダプターが接続されている場合のみ機能します。待機状態で AC 電源アダプタ
を取り外すと、セットアップユーティリティはバッテリーの電力を節約するため、すべての USB ポート
への電力供給を停止します。

● Enable USB Wake Support（USB ウェイクサポートを有効にする）
デフォルト設定：オプションは無効に設定されています。
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オプション 説明
Primary Battery
Charge
Configuration

バッテリーの充電モードを選択することができます。オプションは次のとおりです。
● 適応
● Standard（標準） - 標準速度でバッテリーをフル充電します
● Express Charge（高速充電） - デルの高速充電テクノロジを使って、より短い時間でバッテリーを充電す

ることができます。このオプションはデフォルトで有効化されています。
● Primarily AC use（主に AC を使用）
● カスタム

Custom Charge（カスタム充電）が選択されている場合は、Custom Charge Start（カスタム充電開始）と
Custom Charge Stop（カスタム充電停止）も設定できます。

メモ: バッテリーによっては、一部の充電モードが使用できない場合もあります。このオプションを有効
にするには、Advanced Battery Charge Configuration（高度なバッテリー充電設定）オプションを無
効にする必要があります。

POST 動作画面のオプション
オプション 説明
Adapter Warnings 特定の電源アダプタを使用する場合に、セットアップユーティリティ（BIOS）の警告メッセージを、有効ま

たは無効にすることができます。
デフォルト設定：Enable Adapter Warnings（アダプタ警告を有効にする）。

Mouse/Touchpad マウスとタッチパッドからの入力をシステムがどう処理するかを定義することができます。オプションは
次のとおりです。

● Serial Mouse（シリアルマウス）
● PS2 Mouse（PS2 マウス）
● Touchpad/PS-2 Mouse（タッチパッド /PS-2 マウス）：このオプションはデフォルトで有効に設定されて

います

Fn Lock Options ホットキーの組み合わせ <Fn>+<Esc> で、F1 ～ F12 のプライマリ動作を標準機能と二次機能との間で切り替
えることができます。このオプションを無効にすると、これらのキーのプライマリ動作を動的に切り替える
ことはできません。利用できるオプションは次のとおりです。

● Fn Lock このオプションは、デフォルトで選択されています
● ロックモード無効 / 標準
● ロックモード有効 / セカンダリ

Fastboot 一部の互換性手順をスキップすることにより、起動プロセスを高速化できます。オプションは次のとおりで
す。

● Minimal（ 小）
● Thorough（完全）（デフォルト）
● 自動

仮想化サポート画面のオプション
オプション 説明
Virtualization（バー
チャライゼーショ
ン）

Intel Virtualization Technology を有効または無効にすることができます。
Enable Intel Virtualization Technology （インテル・バーチャライゼーション・テクノロジを有効にする）（デフォ
ルト）。

VT for Direct I/O
（ダイレクト I/O 用
VT）

ダイレクト I/O 用に Intel® Virtulization テクノロジによって提供される付加的なハードウェア機能を仮想マ
シンモニター（VMM）が利用するかどうかを指定します。

Enable VT for Direct I/O（ダイレクト I/O 用 VT を有効にする）— デフォルトで有効に設定されています。
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オプション 説明
Trusted Execution このオプションでは、Intel Trusted Execution テクノロジが提供する付加的なハードウェア機能を MVMM

（Measured Virtual Machine Monitor）で使用できるようにするかどうかを指定します。この機能を使用するに
は、TPM 仮想化テクノロジとダイレクト I/O 用仮想化テクノロジを有効にする必要があります。
Trusted Execution — デフォルトで無効に設定されています。

ワイヤレス画面オプション
オプション 説明
Wireless Switch ワイヤレススイッチで制御できるワイヤレスデバイスを設定することができます。オプションは次のとお

りです。

● WLAN
● Bluetooth

すべてのオプションがデフォルトで有効に設定されています。

Wireless Device
Enable

内蔵ワイヤレスデバイスを有効または無効にすることができます。
● WLAN
● Bluetooth

すべてのオプションがデフォルトで有効に設定されています。

メンテナンス画面のオプション
オプション 説明
Service Tag お使いのコンピュータのサービスタグが表示されます。
Asset Tag アセットタグがまだ設定されていない場合、システムアセットタグを作成することができます。このオプシ

ョンはデフォルトでは設定されていません。

BIOS Downgrade ここで、システムファームウェアの以前のリビジョンへのフラッシングを制御します。
Data Wipe このフィールドで、ユーザーはすべての内蔵ストレージデバイスからデータを安全に消去することができま

す。以下は影響を受けるデバイスのリストです。

● Internal HDD（内蔵 ＨＤＤ）
● Internal SDD（内蔵 S ＤＤ）
● Internal mSATA（内蔵 mSATA）
● Internal eMMC

警告: このオプションを選択するとデータが永久的に失われ、このアクションを取り消すことはできま
せん。

BIOS Recovery このフィールドで、ユーザーのプライマリハードドライブまたは外付け USB キーのリカバリファイルから特
定の破損した BIOS 状況をリカバリできます。
● ハードドライブからの BIOS のリカバリ（デフォルトで有効）

システムログ画面のオプション
オプション 説明
BIOS Events セットアップユーティリティ（BIOS）の POST イベントを表示またはクリアすることができます。

Thermal Events セットアップユーティリティ（Thermal）のイベントを表示またはクリアすることができます。

Power Events セットアップユーティリティ（Power）のイベントを表示またはクリアすることができます。
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起動順序
起動順序を利用すると、セットアップユーティリティで定義されたデバイス起動順序をバイパスし、特定のデバイス（例：オプテ
ィカルドライブまたはハードドライブ）から直接起動することができます。パワーオンセルフテスト（POST）中にデルのロゴが表
示されたら、以下の操作が可能です。

● <F2> を押してセットアップユーティリティにアクセスする
● <F12> を押して 1 回限りの起動メニューを立ち上げる
1 回限りの起動メニューでは診断オプションを含むオプションから起動可能なデバイスを表示します。起動メニューのオプション
は以下のとおりです。

● リムーバブルドライブ(利用可能な場合)
● STXXXX ドライブ

メモ: XXX は、SATA ドライブの番号を意味します。
● オプティカルドライブ（利用可能な場合）
● SATA ハードドライブ（利用可能な場合）
● 診断

メモ: Diagnostics（診断）を選択すると ePSA 診断 画面が表示されます。

起動順序画面ではシステムセットアップ画面にアクセスするオプションを表示することも可能です。

ナビゲーションキー
メモ: ほとんどのセットアップユーティリティオプションで、変更内容は記録されますが、システムを再起動するまでは有効に
なりません。

キー ナビゲーション
上矢印 前のフィールドに移動します。
下矢印 次のフィールドへ移動します。
入力 選択したフィールドの値を選択するか（該当する場合）、フィールド内のリンクに移動します。
スペースバー ドロップダウンリストがある場合は、展開したり折りたたんだりします。

タブ 次のフォーカス対象領域に移動します。
<Esc> メイン画面が表示されるまで、前のページに戻ります。メイン画面で Esc を押すと、未保存の変更の保存を

促すメッセージが表示され、システムが再起動します。

Windows での BIOS のアップデート
前提条件
システム基板を交換する場合やアップデートが入手できる場合は、BIOS（セットアップ ユーティリティ）をアップデートすること
をお勧めします。ノートパソコンの場合、お使いのコンピューターのバッテリがフル充電されていてコンセントに接続されているこ
とを確認してください。

このタスクについて

メモ: BitLocker が有効になっている場合は、システム BIOS をアップデートする前に一時停止し、BIOS のアップデート完了後
に再度有効にする必要があります。

手順

1. コンピュータを再起動します。
2. Dell.com/support にアクセスしてください。

● サービスタグやエクスプレスサービスコードを入力し、Submit（送信）をクリックします。
● ［Detect Product］をクリックして、画面に表示される指示に従います。
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3. サービスタグを検出または検索できない場合は、［Choose from all products］をクリックします。

4. リストから Products カテゴリを選択します。

メモ: 該当するカテゴリを選択して製品ページに移動します。

5. お使いのコンピュータモデルを選択すると、そのコンピュータの製品サポートページが表示されます。
6. Get drivers をクリックし、Drivers and Downloads をクリックします。
［Drivers and Downloads］セクションが開きます。

7. ［Find it myself］をクリックします。

8. ［BIOS］をクリックして BIOS のバージョンを表示します。
9. 新の BIOS ファイルを選んで、Download をクリックします。

10. ダウンロード方法を以下から選択してください ウィンドウで希望のダウンロード方法を選択し、Download File（ファイルのダ
ウンロード）をクリックします。
ファイルのダウンロードウィンドウが表示されます。

11. ファイルをコンピュータに保存する場合は、Save（保存）をクリックします。

12. Run（実行）をクリックしてお使いのコンピュータに更新された BIOS 設定をインストールします。
画面の指示に従います。

システムパスワードおよびセットアップパスワード
表 5. システムパスワードおよびセットアップパスワード 

パスワードの種類 説明

システムパスワード システムにログオンする際に入力が必要なパスワードです。

セットアップパスワード お使いのコンピュータの BIOS 設定にアクセスして変更をする
際に入力が必要なパスワードです。

システムパスワードとセットアップパスワードを作成してお使いのコンピュータを保護することができます。

注意: パスワード機能は、コンピュータ内のデータに対して基本的なセキュリティを提供します。

注意: コンピュータをロックせずに放置すると、コンピュータ上のデータにアクセスされる可能性があります。

メモ: システムパスワードとセットアップパスワード機能は無効になっています。

システムパスワードまたはセットアップパスワードの割り当て
前提条件
ステータスが［Not Set］の場合のみ、新しい［System or Admin Password］を割り当てることができます。

このタスクについて

セットアップユーティリティを起動するには、電源投入または再起動の直後に <F2> を押します。

手順

1. システム BIOS 画面またはセットアップユーティリティ画面で、セキュリティを選択し、<Enter> を押します。
セキュリティ画面が表示されます。

2. ［System/Admin Password］を選択し、［Enter the new password］フィールドでパスワードを作成します。
以下のガイドラインに従ってシステムパスワードを設定します。
● パスワードの文字数は 32 文字までです。
● 0 から 9 までの数字を含めることができます。
● 小文字のみ有効です。大文字は使用できません。
● 特殊文字は、次の文字のみが利用可能です：スペース、（”）、（+）、（,）、（-）、（.）、（/）、（;）、（[）、（\）、（]）、（`）。
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3. 新しいパスワードの確認フィールドで以前入力したシステムパスワードを入力し、OK をクリックします。

4. <Esc> を押すと、変更の保存を求めるメッセージが表示されます。
5. <Y> を押して変更を保存します。

コンピュータが再起動します。

既存のシステムセットアップパスワードの削除または変更
前提条件
既存のシステム パスワードやセットアップパスワードを削除または変更する際は、パスワード ステータスが（システム セットアッ
プで）「ロック解除」になっていることを事前に確認してください。「Password Status（パスワードステータス）」が「Locked（ロッ
ク）」に設定されている場合は、既存のシステムパスワードまたはセットアップパスワードを削除または変更できません。

このタスクについて

セットアップユーティリティを起動するには、電源投入または再起動の直後に <F2> を押します。

手順

1. システム BIOS画面またはセットアップユーティリティ画面で、システムセキュリティを選択し、<Enter> を押します。
システムセキュリティ画面が表示されます。

2. システムセキュリティ画面でパスワードステータスがロック解除に設定されていることを確認します。
3. System Password（システムパスワード）を選択し、既存のシステムパスワードを変更または削除して、<Enter> または <Tab>

を押します。

4. Setup Password（セットアップパスワード）を選択し、既存のセットアップパスワードを変更または削除して、<Enter> また
は <Tab> を押します。

メモ: システムパスワードおよび/またはセットアップパスワードを変更する場合は、プロンプトが表示されたら新しいパス
ワードを再度入力します。システムパスワードおよび/またはセットアップパスワードを削除する場合は、プロンプトが表
示されたら削除を確定します。

5. <Esc> を押すと、変更の保存を求めるメッセージが表示されます。
6. <Y> を押して変更を保存しセットアップユーティリティを終了します。

コンピューターが再起動します。
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ソフトウェア
この章では、サポート対象のオペレーティングシステムとドライバのインストール方法を説明します。

対応オペレーティングシステム
表 6. オペレーティングシステム 

Windows ● Microsoft Windows 10 Pro（64 ビット）
● Microsoft Windows 10 Home（64 ビット）

その他 該当なし

OS メディアサポート ● Dell.com/support より、適切な Windows OS をダウンロード
可能

● アップセル時に USB メディアを利用可能

ドライバのダウンロード
手順

1. ノートブックの電源を入れます。
2. Dell.com/support にアクセスしてください。

3. Product Support（製品サポート） をクリックし、お使いのノートブックのサービスタグを入力して、Submit（送信） をクリ
ックします。

メモ: サービスタグがない場合は、自動検出機能を使用するか、お使いのノートブックのモデルを手動で参照してください。

4. Drivers and Downloads (ドライバおよびダウンロード) をクリックします。

5. お使いのノートブックにインストールされているオペレーティングシステムを選択します。
6. ページをスクロールダウンし、インストールするドライバを選択します。
7. Download File をクリックして、お使いのノートブックのドライバをダウンロードします。
8. ダウンロードが完了したら、ドライバファイルを保存したフォルダに移動します。
9. ドライバファイルのアイコンをダブルクリックし、画面の指示に従います。

Intel チップセットドライバ

Intel チップセットドライバがすでにノート PC にインストールされているかどうかを確認します。

6
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表 7. Intel チップセットドライバ 

インストール前 インストール後

Intel HD グラフィックスドライバ

Intel HD グラフィックスドライバがすでにノート PC にインストールされているかどうかを確認します。

表 8. Intel HD グラフィックスドライバ 

インストール前 インストール後
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Realtek HD オーディオドライバ
Realtek オーディオドライバがすでにノート PC にインストールされているかどうかを確認します。

表 9. Realtek HD オーディオドライバ 

インストール前 インストール後

ネットワークドライバ
WLAN ドライバおよび Bluetooth ドライバをデルのサポートサイトからインストールします。
ネットワークドライバがすでにラップトップにインストールされているかどうかを確認します。
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トラブルシューティング
表 10. トラブルシューティング 

問題 推奨されるトラブルシューティングの手順

バッテリー充電 充電時間を短縮するため、バッテリの充電はシステムがオフの間に行う必要があります。システム
がオンでグラフィックスを多用するアプリケーションを実行していると、充電に時間がかかること
にユーザーは気付くかもしれません。

注意: バッテリーの取り付け方が間違っていると、破裂するおそれがあります。交換用のバッテ
リーには、同じ製品か、または製造元が推奨する同等品を使用してください。使用済みのバッテ
リは、製造元の指示に従って廃棄してください。

POST なし ユーザーがノートパソコンを起動すると、BIOS は 初に電源投入時の自己テスト（POST）を実行し
ます。POST は、BIOS が実際の起動を開始する前に、ハードウェアにすべてが揃っていて正しく機
能していることを確認する内蔵診断プログラムです。
システムのパワーオンセルフテストが実行されない場合、以下を確認してください。
1. システムに電源ライトがあることを確認します。

2. システムに電源ライトがない場合は、 AC 電源に接続されていることを確認します。

3. バッテリーを取り外します。電源がオフになっていて、システムがコンセントに接続されていな
いことを確認します。

4. システムからすべての CRU を取り外し、AC アダプタをシステムに再度接続してもう一度お試し
ください。

5. ePSA 診断が実行されます。

ビデオ システムの LCD がディスプレイを表示しない、またはその他の問題が発生している場合は、以下の
基本的な手順を実行してください。
1. LCD がビデオを表示しない、またはビデオが不明慮な場合は、ePSA 診断を実行します。

2. LCD がビデオを表示しない場合は、外部モニタを接続して POST 以外の問題を解消します。外部
モニタに表示される正常な画像によってビデオカードの問題、または POST の問題を解消しま
す。

3. 可能な場合は外部モニタを接続して、LCD に関連するすべての問題がソフトウェアまたはビデオ
カードの起こりうる問題を解消します。

4. LCD の画面が暗い場合は、輝度を調整するか、または AC アダプタを接続して BIOS の電源管理
保全設定を排除します。

5. LCD の画面に線が入る場合は、POST およびシステムのセットアップ中にシステムを確認して、
すべての動作モードで線が入るかどうか確認します。ePSA 診断が実行されます。

6. LCD に色の問題がある場合は、ePSA 診断を実行します。

7. LCD のピクセルが擦り切れている場合は、LCD が LCD 標準ガイドライン内にあることを確認し
ます。デルの内部ユーザーの場合のみ、ここをクリックします。

BIOS ノートパソコンの使用中にユーザーが問題に直面する場合、その問題は BIOS/システム セットアップ
で間違って設定された BIOS 設定に関連している可能性があります。システム セットアップ ページ
を確認して、各ページの設定を検証します。Alt+F を押して BIOS をデフォルト設定にリセットして
みます。

タッチパッドおよびキーボ
ード

タッチパッドおよびキーボード関連の問題のトラブルシューティングには、次の手順を実行できま
す。
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表 10. トラブルシューティング （続き）
問題 推奨されるトラブルシューティングの手順

1. 外付けのマウスまたはキーボードを取り付けて、周辺機器の機能を確認します。

2. ePSA 診断が実行されます。

Integrated NIC ネットワークケーブルをネットワークポートに接続した後、システムがネットワークを認識できない
場合は、次のトラブルシューティングの手順を試してください。
1. ネットワークドライバがインストールされていて、正常に動作していることを確認します。

2. セットアップユーティリティを確認して、NIC が有効になっていることを確認します。

3. ケーブルを接続し直してみます。

4. 可能な場合は、既知の正常なケーブルで試してください。

5. 既知の正常なシステムが利用可能な場合は、そのシステムがネットワークに接続しているかどう
か確認します。

6. ネットワークポートで ePSA 診断が実行されます。

メモ: 内蔵ネットワークハードウェアのソリューションが故障している、または機能しない場合
は、システム基板を交換します。

VGA VGA 機能には追加のドライバやアップデートは必要ありません。外付けモニタをトラブルシューテ
ィングする場合は、以下のヒントに留意してください。

● ケーブルの両端がノート PC と外付けモニタに、安全に接続されていることを確認します。

● 外付けモニタのコントラストと輝度コントロールを調整します。

● ノート PC が内蔵ディスプレイのみに設定されていないことを確認します。

● 既知の正常なケーブルと交換します。

● 既知の正常な外付けモニタで試してみます。機能に必要な追加手順については、外付デバイスの
マニュアルを確認します。

メモ: VGA ハードウェアポートが故障している、または機能しない場合は、システム基板を交換
します。

ePSA（強化された起動前システムアセスメント）診断
このタスクについて

ePSA 診断（システム診断とも呼ばれる）ではハードウェアの完全なチェックを実行します。ePSA は BIOS に組み込まれており、
BIOS によって内部で起動します。組み込み型システム診断プログラムには、特定のデバイスまたはデバイス グループ用の一連の
オプションが用意されており、以下の処理が可能です。
ePSA 診断は、コンピューターの電源投入中は、FN+PWR ボタンで開始できます。

● テストを自動的に、または対話モードで実行
● テストの繰り返し
● テスト結果の表示または保存
● 詳細なテストで追加のテストオプションを実行し、障害の発生したデバイスに関する詳しい情報を得る
● テストが問題なく終了したかどうかを知らせるステータスメッセージを表示
● テスト中に発生した問題を通知するエラーメッセージを表示

メモ: 特定のデバイスについては、ユーザーによる操作が必要なテストもあります。診断テストを実行する際は、コンピュータ
ー端末の前に必ずいるようにしてください。
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システム診断ライト
電源およびバッテリーステータスライト / ハードドライブアクティビティライト：バッテリーの充電ステータスまたはハードドライ
ブのアクティビティを示します。

メモ: <Fn>+<H> を押して、電源およびバッテリーステータスライトとハードドライブアクティビティライト間でこのライトを
切り替えます。

ハードドライブアクティビティライト
コンピュータがハードドライブの読み取りまたは書き込みを行う際に点灯します。
電源およびバッテリーステータスライト
電源およびバッテリー充電ステータスを示します。
白色 — 電源アダプタが接続され、バッテリーの充電量は 5% 以上です。

橙色 — コンピュータがバッテリーで動作しており、バッテリーの充電量は 5% 未満です。
消灯

● 電源アダプタが接続されバッテリーがフル充電されています。
● コンピュータがバッテリーで動作しており、バッテリーの充電量が 5% 以上です。
● コンピュータがスリープ状態、休止状態、または電源オフです。
電源およびバッテリーステータスライトが障害を示すビープコードと合わせて橙色に点滅します。
例えば、電源およびバッテリーステータスライトが、橙色に 2 回点滅して停止し、次に白色に 3 回点滅して停止します。この 2,3
のパターンは、コンピュータの電源が切れるまで続き、メモリモジュールまたは RAM が検出されないことを示しています。
次の表には、様々なライトパターン、内容説明、推奨される対策が表示されています。

表 11. システムライトの問題および考えられる対策 

ライトパターン 問題の内容 推奨される対策

2,1 CPU の障害です システム基板を取り付けます。

2,2 システム基盤：BIOS および ROM の障害で
す

新の BIOS バージョンをフラッシュします。問題が
解決しない場合は、システム基板を交換します。

2,3 メモリモジュールまたは RAM が検出されま
せん。

メモリモジュールが正しく取り付けられていることを
確認します。問題が解決しない場合は、メモリモジュ
ールを交換します。

2,4 メモリモジュールまたは RAM の障害です メモリモジュールを交換します。

2,5 無効なメモリモジュールが取り付けられて
います

メモリモジュールを交換します。

2,6 システム基板またはチップセットのエラー
です

システム基板を取り付けます。

2,7 LCD の障害です LCD を交換します。

3,1 CMOS バッテリーの障害です CMOS バッテリーを交換します。

3,2 PCI カード、ビデオカード、またはチップの
障害です

CMOS バッテリーを交換します。

3,3 リカバリイメージが見つかりません システムを再イメージ化します。

3,4 検出されたリカバリイメージは無効です システムを再イメージ化します。

エラーメッセージまたは問題を表示できない場合、コンピュータが起動時に一連のビープ音を鳴らすことがあります。繰り返しの
ビープコードは、ユーザーがコンピュータの問題をトラブルシューティングするのに役立ちます。
カメラステータスライト：カメラが使用されているかどうかを示します。
● 白色 – カメラが使用中です。
● 消灯 – カメラは使用されていません。

キャップスロックステータスライト： キャプスロックが有効か、それとも無効かを示します。
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● 白色 - キャップスロックが有効です。
● 消灯 - キャップスロックが無効です。

トラブルシューティング 85



デルへのお問い合わせ
前提条件

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

このタスクについて

デルでは、オンラインまたは電話によるサポートとサービスのオプションを複数提供しています。サポートやサービスの提供状況は
国や製品ごとに異なり、国 / 地域によってはご利用いただけないサービスもございます。デルのセールス、テクニカルサポート、
またはカスタマーサービスへは、次の手順でお問い合わせいただけます。

手順

1. Dell.com/support にアクセスします。

2. サポートカテゴリを選択します。
3. ページの下部にある 国 / 地域の選択 ドロップダウンリストで、お住まいの国または地域を確認します。
4. 必要なサービスまたはサポートのリンクを選択します。
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