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メモ、注意、警告

メモ: 製品を使いやすくするための重要な情報を説明しています。

注意: ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その危険を回避するための方法を説明しています。

警告: 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。
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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、PC 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。特に記載のない限り、この文書に
記載される各手順は、お使いの PC に付属の「安全にお使いいただくための注意事項」をすでにお読みいただいていることを前提と
します。

メモ: PC内部の作業を行う前に、お使いの PC に付属している「安全にお使いいただくために」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詳細については、法令遵守ホームページ（www.dell.com/regulatory_compliance）をご
覧ください。

メモ: PC につないでいる電源をすべて外してから、PC カバーまたはパネルを開きます。PC内部の作業を終えた後は、PC を
電源コンセントに接続する前に、カバー、パネル、およびネジをすべて取り付けてください。

注意: PC の損傷を避けるため、平らで乾いた清潔な場所で作業を行うようにしてください。

注意: コンポーネントおよびカードは、損傷を避けるために端を持つようにしてください。ピンおよび接合部には触れないでく
ださい。

注意: 許可されている、あるいは Dell テクニカルサポートチームによって指示を受けた内容のトラブルシューティングと修理の
み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。製品に付属の「安全にお使いいた
だくために」、または www.dell.com/regulatory_compliance を参照してください。

注意: PC内部の部品に触れる前に、PC 背面の金属部など塗装されていない金属面に触れて、身体の静電気を除去してくださ
い。作業中も、定期的に塗装されていない金属面に触れ、内蔵コンポーネントを損傷するおそれのある静電気を除去してくだ
さい。

注意: ケーブルを外すときは、コネクターまたはコネクターのプル タブを持つようにし、ケーブル自体を引っ張らないでくださ
い。一部のケーブルのコネクター部には、ロックタブや蝶ネジが付いています。該当するケーブルを外す際には、これらを外
す必要があります。ケーブルを外すときは、均等にそろえて、コネクターのピンを曲げないようにしてください。ケーブルを
接続するときは、ポートとコネクターの向きが合っていることを確認してください。

注意: メディアカード リーダーに取り付けられたカードは、押して取り出します。

メモ: お使いの PC 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。

コンピューター内部の作業

PC内部の作業を始める前に

このタスクについて

メモ: 本書の画像は、ご注文の構成によってお使いの PC と異なる場合があります。

手順

1. 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のアプリケーションをすべて終了します。
2. PC をシャットダウンします。Start >  Power > Shut down の順にクリックします。
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メモ: 他のオペレーティング システムを使用している場合は、お使いのオペレーティング システムのシャットダウン方法に
関するマニュアルを参照してください。

3. PC 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。

4. キーボード、マウス、モニターなど取り付けられているすべてのネットワークデバイスや周辺機器を PC から外します。

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 PC 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. すべてのメディアカードと光ディスクを PC から取り外します（取り付けている場合）。

ESD（静電気放出）保護
電気パーツを取り扱う際、ESD は重要な懸案事項です。特に、拡張カード、プロセッサー、メモリ DIMM、およびシステムボードな
どの静電気に敏感なパーツを取り扱う際に重要です。ほんのわずかな静電気でも、断続的に問題が発生したり、製品寿命が短くな
ったりするなど、目に見えない損傷が回路に発生することがあります。省電力および高密度設計の向上に向けて業界が前進する
中、ESD からの保護はますます大きな懸念事項となってきています。

最近のデル製品で使用されている半導体の密度が高くなっているため、静電気による損傷の可能性は、以前のデル製品よりも高く
なっています。このため、以前承認されていたパーツ取り扱い方法の一部は使用できなくなりました。
ESD による障害には、「致命的」および「断続的」の 2 つの障害のタイプがあります。
● 致命的 – 致命的な障害は、ESD関連障害の約 20 %を占めます。障害によりデバイスの機能が完全に直ちに停止します。致命的

な障害の一例としては、静電気ショックを受けたメモリ DIMM が直ちに「No POST/No Video（POST なし/ビデオなし）」症状を
起こし、メモリが存在または機能しないことを示すビープコードが鳴るケースが挙げられます。

● 断続的 – 断続的なエラーは、ESD関連障害の約 80 %を占めます。この高い割合は、障害が発生しても、大半のケースにおいて
すぐにはそれを認識することができないことを意味しています。DIMM が静電気ショックを受けたものの、トレースが弱まった
だけで、外から見て分かる障害関連の症状はすぐには発生しません。弱まったトレースが機能停止するまでには数週間または数
ヶ月かかることがあり、それまでの間に、メモリ整合性の劣化、断続的メモリエラーなどが発生する可能性があります。

認識とトラブルシューティングが困難なのは、「断続的」（「潜在的」または「障害を負いながら機能」とも呼ばれる）障害です。
ESD による破損を防ぐには、次の手順を実行します。
● 適切に接地された、有線の ESD リストバンドを使用します。ワイヤレスの静電気防止用リストバンドの使用は、現在許可され

ていません。これらのリストバンドでは、適切な保護がなされません。パーツの取り扱い前にシャーシに触れる方法では、感度
が増したパーツを ESD から十分に保護することができません。

● 静電気の影響を受けやすいすべてのコンポーネントは、静電気のない場所で扱います。可能であれば、静電気防止フロアパッド
および作業台パッドを使用します。

● 静電気の影響を受けやすいコンポーネントを輸送用段ボールから取り出す場合は、コンポーネントを取り付ける準備ができるま
で、静電気防止梱包材から取り出さないでください。静電気防止パッケージを開ける前に、必ず身体から静電気を放出してくだ
さい。

● 静電気の影響を受けやすいコンポーネントを輸送する場合は、あらかじめ静電気防止コンテナまたは静電気防止パッケージに格
納します。

ESD フィールド・サービス・キット
最も頻繁に使用されるサービスキットは、監視されないフィールド・サービス・キットです。各フィールド・サービス・キットは、静電
対策マット、リストストラップ、そしてボンディングワイヤーの 3 つの主要コンポーネントから構成されています。

ESD フィールド・サービス・キットのコンポーネント

ESD フィールド・サービス・キットのコンポーネントは次のとおりです。
● 静電対策マット - 静電対策マットは散逸性があるため、サービス手順の間にパーツを置いておくことができます。静電対策マッ

トを使用する際には、リストストラップをしっかりと装着し、ボンディングワイヤーをマットと作業中のシステムの地金部分の
いずれかに接続します。正しく準備できたら、サービスパーツを ESD 袋から取り出し、マット上に直接置きます。ESD に敏感
なアイテムは、手のひら、ESD マット上、システム内、または ESD 袋内で安全です。

● リストストラップとボンディングワイヤー – リストストラップとボンディングワイヤーは、ESD マットが不要な場合に手首と
ハードウェアの地金部分に直接接続したり、マット上に一時的に置かれたハードウェアを保護するために静電対策マットに接続
したりできます。皮膚、ESD マット、そしてハードウェアをつなぐ、リストストラップとボンディングワイヤーの物理的接続を
ボンディングと呼びます。リストストラップ、マット、そしてボンディングワイヤーが含まれたフィールド・サービス・キットの
みを使用してください。ワイヤレスのリストストラップは使用しないでください。リストストラップの内部ワイヤーは、通常の
装着によって損傷が発生します。よって、事故による ESD のハードウェア損傷を避けるため、リスト・ストラップ・テスターを
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使用して定期的に確認する必要があります。リストストラップとボンディングワイヤーは少なくとも週に一度テストすること
をお勧めします。

● ESD リスト・ストラップ・テスター – ESD ストラップの内側にあるワイヤーは、時間の経過に伴って損傷を受けます。監視され
ないキットを使用する場合には、サービスコールのたびに定期的にストラップをテストすることがベストプラクティスです。最
低でも週に一度テストします。テストには、リスト・ストラップ・テスターを使用することが最善です。リスト・ストラップ・テス
ターを所有していない場合には、地域オフィスに在庫を問い合わせてください。テストを実行するには、リストストラップを手
首に装着した状態で、リストストラップのボンディングワイヤーをテスターに接続し、ボタンを押してテストを行います。テス
ト合格の場合には緑の LED が点灯し、テスト不合格の場合には赤い LED が点灯し、アラームが鳴ります。

● 絶縁体要素 – プラスチック製のヒートシンクの覆いなど、ESD に敏感なデバイスを、高く帯電していることが多いインシュレ
ータ内蔵パーツから遠ざけることが重要です。

● 作業現場環境 – ESD フィールド・サービス・キットを配備する前に、お客様の場所の状況を評価します。たとえば、サーバ環境用
にキットを配備するのと、デスクトップや携帯デバイス用にキットを配備することは異なります。サーバは通常、データセンタ
ー内のラックに設置され、デスクトップや携帯デバイスはオフィスのデスク上か、仕切りで区切られた作業場所に配置されま
す。物品が散乱しておらず ESD キットを広げるために十分な平らな広いエリアを探してください。このとき、修理対象のシス
テムのためのスペースも考慮してください。また、作業場所に ESD の原因と成り得る絶縁体がないことも確認します。ハード
ウェアコンポーネントを実際に取り扱う前に、作業場所では常に発泡スチロールおよびその他のプラスチックなどのインシュレ
ータは敏感なパーツから最低 30 cm（12 インチ）離して置きます。

● 静電気を防止する梱包 – すべての ESD に敏感なデバイスは、静電気の発生しない梱包材で発送および受領する必要がありま
す。メタルアウト/静電気防止袋の使用をお勧めします。なお、損傷した部品は、新しい部品が納品されたときと同じ ESD 保護
袋とパッケージを使用して返却される必要があります。ESD 保護袋は折り重ねてテープで封をし、新しい部品が納品されたとき
の箱に同じエアクッション梱包材をすべて入れてください。ESD に敏感なデバイスは、ESD 保護の作業場でのみパッケージか
ら取り出すようにします。ESD 保護袋では、中身のみ保護されるため、袋の表面に部品を置かないでください。パーツは常に、
手の中、ESD マット上、システム内、または静電気防止袋内にあるようにしてください。

● 敏感なコンポーネントの輸送 – 交換用パーツやデルに返却するパーツなど、ESD に敏感なパーツを輸送する場合には、安全に輸
送するため、それらのパーツを静電気防止袋に入れることが非常に重要です。

ESD 保護の概要

すべてのフィールドサービス技術者は、デル製品を保守する際には、従来型の有線 ESD 接地リストバンドおよび保護用の静電対策
マットを使用することをお勧めします。さらに技術者は、サービスを行う際に、静電気に敏感なパーツからあらゆる絶縁体パーツを
遠ざけ、静電気に敏感なパーツの運搬には静電気防止バッグを使用することが非常に重要です。

PC内部の作業を終えた後に
このタスクについて

注意: PC内部にネジが残っていたり、緩んでいたりすると、PC に深刻な損傷を与える恐れがあります。

手順

1. すべてのネジを取り付けて、PC内部に外れたネジが残っていないことを確認します。
2. PC での作業を始める前に、取り外したすべての外付けデバイス、周辺機器、ケーブルを接続します。
3. PC での作業を始める前に、取り外したすべてのメディアカード、ディスク、その他のパーツを取り付けます。
4. PC、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。
5. PC 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

推奨ツール

本マニュアルの手順には以下のツールが必要です。
● #0 プラス ドライバー
● #1 プラス ドライバ
● プラスチック スクライブ：フィールド技術者に推奨。

メモ: #0 ネジ ドライバーはネジ 0-1 用、#1 ネジ ドライバーはネジ 2-4 用です。

ネジのリスト
メモ: コンポーネントからネジを取り外す際は、ネジの種類、ネジの数量をメモし、その後ネジの保管箱に入れておくことをお
勧めします。これは、コンポーネントを交換する際に正しいネジの数量と正しいネジの種類を保管しておくようにするためで
す。

メモ: 一部のコンピューターには、磁性面があります。コンポーネントを交換する際、ネジが磁性面に取り付けられたままにな
っていないことを確認してください。

メモ: ネジの色は、発注時の構成によって異なります。

表 1. ネジのリスト 

コンポーネント 固定先 ネジの種類 数 ネジの画像

1. SSD サーマル プレー
ト

2. SSD
3. eDP ブラケット
4. キーボード

1. システム ボード
2. システム ボード
3. システム ボード
4. キーボードのサポート

ブラケット

M2x2 1. 1
2. 1
3. 1
4. 2

1. WLAN アンテナ ブラ
ケット

2. ファン ケージ
3. ヒートシンク アセン

ブリー
4. ワイヤレス アンテナ

モジュール
5. 指紋認証ブラケット
6. I/O ボード（FPR あり）
7. I/O ボード（FPR なし）
8. 電源ボタン

1. システム ボード
2. パームレスト アセンブ

リー
3. システム ボード
4. システム ボード
5. パームレスト アセンブ

リー
6. パームレスト アセンブ

リー
7. パームレスト アセンブ

リー

M2x2.5 1. 1
2. 1
3. 4
4. 2
5. 1
6. 1
7. 2
8. 2
9. 4
10. 1
11. 2

2
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表 1. ネジのリスト （続き）
コンポーネント 固定先 ネジの種類 数 ネジの画像

9. スマート カード リー
ダー

10. システム ボード
11. オプションのパーム

レスト アンテナ

8. パームレスト アセンブ
リー

9. パームレスト アセンブ
リー

10. パームレスト アセンブ
リー

11. パームレスト アセンブ
リー

ヒンジ パームレスト アセンブリ
ー

M2.5x4 4

F-beam FPC I/O ドーターボード M2x3.5 2

USB Type-C ブラケット システム ボード M2x5 3

キーボード
1. カーボン ファイバー
2. アルミニウム

パームレスト アセンブリ
ー

M1.6x2 _

1. 17
2. 21

ベースカバー
ベースカバーの取り外し
前提条件
1. 「PC内部の作業を始める前に」の手順に従います。

このタスクについて

次のイメージは、ベース カバーの場所を示すもので、取り外し手順を視覚的に表しています。
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。
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手順

1. ベース カバーをパームレスト アセンブリーに固定する 8 本の拘束ネジを緩めます。

2. 左上隅から順に、プラスチック スクライブを使用してベース カバーを外側に持ち上げ、ベース カバーをパームレスト アセンブ
リーから外します。

3. ベース カバーを持ち上げて、パームレストとキーボード アセンブリーから取り外します。
注意: ベース カバー内部のラッチの損傷原因となるため、スクライブは、ベース カバーの上の端から端に沿ってスライドさ
せないでください。

4. プルタブを使用して、バッテリーをシステム ボードから外します。

ベース カバーの取り付け
前提条件
コンポーネントを交換する場合、取り付け手順を実行する前に、既存のコンポーネントを取り外してください。

このタスクについて

次のイメージは、ベース カバーの場所を示すもので、取り付け手順を視覚的に表しています。
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手順

1. バッテリーケーブルをシステム ボードに接続します。
2. ベース カバーのネジ穴をパームレスト アセンブリーのネジ穴に合わせて、ベース カバーを所定の位置にはめ込みます。
3. ベース カバーをパームレスト アセンブリーに固定する 8 本の拘束ネジを締めます。

次の手順

1. 「PC内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

バッテリー
リチウム イオン バッテリに関する注意事項

注意:

● リチウムイオン バッテリを取り扱う際は、十分に注意してください。

● バッテリーを取り外す前に、バッテリーを完全に放電させます。システムから AC 電源アダプターを取り外し、バッテリー
電源のみで PC を動作させます。電源ボタンを押したときに PC の電源が入らなくなると、バッテリーは完全に放電されま
す。

● バッテリを破壊したり、落としたり、損傷させたり、バッテリに異物を侵入させたりしないでください。
● バッテリを高温にさらしたり、バッテリ パックまたはセルを分解したりしないでください。

● バッテリの表面に圧力をかけないでください。
● バッテリを曲げないでください。

● 種類にかかわらず、ツールを使用してバッテリをこじ開けないでください。
● バッテリやその他のシステム コンポーネントの偶発的な破裂や損傷を防ぐため、この製品のサービス作業中に、ネジを紛

失したり置き忘れたりしないようにしてください。

● 膨張によってリチウムイオン バッテリがコンピュータ内で詰まってしまう場合、穴を開けたり、曲げたり、押しつぶした
りすると危険なため、無理に取り出そうとしないでください。そのような場合は、デル テクニカル サポートにお問い合わ
せください。www.dell.com/contactdell を参照してください。

● 必ず、www.dell.com または Dell 認定パートナーおよび再販業者から正規のバッテリを購入してください。

バッテリーの取り外し
前提条件
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

このタスクについて

次の画像はバッテリーの位置を示すもので、取り外し手順を視覚的に表しています。
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手順

1. プル タブを使用して、バッテリー ケーブルをシステム ボードのコネクターから外します。
2. ベース カバーをパームレスト アセンブリーに固定している 4 本の拘束ネジを緩めます。

3. バッテリーを持ち上げて、システム ユニットから取り外します。

バッテリーの取り付け
前提条件
コンポーネントを交換する場合、取り付け手順を実行する前に、既存のコンポーネントを取り外してください。

このタスクについて

次の画像はバッテリーの位置を示すもので、取り付け手順を視覚的に表しています。
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手順

1. バッテリーのネジ穴をパームレスト アセンブリーのネジ穴に合わせて、バッテリーを所定の位置にはめ込みます。
2. バッテリーをパームレスト アセンブリーに固定する 4 本の拘束ネジを締めます。

3. バッテリー ケーブルをシステム ボードのコネクターに取り付けます。

次の手順

1. 次のコンポーネントを取り付けます。
a. ベース カバー。

2. 「PC内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

ソリッドステートデバイス
ソリッド ステート ドライブの取り外し

前提条件
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
3. バッテリ ケーブルを外します

このタスクについて

次の画像は、ソリッドステート ドライブの位置を示すもので、取り外し手順を視覚的に表しています。
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図 1. 2230 SSD

コンポーネントの取り外しと取り付け 17



図 2. 2280 SSD

手順

1. SSD サーマル プレートをシステム ボードに固定している 1 本のネジ（M2x2）を外し、SSD の上から SSD サーマル プレートを持
ち上げて取り外します。

2. SSD をシステム ボードに固定している 1 本のネジ（M2x2）を外します。

3. SSD をシステム ボード上の M.2 スロットから引き抜きます。

ソリッド ステート ドライブの取り付け

前提条件
コンポーネントを交換する場合、取り付け手順を実行する前に、既存のコンポーネントを取り外してください。

このタスクについて

次の画像は、ソリッドステート ドライブの位置を示すもので、取り付け手順を視覚的に表しています。

18 コンポーネントの取り外しと取り付け



図 3. 2230 SSD
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図 4. 2280 SSD

手順

1. メモ: SSD（ステッカー付き）の上面が上になるように、M.2 2230 SSD を SSD ブラケットに取り付けます。

切り込みを合わせ、ソリッドステート ドライブをシステム ボードの M.2 スロットに差し込みます。
2. SSD を押してシステム ボードのネジ穴を合わせ、システム ボードに固定する 1 本のネジ（M2x2）を取り付けます。

3. メモ: SSD プレートを SSD の所定の位置にスライドさせて、SSD プレートのタブがシステム ボードのシールド カバーの開口
部に合うようにします。

SSD の上部に SSD サーマル プレートを取り付け、1 本のネジ（M2x2）を使用してシステム ボードに固定します。
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注意: SSD プレートにはサーマル パッドが同梱されており、常にプレートに接着しておく必要があります。SSD を交換す
る際に、パッドがプレートからはがれたり、SSD に固着したりした場合、技術者はシステムにプレートを再度取り付ける
前に、サーマル パッドを SSD プレートに貼り直す必要があります。

メモ: SSD/WWAN カードとバッテリー ケーブルを再接続すると、システムが 1 分以内に自動的に 2～3 回再起動します。

次の手順

コンポーネントを交換する場合、取り付け手順を実行する前に、既存のコンポーネントを取り外してください。
1. バッテリー ケーブルの接続
2. 次のコンポーネントを取り付けます。

a. ベースカバー
3. RTC リセット サイクル
4. 「PC内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

WWAN カード
WWAN カードの取り外し
前提条件
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
3. バッテリ ケーブルを外します

このタスクについて

次の画像は WWAN カードの位置を示すもので、取り外し手順を視覚的に表しています。
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手順

1. WWAN ブラケットを WWAN カードに固定している 1 本のネジ（M2x2.5）を外します。

2. WWAN シールド カバーをシールド カバーの左上側から持ち上げて取り外します。
3. WWAN カードからアンテナケーブルを外します。
4. WWAN カードを持ち上げて、I/O ボードのスロットから取り外します。

WWAN カードの取り付け
前提条件
コンポーネントを交換する場合、取り付け手順を実行する前に、既存のコンポーネントを取り外してください。

このタスクについて

次のイメージは、ベース カバーの場所を示すもので、取り付け手順を視覚的に表しています。
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手順

1. I/O ボード上のスロットに WWAN カードを取り付け、アンテナ ケーブルを接続します。
2. WWAN シールド カバーを WWAN カードの上に取り付けます。

メモ: WWAN アンテナ搭載のモデルの場合、WWAN カード上の WWAN アンテナ接続は、番号付けおよび色分けされていま
す。WWAN カード シールド カバーのラベルに従って、WWAN カードの正しいピンにアンテナを接続します。

表 2. WWAN アンテナ ケーブル接続ガイド 

ケーブル ピン番号 アンテナ ケーブル

5 グレー/白メイン

6 黒/グレー補助

7 青補助
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表 2. WWAN アンテナ ケーブル接続ガイド （続き）
ケーブル ピン番号 アンテナ ケーブル

8 オレンジ補助

3. WWAN ブラケットをアンテナ ケーブルの上に取り付けます。
4. WWAN ブラケットを I/O ボードに固定する 1 本のネジ（M2x2.5）を取り付けます。

メモ: SSD/WWAN カードとバッテリー ケーブルを再接続すると、システムが 1 分以内に自動的に 2～3 回再起動します。

次の手順

コンポーネントを交換する場合、取り付け手順を実行する前に、既存のコンポーネントを取り外してください。
1. バッテリー ケーブルの接続
2. 次のコンポーネントを取り付けます。

a. ベースカバー
3. RTC リセット サイクル
4. 「PC内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

WLAN アンテナ ブラケット

WLAN アンテナ ブラケットの取り外し

前提条件
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
3. バッテリ ケーブルを外します

このタスクについて

以下の画像は WLAN アンテナ ブラケットの位置を示すもので、取り外し手順を視覚的に表しています。
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手順

1. WLAN アンテナ ブラケットをシステム ボードに固定している 2 本のネジ（M2x2.5）を外します。

2. WLAN アンテナ ブラケットを持ち上げ、アンテナ コネクターの上から取り外します。
3. アンテナ ケーブルをシステム ボード上の WLAN モジュールから取り外します。

WLAN アンテナ ブラケットの取り付け

前提条件
コンポーネントを交換する場合、取り付け手順を実行する前に、既存のコンポーネントを取り外してください。

このタスクについて

以下の画像は WLAN アンテナ ブラケットの位置を示すもので、取り付け手順を視覚的に表しています。

手順

1. アンテナ ケーブルをシステム ボード上の WLAN モジュールに接続します。

メモ: アンテナ ケーブル コネクターは壊れやすいため、取り付ける際には細心の注意を払う必要があります。

表 3. アンテナ ケーブルのガイド 

ケーブルの色 コネクタ

白いケーブル（メイン） システム ボードの WLAN モジュール上の白い三角形（△）

黒いケーブル（補助） システム ボードの WLAN モジュール上の黒い三角形（▲）

2. WLAN アンテナ ブラケットをアンテナ コネクターの上に合わせて取り付けます。
3. WLAN アンテナ ブラケットをシステム ボードに固定する 1 本のネジ（M2x2.5）を取り付けます。

次の手順

コンポーネントを交換する場合、取り付け手順を実行する前に、既存のコンポーネントを取り外してください。
1. バッテリー ケーブルの接続
2. 次のコンポーネントを取り付けます。

a. ベースカバー
3. RTC リセット サイクル
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4. 「PC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 アンテナ（オプション）

パームレスト アンテナの取り外し（オプション）

前提条件
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. WLAN アンテナ ブラケット

このタスクについて

次の画像はパームレスト アンテナの位置を示すもので、取り外し手順を視覚的に表しています。

手順

1. WWAN アンテナ ケーブルを抜いて取り外します。
2. WLAN アンテナをパームレスト アセンブリーに固定している 2 本のネジ（M2x2.5）を外します。

3. パームレスト アンテナをパームレスト アセンブリーから取り外します。

パームレスト アンテナの取り付け（オプション）

前提条件
コンポーネントを交換する場合、取り付け手順を実行する前に、既存のコンポーネントを取り外してください。

このタスクについて

次のイメージは、オプションのパームレスト アンテナの場所を示すもので、取り付け手順を視覚的に表しています。
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手順

1. パームレスト アンテナをパームレスト アセンブリーの所定のスロットに取り付けます。
2. アンテナ ケーブルをシステム ボードの下からルーティング チャネルに沿って配線します。

3. パームレスト アンテナをパームレスト アセンブリーに固定する 2 本のネジ（M2x2.5）を取り付けます。

次の手順

コンポーネントを交換する場合、取り付け手順を実行する前に、既存のコンポーネントを取り外してください。
1. 次のコンポーネントを取り付けます。

a. WLAN アンテナ ブラケット
b. ベースカバー

2. 「PC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 アセンブリー
ヒートシンク アセンブリーの取り外し
前提条件
1. 「PC内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. SSD サーマル プレートのネジ（M2x2）を緩めて取り外します。
3. 次のコンポーネントを取り外します。

a. ベースカバー

このタスクについて

次の画像はヒートシンク アセンブリーの場所を示すもので、取り外し手順を視覚的に表しています。
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手順

1. システム ボード シールドをヒートシンク アセンブリーから持ち上げて取り外します。

メモ: 白い三角（△）記号は、システム ボード シールドを持ち上げる位置を示しています。

2. ファン ケースから 1 本のネジ（M2x2.5）を外し、逆の順序（4>3>2>1）で 4 本のネジ（M2x2.5）を外します。

3. ファン コネクターをシステム ボードから外します。
4. ヒートシンク アセンブリーを持ち上げて、システム ボードから取り外します。

ヒートシンク アセンブリーの取り付け
前提条件
コンポーネントを交換する場合、取り付け手順を実行する前に、既存のコンポーネントを取り外してください。

このタスクについて

次の画像はヒートシンク アセンブリーの場所を示すもので、取り付け手順を視覚的に表しています。
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手順

1. ヒートシンク アセンブリーをパームレスト アセンブリーのスロットに取り付け、ファン ケーブルをシステム ボードに接続しま
す。

2. ファンケース上の 1 本のネジ（M2x2.5）と、ヒートシンク アセンブリーをシステム ボードに固定する 4 本のネジ（M2x2.5）を、
（1>2>3>4）の順で取り付けます。

3. システム ボード シールドをヒートシンク アセンブリーの上に取り付けます。

次の手順

コンポーネントを交換する場合、取り付け手順を実行する前に、既存のコンポーネントを取り外してください。
1. SSD サーマル プレートのネジ（M2x2）を締めて取り付けます。
2. 次のコンポーネントを取り付けます。

a. 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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ディスプレイアセンブリ

ディスプレイ アセンブリーの取り外し
前提条件
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

このタスクについて

次の画像はディスプレイ アセンブリーの場所を示すもので、取り外し手順を視覚的に表しています。

手順

1. 注意: システム ユニットに WWAN カードが付属している場合は、WWAN ブラケットを取り外し、アンテナ ケーブルを外
します。

eDP ブラケットをシステム ボードに固定している 2 本のネジ（M2x2）を外し、eDP ブラケットをシステム ボードから取り外し
ます。

2. eDP ケーブル、タッチ ケーブル、カメラ ケーブルをシステム ボードから外します。
メモ: モニター ケーブルとセンサー ドーターボード ケーブルは、テープと一緒にバンドルされています。まずセンサー ドータ
ーボード ケーブルを外し、次にモニター ケーブルを外します。プル タブを垂直に引いて、モニター ケーブルを外します。
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3. 左右のヒンジから 2 本のネジ（M2.5x4）を取り外します。

4. LCD を適度な角度に曲げて、パームレスト アセンブリーから取り外します。

ディスプレイ アセンブリーの取り付け
前提条件
コンポーネントを交換する場合、取り付け手順を実行する前に、既存のコンポーネントを取り外してください。

このタスクについて

次の画像はディスプレイ アセンブリーの場所を示すもので、取り付け手順を視覚的に表しています。
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手順

1. ディスプレイ アセンブリーを適切な角度に合わせてセットし、ディスプレイ アセンブリーのヒンジをパームレストに固定する
2 本のネジ（M2.5x4）を取り付けます。

2. eDP ケーブル、カメラ ケーブル、タッチ センサー ケーブルをシステム ボードに接続します。
メモ: モニター ケーブルとセンサー ドーターボード ケーブルは、テープと一緒にバンドルされています。モニター ケーブルを
先に接続し、次にセンサー ドーターボード ケーブルを接続します。

3. システム ボードの eDP コネクターに eDP ブラケットを取り付け、eDP ブラケットをシステム ボードに固定する 2 本のネジ
（M2x2）を取り付けます。

次の手順

コンポーネントを交換する場合、取り付け手順を実行する前に、既存のコンポーネントを取り外してください。
1. 次のコンポーネントを取り付けます。

a. ベースカバー
2. 「PC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
前提条件
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. WWAN アンテナ ケーブルを取り外します。
メモ: 4x4 WWAN を搭載したシステムでは、右のスピーカーが WWAN アンテナに事前に接続されており、WWAN アンテナ
はスピーカーから分離することはできないため、一緒に交換する必要があります。

このタスクについて

次の画像はスピーカーの位置を示すもので、取り外し手順を視覚的に表しています。
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手順

1. スピーカーケーブルをシステム ボード上のコネクターから取り外します。
2. ガイド パスからスピーカー ケーブルを外します。

メモ: スピーカー ケーブルは、タッチパッド ボタン上の絶縁テープで固定されています。

3. スピーカーをパームレスト アセンブリーのスロットから持ち上げて取り外します。

スピーカーの取り付け
前提条件
コンポーネントを交換する場合、取り付け手順を実行する前に、既存のコンポーネントを取り外してください。

このタスクについて

以下の画像はスピーカーの位置を示すもので、取り付け手順を視覚的に表しています。
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手順

1. スピーカーケーブルをシステム ボードのコネクタに接続します。
2. 右側のスピーカーをパームレスト アセンブリーのスロットに合わせて取り付け、ガイドのパスに沿ってスピーカー ケーブルを配

線します。

メモ: スピーカー ケーブルは、タッチパッド ボタン上の絶縁テープで固定されています。

次の手順

コンポーネントを交換する場合、取り付け手順を実行する前に、既存のコンポーネントを取り外してください。
1. 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

2. WWAN アンテナ ケーブルを接続します。
3. 「PC内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

スマートカードリーダー
スマート カード リーダーの取り外し
前提条件
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. スピーカー

3. SSD サーマル シールドの 1 本のネジ（M2x2）を緩めて取り外し、システム ボード シールドを取り外します。

このタスクについて

以下の画像はスマート カード リーダーの位置を示すもので、取り外し手順を視覚的に表しています。
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手順

1. スマート カード ケーブルの上に配線されているタッチパッド ケーブルをシステム ボードから外します。
2. スマート カード リーダー ケーブルを USH ボードから外します。
3. スマート カード リーダー ケーブルをパームレスト アセンブリーからはがします。
4. 4 本のネジ（M2x2.5）を外し、スマート カード リーダーをパームレスト アセンブリーから取り外します。

スマート カード リーダーの取り付け
前提条件
コンポーネントを交換する場合、取り付け手順を実行する前に、既存のコンポーネントを取り外してください。

このタスクについて

以下の画像はスマート カード リーダーの位置を示すもので、取り付け手順を視覚的に表しています。
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手順

1. スマート カード リーダーをパームレスト アセンブリーの所定のスロットに取り付けます。
2. スマート カード ケーブルを貼り付け、パームレスト アセンブリー上に配線します。
3. スマート カード リーダー ケーブルを USH ボードに接続します。
4. タッチパッド ケーブルをスマート カード リーダー ケーブルの上に配線し、システム ボードに接続します。

次の手順

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

2. SSD サーマル シールドの 1 本のネジ（M2x2）を取り付けて締め、システム ボード シールドを取り付けます。
3. 「PC内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

I/O ボード
I/O ボードの取り外し
前提条件
1. 「PC内部の作業を始める前に」の手順に従います。
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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. WWAN
d. SSD サーマル シールド
e. WLAN アンテナ ブラケット

このタスクについて

次の画像は I/O ボードの位置を示すもので、取り外し手順を視覚的に表しています。

メモ: WWAN カードが搭載されていない構成の場合は、WWAN シールド カバーと WWAN ブラケットはシステムにプリインス
トールされます。WWAN カードのセクションの手順に従って、シールド カバーと WWAN ブラケットを取り外します。

手順

1. 1 本のネジ（M2x2.5）を外し、電源ボタン コネクターから指紋認証リーダー ブラケットを取り外します。

メモ: 指紋認証リーダーとともに注文されたシステム構成には、指紋認証リーダー ブラケットをパームレスト アセンブリー
に固定する 2 本のネジがあります。

2. 電源ボタン（指紋認証リーダー搭載）ケーブルを I/O ドーターボードから外します。
WWAN カードが搭載されたシステム ユニットの場合は、I/O ドーターボードの WWAN カードからアンテナ ケーブルを取り外し
ます。

3. F-beam FPC コネクターの 2 本のネジ（M2x3.5）を外し、システム ボードから取り外します。
4. I/O ドーターボードを持ち上げて、システム ユニットから取り外します。
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I/O ボードの取り付け
前提条件
コンポーネントを交換する場合、取り付け手順を実行する前に、既存のコンポーネントを取り外してください。

このタスクについて

次の画像は I/O ボードの位置を示すもので、取り付け手順を視覚的に表しています。

手順

1. パームレスト アセンブリーのネジ穴と位置を合わせて、I/O ドーターボードをパームレスト アセンブリーのスロットに取り付け
ます。

2. F-beam FPC コネクターを I/O ボードに接続し、2 本のネジ（M2x3.5）で固定します。

3. 電源ボタン ケーブルを I/O ドーターボードに接続します。
4. 電源ボタンを I/O ボードに固定する 2 本のネジ（M2x2.5）を取り付けます。

メモ: 指紋認証リーダーとともに注文されたシステム構成には、指紋認証リーダー ブラケットをパームレスト アセンブリー
に固定する 2 本のネジがあります。

次の手順

1. 次のコンポーネントを取り付けます。
a. バッテリー
b. WLAN アンテナ ブラケット
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c. WWAN カード
d. SSD サーマル シールド
e. ベースカバー

2. 「PC内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

指紋認証リーダー内蔵電源ボタン
指紋認証リーダー内蔵電源ボタンの取り外し
前提条件
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. WWAN
d. SSD サーマル シールド
e. WLAN アンテナ ブラケット
f. I/O ボード

このタスクについて

次の図は、指紋認証リーダー内蔵電源ボタンの場所を示すもので、取り外し手順を視覚的に表しています。

手順

1. 指紋認証リーダー内蔵電源ボタンをパームレスト アセンブリーに固定する 2 本のネジ（M2x2.5）を取り外します。

2. 指紋認証リーダー内蔵電源ボタンをパームレスト アセンブリーの所定のスロットから取り外します。

指紋認証リーダー内蔵電源ボタンの取り付け
前提条件
コンポーネントを交換する場合、取り付け手順を実行する前に、既存のコンポーネントを取り外してください。
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このタスクについて

次の図は、指紋認証リーダー内蔵電源ボタンの場所を示すもので、取り付け手順を視覚的に表しています。

手順

1. 指紋認証リーダー内蔵電源ボタンをパームレスト アセンブリーの所定のスロットに取り付けます。
2. 指紋認証リーダー内蔵電源ボタンをパームレスト アセンブリーに固定する 2 本のネジ（M2x2.5）を取り付けます。

次の手順

1. 次のコンポーネントを取り付けます。
a. I/O ボード
b. WLAN アンテナ ブラケット
c. WWAN カード
d. SSD サーマル シールド
e. バッテリー
f. ベースカバー

2. 「PC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 ボードの取り外し
前提条件
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. ソリッド ステート ドライブ
d. WLAN アンテナ ブラケット
e. ヒートシンク アセンブリー

メモ: システム ボードは、ヒートシンク アセンブリーを取り外さなくても分解できます。
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このタスクについて

次の画像はシステム ボードの位置を示すもので、取り外し手順を視覚的に表しています。

手順

1. F-beam FPC を固定している 4 本のネジ（M2x3.5）を外し、I/O ボードから取り外します。
2. ワイヤレス アンテナ ケーブルを抜きます。
3. eDP ブラケットを固定している 2 本のネジ（M2x2）を外し、システム ボードから取り外します。
4. システム ボードから以下のケーブルを外します。

● IR カメラ ケーブル（IR カメラ付属のシステム用）
● タッチスクリーン ケーブル（タッチスクリーン搭載システム用）
● モニター ケーブル
● センサー ドーターボード ケーブル
● タッチパッド FFC
● バッテリー LED FPC
● USH ドーターボード FFC

5. Type-C USB ブラケットをシステム ボードに固定している 3 本のネジ（M2x5）を外します。

6. USB Type-C ブラケットをシステム ボードから取り外します。
7. システム ボードをパームレスト アセンブリーに固定している 1 本のネジ（M2x2.5）を取り外します。

8. システム ボードをシステムから取り外します。
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システム ボードの取り付け
前提条件
コンポーネントを交換する場合、取り付け手順を実行する前に、既存のコンポーネントを取り外してください。

このタスクについて

次の画像は、システム ボードの位置を示すもので、取り付け手順を視覚的に表しています。

手順

1. システム ボードをパームレスト アセンブリーに合わせてセットします。
2. システム ボードをパームレスト アセンブリーに固定する 1 本のネジ（M2x2.5）を取り付けます。

3. USB Type-C ブラケットをシステム ボードに取り付け、3 本のネジ（M2x5）を使用して固定します。

4. 以下のケーブルを接続します。
● IR カメラ ケーブル（IR カメラ付属のシステム用）
● タッチスクリーン ケーブル（タッチスクリーン搭載システム用）
● モニター ケーブル
● センサー ドーターボード ケーブル
● タッチパッド FFC
● バッテリー LED FPC
● USH ドーターボード FFC

5. システム ボードのモニター ケーブル コネクターに eDP ブラケットを取り付け、eDP ブラケットをシステム ボードに固定する 2
本のネジ（M2x2）を取り付けます。
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6. アンテナ ケーブルをシステム ボードに再配線します。
7. F-beam FPC を I/O ボードに固定する 4 本のネジ（M2x3.5）を取り付けます。

次の手順

コンポーネントを交換する場合、取り付け手順を実行する前に、既存のコンポーネントを取り外してください。
1. 次のコンポーネントを取り付けます。

a. ヒートシンク アセンブリー
b. WLAN アンテナ ブラケット
c. ソリッド ステート ドライブ
d. バッテリー
e. ベースカバー

2. 「PC内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

キーボード
キーボードの取り外し
前提条件
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. WLAN アンテナ ブラケット
d. ヒートシンク アセンブリー
e. I/O ボード
f. システム ボード

メモ: システム ボードは、ヒートシンク アセンブリーを取り外さなくても分解できます。
3. SSD サーマル シールドの 1 本のネジ（M2x2）を緩めて取り外し、システム ボード シールドを取り外します。

このタスクについて

次の画像はキーボードの位置を示すもので、取り外し手順を視覚的に表しています。
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手順

1. キーボードをパームレスト アセンブリーに固定しているすべてのネジ（M1.6x2）を取り外します。

次のように、構成によってネジの数は異なります。
● アルミニウム製パームレスト：21
● カーボン ファイバー製パームレスト：17

2. キーボードおよびバックライト ケーブルをタッチパッド モジュールから外します。
3. キーボードをキーボード プレートに固定している 2 本のネジ（M2x2）を取り外します。

メモ: ネジは、コロンとセミコロン キーの下、キャップスロック、A および Shift キーの間に配置されています。

キーボードの取り付け
前提条件
コンポーネントを交換する場合、取り付け手順を実行する前に、既存のコンポーネントを取り外してください。

このタスクについて

次の画像はキーボードの位置を示すもので、取り付け手順を視覚的に表しています。
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手順

1. キーボード サポート ブラケットのネジ穴をキーボードのネジ穴に合わせて、2 本のネジ（M2x2）を取り付けます。

2. キーボードをパームレスト アセンブリーのスロットの位置に合わせて取り付けます。
3. キーボードをパームレスト アセンブリーに固定しているすべてのネジ（M1.6x2）を取り付けます。

次のように、構成によってネジの数は異なります。
● アルミニウム製パームレスト：21
● カーボン ファイバー製パームレスト：17

次の手順

コンポーネントを交換する場合、取り付け手順を実行する前に、既存のコンポーネントを取り外してください。
1. 次のコンポーネントを取り付けます。

a. システム ボード
b. I/O ボード
c. ヒートシンク アセンブリー
d. WLAN アンテナ ブラケット
e. バッテリー
f. ベースカバー

2. 「PC内部の作業を終えた後に」の手順に従います。
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パームレスト アセンブリー
パームレスト アセンブリーの取り外し
前提条件
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. ソリッド ステート ドライブ
d. WWAN カード
e. WLAN アンテナ ブラケット
f. パームレスト アンテナ（オプション）
g. ヒートシンク アセンブリー
h. ディスプレイ アセンブリー
i. スピーカー
j. スマート カード リーダー
k. I/O ボード
l. 指紋認証リーダー内蔵電源ボタン
m. システム ボード

メモ: システム ボードは、ヒートシンク アセンブリーを取り外さなくても分解できます。
n. キーボード

このタスクについて

次の画像はパームレスト アセンブリーの位置を示すもので、取り外し手順を視覚的に表しています。

手順

下にあるコンポーネントをすべて取り外すと、パームレスト アセンブリーが残ります。

パームレスト アセンブリーの取り付け
前提条件
コンポーネントを交換する場合、取り付け手順を実行する前に、既存のコンポーネントを取り外してください。

このタスクについて

次の画像はパームレスト アセンブリーの場所を示すもので、取り付け手順を視覚的に表しています。

コンポーネントの取り外しと取り付け 47



手順

1. パームレスト アセンブリーを平らな面に置きます。
2. コンポーネントを新しいパームレスト アセンブリーに移します。

次の手順

コンポーネントを交換する場合、取り付け手順を実行する前に、既存のコンポーネントを取り外してください。
1. 次のコンポーネントを取り付けます。

a. キーボード
b. システム ボード
c. 指紋認証リーダー内蔵電源ボタン
d. I/O ボード
e. スマート カード リーダー
f. スピーカー
g. ディスプレイ アセンブリー
h. ヒートシンク アセンブリー
i. パームレスト アンテナ（オプション）
j. WLAN アンテナ ブラケット
k. WWAN カード
l. ソリッド ステート ドライブ
m. バッテリー
n. ベースカバー

2. 「PC内部の作業を終えた後に」の手順に従います。
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トラブルシューティング

オペレーティング システムのリカバリー
PC で何度か試行してもオペレーティング システムが起動されない場合、Dell SupportAssist の OS のリカバリーが自動的に起動しま
す。

Dell SupportAssist の OS のリカバリーは、Windows 10 オペレーティング システムがインストールされているすべての Dell PC にはプ
レインストールされるているスタンドアロン ツールです。PC でオペレーティング システムが起動される前に発生する問題を診断
してトラブルシューティングするツールで構成されています。ハードウェアの問題の診断、PC の修復、ファイルのバックアップ、
PC の出荷時状態への復元を行うことができます。
ソフトウェアやハードウェアの障害が原因でプライマリ オペレーティング システムを起動できない場合、Dell サポート用 Web サイ
トからダウンロードし、PC をトラブルシューティングして修正できます。
Dell SupportAssist の OS のリカバリーの詳細については、www.dell.com/support にある「Dell SupportAssist OS Recovery ユーザーズ
ガイド」を参照してください。

Dell SupportAssist 起動前システム パフォーマンス チェ
ック診断
このタスクについて

SupportAssist 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。Dell SupportAssist 起動前シス
テム パフォーマンス チェック診断は 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。
● 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。

詳細については、「内蔵およびオンライン診断（SupportAssist ePSA、ePSA または PSA エラー コード）を使用してハードウェアの問
題を解決する方法」を参照してください。

SupportAssist 起動前システム パフォーマンス チェックの実行
手順

1. PC の電源を入れます。

2. PC が起動し、Dell のロゴが表示されたら F12 キーを押します。
3. 起動メニュー画面で、診断 オプションを選択します。
4. 左下隅の矢印をクリックします。

診断プログラムのフロント ページが表示されます。
5. 右下隅にある矢印をクリックして、ページ リストに移動します。
検出されたアイテムが一覧表示されます。

6. 特定のデバイスで診断テストを実行するには、Esc を押してはいをクリックし、診断テストを中止します。

3
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7. 左のパネルからデバイスを選択し、テストの実行をクリックします。
8. 何か問題がある場合は、エラー コードが表示されます。

エラー コードと検証番号をメモして、デルにお問い合わせください。

検証ツール
このセクションには、SupportAssist ePSA、ePSA、PSA エラー コードの検証方法についての情報を記載しています。
エラー コードの検証は、以下の 2 つの方法を使用して行うことができます。

● オンラインの高度な起動前システム評価検証ツール
● スマートフォンの QR APP を使用した QR スキャニング

オンライン SupportAssist オンボード診断、ePSA、または PSA エラー コード検証
ツール

使用ガイド

手順

1. ユーザーは、Windows の SupportAssist エラーから情報を取得します。

2. https://www.dell.com/support/diagnose/Pre-boot-Analysis に移動します。

3. エラー コード、検証コード、サービス タグを入力します。部品のシリアル番号はオプションです。
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メモ: エラー コードについては、コードの最後の 3 桁または 4 桁のみを使用します。（ユーザーは 2000-0142 ではなく 0142

または 142 を入力します）

4. 必要な情報をすべて入力したら、［Submit］をクリックします。

タスクの結果

有効なエラー コードの例
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正しい情報を入力すると、オンライン ツールが次の情報を含む前掲の画面に移動します。
● エラー コードと結果の確認
● 部品交換の提案
● お客様が Dell Warranty による保証期間内かどうか
● サービス タグに未解決のケースが存在する場合は、ケース参照番号
無効なエラー コードの例
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QR APP 確認ツール

このタスクについて

オンライン ツールを使用する以外に、お客様はスマートフォンの QR アプリで QR コードをスキャンすることでもエラー コードを検
証できます。

手順

1. ユーザーは、SupportAssist オンボード診断エラー画面から QR コードを取得します。

2. ユーザーはスマートフォンの QR コード スキャナー アプリケーションを使用して、QR コードをスキャンすることができます。
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3. QR コード スキャナー アプリケーションはコードをスキャンし、自動的にリンクを生成します。リンクをクリックして進みま
す。
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タスクの結果

生成されたリンクにより、以下の情報を含む Dell サポート用 Web サイトに移動します。

● エラー コードと結果の確認
● 部品交換の提案
● お客様が Dell Warranty による保証期間内かどうか
● サービス タグに未解決のケースが存在する場合は、ケース参照番号
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システム診断ライト
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。
ソリッド ホワイト：電源アダプターが接続され、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
● 電源アダプターが接続されバッテリーがフル充電されています。
● PC 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。
● PC 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、PC の電源が切れるまで続き、メモリーまたは RAM が検出されないことを示しています。
次の表には、さまざまな電源およびバッテリーステータスライトのパターンと関連する問題が記載されています。

表 4. LED コード 

診断ライト コード 問題の内容 推奨されるソリューション

1,1 TPM検出エラー システム ボードの取り付け

1,2 SPI フラッシュ障害：システム ボードの交
換

システム ボードの取り付け
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表 4. LED コード （続き）
診断ライト コード 問題の内容 推奨されるソリューション

1,5 i-Fuse エラー システム ボードの取り付け

1,6 内蔵コントローラー エラー すべての電源（AC、バッテリー、コイン型）を外し、電
源ボタンを押したままにして、待機電力を逃がします。

2,1 CPU の障害です インテル CPU 診断ツールを実行します。問題が解決し
ない場合は、システム ボードを交換します。

2,2 システム ボード：BIOS または ROM（読み
取り専用メモリー）の障害です

BIOS を最新バージョンにフラッシュします。問題が解
決しない場合は、システム ボードを交換します

2,3 メモリーまたは RAM（ランダム アクセス メ
モリー）が検出されません

メモリー モジュールが適切に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、メモリー モジ
ュールを交換します

2,4 メモリーまたは RAM（ランダム アクセス メ
モリー）の障害です

メモリー モジュールをリセットします。問題が解決し
ない場合は、メモリー モジュールを交換します

2,5 無効なメモリーが取り付けられています メモリー モジュールをリセットします。問題が解決し
ない場合は、メモリー モジュールを交換します

2,6 システム ボードまたはチップセットのエラ
ーです

BIOS を最新バージョンにフラッシュします。問題が解
決しない場合は、システム ボードを交換します

2,7 ディスプレイの障害です BIOS を最新バージョンにフラッシュします。問題が解
決しない場合は、LCD モジュールを交換します。

2,8 LCD 母線の障害です。システム ボードの取
り付け

システム ボードを取り付けます。

3,1 コイン型電池なし メイン バッテリーおよびアダプター プラグ イン

3,2 PCI、ビデオ カード/チップの障害です システム ボードを取り付けます。

3,3 リカバリーイメージが見つかりません BIOS を最新バージョンにフラッシュします。問題が解
決しない場合は、システム ボードを交換します

3,4 検出されたリカバリー イメージは無効です BIOS を最新バージョンにフラッシュします。問題が解
決しない場合は、システム ボードを交換します

3,5 母線の障害です システム ボードを取り付けます。

3,6 システム BIOS のフラッシュが不完全です システム ボードを取り付けます。

3,7 マネジメント・エンジン（ME）エラー システム ボードを取り付けます。

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。
● ソリッド ホワイト：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。
● ソリッド ホワイト：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。

BIOS のフラッシュ（USB キー）
手順

1. BIOS のフラッシュ」の手順 1 から 7 に従って、最新の BIOS セットアップ プログラム ファイルをダウンロードします。
2. 起動可能な USB ドライブを作成します。詳細については、www.dell.com/support でナレッジベース記事 SLN143196 を参照して

ください。

3. BIOS セットアップ プログラム ファイルを起動可能な USB ドライブにコピーします。
4. 起動可能な USB ドライブを BIOS のアップデートを必要とするコンピューターに接続します。
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5. コンピュータを再起動し、デルのロゴが画面に表示されたら F12 を押します。

6. １回限りの起動メニューから USB ドライブを起動します。

7. BIOS セットアップ プログラムのファイル名を入力し、Enter を押します。

8. BIOS アップデート ユーティリティが表示されます。画面の指示に従って、BIOS のアップデートを完了します。

BIOS のフラッシュ
このタスクについて

更新がある場合やシステム基板を取り付けるときに BIOS のフラッシュ（更新）を行う必要があります。

次の手順に従って、BIOS のフラッシュを行います。

手順

1. コンピュータの電源を入れます。
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、お使いのコンピュータ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、お使いのコンピュータのモデルを手動で参照してください。

4. Drivers & downloads（ドライバとダウンロード） > Find it myself（自分で検索）をクリックします。
5. お使いのコンピュータ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、 BIOS を展開します。

7. Download（ダウンロード）をクリックして、お使いのコンピュータの BIOS の最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、BIOS アップデートファイルを保存したフォルダに移動します。
9. BIOS アップデートファイルのアイコンをダブルクリックし、画面に表示される指示に従います。

バックアップ メディアと回復オプション
Windows で発生する可能性がある問題のトラブルシューティングと修正のために、リカバリドライブを作成することが推奨されて
います。デルでは、Dell PC の Windows オペレーティング システムをリカバリするために、複数のオプションを用意しています。
詳細に関しては「デルの Windows バックアップ メディアおよびリカバリ オプション」を参照してください。

WiFi 電源の入れ直し
このタスクについて

お使いの PC が WiFi 接続の問題によりインターネットに接続できない場合、WiFi の電源を入れ直すことで問題を解決できる場合が
あります。次の手順では、WiFi の電源の入れ直し方法について説明します。

メモ: 一部の ISP（インターネット サービス プロバイダー）は、モデム/ルーター コンボ デバイスを提供しています。

手順

1. PC の電源を切ります。

2. モデムの電源を切ります。

3. ワイヤレス ルーターの電源を切ります。
4. 30 秒待ちます。

5. ワイヤレス ルーターの電源を入れます。
6. モデムの電源を入れます。

7. PC の電源を入れます。
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LCD ビルトイン自己テスト（BIST）
Dell ノートパソコンには組み込み型の診断ツールがあり、これにより、画面の異常が Dell ノートパソコンの LCD（画面）に固有の問
題、またはビデオ カード（GPU）と PC の設定に固有の問題かどうかを判断できます。
点滅、歪み、鮮明度の問題、画像のぼやけ、縦や横の線、色あせなど、画面の異常に気付いた場合は、ビルトイン自己テスト
（BIST）を実行して LCD（画面）を切り離すことをお勧めします。

LCD BIST テストを呼び出す方法

1. Dell ノートパソコンの電源をオフにします。
2. ノートパソコンに接続されている周辺機器類をすべて外します。AC アダプター（充電器）だけをノートパソコンに接続します。
3. LCD（画面）をきれいな状態にします（表面から塵などを取り除きます）。
4. D キーを長押しし、ノートパソコンの電源を入れ（電源オン）、LCD ビルトイン自己テスト（BIST）モードを起動します。LCD
（画面）に色のバーが表示されるまで、D キーを押し続けます。

5. 画面に複数の色のバーが表示され、画面全体の色が赤、緑、青に変わります。
6. 画面に異常がないか、慎重に確認します。
7. Esc キーを押して終了します。

メモ: 起動時に、Dell SupportAssist の起動前診断によって最初に LCD BIST が開始され、ユーザー介入による LCD の機能の確認
が求められます。

BIOS リカバリ
BIOS リカバリはメイン BIOS を修正するために設計されており、起動が損傷した場合は動作しません。BIOS リカバリは、EC 破損
時、ME 破損時、またはハードウェア関連の問題発生時には機能しません。BIOS リカバリ イメージは、BIOS リカバリ機能のため
に、ドライブ上の暗号化されていないパーティションで使用できる必要があります。

ロールバック BIOS 機能

BIOS リカバリ イメージの 2 つのバージョンがハード ドライブ上に保存されます。

● 現在実行中の BIOS（古い）
● 更新予定の BIOS（新規）

古いバージョンは、ハード ドライブにすでに保存されています。BIOS はハード ドライブに新しいバージョンを追加し、古いバージ
ョンを維持し、その他の既存のバージョンを削除します。たとえば、A00 と A02 バージョンはすでにハード ドライブ上にあり、A02
は BIOS を実行しています。BIOS は A04 を追加し、A02 を維持し、A00 を削除します。2 つの BIOS バージョンがあると、ロールバ
ック BIOS 機能が有効化されます。
リカバリ ファイルを保存できない場合（ハード ドライブが容量不足の場合）、BIOS はこの状態を示すフラグを設定します。後でリ
カバリ ファイルを保存できるようになると、このフラグはリセットされます。BIOS は POST 中および BIOS セットアップ時にユー
ザーに通知し、BIOS リカバリは縮退します。ハード ドライブによる BIOS リカバリは可能でないことがありますが、USB フラッシ
ュ ドライブによる BIOS リカバリは可能です。

USB キーの場合：ルート ディレクトリまたは"\"

BIOS_IMG.rcv：USB キーに保存されたリカバリ イメージ

ハード ドライブを使用した BIOS のリカバリー
このタスクについて

メモ: デルのサポートサイトから使用可能な BIOS の前のバージョンと最新バージョンを持っていることを確認します。

メモ: オペレーティング システム（OS）に表示されるファイルタイプの拡張子があることを確認します。
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手順

1. BIOS アップデート実行（.exe）ファイルの場所に移動します。

2. BIOS 実行ファイルの名前を、BIOS の前のバージョンの場合は BIOS_PRE.rcv に、BIOS の最新バージョンの場合は
BIOS_CUR.rcv に変更します。
例えば、最新バージョンのファイル名が PowerEdge_T30_1.0.0.exe の場合はそれを BIOS_CUR.rcv と変更し、前のバージョ
ンの名前が PowerEdge_T30_0.0.9.exe の場合はそれを BIOS_PRE.rcv と変更します。

メモ:

a. ハード ドライブが新しい場合は、オペレーティング システムがインストールされていません。
b. ハード ドライブがデルの工場でパーティション分割されている場合は、リカバリー パーティション が使用可能です。

3. ハード ドライブを外して、オペレーティング システムが完全に機能する別のシステムにハード ドライブを取り付けます。

4. システムを起動し、Windows オペレーティング システムの環境でこれらの手順を実行して、BIOS リカバリー ファイルをリカバ
リー パーティションにコピーします。
a. Windows コマンドプロンプトウィンドウを開きます。
b. プロンプトで diskpart と入力し、Microsoft DiskPart を開始します。
c. プロンプトで list disk と入力し、使用可能なハード ドライブを列挙します。

手順 3 で取り付けたハード ドライブを選択します。
d. プロンプトで list partition と入力し、このハード ドライブで使用可能なパーティションを表示します。
e. Recovery Partition である Partition 1 を選択します。パーティションのサイズは 39 MB です。
f. プロンプトで set id=07 と入力しパーティション ID を設定します。

メモ: パーティションは、データの読み取りと書き込みを行うためのローカル ディスク（E）としてオペレーティング シ
ステムに表示されます。

g. ローカルディスク （E） に次のフォルダを作成します。E:\EFI\Dell\BIOS\Recovery
h. BIOS_CUR.rcv と BIOS_PRE.rcv 両方の BIOS ファイルを ローカルディスク（E）のリカバリー フォルダにコピーします。
i. コマンドプロンプト ウィンドウの DISKPART プロンプトで、set id=DE と入力します。

このコマンドの実行後は、パーティション ローカルディスク（E） に OS でアクセスできなくなります。

5. システムをシャット ダウンしてハード ドライブを取り外し、元のシステムに取り付けます。

6. システムを起動してセットアップユーティリティを起動し、 メンテナンス セクションで ハード ドライブからの BIOS のリカバ
リー が設定の BIOS リカバリー セクションで有効になっていることを確認します。

7. 電源ボタンを押して、システムをシャットダウンします。

8. Ctrl+Esc キーを長押しし、電源ボタンを押してシステムを起動します。BIOS Recovery Menu ページが表示されるまで、
Ctrl+Esc キーを長押しします。
BIOS のリカバリー ラジオボタンが選択されていることを確認し、続行 をクリックして BIOS のリカバリーを開始します。

USB ドライブを使用した BIOS のリカバリー
このタスクについて

メモ: オペレーティング システムに認識されるファイルタイプの拡張子であることを確認します。

メモ: デルのサポートサイトからの最新の BIOS をダウンロードし、お使いのシステムに保存します。

手順

1. ダウンロードした BIOS アップデートの実行可能（.exe）ファイルの場所を参照します。
2. ファイルの名前を BIOS_IMG.rcv へ変更します。

たとえば、ファイル名が PowerEdge_T30_0.0.5.exe の場合、BIOS_IMG.rcv に名前を変更します。
3. BIOS_IMG.rcv ファイルを USB キーのルート ディレクトリーにコピーします。
4. USB ドライブが接続されていない場合、USB ドライブを差し込み、システムを再起動し、F2 を押してセットアップ ユーティリ

ティーを起動します。次に、電源ボタンを押し、システムをシャット ダウンします。

5. システムを起動します。

6. システムが起動する際に、BIOS リカバリー メニューダイアログ ボックスが表示されるまで電源ボタンを押したまま、Ctrl +
Esc キーを押します。

7. 続行をクリックして、BIOS リカバリー プロセスを開始します。
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メモ: BIOS リカバリー メニューダイアログボックスでリカバリー BIOS オプションが選択されていることを確認します。

8. BIOS リカバリー ファイルが格納されている USB ドライブのパス（ルート ディレクトリーまたは「\」）を選択し、画面上の指示
に従います。

M-BIST
M-BIST（ビルト イン自己テスト）診断ツールは、システム ボードの障害での精度を改善しています。

メモ: M-BIST は POST（電源オン自己テスト）の前に手動で実行できます。

M-BIST を実行する方法
メモ: M-BIST は、AC 電源に接続されているか、バッテリーのみかのいずれかで、電源がオフの状態からシステムで起動する必
要があります。

1. キーボードの M キーと電源ボタンの両方を長押しして、M-BIST を起動します。
2. M キーと電源ボタンの両方を押し下げたときに、バッテリー インジケーター LED に示されるのは次の 2 種類の状態です。

a. 消灯：システム ボードに障害が検出されませんでした。
b. オレンジ色：システム ボードに問題があることを示します。

RTC リセットと待機電力の放出
このタスクについて

待機電力とは、PC の電源をオフにし、バッテリーをシステム ボードから取り外したあとも PC に残っている静電気のことです。以
下は、待機電力を放出する手順です。

手順

1. PC の電源を切ります。

2. ベース カバーを取り外します。

メモ: バッテリーをシステム ボードから外す必要があります。SSD の取り外しの手順 2 を参照してください。

3. 待機電力を逃がすため、電源ボタンを 15 秒間押し続けます。
4. ベースカバーを取り付けます。
5. PC の電源を入れます。

メモ: 待機電力を実行すると、システムの RTC もリセットされます。最初の起動時にシステムの時刻と日付を更新します。
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「困ったときは」と「デルへのお問い合わせ」

セルフヘルプリソース
セルフヘルプリソースを使ってデル製品とサービスに関するヘルプ情報を取得できます。

表 5. セルフヘルプリソース 

セルフヘルプリソース リソースの場所

デル製品とサービスに関する情報 https://www.dell.com/

Dell サポート

ヒント

お問い合わせ Windows サーチに Contact Supportと入力し、Enter を押し
ます。

オペレーティング システムのオンライン ヘルプ ● Windows： https://www.dell.com/support/windows
● Linux: https://www.dell.com/support/linux

トラブルシューティング情報、ユーザーズ ガイド、セット アッ
プ方法、製品仕様、テクニカル サポート ブログ、ドライバー、
ソフトウェアのアップデートなど。

https://www.dell.com/support/home/

システムのさまざまな問題に関するデルのサポート技術情報の
記事。

1. https://www.dell.com/support/home/?app=knowledgebase
にアクセスします。

2. Search ボックスに、件名またはキーワードを入力します。
3. Search をクリックして、関連記事を取得します。

お使いの製品について、次の情報を把握します。
● 製品仕様
● オペレーティング システム
● 製品のセットアップと使用
● データ バックアップ
● トラブルシューティングと診断
● 工場出荷時の状態とシステムの復元
● BIOS 情報

デルでは、オンラインおよび電話によるサポートとサービスオプ
ションをいくつかご用意しています。お使いのコンピューター
がインターネットに接続されていない場合は、購入時の納品書、
出荷伝票、請求書、またはデルの製品カタログで連絡先をご確
認ください。

● Detect Product（製品を検出） を選択します。
● View Products（製品の表示） のドロップダウンメニューで

製品を見つけます。
● 検索バーに、サービス タグ ナンバーまたは製品 ID を入力し

ます。
● 製品サポート ページが表示されたら、マニュアルおよびドキ

ュメント セクションまでスクロール ダウンして、お使いの
製品のマニュアル、ドキュメント、その他の情報をすべてプ
レビューします。
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デルへのお問い合わせ
デルでは、オンラインおよび電話によるサポートとサービスオプションをいくつかご用意しています。お使いのコンピューターがイ
ンターネットに接続されていない場合は、購入時の納品書、出荷伝票、請求書、またはデルの製品カタログで連絡先をご確認くだ
さい。これらのサービスは国/地域および製品によって異なり、お住まいの地域では一部のサービスがご利用いただけない場合があ
ります。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。
1. https://www.dell.com/support/にアクセスします。
2. お住まいの国/地域を、ページ右下隅のドロップダウン メニューから選択します。
3. カスタマイズされたサポートを利用するには、次の手順に従います。

a. サービス タグの入力フィールドに、お使いのシステムのサービス タグを入力します。
b. 送信をクリックします。

● さまざまなサポートのカテゴリをリストアップしているサポートページが表示されます。
4. 一般的なサポートを利用するには、次の手順に従います。

a. 製品カテゴリを選択します。
b. 製品セグメントを選択します。
c. お使いの製品を選択します。

● さまざまなサポートのカテゴリをリストアップしているサポートページが表示されます。
5. デル グローバル テクニカル サポートへのお問い合わせ先は、https://www.dell.com/contactdell を参照してください。

メモ: Contact Technical Support（テクニカル サポートに連絡）ページには、Dell グローバル テクニカル サポート チームへの
電話、チャット、または E メール送信のための詳細が記載されています。

メモ: これらのサービスは国/地域および製品によって異なり、お住まいの地域では一部のサービスがご利用いただけない場合
があります。
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