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PowerEdge R740 システムの概要
PowerEdge R740 は 2U ラック サーバーで、 大で次のものをサポートします。
● 2 基のインテル Xeon スケーラブル プロセッサー
● 24 x DIMM スロット
● AC または DC 電源供給ユニット（2）
● SAS、SATA、ニアライン SAS ハード ドライブ、または SSD x 16 台対応しているドライブの詳細については、www.dell.com/

poweredgemanuals のセクションを参照してください。
メモ: SAS、SATA ハード ドライブ、NVMe、SSD のすべてのインスタンスは、特に指定のない限り、本文書内ではドライブと
呼ばれます。

メモ: 詳細については、［製品マニュアル］ページの『Dell EMC PowerEdge R740 仕様詳細』を参照してください。

トピック：

• サポートされる構成
• システムの前面図
• システムの背面図
• ドライブインジケータコード
• LCD パネル
• お使いのシステムのサービスタグの位置
• システム情報ラベル

サポートされる構成
PowerEdge R740 システムは、次の構成をサポートしています。

1
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図 1. サポートされる構成

システムの前面図
前面図は、システムの前面で利用できる機能を示しています。
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図 2. 16 x 2.5 インチドライブシステムの前面図

表 1. 16 x 2.5 インチ ドライブ システムの正面で利用可能な機能 

アイテム ポート、パネル、および
スロット

アイコン 説明

1 左のコントロール パネ
ル

該当なし システムの正常性とシステム ID が含まれ、ステータス LED 、お
よびオプションの iDRAC Quick Sync 2 ( ワイヤレス ) します。

2 ドライブ スロット 該当なし お使いのシステムでサポートされているドライブを取り付けるこ
とができます。ドライブの詳細については、www.dell.com/
poweredgemanuals のセクションを参照してください。

3 光学ドライブ（オプショ
ン）

該当なし CD（Compact Discs）や DVD（Digital Versatile Discs）などの光学
ディスクでデータを検索および保存することができます。詳細に
ついては、www.dell.com/poweredgemanuals のセクションを参照
してください。

4 USB 3.0 ポート（オプシ
ョン）

USB ポートは 9 ピン、3.0対応です。USB デバイスをシステムに
接続できます。

5 右のコントロール パネ
ル

該当なし 電源ボタンが含まれ、 VGA ポートが、 iDRAC ダイレクトのマイ
クロ USB ポート、および 2 個の USB 2.0 ポート。

6 情報タグ 該当なし 情報タグは、サービス タグ、NIC、MAC アドレスなどのシステム
情報を含む引き出し式のラベル パネルです。iDRAC にデフォル
トのセキュアなアクセスが選択されている場合、情報タグには
iDRAC のデフォルトのセキュア パスワードも含まれます。

図 3. 8 x 2.5 インチ ドライブ システムの前面図
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表 2. 8 x 2.5 インチ ドライブ システムの正面で利用可能な機能 

アイテム ポート、パネル、および
スロット

アイコン 説明

1 左のコントロール パネ
ル

該当なし システムの正常性とシステム ID が含まれ、ステータス LED 、お
よびオプションの iDRAC Quick Sync 2 ( ワイヤレス ) します。

2 ドライブ スロット 該当なし お使いのシステムでサポートされているドライブを取り付けるこ
とができます。ドライブの詳細については、www.dell.com/
poweredgemanuals のセクションを参照してください。

3 光学ドライブ（オプショ
ン）

該当なし CD（Compact Discs）や DVD（Digital Versatile Discs）などの光学
ディスクでデータを検索および保存することができます。詳細に
ついては、www.dell.com/poweredgemanuals のセクションを参照
してください。

4 USB 3.0 ポート（オプシ
ョン）

USB ポートは 9 ピン、3.0対応です。USB デバイスをシステムに
接続できます。

5 右のコントロール パネ
ル

該当なし 電源ボタンが含まれ、 VGA ポートが、 iDRAC ダイレクトのマイ
クロ USB ポート、および 2 個の USB 2.0 ポート。

6 情報タグ 該当なし 情報タグは、サービス タグ、NIC、MAC アドレスなどのシステム
情報を含む引き出し式のラベル パネルです。iDRAC にデフォル
トのセキュアなアクセスが選択されている場合、情報タグには
iDRAC のデフォルトのセキュア パスワードも含まれます。

図 4. 8 x 3.5 インチドライブシステムの前面図

表 3. 8 x 3.5 インチ ドライブ システムの正面で利用可能な機能 

アイテム ポート、パネル、および
スロット

アイコン 説明

1 左のコントロール パネ
ル

該当なし システムの正常性とシステム ID が含まれ、ステータス LED 、お
よびオプションの iDRAC Quick Sync 2 ( ワイヤレス ) します。

2 ドライブ スロット 該当なし お使いのシステムでサポートされているドライブを取り付けるこ
とができます。ドライブの詳細については、www.dell.com/
poweredgemanuals のセクションを参照してください。

3 USB 3.0 ポート（オプシ
ョン）

USB ポートは 9 ピン、3.0対応です。USB デバイスをシステムに
接続できます。

4 光学ドライブ（オプショ
ン）

該当なし CD（Compact Discs）や DVD（Digital Versatile Discs）などの光学
ディスクでデータを検索および保存することができます。詳細に
ついては、www.dell.com/poweredgemanuals のセクションを参照
してください。

5 右のコントロール パネ
ル

該当なし 電源ボタンが含まれ、 VGA ポートが、 iDRAC ダイレクトのマイ
クロ USB ポート、および 2 個の USB 2.0 ポート。
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表 3. 8 x 3.5 インチ ドライブ システムの正面で利用可能な機能 （続き）

アイテム ポート、パネル、および
スロット

アイコン 説明

6 情報タグ 該当なし 情報タグは、サービス タグ、NIC、MAC アドレスなどのシステム
情報を含む引き出し式のラベル パネルです。iDRAC にデフォル
トのセキュアなアクセスが選択されている場合、情報タグには
iDRAC のデフォルトのセキュア パスワードも含まれます。

メモ: 詳細については、［製品マニュアル］ページの『Dell EMC PowerEdge R740 仕様詳細』を参照してください。

左コントロール パネル図

図 5. オプションの iDRAC Quick Sync 2.0 インジケータを搭載した左コントロール パネル

表 4. 左のコントロール パネル 

アイテム インジケータ、ボタン、ま
たはコネクター

アイコン 説明

1 ステータス LED インジケ
ータ

該当なし システムの状態を示します。詳細に関しては、 「ステータス LED
インジケータ」のセクションを参照してください。

2 システムの正常性とシス
テム ID インジケータ

システムの正常性を示します。詳細については、「システム正常
性およびシステム ID インジケータ コード」のセクションを参照
してください。

3 iDRAC Quick Sync 2 ワイヤ
レス インジケータ（オプシ
ョン）

iDRAC Quick Sync 2 ワイヤレス オプションがアクティブかどう
かを示します。Quick Sync 2 機能では、モバイル デバイスを使用
して、システムの管理を行えます。この機能は、ハードウェア/
ファームウェアのインベントリおよびシステムのトラブルシュ
ーティングに使用できる様々なシステム レベルの診断/エラー情
報を集約します。システムのインベントリ、Dell Lifecycle
Controller のログやシステムログ、システムの正常性ステータス
にアクセスでき、また iDRAC、BIOS、ネットワーク パラメータ
の設定もできます。サポートされているモバイル デバイスで、仮
想キーボード、ビデオ、および仮想マシン（KVM）ベースのマウ
ス（KVM）ビューアと仮想カーネルを起動することもできます。
詳細については、www.dell.com/poweredgemanuals の『Integrated
Dell Remote Access Controller ユーザーズ ガイド』を参照してくだ
さい。

ステータス LED インジケータ

メモ: エラーが発生すると、インジケータが橙色に点灯します。
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表 5. ステータス LED インジケータおよび説明 

アイコ
ン

説明 状態 対応処置

ドライブイ
ンジケータ

ハードドライブのエラーが発生
している場合、インジケータは橙
色に点滅します。

● エラーが発生しているハードドライブを特定するには、システムイ
ベント ログを参照してください。

● 適切なオンライン Diagnostics（診断）テストを実行します。システ
ムを再起動し、内蔵診断（ePSA）を実行します。

● ハードドライブが RAID アレイとして構成されている場合は、シス
テムを再起動し、ホストアダプタ設定ユーティリティプログラムを
起動します。

温度インジ
ケータ

システムに温度に関するエラー
（例えば、周囲温度が許容範囲を
超えている、またはファンの故障
など）が発生している場合、イン
ジケータが橙色に点滅します。

次の状態が発生していないことを確認してください。
● 冷却ファンが取り外されているか、故障している。
● システムカバー、冷却用エアフローカバー、メモリー モジュールの

ダミー、または背面フィラーブラケットが取り外されている。
● 室温が高すぎる。
● 外部の通気が遮断されている。

問題が解決しない場合は、「困ったときは」を参照してください。

電気インジ
ケータ

システムに電気的なエラー（例え
ば、電圧の異常、電源供給ユニッ
ト（PSU）や電圧レギュレーター
の障害など）が発生している場
合、インジケータは橙色に点滅し
ます。

特定の問題については、「システムイベント ログ」または「システム メ
ッセージ」を参照してください。PSU が原因である場合は、PSU の LED
を確認します。PSU を取り付け直します。

問題が解決しない場合は、「困ったときは」を参照してください。

メモリー イ
ンジケータ

メモリー エラーが発生すると、こ
のインジケータが黄色に点滅し
ます。

障害が発生したメモリの位置については、システムイベント ログまた
はシステム メッセージを参照してください。メモリー モジュールを取
付け直してください。

問題が解決しない場合は、「困ったときは」を参照してください。

PCIe インジ
ケータ

PCIe カードにエラーが発生する
と、このインジケータが黄色に点
滅します。

システムを再起動します。PCIe カードに必要なドライバをすべてアッ
プデートします。カードを取り付けなおします。

問題が解決しない場合は、「困ったときは」を参照してください。

メモ: サポートされる PCIe カードの詳細については、「拡張カード
の取り付けガイドライン」を参照してください。

システム正常性とシステム ID インジケータコード

システム正常性およびシステム ID インジケータは、お使いのシステムの左側コントロール パネル上にあります。

図 6. システムの正常性とシステム ID インジケータ

表 6. システム正常性とシステム ID インジケータコード 

システムの正常性とシステム ID インジケータコード 状態

青色に点灯 システムがオンにするには、システムが正常に電源が入っている
こと、およびシステム ID を示します。モードはアクティブでない。
システムの正常性とシステム ID のボタンを押してシステム ID モ
ードに切り替えます。

青色の点滅 システム ID のモードがアクティブであることを示します。システ
ムの正常性とシステム ID のボタンを押してシステムの正常モード
に切り替えます。
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表 6. システム正常性とシステム ID インジケータコード （続き）

システムの正常性とシステム ID インジケータコード 状態

橙色の点灯 システムがフェイルセーフモードに失敗したことを示します。

問題が解決しない場合は、「困ったときは」の項を参照してくださ
い。

橙色に点滅 システムが、障害が発生していることを示します。特定のエラー
メッセージについては、システム イベント ログ、または LCD パネ
ル（ベゼルに搭載されている場合）を確認してください。

エラー メッセージの詳細については、www.dell.com/qrl にある『第
14 世代 Dell EMC PowerEdge サーバのイベントおよびエラー メッ
セージ リファレンス ガイド』を参照してください。

iDRAC Quick Sync 2 インジケータコード

iDRAC Quick Sync 2 モジュール（オプション）は、お使いのシステムの左コントロール パネルにあります。

図 7. iDRAC Quick Sync 2 インジケータ

表 7. iDRAC Quick Sync 2 インジケータおよび説明 

iDRAC Quick Sync 2 インジケー
タ コード

状態 対応処置

オフ（デフォルト状態） iDRAC Quick Sync 2 の機能がオフになっ
ていることを示します。iDRAC Quick
Sync 2 ボタンを押して、iDRAC Quick Sync
2 の機能をオンにします。

LED がオンにならない場合、左コントロール パネ
ル フレックス ケーブルを抜き差しして確認しま
す。問題が解決しない場合は、「困ったときは」を
参照してください。

白色の点灯 iDRAC Quick Sync 2 の転送準備ができて
いることを示します。iDRAC Quick Sync 2
ボタンを押してオフにします。

LED がオフにならない場合、システムを再起動しま
す。問題が解決しない場合は、「困ったときは」を
参照してください。

白色がすばやく点滅 データ転送が行われていることを示しま
す。

インジケーターの点滅が続く場合は、「困ったとき
は」を参照してください。

白色がゆっくり点滅 ファームウェア アップデートが進行中で
あることを示します。

インジケーターの点滅が続く場合は、「困ったとき
は」を参照してください。

白色がすばやく 5 回点滅した後
に消灯

iDRAC Quick Sync 2 機能が無効になって
いることを示します。

iDRAC Quick Sync 2 機能が iDRAC によって無効に
設定されていないか確認します。問題が解決しな
い場合は、「困ったときは」の項を参照してくださ
い。詳細については、www.dell.com/
poweredgemanuals にある『Integrated Dell Remote
Access Controller ユーザーズ ガイド』、または
www.dell.com/openmanagemanuals > OpenManage
Server Administrator にある『Dell OpenManage
Server Administrator ユーザーズ ガイド』を参照し
てください。

橙色の点灯 システムがフェイルセーフモードに失敗
したことを示します。

システムを再起動します。問題が解決しない場合
は、「困ったときは」を参照してください。

橙色に点滅 iDRAC Quick Sync 2 のハードウェアが正
常に応答していないことを示します。

システムを再起動します。問題が解決しない場合
は、「困ったときは」を参照してください。
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右コントロール パネル図

図 8. 右コントロール パネル図

表 8. 右コントロール パネルの機能 

アイテム インジケータ、ボタン、
またはコネクター

アイコン 説明

1 電源ボタン システムの電源がオンかオフかを示します。電源ボタンを押す
と、手動でシステムの電源をオンまたはオフにすることができま
す。

メモ: 電源ボタンを押して ACPI対応オペレーティング シス
テムを正常にシャットダウンします。

2 USB ポート（2） USB ポートは 4 ピン、2.0対応です。USB デバイスをシステムに
接続できます。

3 iDRAC ダイレクトポート iDRAC ダイレクト ポートは、マイクロ USB 2.0対応です。このポ
ートによって、iDRAC ダイレクトの機能を利用できるようになり
ます。詳細については、www.dell.com/poweredgemanuals にある

『iDRAC ユーザーズ ガイド』を参照してください。

4 iDRAC ダイレクト LED 該当なし iDRAC ダイレクト LED インジケータの点灯は、iDRAC ダイレクト
ポートが接続されていることを示します。詳細については、

「iDRAC ダイレクト LED インジケーター コード」のセクションを
参照してください。

5 VGA ポート ディスプレイ デバイスをシステムに接続できます。詳細につい
ては、www.dell.com/poweredgemanuals のセクションを参照して
ください。

iDRAC ダイレクト LED インジケータコード

iDRAC ダイレクト LED インジケータが点灯して、ポートが接続され、iDRAC サブシステムの一部として使用されていることを示し
ます。

iDRAC ダイレクト LED インジケータは、右コントロール パネルの iDRAC ダイレクト ポートの下にあります。

USB からマイクロ USB（タイプ AB）変換ケーブルを使用して、iDRAC ダイレクトを設定することができ、お使いのノートパソコ
ンまたはタブレットにも接続することができます。次の表は、iDRAC ダイレクト ポートがアクティブな場合の iDRAC ダイレクト
の動作について説明しています。

表 9. iDRAC ダイレクト LED インジケータコード 

iDRAC ダイレクト LED イ
ンジケータ コード

状態

2 秒間緑に点灯 ノートパソコンまたはタブレットが接続されていることを示します。
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表 9. iDRAC ダイレクト LED インジケータコード （続き）

iDRAC ダイレクト LED イ
ンジケータ コード

状態

緑色の点滅（2 秒間点灯
し、2 秒間消灯） 

ノートパソコンまたはタブレットの接続が認識されていることを示しています。

消灯 ノートパソコンまたはタブレットが電源に接続されていないことを示します。

システムの背面図
システムの背面図は、サーバーの背面で利用可能な機能へのアクセスを示しています。

図 9. 3 ライザー システムの背面図

表 10. 背面ビューで利用可能な機能 

アイテム パネル、ポートとスロット アイコン 説明
1 フルハイト PCIe 拡張カー

ド スロット（3）
該当なし PCIe 拡張カード スロット ( ライザー 1) の 3 つのフルハイト PCIe 拡

張システムをカードに接続します。詳細については、「拡張カードの
取り付けガイドライン」の項を参照してください。

2 ハーフハイト PCIe 拡張カ
ード スロット

該当なし PCIe 拡張カード スロット ( ライザー 2) ハーフハイト PCIe 拡張をシ
ステムにカードを接続します。詳細については、「拡張カードの取り
付けガイドライン」のセクションを参照してください。

3 背面ハンドル 該当なし 背面ハンドルは取り外すと、PCIe拡張カード スロット 6 に取り付け
られている PCIe カードの外部ケーブル接続が可能になります。

4 フルハイト PCIe拡張カー
ド スロット（2）

該当なし PCIe拡張カード スロット（ライザー 2）は、 大 2 枚のフルハイト
PCIe拡張カードをシステムに接続します。詳細については、「拡張カ
ードの取り付けガイドライン」のセクションを参照してください。

5 フルハイト PCIe拡張カー
ド スロット（2）

該当なし PCIe拡張カード スロット（ライザー 3）は、 大 2 枚のフルハイト
PCIe拡張カードをシステムに接続します。詳細については、「拡張カ
ードの取り付けガイドライン」のセクションを参照してください。

6 電源供給ユニット（2） 該当なし 詳細については、www.dell.com/poweredgemanuals のセクションを参
照してください。

7 NIC ポート ネットワーク ドーター カード（NDC）に内蔵されている NIC ポート
を使用してネットワーク接続を行うことができます。サポートされ
ている構成の詳細については、www.dell.com/poweredgemanuals のセ
クションを参照してください。

8 USB ポート（2） USB ポートは 9 ピンで、3.0 準拠です。USB デバイスをシステムに接
続できます。

9 VGA ポート ディスプレイ デバイスをシステムに接続できます。詳細について
は、www.dell.com/poweredgemanuals のセクションを参照してくださ
い。
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表 10. 背面ビューで利用可能な機能 （続き）

アイテム パネル、ポートとスロット アイコン 説明
10 シリアル ポート シリアルデバイスをシステムに接続できます。詳細については、

www.dell.com/poweredgemanuals のセクションを参照してください。

11 iDRAC9 の専用ポート iDRAC にリモート アクセスできます。詳細については、
www.dell.com/poweredgemanuals にある『iDRAC ユーザーズ ガイド』
を参照してください。

12 システム識別ボタン システム ID ボタンはシステムの前面および背面にあります。ボタン
を押してシステム ID ボタンをオンにすることで、ラック内のシステ
ムを識別します。また、システム ID ボタンを使用して iDRAC をリセ
ットし、ステップ スルー モードで BIOS にアクセスすることもでき
ます。

メモ: 詳細については、［製品マニュアル］ページの『Dell EMC PowerEdge R740 仕様詳細』を参照してください。

NIC インジケータコード
システム背面の各 NIC には、アクティビティおよびリンク ステータスについての情報を提供するインジケータがついています。ア
クティビティ LED インジケータはデータが NIC経由で流れているかどうかを示し、リンク LED インジケータは、接続しているネ
ットワークの速度を示します。

図 10. NIC インジケータコード

1. リンク LED インジケータ
2. アクティビティ LED インジケータ

表 11. NIC インジケータコード 

ステータス 状態
リンクおよびアクティビティインジケータが消灯 NIC がネットワークに接続されていません。

リンク インジケータは緑色で、アクティビティインジケ
ータは緑色に点滅

NIC は、 大ポート速度で有効なネットワークに接続されており、デー
タを送信中または受信中です。

リンク インジケータはオレンジ色で、アクティビティイ
ンジケータは緑色に点滅

NIC は、 大ポート速度未満で有効なネットワークに接続されており、
データを送信中または受信中です。

リンク インジケータは緑色で、アクティビティインジケ
ータはオフ

NIC は、 大ポート速度で有効なネットワークに接続されていますが、
データを送信または受信していません。

リンク インジケータはオレンジ色で、アクティビティイ
ンジケータはオフ

NIC は、 大ポート速度未満で有効なネットワークに接続されています
が、データを送信または受信していません。

リンク インジケータは緑色に点滅しており、アクティビ
ティインジケータはオフ

NIC の識別は、NIC 設定ユーティリティ経由で有効です。

電源装置ユニットインジケータコード
AC PSU（電源装置ユニット）には光る半透明のハンドルがついており、インジケータとして機能します。

DC PSU にはインジケータとして機能する LED がついており、

電源が入っているかどうか、電源障害が発生しているかどうかを示します。
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図 11. AC PSU ステータスインジケータ

1. AC PSU ステータスインジケータ / ハンドル

表 12. AC PSU ステータス インジケータ コード 

電源インジケータコード 状態
緑色 有効な電源が PSU に接続されているか、PSU が動作中です。

橙色に点滅 PSU に問題があることを表示します。

点灯していません 電源が PSU に接続されていません。

緑色の点滅 PSU ファームウェアのアップデート中は、PSU ハンドルが緑色に点滅します。
注意: ファームウェアをアップデートしている際に、電源コードを外したり PSU を抜いたりしな
いでください。ファームウェアのアップデートが中断した場合、PSU は機能しなくなります。

緑色に点滅後、消灯 PSU のホット プラグ時に、PSU ハンドルが 4 Hz レートで緑色に 5 回点滅して消灯します。これは、
効率、機能設定、正常性ステータス、サポートする電圧に関して PSU の不整合があることを示しま
す。

注意: 2 台の PSU が取り付けられている場合、両方の PSU ラベルは、EPP（拡張電源パフォーマ
ンス）ラベルなど同じタイプである必要があります。PSU の電力定格が同じでも、旧世代の
PowerEdge サーバの PSU の混在はサポートされません。PSU を混在させると、PSU の不整合
な状態が生じたり、システムへの電源投入ができなくなったりします。

注意: PSU の不整合を修正する場合は、インジケータが点滅している PSU のみ交換してくださ
い。ペアを一致させるために PSU を交換すると、エラー状態および予期しないシステム シャッ
トダウンの原因となる場合があります。高出力構成から低出力構成、またはその逆へ変更するに
は、システムの電源をオフにする必要があります。

注意: AC PSU は 240 V および 120 V 電圧の両方をサポートします。例外的に Titanium PSU は
240 V をサポートします。2 台の同じ PSU に異なる入力電圧が供給されると、異なるワット数が
出力され、不整合を招くことがあります。

注意: 2 台の PSU を使用する場合は、両方のタイプと最大出力電力が同一である必要があります。

注意: AC PSU と DC PSU との組み合わせはサポートされておらず、不整合の原因となります。
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図 12. DC PSU ステータスインジケータ

1. DC PSU ステータスインジケータ

表 13. DC PSU ステータス インジケータ コード 

電源インジケータコード 状態

緑色 有効な電源が PSU に接続されているか、PSU が動作中です。

橙色に点滅 PSU に問題があることを表示します。

点灯していません 電源が PSU に接続されていません。

緑色の点滅 PSU のホット プラグ時に、PSU インジケータが緑色に点滅します。これは、効率、機能設定、正
常性ステータス、サポートする電圧に関して PSU の不整合があることを示します。

注意: 2 台の PSU が取り付けられている場合、両方の PSU ラベルは、EPP（拡張電源パフォ
ーマンス）ラベルなど同じタイプである必要があります。PSU の電力定格が同じでも、旧世
代の PowerEdge サーバの PSU の混在はサポートされません。PSU を混在させると、PSU
の不整合な状態が生じたり、システムへの電源投入ができなくなったりします。

注意: PSU の不整合を修正する場合は、インジケータが点滅している PSU のみ交換してくだ
さい。ペアを一致させるために PSU を交換すると、エラー状態および予期しないシステム シ
ャットダウンの原因となる場合があります。高出力構成から低出力構成、またはその逆へ変
更するには、システムの電源を切る必要があります。

注意: 2 台の PSU を使用する場合は、両方のタイプと最大出力電力が同一である必要があり
ます。

注意: AC PSU と DC PSU との組み合わせはサポートされておらず、不整合の原因となりま
す。

ドライブインジケータコード
各ドライブキャリアには、アクティビティ LED インジケータとステータス LED インジケータがあります。これらのインジケータ
は、ドライブの現在のステータスに関する情報を提供します。アクティビティ LED インジケータは、現在ドライブが使用中かどう
かを示します。ステータス LED インジケータは、ドライブの電源状態を示します。
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図 13. ドライブインジケータ

1. ドライブアクティビティ LED インジケータ
2. ドライブステータス LED インジケータ
3. ドライブ

メモ: ドライブが Advanced Host Controller Interface（AHCI）モードの場合、ステータス LED インジケータは点灯しません。

表 14. ドライブインジケータコード 

ドライブステータスインジケータコード 状態
1 秒間に 2 回緑色に点滅 ドライブの識別中または取り外し準備中

オフ ドライブの取り外しを準備します。
メモ: システムへの電源投入後、ドライブステータスインジケー
タは、すべてのハードディスクドライブが初期化されるまで消灯
したままです。この間、ドライブの挿入または取り外し準備はで
きていません。

緑色、橙色に点滅後、消灯 予期されたドライブの故障

1 秒間に 4 回橙色に点滅 ドライブに障害発生
緑色にゆっくり点滅 ドライブの再構築中

緑色の点灯 ドライブオンライン状態
緑色に 3 秒間点滅、橙色に 3 秒間点滅、その後 6 秒後に消
灯

再構築が停止

LCD パネル
LCD パネルには、システムが正常に作動しているかどうか、またはシステムに注意が必要かどうかを示すシステム情報、ステータ
ス メッセージ、およびエラー メッセージが表示されます。LCD パネルを使用して、システムの iDRAC IP アドレスを設定または表
示することもできます。 システム ファームウェアおよびシステム コンポーネントを監視するエージェントにより作成されたイベ
ントおよびエラー メッセージの詳細については、qrl.dell.com>［Look Up］ > ［Error Code］にアクセスし、エラー コードを入力し
てから、［検索］をクリックしてください。

LCD パネルは、オプションの前面ベゼルでのみ使用できます。オプションの前面ベゼルはホットプラグ可能です。

LCD パネルのステータスおよび状態の概要を次に示します。

● 正常な動作中は、LCD バックライトが白色に点灯します。
● システムに注意が必要な場合は、LCD バックライトが橙色に点灯し、エラー コードとエラーの内容を説明するテキストが表示

されます。
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メモ: システムが電源に接続されている状態でエラーが検知されると、システムの電源がオンかオフかに関係なく、LCD が
橙色に点灯します。

● システムの電源がオフになり、エラーがない場合、非アクティブ状態が 5 分続いた後に LCD はスタンバイ モードになります。
LCD 上の任意のボタンを押してオンにします。

● LCD パネルが反応しない場合、ベゼルを取り外して再度取り付けます。問題が解決しない場合は、www.dell.com/
poweredgemanuals にある「PowerEdge T640 仕様詳細」を参照してください。

● iDRAC ユーティリティ、LCD パネル、またはその他のツールを使用して LCD メッセージングをオフにしている場合、LCD バッ
クライトは消灯のままです。

図 14. LCD パネルの機能

表 15. LCD パネルの機能 

アイ
テム

ボタンまたはデ
ィスプレイ

説明

1 左 カーソルが後方に 1 つ分移動します。

2 選択 カーソルによってハイライト表示されているメニュー項目を選択します。

3 右 カーソルが前方に 1 つ分移動します。

メッセージのスクロール中に次の操作ができます。

● 右ボタンを押したままにすると、スクロールの速度が上がります。
● ボタンを放すと停止します。

メモ: ボタンを放すとディスプレイのスクロールが停止します。非アクティブ状態が 45 秒続くと、
ディスプレイがスクロールを開始します。

4 LCD ディスプレ
イ

システム情報、ステータス、エラー メッセージまたは iDRAC の IP アドレスを表示します。

ホーム画面の表示

［［ホーム］］画面には、ユーザーが設定できるシステム情報が表示されます。この画面は、ステータス メッセージやエラーがない
通常のシステム動作中に表示されます。システムの電源がオフでエラーがない場合、LCD は非アクティブ状態が 5 分続くとスタン
バイ モードに入ります。LCD のいずれかのボタンを押して電源をオンにします。

手順

1. ［Home（ホーム）］画面を表示するには、3 つのナビゲーションボタン（Select（選択）、Left（左）、または Right（右））のいず
れかを選択します。

2. 別のメニューから ［Home（ホーム）］画面に移動するには、次の手順を実行します。

a. 上矢印 が表示されるまで、ナビゲーション ボタンを押したままにします。

b. 上矢印 を使用して、［ホーム］ アイコン に移動します。
c. ［Home（ホーム）］アイコンを選択します。
d. ［Home（ホーム）］画面で ［Select（選択）］ボタンを押して、メインメニューを選択します。

セットアップメニュー

メモ: セットアップメニューでオプションを選択すると、次の動作に進む前にオプションを確認する必要があります。
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オプション 説明
iDRAC ［DHCP］ または ［Static IP］（静的 IP）を選択してネットワークモードを設定します。［Static IP］（静的 IP）

を選択した場合の使用可能なフィールドは、［IP］、［Subnet（Sub）］（サブネット（サブ））および ［Gateway
（Gtw）］（ゲートウェイ（Gtw））です。［Setup DNS］（DNS のセットアップ）を選択して DNS を有効化し、

ドメインアドレスを表示します。2 つの個別の ENS エントリが 利用できます。

Set error（エラーの
設定）

SEL の IPMI 記述に一致するフォーマットで LCD エラー メッセージを表示させるには、［［SEL］］を選択しま
す。これにより、LCD メッセージと SEL エントリーを一致させることができます。

［［シンプル］］を選択すると、LCD エラー メッセージが簡潔で分かりやすい説明で表示されます。

エラー メッセージの詳細については、www.dell.com/qrl にある『第 14 世代 Dell EMC PowerEdge サーバのイ
ベントおよびエラー メッセージ リファレンス ガイド』を参照してください。

Set home（ホーム
の設定）

［［ホーム］］画面に表示されるデフォルト情報を選択します。［［ホーム］］画面でデフォルトとして設定でき
るオプションおよびオプション項目については、「ビュー メニュー」の項を参照してください。

ビューメニュー

メモ: 表示メニューでオプションを選択すると、次の動作に進む前にオプションを確認する必要があります。

オプション 説明
iDRAC IP iDRAC9 の［IPv4］または［IPv6］アドレスを表示します。アドレスには、［DNS］（［プライマリ］および［セ

カンダリ］）、［ゲートウェイ］、［IP］、および［サブネット］（IPv6 にはサブネットはありません）が含まれ
ます。

MAC ［iDRAC］、［iSCSI］、または ［Network（ネットワーク）］デバイスの MAC アドレスを表示します。

Name（名前） システムの ［Host］（ホスト）、［Model］（モデル）、または ［User String］（ユーザー文字列）の名前を表示
します。

番号 システムの ［Asset tag（アセットタグ）］または ［Service Tag（サービスタグ）］を表示します。

電源 システムの電力出力を BTU/時間またはワットで表示します。表示形式は、［［セットアップ］］メニューの
［［ホームの設定］］サブメニューで設定できます。

温度 システムの温度を摂氏または華氏で表示します。表示形式は、［［セットアップ］］メニューの［［ホームの設
定］］サブメニューで設定できます。

お使いのシステムのサービスタグの位置
お使いのシステムは固有のエクスプレス サービス コードとサービスタグで識別されます。エクスプレス サービス コードとサー
ビスタグは、システム前面で情報タグを引き出して確認します。または、システムのシャーシに貼られたシールに記載されている
こともあります。ミニ EST（エンタープライズ サービスタグ）はシステムの背面にあります。この情報は、電話によるサポートの
お問い合わせを、デルが適切な担当者に転送するために使用されます。

図 15. お使いのシステムのサービスタグの位置

1. 情報タグ（上面図） 2. 情報タグ（背面図）
3. OMM（OpenManage Mobile）ラベル 4. iDRAC MAC アドレスと iDRAC セキュア パスワード ラベル
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5. サービスタグ

システム情報ラベル

PowerEdge R740 - 前面のシステム情報ラベル
LED の動作、エクスプレス サービス タグ、ハード ドライブの構成とレイアウト

図 16. LED の動作

図 17. 2.5 インチ ハード ドライブの構成とレイアウト

図 18. 3.5 インチ ハード ドライブの構成とレイアウト

PowerEdge R740 - サービス情報

システムのタッチポイント、電気的概要、機械的概要、背面ビューの構成

22 PowerEdge R740 システムの概要



図 19. サーバー情報

図 20. ジャンパの設定およびメモリ情報
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図 21. システム タスク

図 22. NVDIMM バッテリおよびミッドトレイ ハード ドライブ
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マニュアルリソース
本項では、お使いのシステムのマニュアルリソースに関する情報を提供します。

マニュアル リソースの表に記載されているマニュアルを参照するには、次の手順を実行します。
● Dell EMC サポート サイトにアクセスします。

1. 表の場所列に記載されているマニュアルのリンクをクリックします。
2. 目的の製品または製品バージョンをクリックします。

メモ: 製品名とモデルを確認する場合は、お使いのシステムの前面を調べてください。

3. ［製品サポート］ページで、［マニュアルおよび文書］をクリックします。
● 検索エンジンを使用します。

○ 検索 ボックスに名前および文書のバージョンを入力します。

表 16. マニュアルリソース 

タスク 文書 場所

システムのセット アッ
プ

システムをラックに取り付けて固定する方法の詳
細については、お使いのラック ソリューションに
同梱の『レール取り付けガイド』を参照してくだ
さい。

お使いのシステムのセットアップの詳細について
は、システムに同梱の『はじめに』マニュアルを
参照してください。

https://www.dell.com/poweredgemanuals

システムの設定 iDRAC 機能、iDRAC の設定と iDRAC へのログイン、
およびシステムのリモート管理についての情報
は、『Integrated Dell Remote Access Controller ユー
ザーズ ガイド』を参照してください。

RACADM（Remote Access Controller Admin）サブコ
マンドとサポートされている RACADM インター
フェイスを理解するための情報については、

『RACADM CLI Guide for iDRAC』を参照してくださ
い。

Redfish およびそのプロトコル、サポートされてい
るスキーマ、iDRAC に実装されている Redfish
Eventing の詳細については、『Redfish API Guide』
を参照してください。

iDRAC プロパティ データベース グループとオブ
ジェクトの記述の詳細については、『Attribute
Registry Guide』を参照してください。

インテル QuickAssist テクノロジーの詳細について
は、『Integrated Dell Remote Access Controller ユー
ザーズ ガイド』を参照してください。

https://www.dell.com/poweredgemanuals

旧バージョンの iDRAC のマニュアルについては、
右記の URL にアクセスしてください。

お使いのシステムで使用可能な iDRAC のバージョ
ンを特定するには、iDRAC Web インターフェイス
で［?］、［About］の順にクリックします。

https://www.dell.com/idracmanuals

オペレーティング システムのインストールについ
ての情報は、オペレーティング システムのマニュ
アルを参照してください。

https://www.dell.com/operatingsystemmanuals

2

マニュアルリソース 25

https://www.dell.com/poweredgemanuals
https://www.dell.com/poweredgemanuals
https://www.dell.com/idracmanuals
https://www.dell.com/operatingsystemmanuals


表 16. マニュアルリソース （続き）

タスク 文書 場所

ドライバおよびファームウェアのアップデートに
ついての情報は、本書の「ファームウェアとドラ
イバをダウンロードする方法」の項を参照してく
ださい。

www.dell.com/support/drivers

システムの管理 Dell が提供するシステム管理ソフトウェアについ
ての情報は、『Dell OpenManage Systems
Management概要ガイド』を参照してください。

https://www.dell.com/poweredgemanuals

OpenManage のセットアップ、使用、およびトラ
ブルシューティングについての情報は、『Dell
OpenManage Server Administrator ユーザーズガイ
ド』を参照してください。

www.dell.com/openmanagemanuals > OpenManage
Server Administrator

Dell OpenManage Enterprise のインストール、使用、
およびトラブルシューティングについての情報
は、『Dell OpenManage Essentials ユーザーズガイ
ド』を参照してください。

https://www.dell.com/openmanagemanuals

Dell SupportAssist のインストールおよび使用の詳
細については、『Dell EMC SupportAssist Enterprise
ユーザーズガイド』を参照してください。

https://www.dell.com/serviceabilitytools

パートナープログラムのエンタープライズシステ
ム管理についての情報は、OpenManage
Connections Enterprise Systems Management マニ
ュアルを参照してください。

https://www.dell.com/openmanagemanuals

Dell PowerEdge RAID コ
ントローラーの操作

Dell PowerEdge RAID コントローラー（PERC）、ソ
フトウェア RAID コントローラー、BOSS カードの
機能を把握するための情報や、カードの導入に関
する情報については、ストレージコントローラー
のマニュアルを参照してください。

www.dell.com/storagecontrollermanuals

イベントおよびエラー
メッセージの理解

システム ファームウェアおよびシステム コンポ
ーネントを監視するエージェントにより作成され
たイベントおよびエラー メッセージの詳細につい
ては、qrl.dell.com>［Look Up］ > ［Error Code］に
アクセスし、エラー コードを入力してから、［検
索］をクリックしてください。

www.dell.com/qrl

システムのトラブルシ
ューティング

PowerEdge サーバーの問題を特定してトラブルシ
ューティングを行うための情報については、『サー
バ トラブルシューティングガイド』を参照してく
ださい。

https://www.dell.com/poweredgemanuals
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システムの初期セットアップと構成
トピック：

• システムのセット アップ
• iDRAC 構成
• オペレーティング システムをインストールするオプション

システムのセット アップ
次の手順を実行して、システムをセット アップします。

手順

1. システムを開梱します。
2. システムをラックに取り付けます。システムのラックへの取り付けに関する詳細については、www.dell.com/poweredgemanuals

にあるレール取り付けガイドを参照してください。
3. 周辺機器類をシステムに接続します。
4. システムを電源コンセントに接続します。
5. 電源ボタンを押すか、iDRAC を使用してシステムの電源を入れます。
6. 接続されている周辺機器の電源を入れます。

お使いのシステムのセットアップの詳細については、システムに同梱の『はじめに』を参照してください。

システムの基本的な設定や機能を管理する方法については、［製品マニュアル］ページの『Dell EMC PowerEdge R740 BIOS およ
び UEFI リファレンス ガイド』を参照してください。

iDRAC 構成
Integrated Dell Remote Access Controller（iDRAC）はシステム管理者の生産性を高め、Dell 製システム全体の可用性を改善するよう
設計されています。iDRAC は、システムの問題について管理者に警告し、リモート システム管理を実施できるようにします。これ
により、システムへの物理的なアクセスの必要性が軽減されます。

iDRAC の IP アドレスを設定するためのオプション
システムと iDRAC 間の通信を有効にするには、まずネットワーク インフラストラクチャに基づいて、ネットワーク設定を構成す
る必要があります。

メモ: 静的 IP を設定したい場合は、購入時にリクエストしておく必要があります。

デフォルトでは、このオプションは［DHCP］に設定されています。IP アドレスを設定するには、次のいずれかのインターフェイ
スを使用します。

インタフェース マニュアル/項

iDRAC 設定ユーテ
ィリティー

www.dell.com/poweredgemanuals の Dell Integrated Dell Remote Access Controller ユーザーズ ガイド

Dell Deployment
Toolkit

www.dell.com/openmanagemanuals > OpenManage Deployment Toolkit の Dell Deployment Toolkit ユーザーズ
ガイド

Dell Lifecycle
Controller

www.dell.com/poweredgemanuals の Dell Lifecycle Controller ユーザーズ ガイド

3
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インタフェース マニュアル/項

サーバーの LCD パ
ネル

LCD パネルセクション

iDRAC ダイレクト
および Quick Sync
2（オプション）

www.dell.com/poweredgemanuals の Dell Integrated Dell Remote Access Controller ユーザーズ ガイドを参照し
てください

メモ: iDRAC にアクセスするには、Ethernet ケーブルが iDRAC9専用ネットワーク ポートに接続されていることを確認します。
共有 LOM モードが有効なシステムを選択した場合は、共有 LOM モード経由で iDRAC にアクセスすることもできます。

iDRAC へのログイン
iDRAC には次の資格情報でログインできます。

● iDRAC ユーザー
● Microsoft Active Directory ユーザー
● Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）ユーザー

iDRAC への安全なデフォルト アクセスを選択している場合、システム情報タグに記載されている iDRAC の安全なデフォルト パス
ワードを使用する必要があります。iDRAC への安全なデフォルト アクセスを選択していない場合、デフォルトのユーザー名とパス
ワードとして root と calvin を使用します。また、シングル サイン オンまたはスマート カードを使用してログインすることも
できます。

メモ: iDRAC にログインするには、iDRAC 認証情報が必要です。

メモ: iDRAC IP アドレスをセット アップした後に、デフォルトのユーザー名とパスワードを変更したことを確認してください。

iDRAC へのログ イン、および iDRAC ライセンスの詳細については、www.dell.com/poweredgemanuals で 新の Integrated Dell
Remote Access Controller ユーザーズ ガイドを参照してください。

RACADM を使用して iDRAC にアクセスすることもできます。詳細については、www.dell.com/poweredgemanuals の RACADM コマ
ンド ライン インターフェイス リファレンス ガイドを参照してください。

オペレーティング システムをインストールするオプショ
ン
システムがオペレーティン グシステムのインストールなしで出荷された場合、次のリソースのいずれかを使用してサポート対象の
オペレーティング システムをインストールします。

表 17. オペレーティング システムをインストールするリソース 

リソースを見つける 場所

iDRAC www.dell.com/idracmanuals

Lifecycle Controller www.dell.com/idracmanuals > Lifecycle Controller

Dell OpenManage 導入ツールキット www.dell.com/openmanagemanuals > OpenManage Deployment
Toolkit

Dell 認証の VMware ESXi www.dell.com/virtualizationsolutions

Dell PowerEdge システム対応のオペレーティングシステム用の
インストールと使い方のビデオ

Dell EMC PowerEdge システム対応のオペレーティング システ
ム

ファームウェアとドライバをダウンロードする方法

次の方法のいずれかを使用して、ファームウェアとドライバをダウンロードできます。
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表 18. ファームウェアおよびドライバ 

メソッド 場所

Dell EMC サポート サイトから www.dell.com/support/home

Dell Remote Access Controller Lifecycle Controller（iDRAC with
LC）を使用

www.dell.com/idracmanuals

Dell Repository Manager（DRM）を使用 www.dell.com/openmanagemanuals > Repository Manager

Dell OpenManage Essentials を使用 www.dell.com/openmanagemanuals > OpenManage Essentials

Dell OpenManage Enterprise を使用 www.dell.com/openmanagemanuals > OpenManage Enterprise

Dell Server Update Utility（SUU）を使用 www.dell.com/openmanagemanuals > Server Update Utility

Dell OpenManage Deployment Toolkit（DTK）を使用 www.dell.com/openmanagemanuals > OpenManage Deployment
Toolkit

iDRAC 仮想メディアを使用 www.dell.com/idracmanuals

ドライバとファームウェアのダウンロード
Dell EMC では、お使いのシステムに 新の BIOS、ドライバ、システム管理ファームウェアをダウンロードしてインストールする
ことを推奨しています。

前提条件
ドライバとファームウェアをダウンロードする前に、ウェブブラウザのキャッシュをクリアするようにしてください。

手順

1. www.dell.com/support/home にアクセスします。
2. ［Drivers & Downloads］セクションで、［Enter a Service Tag or product ID］ボックスにお使いのシステムのサービスタグを入力

し、［Submit］をクリックします。

メモ: サービスタグがない場合は、［Detect Product］を選択してシステムにサービスタグを自動的に検出させるか、［View

products］をクリックしてお使いの製品を選択します。

3. ［ドライバおよびダウンロード］ をクリックします。
お使いのシステムで利用できるドライバが表示されます。

4. ドライバを USB ドライブ、CD、または DVD にダウンロードします。
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システム コンポーネントの取り付けと取り外し
トピック：

• 安全にお使いいただくために
• システム内部の作業を始める前に
• システム内部の作業を終えた後に
• 推奨ツール
• オプションの前面ベゼル
• システムカバー
• バックプレーン カバー
• システムの内部
• エアフローカバー
• 冷却ファンアセンブリ
• 冷却ファン
• イントルージョンスイッチ
• NVDIMM-N バッテリ
• ドライブ
• システムメモリ
• プロセッサとヒートシンク
• 拡張カードおよび拡張カードライザー
• M.2 SSD モジュール
• オプションの MicroSD または vFlash カード
• オプションの IDSDM または vFlash モジュール
• ネットワークドーターカード
• 内蔵ストレージコントローラカード
• バックプレーン
• ケーブルの配線
• システムバッテリー
• USB 3.0 モジュール
• オプションの内蔵 USB メモリキー
• オプションの光学ドライブ
• 電源装置ユニット
• システム基板
• Trusted Platform Module
• コントロールパネル

安全にお使いいただくために
メモ: システムを持ち上げる必要がある場合は、誰かの手を借りてください。けがを防ぐため、決してシステムを 1 人で持ち上
げようとしないでください。

警告: システムの電源が入っている状態でシステム カバーを開いたり取り外したりすると、感電するおそれがあります。

注意: カバーを取り外した状態で 5 分以上システムを動作させないでください。システムカバーを取り外した状態でシステム
を長時間動作させると、部品の損傷が発生する可能性があります。

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電話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。Dell の許可を受けていない保守による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属して
いるマニュアルの「安全にお使いいただくために」をお読みになり、指示に従ってください。
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メモ: システム内部のコンポーネントでの作業中は、静電マットと静電ストラップを常に使用することをお勧めします。

注意: 正常な動作と冷却を確保するため、システム内のすべてのベイおよびシステム ファンにコンポーネントまたはダミーの
いずれかを常時装着しておく必要があります。

システム内部の作業を始める前に
前提条件

「安全にお使いいただくために」に記載された安全ガイドラインに従ってください。

手順

1. システムとすべての周辺機器の電源を切ります。
2. システムを電源コンセントと周辺機器から外します。
3. 必要に応じて、システム をラックから取り外します。

詳細については、www.dell.com/poweredgemanuals で『ラック取り付けガイド』を参照してください。

4. システム カバーを取り外します。

システム内部の作業を終えた後に
前提条件

「安全にお使いいただくために」に記載された安全ガイドラインに従ってください。

手順

1. システム カバーを取り付けます。
2. 必要に応じて、システムをラックに取り付けます。

詳細については、https://www.dell.com/poweredgemanuals で『ラック取り付けガイド』を参照してください。

3. 周辺機器を再度接続し、システムをコンセントに接続します。
4. 接続されている周辺機器の電源を入れてから、システムの電源を入れます。

推奨ツール
取り外しと取り付け手順を実行するには、以下のツールが必要になります。
● ベゼルロックのキー

キーは、お使いのシステムにベゼルが含まれている場合にのみ必要となります。

● #1 プラスドライバ
● #2 プラスドライバ
● #T30 トルクスドライバ
● 1/4 インチ マイナス ドライバ
● 接地された静電気防止用リストバンド
● ESD マット

DC 電源装置ユニットのケーブルの組み立てには、次の工具が必要です。

● AMP 90871-1 圧着ハンドツールまたは同等のツール
● Tyco Electronics 58433-3 または同等のもの
● サイズ 10 AWG ソリッドワイヤ、または絶縁銅撚線から絶縁材を除去するためのワイヤストリッパープライヤ

メモ: アルファワイヤパーツナンバー 3080 または同等のもの（65/30 より線）を使用します。
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オプションの前面ベゼル

前面ベゼルの詳細

オプションの金属製ベゼルはシステムの前面に取り付けられており、システムのブランドが表示されます。ベゼルのロックは、ド
ライブへの不正アクセスを保護するために使用されます。利用可能なベゼルのバージョンは次の 2 種類です。

● LCD パネル付き
● LCD パネルなし

LCD パネル付きのベゼルでは、LCD パネルにシステムのステータスを表示させることができます。詳細については、「LCD パネル」
のセクションを参照してください。

LCD ベゼルはホット プラグ可能で、システムがもともと LCD ベゼルで注文されていなかった場合でも、同じブランドであれば任
意のサーバーで使用できます。

前面ベゼルの取り外し
前面ベゼルの取り外し手順は、LCD パネルの有無にかかわらず同じです。

前提条件
「安全にお使いいただくために」に記載された安全ガイドラインに従ってください。

手順

1. ベゼルキーを使ってベゼルのロックを解除します。
2. リリースボタンを押して、ベゼルの左端を引きます。
3. 右端のフックを外し、ベゼルを取り外します。

図 23. LCD パネル付きオプション前面ベゼルの取り外し

次の手順

前面ベゼルを取り付けます。
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前面ベゼルの取り付け
前面ベゼルの取り付け手順は、LCD パネルの有無にかかわらず同じです。

前提条件
「安全にお使いいただくために」に記載された安全ガイドラインに従ってください。

手順

1. ベゼルキーの位置を確認して取り外します。

メモ: ベゼル キーは LCD ベゼルのパッケージの一部です。

2. ベゼルの右端をシステムに合わせて挿入します。
3. ボタンがカチッと所定の位置に収まるまでベゼルを押し込み、ベゼルの左端をシステムに合わせます。
4. キーを使用してベゼルをロックします。

図 24. LCD パネルのあるオプションの前面ベゼルの取り付け

システムカバー

システムカバーの取り外し

前提条件
1. 「安全にお使いいただくために」に記載された安全ガイドラインに従ってください。
2. システムとすべての周辺機器の電源を切ります。
3. システムを電源コンセントと周辺機器から外します。

手順

1. 1/4 インチ マイナスドライバまたは#2 プラスドライバを使用して、ラッチ リリース ロックを反時計方向に回してロック解除位
置にします。
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2. システム カバーを後方にスライドさせ、システム カバーのタブがシステムのガイド スロットから外れるまで、ラッチを持ち上
げます。

3. カバーの両側をつかんで持ち上げて、システムから取り外します。

図 25. システムカバーの取り外し

次の手順

システム カバーを取り付けます。

システムカバーの取り付け

前提条件
1. 「安全にお使いいただくために」に記載された安全ガイドラインに従ってください。
2. すべての内部ケーブルが正しく配線および接続されており、システム内部に工具や余分な部品が残っていないことを確認しま

す。

手順

1. システム カバーのタブをシステムのガイド スロットに合わせます。
2. システムカバーのラッチを押し下げます。

システム カバーを前方にスライドさせると、システム カバーのタブがシステムのガイド スロットにはめ込まれ、システム カ
バーのラッチにより所定の位置にロックされます。

3. 1/4 インチ マイナスドライバまたは#2 プラスドライバを使用して、ラッチ リリース ロックを時計方向に回してロック位置にし
ます。
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図 26. システムカバーの取り付け

次の手順

1. 周辺機器を再度接続し、システムをコンセントに接続します。
2. システムとすべての周辺機器の電源を入れます。

バックプレーン カバー

バックプレーン カバーの取り外し

前提条件
1. 「安全にお使いいただくために」に記載された安全ガイドラインに従ってください。
2. 「システム内部の作業を始める前に」に記載の手順に従います。

手順

1. バックプレーン カバーを、バックプレーン カバーに付いている矢印の方向に引き出します。
2. バックプレーン カバーを持ち上げて、システムから取り外します。
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図 27. バックプレーン カバーの取り外し

次の手順

バックプレーン カバーを取り付けます。

バックプレーン カバーの取り付け

前提条件
「安全にお使いいただくために」に記載された安全ガイドラインに従ってください。

手順

1. バックプレーン カバーのタブをシステムのガイド スロットに合わせます。
2. 所定の位置にロックされるまで、システムの前面に向かってバックプレーン カバーをスライドさせます。
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図 28. バックプレーン カバーの取り付け

次の手順

「システム内部の作業を終えた後に」の手順に従ってください。

システムの内部
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電話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。Dell の許可を受けていない保守による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属して
いるマニュアルの「安全にお使いいただくために」をお読みになり、指示に従ってください。
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図 29. システムの内部
1. ドライブ バックプレーン 2. バックプレーン エキスパンダ カード
3. 冷却ファンアセンブリの冷却ファン（6） 4. メモリモジュール
5. CPU2 プロセッサーとヒートシンク モジュール ソケット（ダ

スト カバー付き）
6. 拡張カードライザー 3

7. ネットワークドーターカード 8. 拡張カードライザー 2

9. システム基板 10. 拡張カードライザー 1

11. 内蔵ストレージコントローラカード 12. CPU1 プロセッサーとヒートシンク モジュール
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図 30. システムの内部 - オプションの NVDIMM-N バッテリ付きエアフローカバーを示す構成

1. ドライブ バックプレーン 2. バックプレーン エキスパンダ カード
3. 冷却ファン アセンブリの冷却ファン（6） 4. エアフローカバー
5. 拡張カードライザー 3 6. ネットワークドーターカード
7. 拡張カードライザー 2 8. システム基板
9. 拡張カードライザー 1 10. 内蔵ストレージコントローラカード
11. NVDIMM-N バッテリ
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エアフローカバー

エアフローカバーの取り外し

前提条件
注意: エア フロー カバーを取り外した状態でシステムを使用しないでください。システムが急激にオーバーヒートする可能
性があり、システムのシャットダウンや、データ損失の原因となります。

1. 「安全にお使いいただくために」に記載された安全ガイドラインに従ってください。
2. 「システム内部の作業を始める前に」に記載の手順に従います。
3. フルレングス PCIe カードが取り付けられている場合は、取り外します。
4. 必要に応じて GPU カードを取り外します。
5. NVDIMM Server-n バッテリが取り付けられている場合は、 NVDIMM に N をバッテリーからケーブルを外します。

注意: NVDIMM Server-n バッテリがないホットスワップします。データの損失、システムの損傷を防ぐため、 NVDIMM

Server-n バッテリーケーブルを外す前にシステム上で、お使いのシステムには、 LED 、に NVDIMM の LED は、で NVDIMM

Server-n バッテリ N と LED はオフになっていることを確認します。

手順

冷却エアフローカバーの両端を持って持ち上げて、システムから取り外します。

図 31. エアフローカバーの取り外し

次の手順

必要に応じて、エアフローカバーを取り付けます。

エアフローカバーの取り付け

前提条件
1. 「安全にお使いいただくために」に記載された安全ガイドラインに従ってください。
2. 必要に応じて、システム側面に沿ってシステム内部にケーブルを配線し、ケーブル ラッチを使ってケーブルを固定します。

手順

1. エアフローカバーのタブをシステムのスロットに合わせます。

40 システム コンポーネントの取り付けと取り外し



2. しっかりと装着されるまで、エアフローカバーをシステムに押し下げます。
しっかり装着されると、エアフローカバーに刻印されているメモリ ソケット番号がそれぞれのメモリ ソケットと揃います。

図 32. エアフローカバーの取り付け

次の手順

1. フル レングス PCIe カードが取り外されている場合は、カードを取り付けます。
2. 必要に応じて、GPU カードを取り付けます。
3. 必要に応じて、ケーブルを NVDIMM-N バッテリに接続します。

注意: NVDIMM Server-n バッテリがないホットスワップします。データ消失やシステムの損傷を防ぐため、NVDIMM-N

バッテリ ケーブルを接続する前に、お使いのシステム、システムの LED、NVDIMM の LED、NVDIMM NVDIMM-N バッ
テリの LED がオフになっていることを確認してください。

4. 「システム内部の作業のあとに」に記載の手順に従います。

冷却ファンアセンブリ

冷却ファンアセンブリの取り外し

前提条件
1. 「安全にお使いいただくために」に記載された安全ガイドラインに従ってください。
2. 「システム内部の作業を始める前に」に記載の手順に従います。

手順

1. リリース レバーを持ち上げシステムから冷却ファン アセンブリをロック解除します。
2. リリース レバーを持ち、冷却ファン アセンブリを持ち上げてシステムから取り出します。
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図 33. 冷却ファンアセンブリの取り外し

次の手順

冷却ファン アセンブリを取り付けます。

冷却ファンアセンブリの取り付け

前提条件
「安全にお使いいただくために」に記載された安全ガイドラインに従ってください。

注意: 冷却ファン アセンブリを取り付ける前に、システム内部のケーブルが正しく接続され、ケーブル保持ブラケットで固定
されていることを確認してください。ケーブルが正しく接続されていないと、損傷するおそれがあります。

手順

1. 冷却ファン アセンブリのガイド レールをシステムの突起に合わせます。
2. 冷却ファン コネクタがシステム基板上のコネクタとかみ合うまで、冷却ファン アセンブリをシステム内に下ろします。
3. リリース レバーを押してシステムに冷却ファン アセンブリをロックします。
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図 34. 冷却ファンアセンブリの取り付け

次の手順

「システム内部の作業のあとに」に記載の手順に従います。

冷却ファン

冷却ファンの詳細

冷却ファンは、システムの動作によって発生する熱を分散するためにシステムに内蔵されています。ファンは、プロセッサ、拡張
カード、メモリモジュールを冷却します。

お使いのシステムは、標準またはハイ パフォーマンスのホット スワップ対応冷却ファンを 大 6 台サポートしています。

シングル プロセッサー システムの場合、必要な標準冷却ファンは 4 台のみです。ファン ベイ 1 および 2 は、ファン ブランクで覆
われています。

注意: 標準の冷却ファンとハイ パフォーマンス冷却ファンの混在はサポートされていません。

メモ: 各ファンはシステム管理ソフトウェアで一覧表示され、それぞれファン番号で参照されます。特定のファンに問題があ
る場合は、冷却ファン アセンブリーのファン番号を見れば、簡単にファンを特定してリプレースすることができます。

メモ: 冷却ファンはホット スワップ対応です。

冷却ファンの取り外し
標準およびハイ パフォーマンス ファンの取り外し手順は同じです。
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前提条件
メモ: システムの電源が入っている状態でシステム カバーを開いたり取り外したりすると、感電するおそれがあります。冷却
ファンの取り外しや取り付けの際には、細心の注意を払ってください。

注意: 冷却ファンはホット スワップ対応です。システムの電源が入っている間にも適切な冷却を維持するため、ファンは一度
に一台のみを交換するようにしてください。

1. 「安全にお使いいただくために」に記載された安全ガイドラインに従ってください。
2. 「システム内部の作業を始める前に」に記載の手順に従います。

手順

リリースタブを押し、冷却ファンを持ち上げて冷却ファン アセンブリから取り外します。

図 35. 冷却ファンの取り外し

次の手順

必要に応じて、冷却ファンを取り付けます。

冷却ファンの取り付け
標準およびハイ パフォーマンス ファンの取り付け手順は同じです。

前提条件
メモ: システムの電源が入っている状態でシステム カバーを開いたり取り外したりすると、感電するおそれがあります。冷却
ファンの取り外しや取り付けの際には、細心の注意を払ってください。

注意: 冷却ファンはホット スワップ対応です。システムの電源が入っている間にも適切な冷却を維持するため、ファンは一度
に一台のみを交換するようにしてください。

「安全にお使いいただくために」に記載された安全ガイドラインに従ってください。

手順

1. リリースタブをつかみ、冷却ファンの底部にあるコネクタをシステム基板のコネクタに合わせます。
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図 36. 冷却ファンの取り付け

2. リリースタブが所定の位置にロックされるまで、冷却ファンを冷却ファン アセンブリに挿入します。

次の手順

「システム内部の作業を終えた後に」の手順に従ってください。

イントルージョンスイッチ

イントルージョンスイッチの取り外し

前提条件
1. 「安全にお使いいただくために」に記載された安全ガイドラインに従ってください。
2. 「システム内部の作業を始める前に」に記載の手順に従います。
3. 冷却ファン アセンブリを取り外します。

手順

イントルージョンスイッチを押して、イントルージョンスイッチスロットから押し出します。
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図 37. イントルージョンスイッチの取り外し

次の手順

イントルージョン スイッチを取り付けます。

イントルージョンスイッチの取り付け

前提条件
「安全にお使いいただくために」に記載された安全ガイドラインに従ってください。

手順

1. イントルージョン スイッチのタブを、冷却ファン アセンブリ上の冷却ファンに合わせます。
2. イントルージョン スイッチが所定の位置にロックされるまで押します。

図 38. イントルージョンスイッチの取り付け

46 システム コンポーネントの取り付けと取り外し



次の手順

1. 冷却ファン アセンブリを取り付けます。
2. 「システム内部の作業のあとに」に記載の手順に従います。

NVDIMM-N バッテリ

NVDIMM-N バッテリの詳細

NVDIMM-N バッテリは標準および GPU 用エアフローカバーの両方にインストールできます。

エアフローカバーからの NVDIMM-N バッテリの取り外し

前提条件
1. 「安全にお使いいただくために」に記載された安全ガイドラインに従ってください。
2. 「システム内部の作業を始める前に」に記載の手順に従います。

注意: NVDIMM Server-n バッテリがないホットスワップします。データの損失、システムの損傷を防ぐため、 NVDIMM

Server-n バッテリを取り外す前に、システム上のシステム、 LED 、に NVDIMM の LED は、で NVDIMM Server-n バッテリ
N と LED はオフになっていることを確認します。

注意: バッテリの取り付け、取り外しの際には、バッテリコネクタが破損しないようにしっかり支えてください。

手順

1. NVDIMM-N バッテリからケーブルを外します。
2. #2 プラスドライバを使用して、NVDIMM-N バッテリを固定しているネジを取り外します。
3. NVDIMM-N バッテリの両端を持ち、斜めにして持ち上げてエアフローカバーのスロットから外します。
4. NVDIMM-N バッテリを持ち上げてシステムから取り出します。

図 39. エアフローカバーからの NVDIMM-N バッテリの取り外し
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次の手順

エアフローカバーに NVDIMM-N バッテリを取り付けます。

エアフローカバーへの NVDIMM-N バッテリの取り付け

前提条件
「安全にお使いいただくために」に記載された安全ガイドラインに従ってください。

注意: NVDIMM Server-n バッテリがないホットスワップします。データ消失やシステムの損傷を防ぐため、NVDIMM-N バッ
テリを取り付ける前に、システム、システムの LED、NVDIMM-N の LED、NVDIMM-N バッテリの LED がオフになっている
ことを確認してください。

注意: バッテリの取り付け、取り外しの際には、バッテリコネクタが破損しないようにしっかり支えてください。

手順

1. NVDIMM-N バッテリを一定の角度に傾け、バッテリをエアフローカバー スロットにセットします。
2. #2 プラスドライバを使用してネジを締め、NVDIMM-N バッテリを固定します。
3. ケーブルを NVDIMM-N バッテリに接続します。

図 40. エアフローカバーへの NVDIMM-N バッテリの取り付け

次の手順

「システム内部の作業のあとに」に記載の手順に従います。

ミッド ドライブ トレイからの NVDIMM-N バッテリの取り外し

前提条件
1. 「安全にお使いいただくために」に記載された安全ガイドラインに従ってください。
2. 「システム内部の作業を始める前に」の手順に従ってください。
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注意: NVDIMM Server-n バッテリがないホットスワップします。データの損失、システムの損傷を防ぐため、 NVDIMM

Server-n バッテリを取り外す前に、システム上のシステム、 LED 、に NVDIMM の LED は、で NVDIMM Server-n バッテリ
N と LED はオフになっていることを確認します。

注意: バッテリの取り付け、取り外しの際には、バッテリコネクタが破損しないようにしっかり支えてください。

手順

1. ドライブ トレイ ハンドルを 90 度上方に持ち上げます。
2. #2 プラスドライバを使用して、NVDIMM-N バッテリを固定しているネジを取り外します。
3. NVDIMM-N バッテリをスライドさせ、ドライブ トレイから外します。
4. NVDIMM-N バッテリからケーブルを外します。
5. NVDIMM-N バッテリの両端を持ち、システムからバッテリを取り出します。

図 41. ミッド ドライブ トレイからの NVDIMM-N バッテリの取り外し

次の手順

ミッド ドライブ トレイに NVDIMM-N バッテリを取り付けます。

ミッド ドライブ トレイへの NVDIMM-N バッテリの取り付け

前提条件
「安全にお使いいただくために」に記載された安全ガイドラインに従ってください。

注意: NVDIMM Server-n バッテリがないホットスワップします。データ消失やシステムの損傷を防ぐため、NVDIMM-N バッ
テリを取り付ける前に、システム、システムの LED、NVDIMM-N の LED、NVDIMM-N バッテリの LED がオフになっている
ことを確認してください。

注意: バッテリの取り付け、取り外しの際には、バッテリコネクタが破損しないようにしっかり支えてください。

手順

1. ケーブルを NVDIMM-N バッテリに接続します。
2. NVDIMM-N バッテリをスライドさせ、バッテリをドライブ トレイにはめ込みます。
3. #2 プラスドライバを使用してネジを締め、NVDIMM-N バッテリを固定します。
4. ドライブ トレイ ハンドルを下げます。
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図 42. ミッド ドライブ トレイへの NVDIMM-N バッテリの取り付け

次の手順

「システム内部の作業を終えた後に」の手順に従ってください。

ブラケットからの NVDIMM-N バッテリの取り外し

前提条件
1. 「安全にお使いいただくために」に記載された安全ガイドラインに従ってください。
2. 「システム内部の作業を始める前に」の手順に従ってください。

注意: NVDIMM Server-n バッテリがないホットスワップします。データの損失、システムの損傷を防ぐため、 NVDIMM

Server-n バッテリを取り外す前に、システム上のシステム、 LED 、に NVDIMM の LED は、で NVDIMM Server-n バッテリ
N と LED はオフになっていることを確認します。

注意: バッテリの取り付け、取り外しの際には、バッテリコネクタが破損しないようにしっかり支えてください。

手順

リリースタブを押して NVDIMM-N バッテリを引き出し、ブラケットのスロットからバッテリのタブを外します。
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図 43. ブラケットからの NVDIMM-N バッテリの取り外し

次の手順

ブラケットに NVDIMM-N バッテリを取り付けます。

ブラケットへの NVDIMM-N バッテリの取り付け

前提条件
「安全にお使いいただくために」に記載された安全ガイドラインに従ってください。

注意: NVDIMM Server-n バッテリがないホットスワップします。データ消失やシステムの損傷を防ぐため、NVDIMM-N バッ
テリを取り付ける前に、システム、システムの LED、NVDIMM-N の LED、NVDIMM-N バッテリの LED がオフになっている
ことを確認してください。

注意: バッテリの取り付け、取り外しの際には、バッテリコネクタが破損しないようにしっかり支えてください。

手順

1. NVDIMM-N バッテリのタブをブラケットのスロットに合わせます。
2. バッテリがしっかり装着されるまで、ブラケットに挿入します。
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図 44. ブラケットへの NVDIMM-N バッテリの取り付け

次の手順

「システム内部の作業を終えた後に」の手順に従ってください。

ドライブ

ドライブのガイドライン
ドライブは、ドライブスロットに収納するホット スワップ対応ドライブキャリアに装着された状態で提供されます。

注意: システムの動作中にドライブを取り付けたり取り外したりする前に、ストレージコントローラーカードのマニュアルを
参照して、ホストアダプターが正しく設定されていることを確認します。

注意: ドライブのフォーマット中は、システムの電源を切ったり、再起動を行ったりしないでください。ドライブの故障の原
因となります。

ドライブをフォーマットする場合は、フォーマットの完了までに十分な時間の余裕をみておいてください。大容量のドライブは、
フォーマットに長時間かかる場合があります。

ドライブ ダミーの取り外し
2.5 インチおよび 3.5 インチ ドライブ ダミーの取り外し手順は同じです。

前提条件
1. 「安全にお使いいただくために」に記載された安全ガイドラインに従ってください。
2. 前面ベゼルが取り付けられている場合は、取り外します。

注意: システムの正常な冷却状態を維持するために、空のドライブ スロットすべてにドライブ ダミーを取り付ける必要があり
ます。

注意: 旧世代の PowerEdge サーバからのドライブ ダミーの混在はサポートされません。

手順

リリースボタンを押し、ドライブ ダミーをドライブ スロットから引き出します。
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図 45. ドライブ ダミーの取り外し

次の手順

1. ドライブまたはドライブ ダミーを取り付けます。

ドライブ ダミーの取り付け
2.5 インチおよび 3.5 インチ ドライブ ダミーの取り付け手順は同じです。

前提条件
「安全にお使いいただくために」に記載された安全ガイドラインに従ってください。

注意: 旧世代の PowerEdge サーバからのドライブ ダミーの混在はサポートされません。

手順

ドライブ ダミーをドライブ スロットに差し込み、リリースボタンが所定の位置にカチッと収まるまで、ダミーを押し込みます。

図 46. ドライブ ダミーの取り付け

次の手順

前面ベゼルを取り外している場合は、取り付けます。

ドライブ キャリアの取り外し

前提条件
1. 「安全にお使いいただくために」に記載された安全ガイドラインに従ってください。
2. 必要に応じて、前面ベゼルを取り外します。
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3. 管理ソフトウェアを使用して、ドライブを取り外す準備をします。ドライブがオンラインの場合、ドライブの電源をオフにし
ている間は、緑色のアクティビティまたは障害インジケータが点滅します。ドライブ インジケータが消えたら、ドライブを安
全に取り外すことができます。詳細に関しては、ストレージコントローラのマニュアルを参照してください。

注意: システムの動作中にドライブを取り付けたり取り外したりする前に、ストレージ コントローラー カードのドキュメ
ントを参照して、ドライブの取り外しと挿入をサポートするように、ホスト アダプタが正しく設定されていることを確認
します。

注意: 前世代の PowerEdge サーバーのドライブを混在させることはできません。

注意: データ ロスを防ぐために、お使いのオペレーティング システムがドライブの取り付けに対応していることを確認し
てください。お使いのオペレーティング システムのマニュアルを参照してください。

手順

1. リリースボタンを押してドライブ キャリア リリース ハンドルを開きます。
2. ハンドルを持ち、ドライブ キャリアをスライドさせてドライブ スロットから取り外します。

図 47. ドライブ キャリアの取り外し

次の手順

1. ドライブ キャリアを取り付けます。
2. すぐにドライブを取り付けない場合は、システムの正常な冷却状態を維持するため、空のドライブ スロットにドライブ ダミー

を挿入します。

ドライブ キャリアの取り付け

前提条件
注意: システムの動作中にドライブを取り付けたり取り外したりする前に、ストレージ コントローラ カードのマニュアルを参
照して、ドライブの取り外しと挿入をサポートするように、ホスト アダプタが正しく設定されていることを確認してくださ
い。

注意: 旧世代の PowerEdge サーバからのドライブの混在はサポートされません。

注意: 同じ RAID ボリューム内での SAS および SATA ドライブの組み合わせはサポートされていません。

注意: ドライブの取り付け時は、隣接するドライブが完全に取り付けられていることを確認してください。完全に取り付けら
れていないキャリアの隣にドライブ キャリアを挿入してハンドルをロックしようとすると、完全に取り付けられていないキャ
リアのシールド バネが損傷し、使用できなくなる可能性があります。
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注意: データの損失を防ぐために、お使いのオペレーティングシステムがホットスワップによるドライブの取り付けに対応し
ていることを確認してください。お使いの OS のマニュアルを参照してください。

注意: ホットスワップ対応の交換用ドライブを取り付け、システムの電源を入れると、ドライブの再構築が自動的に始まりま
す。交換用ドライブが空であるか、上書きするデータが含まれていることを確認します。交換用ドライブ上のデータはすべて、
ドライブの取り付け後ただちに失われます。

1. 「安全にお使いいただくために」に記載された安全ガイドラインに従ってください。

2. 必要に応じて、ドライブ ダミーを取り外します。

手順

1. ドライブ キャリア前面のリリースボタンを押して、リリース ハンドルを開きます。
2. ドライブ キャリアをドライブ スロットに挿入し、ドライブがバックプレーンに接続されるまでスライドします。
3. ドライブ キャリア リリース ハンドルを閉じ、ドライブを所定の位置にロックします。

図 48. ドライブ キャリアの取り付け

次の手順

前面ベゼルを取り外している場合は、取り付けます。

3.5 インチ ドライブ アダプターからの 2.5 インチ ドライブの取り外し

前提条件
1. 「安全にお使いいただくために」に記載された安全ガイドラインに従ってください。
2. 「システム内部の作業を始める前に」に記載されている処理手順に従います。
3. 3.5 インチ ドライブ キャリアーから 3.5 インチ ドライブ アダプターを取り外します。

メモ: 2.5 インチ ホット スワップ対応ドライブは 3.5 インチ ドライブ アダプターに取り付けられており、ドライブ アダプター
は 3.5 インチ ホット スワップ対応ドライブ キャリアーに取り付けられています。

手順

1. 2 番プラス ドライバーを使用して、3.5 インチ ドライブ アダプターの側面からネジを外します。

メモ: 2.5 インチ ドライブにトルクス ネジが付属している場合は、トルクス 6 番ドライバーを使用して、3.5 インチ ドライ
ブ アダプターからドライブを取り外します。

システム コンポーネントの取り付けと取り外し 55



2. 3.5 インチ ドライブ アダプターからドライブを取り外します。

図 49. 3.5 インチ ドライブ アダプターからの 2.5 インチ ドライブの取り外し

次の手順

3.5 インチ ドライブ アダプターに 2.5 インチ ドライブを取り付けます。

3.5 インチ ドライブ アダプターへの 2.5 インチ ドライブの取り付け

前提条件
「安全にお使いいただくために」に記載された安全ガイドラインに従ってください。

手順

1. 2.5 インチ ドライブのネジ穴を 3.5 インチ ドライブ アダプターのネジ穴に合わせます。
2. 2 番プラス ドライバーを使用し、ネジを取り付けてドライブを 3.5 インチ ドライブ アダプターに固定します。

メモ: 2.5 インチ ドライブにトルクス ネジが付属している場合は、トルクス 6 番ドライバーを使用して、3.5 インチ ドライ
ブ アダプターにドライブを取り付けます。
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図 50. 3.5 インチ ドライブ アダプターへの 2.5 インチ ドライブの取り付け

次の手順

1. 3.5 インチ ドライブ アダプターを 3.5 インチ ドライブ キャリアーに取り付けます。
2. 「システム内部の作業を終えた後に」に記載の手順に従います。

3.5 インチ ドライブ キャリアーからの 3.5 インチ アダプターの取り外し

前提条件
1. 「安全にお使いいただくために」に記載された安全ガイドラインに従ってください。
2. 「システム内部の作業を始める前に」に記載されている処理手順に従います。
3. 3.5 インチ ドライブ キャリアーをシステムから取り外します。

手順

1. ドライブ キャリアのレールからネジを外します。

メモ: 3.5 インチ ドライブにトルクス ネジが付属している場合は、トルクス 6 番ドライバーを使用して、3.5 インチ ドライ
ブ アダプターからドライブを取り外します。
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2. 3.5 インチ ドライブ アダプタを持ち上げてドライブ キャリアから取り出します。

図 51. 3.5 インチ ドライブ キャリアーからの 3.5 インチ アダプターの取り外し

次の手順

3.5 インチ アダプターを 3.5 インチ ドライブ キャリアーに取り付けます。

3.5 インチ ドライブ キャリアーへの 3.5 インチ アダプターの取り付け

前提条件
「安全にお使いいただくために」に記載された安全ガイドラインに従ってください。

手順

1. ドライブのコネクタ側をドライブ キャリアの後部に向けて、3.5 インチ ドライブ アダプタをドライブ キャリアに挿入します。
2. ドライブのネジ穴とドライブ キャリアの穴の位置を合わせます。
3. ネジを取り付けて、ドライブをドライブ キャリアに固定します。

メモ: 3.5 インチ ドライブにトルクス ネジが付属している場合は、トルクス 6 番ドライバーを使用して、3.5 インチ ドライ
ブ アダプターにドライブを取り付けます。
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図 52. 3.5 インチ ドライブ キャリアーへの 3.5 インチ アダプターの取り付け

次の手順

1. 3.5 インチ ドライブ キャリアーをシステムに取り付けます。
2. 「システム内部の作業を終えた後に」に記載の手順に従います。

ドライブ キャリアからのドライブの取り外し

前提条件
1. 「安全にお使いいただくために」に記載された安全ガイドラインに従ってください。
2. 「システム内部の作業を始める前に」に記載されている安全ガイドラインに従ってください。

注意: 前世代の PowerEdge サーバーのドライブを混在させることはできません。

手順

1. プラス#1 ドライバを使用して、ドライブ キャリアのスライド レールからネジを外します。

メモ: ハード ドライブまたは SSD キャリアーにトルクス ネジが付属している場合は、トルクス 6 番ドライバー（2.5 イン
チ ドライブの場合）またはトルクス 8 番ドライバー（3.5 インチ ドライブの場合）を使用してドライブを取り外します。
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2. ドライブを持ち上げてドライブ キャリアから取り出します。

図 53. ドライブ キャリアからのドライブの取り外し

次の手順

該当する場合は、ドライブをドライブ キャリアーに取り付けます。

ドライブ キャリアへのドライブの取り付け

前提条件
「安全にお使いいただくために」に記載された安全ガイドラインに従ってください。

注意: 他の世代の PowerEdge サーバのドライブ キャリアを混在させることはできません。

メモ: ドライブ キャリアにドライブを取り付ける際は、必ず 4 インチポンドのトルクでネジを締めてください。

手順

1. ドライブのコネクター側をキャリアの後部に向けて、ドライブをドライブ キャリアに挿入します。
2. ドライブのネジ穴とドライブ キャリアのネジ穴の位置を合わせます。

位置が正しく揃うと、ドライブの背面がドライブ キャリアの背面と同一面に並びます。

3. #1 プラス ドライバを使用して、ドライブをドライブ キャリアにネジで固定します。

メモ: ハード ドライブまたは SSD キャリアーにトルクス ネジが付属している場合は、トルクス 6 番ドライバー（2.5 イン
チ ドライブの場合）またはトルクス 8 番ドライバー（3.5 インチ ドライブの場合）を使用してドライブを取り付けます。
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図 54. ドライブ キャリアへのドライブの取り付け

システムメモリ

システムメモリ ガイドライン
PowerEdge システムは、DDR4 レジスタード DIMM（RDIMM）、負荷軽減 DIMM（LRDIMM）、および不揮発性 DIMM（NVDIMM-N）
をサポートします。システムメモリ、プロセッサで実行されている手順を保持します。

システムにはメモリソケットが 24 個あり、12 個 ずつの 2 セット（各プロセッサに 1 セット）に分かれています。ソケット 12 個の
各セットは、6 つのチャネルで構成されています。各プロセッサーに 6 つのメモリ チャネルが割り当てられます。どのチャネル
も、 初のソケットのリリースレバーは白、2 番目のソケットのレバーは黒に色分けされています。
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図 55. メモリソケットの位置

メモリチャネルは次のように構成されます。

表 19. メモリチャネル 

プロセッサ チャネル 0 チャネル 1 チャネル 2 チャネル 3 チャネル 4 チャネル 5

プロセッサ 1 スロット A1 と
A7

スロット A2 と
A8

スロット A3 と
A9

スロット A4 と
A10

スロット A5 と
A11

スロット A6 と
A12

プロセッサ 2 スロット B1 と
B7

スロット B2 と
B8

スロット B3 と
B9

スロット B4 と
B10

スロット B5 と
B11

スロット B6 と
B12

メモリー モジュール取り付けガイドライン
システムの 適なパフォーマンスを実現するには、システム メモリーを構成する際に次の一般的なガイドラインに従ってくださ
い。これらのガイドラインに従わずにシステムメモリーを構成すると、システムが起動しなかったり、メモリー構成時に応答しな
くなったり、少ないメモリーで作動したりする場合があります。

メモリー バスは、次の要因に応じて、2933 MT/s、2666 MT/s、2400 MT/s、または 2133 MT/s の周波数で作動する場合がありま
す。
● 選択されているシステム プロファイル（たとえば、 適化パフォーマンス、またはカスタム［高速または低速で実行可能］）
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● プロセッサーでサポートされている DIMM の 大速度。2933 MT/s のメモリー周波数については、チャネルごとに 1 個の DIMM
がサポートされています。

● プロセッサーでサポートされている DIMM の 大速度。
● DIMM のサポートされている 大速度

メモ: MT/s は DIMM の速度単位で、MegaTransfers/ 秒の略語です。

このシステムはフレキシブル メモリー構成をサポートしているため、あらゆる有効なチップセット アーキテクチャ構成でシステ
ムを構成し、実行できます。次に、メモリー モジュールの設定に関する推奨ガイドラインを示します。

● すべての DIMM は DDR4 である必要があります。
● RDIMM と LRDIMM を併用しないでください。
● NVDIMM と LRDIMM を併用しないでください。
● NVDIMM と RDIMM は併用できます。
● DDP（Dual Die Package）LRDIMM である 64 GB の LRDIMM と、TSV（Through Silicon Via/3DS）LRDIMM である 128 GB の LRDIMM

は併用しないでください。
● x4 および x8 DRAM ベースのメモリー モジュールは併用できます。
● ランク カウントに関係なく、チャネルあたり 大 2 枚の RDIMM を装着できます。
● ランク カウントに関係なく、チャネルあたり 大 2 枚の LRDIMM を装着できます。
● ランク カウントに関係なく、チャネルあたり 大 2 枚の異なるランクの DIMM を装着できます。
● 速度の異なるメモリーモジュールを取り付けた場合は、その中で も遅いメモリー モジュールの速度で動作します。
● プロセッサーが取り付けられている場合に限り、メモリー モジュールを装着します。

○ シングルプロセッサー システムの場合は、ソケット A1～A12 が使用できます。
○ デュアルプロセッサー システムの場合は、ソケット A1～A12 と B1～B12 が使用できます。

● 初に白のリリースタブが付いたソケットに、次に黒のリリースタブの順に、すべてのソケットに装着します。
● 容量の異なるメモリー モジュールを混在させる場合は、容量が も多いメモリー モジュールを 初にソケットに装着します。

メモ: たとえば、8 GB と 16 GB のメモリー モジュールを混在させる場合は、16 GB のメモリー モジュールを白いリリース
タブが付いたソケットに装着してから、黒いリリースタブが付いたソケットに 8 GB のメモリー モジュールを装着します。

● その他のメモリー装着ルールに従えば、様々な容量のメモリーモジュールを混在させることができます。

メモ: たとえば、8 GB および 16 GB のメモリー モジュールを混在させることが可能です。

● デュアルプロセッサー構成では、各プロセッサーのメモリー構成は同一でなければなりません。
メモ: たとえば、プロセッサー 1 をソケット A1 に装着した場合、プロセッサー 2 をソケット B1 に（…以下同様）装着する
必要があります。

● 1 台のシステムでの 2 種類以上のメモリー モジュール容量の併用はサポートされていません。
● メモリー構成のバランスが取れていないとパフォーマンスが損なわれるため、 適なパフォーマンスを得るには、常に同一の

DIMM を使用してメモリー チャネルを同じように装着してください。
● パフォーマンスを 大にするには、各プロセッサーにつき同じメモリー モジュール 6 枚（チャネルあたり 1 枚の DIMM）を一

度に装着します。
プロセッサーあたり 4 枚の DIMM と 8 枚の DIMM を使用したパフォーマンス 適化モードでの DIMM 装着アップデート
● プロセッサーあたりの DIMM の枚数が 4 である場合、装着するスロットは 1、2、4、5 です。
● プロセッサーあたりの DIMM の枚数が 8 である場合、装着するスロットは 1、2、4、5、7、8、10、11 です。

NVDIMM-N メモリモジュール取り付けガイドライン
以下は、 NVDIMM に N をメモリモジュールの取り付け推奨ガイドラインは次のとおりです
● 各システムには、 1 、 2 、 4 、 6 、または 12 NVDIMM-N メモリ設定をサポートします。
● サポートされる構成は、デュアルプロセッサ、および 12 x RDIMM 以上にする必要があります。
● 大 12 NVDIMM-N をシステムにインストールできます。
● NVDIMM-N または RDIMM を LRDIMM と混在させることはできません。
● DDR4 NVDIMM-N は、プロセッサー 1 および 2 の黒色のリリース タブ上にのみ装着できます。
● 4 つのプロセッサーが搭載されたシステムでは、プロセッサー 3 と 4 に装着した RDIMM の枚数がプロセッサー 1 と 2 に装着し

た RDIMM と同じである必要があります。
● 構成 3、6、9、および 12 のすべてのスロットを使用できますが、システムに取り付けられる NVDIMM-N の枚数は 大 12 です。

メモ: NVDIMM-N メモリー スロットは、ホットプラグ非対応です。

サポートされている NVDIMM-N 構成の詳細については、www.dell.com/poweredgemanuals で「NVDIMM-N ユーザー ガイド」を参
照してください。
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表 20. デュアル プロセッサー構成でサポートされている NVDIMM-N 

構成 説明 メモリー装着ルール

RDIMM NVDIMM-N

構成 1 12 x 16 GB RDIMM 、 1 x
NVDIMM N

プロセッサー 1 {A1、2、3、4、
5、6}
プロセッサー 2 {B1、2、3、4、
5、6}

プロセッサー 1 {A7}

構成 2 12 x 32 GB の RDIMM 、 1 x
NVDIMM N

すべての 12x RDIMM 構成につ
いて同じです。構成 1 を参照
してください。

プロセッサー 1 {A7}

構成 3 23 x 32 GB の RDIMM 、 1 x
NVDIMM N

プロセッサー 1 {A1、2、3、4、
5、6、7、8、9、10、11、12}
プロセッサー 2 {B1、2、3、4、
5、6、7、8、9、10、11}

プロセッサー 2 {B12}

構成 4 12 x 16 GB RDIMM、2 x
NVDIMM-N

すべての 12x RDIMM 構成につ
いて同じです。構成 1 を参照
してください。

プロセッサー 1 {A7}

プロセッサー 2 {B7}

構成 5 12 x 32 GB RDIMM、2 x
NVDIMM-N

すべての 12x RDIMM 構成につ
いて同じです。構成 1 を参照
してください。

プロセッサー 1 {A7}

プロセッサー 2 {B7}

構成 6 22 x 32 GB の RDIMM 、 2 x
NVDIMM ● Ns

プロセッサー 1 {A1、2、3、4、
5、6、7、8、9、10、11}
プロセッサー 2 {B1、2、3、4、
5、6、7、8、9、10、11}

プロセッサー 1 {A12}

プロセッサー 2 {B12}

構成 7 12 x 16 GB RDIMM 、 4 x
NVDIMM ● Ns

すべての 12x RDIMM 構成につ
いて同じです。構成 1 を参照
してください。

プロセッサー 1 {A7、A8}

プロセッサー 2 {B7、B8}

構成 8 22 x 32 GB の RDIMM 、 4 x
NVDIMM ● Ns

すべての 12x RDIMM 構成につ
いて同じです。構成 1 を参照
してください。

プロセッサー 1 {A7、A8}

プロセッサー 2 {B7、B8}

構成 9 20 x 32 GB の RDIMM 、 4 x
NVDIMM ● Ns

プロセッサー 1 {A1、2、3、4、
5、6、7、8、9、10}
プロセッサー 2 {B1、2、3、4、
5、6、7、8、9、10}

プロセッサー 1 {A11、12}

プロセッサー 2 {B11、12}

構成 10 12 x 16 GB RDIMM 、 6 ×
NVDIMM ● Ns

すべての 12x RDIMM 構成につ
いて同じです。構成 1 を参照
してください。

プロセッサー 1 {A7、8、9}

プロセッサー 2 {B7、8、9}

構成 11 12 x 32 GB の RDIMM 、 6 ×
NVDIMM ● Ns

すべての 12x RDIMM 構成につ
いて同じです。構成 1 を参照
してください。

プロセッサー 1 {A7、8、9}

プロセッサー 2 {B7、8、9}

構成 12 18 x 32 GB の RDIMM 、 6 ×
NVDIMM ● Ns

プロセッサー 1 {1、2、3、4、
5、6、7、8、9}
プロセッサー 2 {1、2、3、4、
5、6、7、8、9}

プロセッサー 1 {A10、11、12}

プロセッサー 2 {B10、11、12}

構成 13 12 x 16 GB RDIMM 、 12 x
NVDIMM ● Ns

すべての 12x RDIMM 構成につ
いて同じです。構成 1 を参照
してください。

プロセッサー 1 {A7、8、9、10、
11、12}
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表 20. デュアル プロセッサー構成でサポートされている NVDIMM-N （続き）

構成 説明 メモリー装着ルール

RDIMM NVDIMM-N

プロセッサー 2 {B7、8、9、10、
11、12}

構成 14 12 x 32 GB の RDIMM 、 12 x
NVDIMM ● Ns

すべての 12x RDIMM 構成につ
いて同じです。構成 1 を参照
してください。

プロセッサー 1 {A7、8、9、10、
11、12}

プロセッサー 2 {B7、8、9、10、
11、12}

表 21. クアッド プロセッサー構成でサポートされている NVDIMM-N 

構成 説明
メモリー装着ルール

RDIMM NVDIMM-N

構成 1 24x 16 GB RDIMM、1x NVDIMM-
N

プロセッサー 1 {A1、2、3、4、
5、6}、
プロセッサー 2 {B1、2、3、4、
5、6}、
プロセッサー 3 {C1、2、3、4、
5、6}
プロセッサー 4 {D1、2、3、4、
5、6}

プロセッサー 1 {A7}

構成 2 24x 32 GB RDIMM、1x
NVDIMM-N

すべての 24x RDIMM 構成につ
いて同じです。構成 1 を参照
してください。

プロセッサー 1 {A7}

構成 3 47x 32 GB RDIMM、1x
NVDIMM-N

プロセッサー 1 {A1、2、3、4、
5、6、7、8、9、10、11、12}、
プロセッサー 2 {B1、2、3、4、
5、6、7、8、9、10、11}、
プロセッサー 3 {C1、2、3、4、
5、6、7、8、9、10、11、12}
プロセッサー 4 {D1、2、3、4、
5、6、7、8、9、10、11、12}

プロセッサー 2 {B12}

構成 4 24x 16 GB RDIMM、2x
NVDIMM-N

プロセッサー 1 {A1、2、3、4、
5、6}、
プロセッサー 2 {B1、2、3、4、
5、6}
プロセッサー 3 {C1、2、3、4、
5、6}
プロセッサー 4 {D1、2、3、4、
5、6}

プロセッサー 1 {A7}、
プロセッサー 2 {B7}

構成 5 24x 32 GB RDIMM、2x
NVDIMM-N

プロセッサー 1 {A1、2、3、4、
5、6}、
プロセッサー 2 {B1、2、3、4、
5、6}、
プロセッサー 3 {C1、2、3、4、
5、6}
プロセッサー 4 {D1、2、3、4、
5、6}

プロセッサー 1 {A7}、
プロセッサー 2 {B7}

構成 6 46x 32 GB RDIMM、2x
NVDIMM-N

プロセッサー 1 {A1、2、3、4、
5、6、7、8、9、10、11}、
プロセッサー 2 {B1、2、3、4、

プロセッサー 1 {A12}、
プロセッサー 2 {B12}
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表 21. クアッド プロセッサー構成でサポートされている NVDIMM-N （続き）

構成 説明
メモリー装着ルール

RDIMM NVDIMM-N

5、6、7、8、9、10、11}、
プロセッサー 3 {C1、2、3、4、
5、6、7、8、9、10、11、12}
プロセッサー 4 {D1、2、3、4、
5、6、7、8、9、10、11、12}

構成 7 24x 16 GB RDIMM、4x
NVDIMM-N

プロセッサー 1 {A1、2、3、4、
5、6}、
プロセッサー 2 {B1、2、3、4、
5、6}、
プロセッサー 3 {C1、2、3、4、
5、6}
プロセッサー 4 {D1、2、3、4、
5、6}

プロセッサー 1 {A7、8}、
プロセッサー 2 {B7、8}

構成 8 24x 32 GB RDIMM、4x NVDIMM プロセッサー 1 {A1、2、3、4、
5、6}、
プロセッサー 2 {B1、2、3、4、
5、6}、
プロセッサー 3 {C1、2、3、4、
5、6}
プロセッサー 4 {D1、2、3、4、
5、6}

プロセッサー 1 {A7、8}、
プロセッサー 2 {B7、8}

構成 9 44x 32 GB RDIMM、4x
NVDIMM-N

プロセッサー 1 {A1、2、3、4、
5、6、7、8、9、10}、
プロセッサー 2 {B1、2、3、4、
5、6、7、8、9、10}、
プロセッサー 3 {C1、2、3、4、
5、6、7、8、9、10、11、12}
プロセッサー 4 {D1、2、3、4、
5、6、7、8、9、10、11、12}

プロセッサー 1 {A11、12}、
プロセッサー 2 {B11、12}

構成 10 24x 16 GB RDIMM、6x
NVDIMM-N

プロセッサー 1 {A1、2、3、4、
5、6}、
プロセッサー 2 {B1、2、3、4、
5、6}
プロセッサー 3 {C1、2、3、4、
5、6}
プロセッサー 4 {D1、2、3、4、
5、6}

プロセッサー 1 {A7、8、9}
プロセッサー 2 {B7、8、9}

構成 11 24x 32 GB RDIMM、6x
NVDIMM-N

プロセッサー 1 {A1、2、3、4、
5、6}、
プロセッサー 2 {B1、2、3、4、
5、6}、
プロセッサー 3 {C1、2、3、4、
5、6}
プロセッサー 4 {D1、2、3、4、
5、6}

プロセッサー 1 {A7、8、9}
プロセッサー 2 {B7、8、9}

構成 12 42x 32 GB RDIMM、6x
NVDIMM-N

プロセッサー 1 {A1、2、3、4、
5、6、7、8、9}、
プロセッサー 2 {B1、2、3、4、
5、6、7、8、9}
プロセッサー 3 {C1、2、3、4、

プロセッサー 1 {A10、11、12}
プロセッサー 2 {B10、11、12}
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表 21. クアッド プロセッサー構成でサポートされている NVDIMM-N （続き）

構成 説明
メモリー装着ルール

RDIMM NVDIMM-N

5、6、7、8、9、10、11、12}
プロセッサー 4 {D1、2、3、4、
5、6、7、8、9、10、11、12}

構成 13 24x 16 GB RDIMM、12x
NVDIMM-N

プロセッサー 1 {A1、2、3、4、
5、6}、
プロセッサー 2 {B1、2、3、4、
5、6}、
プロセッサー 3 {C1、2、3、4、
5、6}
プロセッサー 4 {D1、2、3、4、
5、6}

プロセッサー 1 {A7、8、9、10、
11、12}、
プロセッサー 2 {B7、8、9、10、
11、12}

構成 14 24x 32 GB RDIMM、12x
NVDIMM-N

プロセッサー 1 {A1、2、3、4、
5、6}、
プロセッサー 2 {B1、2、3、4、
5、6}、
プロセッサー 3 {C1、2、3、4、
5、6}
プロセッサー 4 {D1、2、3、4、
5、6}

プロセッサー 1 {A7、8、9、10、
11、12}、
プロセッサー 2 {B7、8、9、10、
11、12}

構成 15 36x 32 GB RDIMM、12x
NVDIMM-N

プロセッサー 1 {A1、2、3、4、
5、6}、
プロセッサー 2 {B1、2、3、4、
5、6}、
プロセッサー 3 {C1、2、3、4、
5、6、7、8、9、10、11、12}
プロセッサー 4 {D1、2、3、4、
5、6、7、8、9、10、11、12}

プロセッサー 1 {A7、8、9、10、
11、12}、
プロセッサー 2 {B7、8、9、10、
11、12}

PMem の取り付けガイドライン
データ センター パーシステント メモリー モジュール（PMem）をインストールするための推奨ガイドラインを次に示します。
● 各システムは、チャネルごとに 1 枚の PMem メモリー モジュールをサポートします。

メモ: 2 つの異なる PMem 容量が混在している場合、その構成はサポートされていないため、F1/F2 警告が表示されます。

● PMem は、RDIMM、LRDIMM、3DS LRDIMM と混在させることができます。
● 統合メモリー コントローラー（iMC）のチャネル内またはソケット間で、DDR4 DIMM タイプ（RDIMM、LRDIMM、および 3DS

LRDIMM）を混在させることはサポートされていません。
● PMem 動作モード（App Direct、メモリー モード）の混在はサポートされていません。
● チャネルに装着する DIMM が 1 つだけの場合は、常にそのチャネルの 初のスロット（白いスロット）に装着する必要があり

ます。
● PMem と DDR4 DIMM が同じチャネルに装着されている場合は、常に 2 番目のスロット（黒のスロット）に PMem を接続しま

す。
● PMem がメモリー モードで構成されている場合、推奨される DDR4 と PMem の容量比率は、iMC あたり 1:4～1:16 です。
● 複数の PMem を異なる容量の PMem や NVDIMM と混在させることはできません。
● PMem がインストールされている場合、異なる容量の RDIMM と LRDIMM を混在させることはできません。
● 異なる容量の PMem を混在させることはできません。

サポートされている PMem 構成の詳細については、https://www.dell.com/support/home/products/server_int/server_int_poweredge
の Dell EMC PMem ユーザーズ ガイドを参照してください。
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表 22. 2 ソケットの PMem 構成 

数サー
バー内
の
CPU

対応し
ている
PMem
構成

対応し
ている
DRAM
構成

DRAM
の容量
（GB）

PMem
の容量
（GB）

メモリー
モードのオ
ペレーティ
ング シス
テム メモ
リー（GB）

総メモ
リー
（GB）

CPU
あたり
の総メ
モリー
（GB）

DRAM対
Optane メ
モリーの比
率

M CPU ま
たは L CPU
が必要

アプリケー
ション ダ
イレクト
モードでサ
ポート

メモリー
モードでサ
ポート

2 128 GB
x 1

16 GB x
12

192 128 該当なし 320 160 1:0.7 無 有 無

2 128 GB
x 2

16 GB x
12

192 256 該当なし 448 224 1:1.3 無 有 無

2 128 GB
x 4

16 GB x
8

128 512 512 640 320 1:4 無 有 有

2 128 GB
x 4

16 GB x
12

192 512 該当なし 704 352 1:2.7 無 有 無

2 128 GB
x 8

16 GB x
12

192 1,024 1,024 1,216 608 1:5.3 無 有 有

2 128 GB
x 12

16 GB x
12

192 1,536 1,536 1,728 864 1:8 無 有 有

2 128 GB
x 1

32 GB
x 12

384 128 該当なし 512 256 1:0.3 無 有 無

2 128 GB
x 2

32 GB
x 12

384 256 該当なし 640 320 1:0.7 無 有 無

2 128 GB
x 4

32 GB
x 12

384 512 該当なし 896 448 1:1.3 無 有 無

2 128 GB
x 8

32 GB
x 12

384 1,024 該当なし 1,408 704 1:2.7 無 有 無

2 128 GB
x 12

32 GB
x 12

384 1,536 1,536 1,920 960 1:4 無 有 有

2 128 GB
x 4

64 GB
x 12

768 512 該当なし 1,280 640 1:0.7 無 有 無

2 128 GB
x 8

64 GB
x 12

768 1,024 該当なし 1,792 896 1:1.3 無 有 無

2 128 GB
x 12

64 GB
x 12

768 1,536 該当なし 2,304 1,152 1:2 L SKU 有 無

2 128 GB
x 12

128 GB
x 12

1,536 1,536 該当なし 3,072 1,536 1:1 L SKU 有 無

2 512 GB
x 8

32 GB
x 12

384 4,096 4,096 4,480 2,240 1:10.7 L SKU 有 有

2 512 GB
x 12

32 GB
x 12

384 6,144 6,144 6,528 3,264 1:16 L SKU 有 有

2 512 GB
x 8

64 GB
x 12

768 4,096 4,096 4,864 2,432 1:5.3 L SKU 有 有

2 512 GB
x 12

64 GB
x 12

768 6,144 6,144 6,912 3,456 1:8 L SKU 有 有

2 512 GB
x 12

128 GB
x 12

1,536 6,144 6,144 7,680 3,840 1:4 L SKU 有 有

2 256
GB x 8

16 GB x
12

192 2,048 2,048 2,240 1,120 1:10.7 L SKU 有 有
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表 22. 2 ソケットの PMem 構成 （続き）

数サー
バー内
の
CPU

対応し
ている
PMem
構成

対応し
ている
DRAM
構成

DRAM
の容量
（GB）

PMem
の容量
（GB）

メモリー
モードのオ
ペレーティ
ング シス
テム メモ
リー（GB）

総メモ
リー
（GB）

CPU
あたり
の総メ
モリー
（GB）

DRAM対
Optane メ
モリーの比
率

M CPU ま
たは L CPU
が必要

アプリケー
ション ダ
イレクト
モードでサ
ポート

メモリー
モードでサ
ポート

2 256
GB x 8

32 GB
x 12

384 2,048 2,048 2,432 1,216 1:5.3 L SKU 有 有

2 256
GB x 12

32 GB
x 12

384 3,072 3,072 3,456 1,728 1:8 L SKU 有 有

2 256
GB x 8

64 GB
x 12

768 2,048 該当なし 2,816 1,408 1:2.7 L SKU 有 無

2 256
GB x 12

64 GB
x 12

768 3,072 3,072 3,840 1,920 1:4 L SKU 有 有

2 256
GB x 12

128 GB
x 12

1,536 3,072 該当なし 4,608 2,304 1:2 L SKU 有 無

メモ: 1 個の CPU のみを搭載したデュアル ソケット サーバで使用できる構成は限られています。

メモ: PMem は、1600W および 2400W の PSU 構成のシステムでサポートされています。

メモ:

● PMem には、ハイ パフォーマンス ファンが必要です。

● GPU および FGPA カードはサポートされていません。

● ミッド ストレージまたは背面ストレージはサポートされていません。

● 前面 12 x 3.5 インチ ドライブはサポートされていません。

モードごとのガイドライン
許可される設定はシステム BIOS で選択したメモリー モードによって異なります。

表 23. メモリー動作モード 

メモリー動作モード 説明

［ 適化モード］ ［オプティマイザー モード］を有効化すると、DRAM コントローラーが 64 ビット モード
で単独で動作し、メモリーパフォーマンスが 適化されます。

メモ: PMem はオプティマイザー モードのみをサポートします。

［ミラーモード］ ［ミラー モード］を有効にすると、システムは同一の 2 個のデータ コピーをメモリーに保
持するため、使用可能なシステム メモリーの総量は、取り付けられている物理メモリー総
量の半分になります。取り付けられたメモリーの半分は、アクティブなメモリー モジュー
ルのミラーリングに使用されます。この機能によって 高クラスの信頼性が付与されるた
め、致命的なメモリー障害の間であっても、ミラーリングされたコピーへのスイッチ オー
バーによってシステムを実行し続けることができます。ミラー モードを有効にするイン
ストール ガイドラインでは、メモリー モジュールが同じサイズ、スピード、テクノロジー
であることを求めており、プロセッサーあたり 6 個を 1 セットにして装着する必要があり
ます。

［シングルランクスペアモード］ ［シングル ランク スペア モード］では、チャネルあたり 1 個のランクをスペアとして割り
当てます。ランクまたはチャネルに修正可能なエラーが多数発生した場合、それらはオペ
レーティング システムが実行している間にスペア領域に移動され、エラーによって修正で
きない障害が発生することを防ぎます。各チャネルには 2 個以上のランクを装着する必要
があります。

［マルチ ランク スペア モード］ ［マルチ ランク スペア モード］では、チャネルあたり 2 個のランクをスペアとして割り当
てます。ランクまたはチャネルに修正可能なエラーが多数発生した場合、それらはオペレ
ーティング システムが実行している間にスペア領域に移動され、エラーによって修正でき
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表 23. メモリー動作モード （続き）

メモリー動作モード 説明

ない障害が発生することを防ぎます。各チャネルには 3 個以上のランクを装着する必要が
あります。

シングル ランク メモリー スペアリングを有効にすると、
オペレーティング システムで使用可能なシステム メモリーでは、チャネルごとに
ランクが 1 個減少します。

例えば、
24x 16 GB デュアルランク メモリー モジュールを搭載したデュアルプロセッサー構成で
は、
使用可能なシステム メモリーは 3/4（ランク/チャネル）×
24（メモリー モジュール）× 16 GB = 288 GB であり、24（メモリー
モジュール）× 16 GB = 384 GB ではありません。マルチ ランク スペアリングでは、
乗数が 1/2（ランク/チャネル）になります。

メモ: メモリー スペアリングを使用するには、システム セットアップの BIOS メニュー
でこの機能を有効にする必要があります。

メモ: メモリー　ペアリングは、マルチビットの修正不能なエラーには対応できませ
ん。

［Dell 耐障害性モード］ ［Dell 耐障害性モード］を有効にすると、BIOS が耐障害性を持つメモリーの領域を作成し
ます。このモードは、重要なアプリケーションをロードするためにこの機能をサポートす
る OS、または OS カーネルによってシステムの可用性を 大化できる OS で使用できま
す。

メモ: この機能は、Gold および Platinum のインテルプロセッサーでのみサポートされ
ています。

メモ: メモリー構成は、DIMM のサイズ、スピード、およびランクが同じである必要が
あります。

適化モード

このモードは、x4 デバイス幅を使用するメモリー モジュールに対してのみ、SDDC（Single Device Data Correction）をサポートし
ます。特定のスロットに装着する必要はありません。

● デュアル プロセッサー：プロセッサー 1 から開始するラウンド ロビン順でスロットに装着します。
メモ: プロセッサー 1 とプロセッサー 2 の装着が一致している必要があります。

● クワッド プロセッサー：プロセッサー 1 から開始するラウンド ロビン順でスロットに装着します。
メモ: プロセッサー 1、プロセッサー 2、プロセッサー 3、およびプロセッサー 4 の装着が一致している必要があります。

表 24. メモリー装着ルール 

プロセッサー 構成 メモリー装着 メモリー装着情報

シングル プロセッサ
ー

オプティマイザ ( 独立チ
ャネル ) の装着順序

1、2、3、4、5、6、7、8、
9、10、11、12

● DIMM は指定された順序で装着する必要があ
ります。

● 奇数枚の DIMM の装着が許可されています
メモ: 奇数枚の DIMM により、メモリー構
成のバランスが崩れ、パフォーマンスの
損失につながります。 適なパフォーマ
ンスを得るには、すべてのメモリー チャ
ネルを同じ DIMM を使用して同様に装着
することを推奨します。

● シングル プロセッサーに 4 枚の DIMM と 8
枚の DIMM を装着する場合、オプティマイザ
ー装着順序は通常の順序ではありません。
○ DIMM 4 枚の場合：A1、A2、A4、A5
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表 24. メモリー装着ルール （続き）

プロセッサー 構成 メモリー装着 メモリー装着情報

○ DIMM 8 枚の場合：A1、A2、A4、A5、A7、
A8、A10、A11

ミラーリング装着順序 {1、2、3、4、5、6} {7、8、
9、10、11、12}

ミラーリングはプロセッサーあたり 6 枚または
12 枚の DIMM でサポートされます。

シングルランクスペアリ
ング装着順序

1、2、3、4、5、6、7、8、
9、10、11、12

● DIMM は指定された順序で装着する必要があ
ります。

● 2 つのランクまたはチャネルごとの詳細が必
要です。

マルチランクスペアリン
グ装着順序

1、2、3、4、5、6、7、8、
9、10、11、12

● DIMM は指定された順序で装着する必要があ
ります。

● 3 つのランクまたはチャネルごとの詳細が必
要です。

Fault Resilient 装着順序 {1、2、3、4、5、6} {7、8、
9、10、11、12}

プロセッサーあたり 6 枚または 12 枚の DIMM で
サポートされます。

デュアル プロセッサ
ー（プロセッサー 1 か
ら開始。プロセッサ
ー 1 とプロセッサー 2
の装着が一致してい
る必要があります。）

適化（独立チャネル）装
着順序

A{1}、B{1}、
A{2}、B{2}、
A{3}、B{3}、
A{4}、B{4}、
A{5}、B{5}、
A{6}、B{6}

プロセッサーあたり奇数枚の DIMM の装着が許
可されています。

メモ: 奇数枚の DIMM により、メモリー構成
のバランスが崩れ、パフォーマンスの損失に
つながります。 適なパフォーマンスを得
るには、すべてのメモリー チャネルを同じ
DIMM を使用して同様に装着することを推奨
します。

デュアル プロセッサーに 8 枚の DIMM と 16 枚
の DIMM を装着する場合、オプティマイザー装着
順序は通常の順序ではありません。
● DIMM 8 枚の場合：A1、A2、A4、A5、B1、

B2、B4、B5
● DIMM 16 枚の場合：

A1、A2、A4、A5、A7、A8、A10、A11
B1、B2、B4、B5、B7、B8、B10、B11

ミラーリング装着順序 A{1、2、3、4、5、6}、
B{1、2、3、4、5、6}、
A{7、8、9、10、11、12}、
B{7、8、9、10、11、12}

ミラーリングはプロセッサーあたり 6 枚または
12 枚の DIMM でサポートされます。

シングルランクスペアリ
ング装着順序

A{1}、B{1}、
A{2}、B{2}、
A{3}、B{3}、
A{4}、B{4}、
A{5}、B{5}、
A{6}、B{6}

● DIMM は指定された順序で装着する必要があ
ります。

● 2 つのランクまたはチャネルごとの詳細が必
要です。

マルチランクスペアリン
グ装着順序

A{1}、B{1}、
A{2}、B{2}、
A{3}、B{3}、
A{4}、B{4}、
A{5}、B{5}、
A{6}、B{6}

● DIMM は指定された順序で装着する必要があ
ります。

● 3 つのランクまたはチャネルごとの詳細が必
要です。

Fault Resilient 装着順序 A{1、2、3、4、5、6}、
B{1、2、3、4、5、6}、
A{7、8、9、10、11、12}、
B{7、8、9、10、11、12}

プロセッサーあたり 6 枚または 12 枚の DIMM で
サポートされます。
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メモリー モジュールの取り外し
DIMM モジュールと NVDIMM-N モジュールの取り外し手順は同じです。

前提条件
1. 「安全にお使いいただくために」の項に記載された安全ガイドラインに従ってください。
2. 「システム内部の作業を始める前に」に記載されている処理手順に従います。
3. 必要に応じて、エア フロー カバーを取り外します

警告: メモリー モジュールは、システムのパワーオフ後の冷却します。メモリー モジュールはカードの両端を持ちます。メモ
リー モジュール本体の部品には指を触れないでください。

注意: ミッドドライブトレイを含む構成でシステムの正常な冷却状態を維持するために、メモリモジュールを取り付けないメ
モリソケットには、メモリモジュールのダミーカードを取り付ける必要があります。メモリーを取り付けるために必要な場合
以外は、ダミーカードを取り外さないでください。

メモ: DIMM のダミーを使用中にサーマルの制限に従う必要があります。熱制限についての情報は、「サーマル制限」セクショ
ンを参照してください。

手順

1. 該当するメモリー モジュールソケットの位置を確認します。

注意: 各モジュールは、カードの端だけを持ち、メモリー モジュールの中央部や金属の接触部に触れないように取り扱って
ください。

2. メモリー モジュールソケットの両端にあるイジェ外側へ押し、ソケットからメモリー モジュールを外します。
3. メモリー モジュールを持ち上げてシステムから取り外します。

図 56. メモリー モジュールの取り外し

次の手順

1. メモリー モジュールを取り付けます。

メモ: シングル プロセッサー システムの場合は、 CPU2 のソケットにプロセッサ /DIMM のダミーを取り付けます。

メモリー モジュールの取り付け
DIMM モジュールと NVDIMM-N モジュールの取り付け手順は同じです。

前提条件
「安全にお使いいただくために」に記載された安全ガイドラインに従ってください。

注意: NVDIMM-N を使用している場合は、NVDIMM-N バッテリを取り付けていることを確認します。
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注意: データ ロス、システムの損傷を防ぐため、NVDIMM-N バッテリを取り付ける前に、システムの電源がオフになってお
り、システムの LED、NVDIMM-N の LED、NVDIMM-N のバッテリの LED が消灯していることを確認します。

手順

1. 該当するメモリー モジュールソケットの位置を確認します。

注意: 各モジュールは、カードの端だけを持ち、メモリー モジュールの中央部や金属の接触部に触れないように取り扱って
ください。

注意: 取り付け中のメモリー モジュールまたはメモリー モジュール ソケットの損傷を防ぐため、メモリー モジュールを折
ったり曲げたりしないでください。メモリー モジュールの両端は同時に挿入する必要があります。

2. メモリー モジュールソケットのイジェクタを外側に向かって開き、メモリー モジュールをソケットに挿入できる状態にしま
す。

3. メモリー モジュールのエッジコネクターをメモリー モジュールソケットの位置合わせキーに合わせ、メモリー モジュールをソ
ケット内に挿入します。

注意: メモリー モジュールの中央にかけないようにしてください。メモリー モジュールの両端に均等に力を加えてくださ
い。

メモ: メモリー モジュールソケットには位置合わせキーがあり、メモリー モジュールをソケットに一方向でしか取り付け
られないようになっています。

4. ソケットレバーが所定の位置にしっかりと収まるまで、メモリー モジュールを親指で押し込みます。

次の手順

1. エア フロー カバーを取り付けます。
2. 「システム内部の作業を終えた後に」に記載の手順に従います。
3. メモリー モジュールが適切に取り付けられているかどうかを確認するには、F2 を押して、［[System Setup Main Menu］＞
［System BIOS］＞［Memory Settings]］に移動します。［Memory Settings］画面では、システム メモリー サイズが、取り付けら

れているメモリーのアップデート後の容量を反映している必要があります。
4. 値が正しくない場合、1 つ、または複数のメモリー モジュールが適切に取り付けられていない可能性があります。メモリー モ

ジュールをしっかりとメモリー モジュール ソケットに装着します。
5. システム診断プログラムでシステム メモリーのテストを実行します。

プロセッサとヒートシンク

プロセッサーとヒート シンクモジュールの取り外し

前提条件
警告: ヒート シンクは、システムの電源を切った後もしばらく高温になっている場合があります。ヒート シンクを取り外す前
に戻します。

1. 「安全にお使いいただくために」の項に記載された安全ガイドラインに従ってください。
2. 「システム内部の作業を始める前に」に記載されている処理手順に従います。
3. 必要に応じて、エア フロー カバーを取り外します
4. 必要に応じて、冷却エアフローカバー上の PCIe カード ホルダー ラッチを閉じ、フル レングスカードを外します。

手順

1. #T30 トルクスドライバを使用して、次の順序でヒート シンクのネジを緩めます。
a. 初のネジを 3 回転分緩めます。
b. 2 番目のネジを完全に緩めます。
c. 初のネジに戻り、完全に緩めます。

メモ: ネジを少し緩めたときに、ヒート シンクが青色の固定クリップから外れるのは通常のことです。そのまま緩め続
けてください。
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2. 両方の青色の固定クリップを同時に押して、プロセッサーとヒート シンク モジュール（PHM）を持ち上げます。
3. プロセッサーを上に向けて PHM を置きます。

図 57. プロセッサとヒート シンクモジュールの取り外し（2U）

次の手順

プロセッサーとヒート シンク モジュールを取り付けます。

プロセッサー ヒートシンク モジュールからのプロセッサーの取り外し

前提条件
メモ: プロセッサーまたはヒートシンクを交換する場合は、プロセッサー ヒートシンク モジュールからプロセッサーのみを取
り外します。この手順は、システム基板を交換する場合は必要ありません。

1. 「安全にお使いいただくために」に記載された安全ガイドラインに従ってください。
2. 「システム内部の作業を始める前に」に記載の手順に従います。
3. プロセッサー ヒートシンク モジュールを取り外します。

手順

1. プロセッサを上に向けてヒートシンクを置きます。
2. 黄色のラベルが付いたリリース スロットにマイナスドライバを挿入します。ドライバを回して（持ち上げないこと）、サーマル

ペースト シールを破ります。
3. プロセッサブラケットの固定クリップを押して、ブラケットをヒートシンクからアンロックします。

74 システム コンポーネントの取り付けと取り外し



図 58. プロセッサブラケットを緩める

4. ブラケットとプロセッサーを持ち上げてヒートシンクから取り外し、プロセッサー コネクタを下に向けてプロセッサー トレイ
にセットします。

5. ブラケットの外縁を曲げて、プロセッサーからブラケットを取り外します。

メモ: ヒートシンクを取り外した後に、プロセッサーおよびブラケットがトレイにセットされていることを確認します。

図 59. プロセッサブラケットの取り外し

次の手順

プロセッサーをプロセッサー ヒートシンク モジュールに取り付けます。

プロセッサー ヒートシンク モジュールへのプロセッサーの取り付け

前提条件
「安全にお使いいただくために」に記載された安全ガイドラインに従ってください。
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手順

1. プロセッサーをプロセッサー トレイにセットします。

メモ: プロセッサー トレイのピン 1 インジケータが、プロセッサーのピン 1 インジケータに揃っていることを確認します。

2. プロセッサがブラケットのクリップにロックされるように、プロセッサ周辺のブラケットの外縁を曲げます。

メモ: ブラケットをプロセッサーにセットする前に、ブラケットのピン 1 インジケータがプロセッサーのピン 1 インジケー
タに揃っていることを確認します。

メモ: ヒートシンクを取り付ける前に、プロセッサーおよびブラケットがトレイにセットされていることを確認します。

図 60. プロセッサブラケットの取り付け

3. 既存のヒートシンクを使用している場合は、糸くずの出ない清潔な布で、ヒートシンクからサーマルグリースを拭き取ります。
4. プロセッサー キットに含まれているサーマル グリース アプリケータ（注射器）で、グリースをプロセッサー上部にらせん状に

塗布します。

注意: 塗布するサーマルグリースの量が多すぎると、過剰グリースがプロセッサソケットに付着し、汚れるおそれがありま
す。

メモ: サーマルグリースアプリケータは 1 回限りの使用を目的としています。使用後はアプリケータを廃棄してください。
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図 61. プロセッサの上部へのサーマルグリースの塗布

5. ヒートシンクをプロセッサーにセットして、ブラケットがヒートシンクにロックされるまでヒートシンクの底部を押し下げま
す。

メモ:

● ブラケットの 2 個のガイド ピン ホールが、ヒートシンクの合わせ穴と一致していることを確認します。

● ヒートシンクのフィンを押さないでください。

● ヒートシンクをプロセッサーとブラケットにセットする前に、ヒートシンクのピン 1 インジケータがブラケットのピン
1 インジケータに揃うようにします。
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図 62. ヒートシンクをプロセッサに取り付けます。

次の手順

プロセッサー ヒートシンク モジュールを取り付けます。

プロセッサー ヒート シンク モジュールの取り付け

前提条件
注意: プロセッサーを取り付ける場合を除き、ヒート シンクをプロセッサーから取り外さないでください。ヒート シンクは適
切な温度条件を保つために必要です。

警告: ヒート シンクは、システムの電源を切った後もしばらく高温になっている場合があります。ヒート シンクを取り外す前
に戻します。

1. 「安全にお使いいただくために」に記載された安全ガイドラインに従ってください。
2. プロセッサー ダミーと CPU ダスト カバーが取り付けられている場合は、取り外します。

プロセッサー/DIMM ダミーの取り外し手順は、メモリ モジュールの取り外し手順と同様です。

手順

1. ヒート シンクのピン 1 インジケータをシステム ボードに合わせ、プロセッサーとヒート シンク モジュール（PHM）をプロセ
ッサー ソケットにセットします。

注意: ヒート シンクのフィンの損傷を防ぐために、ヒート シンクのフィンまで押し下げないでください。

メモ: コンポーネントの損傷を防ぐため、PHM がシステム ボードと平行になっていることを確認します。

2. 青色の固定クリップを内側に向かって押し、ヒート シンクが所定の位置まで下がるようにします。
3. #T30 トルクスドライバを使用して、次の順序でヒート シンクのネジを締めます。

a. 初のネジをある程度締めます（約 3 回転）。
b. 2 番目のネジを完全に締めます。

78 システム コンポーネントの取り付けと取り外し



c. 初のネジに戻って完全に締めます。
ネジをある程度締めたときに PHM が青色の固定クリップから外れてしまう場合は、次の手順に従って PHM を固定します。
a. 両方のヒート シンクのネジを完全に緩めます。
b. PHM を青い固定クリップまで下げ、ステップ 2 で説明した処理手順に従います。
c. PHM をシステム ボードに固定し、前述のステップで説明した交換手順に従います。4。

メモ: プロセッサーとヒート シンク モジュールの固定ネジを 0.13 kgf-m（1.35 N.m または 12 in-lbf）を超えて締めつけない
でください。

図 63. プロセッサーとヒート シンク モジュール（2U）の取り付け

次の手順

1. 必要に応じて、エア フロー カバーを取り付けます。
メモ: 必要に応じて、冷却エアー フローカバー上の PCIe カード ホルダー ラッチを開き、フル レングス カードを取り付け
ます。

2. 「システム内部の作業を終えた後に」に記載の手順に従います。

拡張カードおよび拡張カードライザー

拡張カードの取り付けガイドライン
メモ: 拡張カード ライザーがサポートされていない、または欠落している場合は、SEL（システム イベント ログ）のイベント
が記録されます。システムの電源投入には支障ありません。ただし、F1/F2 の一時停止が発生した場合、エラー メッセージが
表示されます。

PowerEdge R740 システムでは、 大 8 枚の PCI express（PCIe）第 3 世代拡張カードをサポートします。これらのカードは拡張カ
ード ライザーを使用してシステム ボード上に取り付けることができます。次の表には、拡張カード ライザーの仕様についての詳
細が記載されています。

表 25. 拡張カードライザーの仕様 

ライザーの構成
とサポートされ
ているライザー

スロットの説
明

ライザー 1 の
PCIe スロッ
ト（高さと長

さ）

プロセッサー
の接続

ライザー 2 の
PCIe スロット
（高さと長さ）

プロセッサ
ーの接続

ライザー 3
の PCIe ス
ロット（高
さと長さ）

プロセッサーの
接続

ライザー構成 0
（ライザーなし）

PCIe スロット
なし（背面スト
レージのみ）

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
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表 25. 拡張カードライザーの仕様 （続き）

ライザーの構成
とサポートされ
ているライザー

スロットの説
明

ライザー 1 の
PCIe スロッ
ト（高さと長

さ）

プロセッサー
の接続

ライザー 2 の
PCIe スロット
（高さと長さ）

プロセッサ
ーの接続

ライザー 3
の PCIe ス
ロット（高
さと長さ）

プロセッサーの
接続

ライザー構成 1
（1B+2B）

x8 スロット（4）

スロット 1：x8
フルハイト、
フル レングス

プロセッサー
1

スロット 4：x8
ロープロファ
イル、ハーフ レ
ングス

プロセッサ
ー 1

該当なし 該当なし

スロット 2：x8
フルハイト、
フル レングス

プロセッサー
1

スロット 3：x8
フルハイト、
ハーフ レング
ス

プロセッサー
1

ライザー構成 2
（1B+2C）

x8 スロット
（3）、x16 スロッ

ト（1）

スロット 1：x8
フルハイト、
フル レングス

プロセッサー
1

スロット 4：x16
ロープロファ
イル、ハーフ レ
ングス

プロセッサ
ー 2

該当なし 該当なし

スロット 2：x8
フルハイト、
フル レングス

プロセッサー
1

スロット 3：x8
フルハイト、
ハーフ レング
ス

プロセッサー
1

ライザー構成 3
（1A+2A）

x8 スロット（2）
および x16 ス
ロット（3）

スロット 1：
x16 フルハイ
ト、フル レン
グス

プロセッサー
1

スロット 4：x16
フルハイト、フ
ル レングス

プロセッサ
ー 2

該当なし 該当なし
該当なし 該当なし スロット 5：x8

フルハイト、フ
ル レングス

プロセッサ
ー 2

スロット 3：
x16 フルハイ
ト、ハーフ レ
ングス

プロセッサー
1

スロット 6：x8
ロープロファ
イル、ハーフ レ
ングス

プロセッサ
ー 1

ライザー構成 4
（1A+2A+3A）

x8 スロット（3）
および x16 ス
ロット（4）

スロット 1：
x16 フルハイ
ト、フル レン
グス

プロセッサー
1

スロット 4：x16
フルハイト、フ
ル レングス

プロセッサ
ー 2

スロット
7：x8 フルハ
イト、フル
レングス

プロセッサー 2

該当なし 該当なし スロット 5：x8
フルハイト、フ
ル レングス

プロセッサ
ー 2

スロット
8：x16 フル
ハイト、フ
ル レングス

プロセッサー 2

スロット 3：
x16 フルハイ
ト、ハーフ レ
ングス

プロセッサー
1

スロット 6：x8
ロープロファ
イル、ハーフ レ
ングス

プロセッサ
ー 1

ライザー構成 15
（1A+2E+3B）

x8 スロット（3）
および x16 ス
ロット（4）

スロット 1：
x16 フルハイ
ト、フル レン
グス

プロセッサー
1

スロット 4：x16
フルハイト、フ
ル レングス

プロセッサ
ー 2

スロット
7：x8 フルハ
イト、フル
レングス

プロセッサー 2

該当なし 該当なし スロット 5：x8
フルハイト、フ
ル レングス

プロセッサ
ー 2

スロット
8：x16 フル
ハイト、フ
ル レングス

プロセッサー 2
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表 25. 拡張カードライザーの仕様 （続き）

ライザーの構成
とサポートされ
ているライザー

スロットの説
明

ライザー 1 の
PCIe スロッ
ト（高さと長

さ）

プロセッサー
の接続

ライザー 2 の
PCIe スロット
（高さと長さ）

プロセッサ
ーの接続

ライザー 3
の PCIe ス
ロット（高
さと長さ）

プロセッサーの
接続

スロット 3：
x16 フルハイ
ト、ハーフ レ
ングス

プロセッサー
1

スロット 6：x8
ロープロファ
イル、ハーフ レ
ングス

プロセッサ
ー 1

ライザー構成 5
（1B+2A+3A）

x8 スロット（6）
および x16 ス
ロット（2）

スロット 1：x8
フルハイト、
フル レングス

プロセッサー
1

スロット 4：x16
フルハイト、フ
ル レングス

プロセッサ
ー 2

スロット
7：x8 フルハ
イト、フル
レングス

プロセッサー 2

スロット 2：x8
フルハイト、
フル レングス

プロセッサー
1

スロット 5：x8
フルハイト、フ
ル レングス

プロセッサ
ー 2

スロット
8：x16 フル
ハイト、フ
ル レングス

プロセッサー 2

スロット 3：x8
フルハイト、
ハーフ レング
ス

プロセッサー
1

スロット 6：x8
ロープロファ
イル、ハーフ レ
ングス

プロセッサ
ー 1

ライザー構成 6
（1D+2A+3A）

x8 スロット（5）
および x16 ス
ロット（3）

スロット 1：
x16 フルハイ
ト、フル レン
グス

プロセッサー
1

スロット 4：x16
フルハイト、フ
ル レングス

プロセッサ
ー 2

スロット
7：x8 フルハ
イト、フル
レングス

プロセッサー 2

スロット 2：x8
フルハイト、
フル レングス

プロセッサー
1

スロット 5：x8
フルハイト、フ
ル レングス

プロセッサ
ー 2

スロット
8：x16 フル
ハイト、フ
ル レングス

プロセッサー 2

スロット 3：x8
フルハイト、
ハーフ レング
ス

プロセッサー
1

スロット 6：x8
ロープロファ
イル、ハーフ レ
ングス

プロセッサ
ー 1

ライザー構成 16
（1D+2E+3B）

x8 スロット（5）
および x16 ス
ロット（3）

スロット 1：
x16 フルハイ
ト、フル レン
グス

プロセッサー
1

スロット 4：x16
フルハイト、フ
ル レングス

プロセッサ
ー 2

スロット
7：x8 フルハ
イト、フル
レングス

プロセッサー 2

スロット 2：x8
フルハイト、
フル レングス

プロセッサー
1

スロット 5：x8
フルハイト、フ
ル レングス

プロセッサ
ー 2

スロット
8：x16 フル
ハイト、フ
ル レングス

プロセッサー 2

スロット 3：x8
フルハイト、
ハーフ レング
ス

プロセッサー
1

スロット 6：x8
ロープロファ
イル、ハーフ レ
ングス

プロセッサ
ー 1

表 26. 4 個の PCIe スロット搭載のライザー構成［ライザー構成 1（1B+2B）とライザー構成 2（1B+2C）］、およびラ
イザー構成 3（1A+2A） 

カード タイプ スロットの優先順位 最大カード数

GPU（ダブルワイド） 該当なし 該当なし

GPU（シングルワイド） 該当なし 該当なし

PCIe ブリッジ 4（構成 2）または N/A（構成 1 か 3） 1 または 0

内蔵ストレージ アダプタ 6、5（構成 3）または 4、3（構成 1 か 2） 1 または 2

HCA EDR 1、4、3（構成 3）または N/A（構成 1 か 2） 3 または 0

100 GB NIC 1、4、3（構成 3）または N/A（構成 1 か 2） 3 または 0
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表 26. 4 個の PCIe スロット搭載のライザー構成［ライザー構成 1（1B+2B）とライザー構成 2（1B+2C）］、およびラ
イザー構成 3（1A+2A） （続き）

カード タイプ スロットの優先順位 最大カード数

100 G OPA 1、4、3（構成 3）または N/A（構成 1 か 2） 3 または 0

HCA FDR 4（構成 1 か 2）または 6（構成 3） 1

40 GB NIC 1、2、3（c1/c2）または 5、1、4、3（構成
3）

3

40 GB NIC 4（構成 1 か 2）または 6（構成 3） 1

HBA FC32 1、2、3（c1/c2）または 5、1、4、3（構成
3）

3

HBA FC32 4（構成 1 か 2）または 6（構成 3） 1

25 GB NIC 1、2、3（c1/c2）または 5、1、4、3（構成
3）

3

25 GB NIC 4（構成 1 か 2）または 6（構成 3） 1

HBA FC16 1、2、3（c1/c2）または 5、1、4、3（構成
3）

3

HBA FC16 4（構成 1 か 2）または 6（構成 3） 1

10 GB NIC 1、2、3（c1/c2）または 5、1、4、3（構成
3）

3

10 GB NIC 4（構成 1 か 2）または 6（構成 3） 1

HBA FC8 1、2、3（c1/c2）または 5、1、4、3（構成
3）

3

HBA FC8 4（構成 1 か 2）または 6（構成 3） 1

1 GB NIC 1、2、3（c1/c2）または 5、1、4、3（構成
3）

3

1 GB NIC 4（構成 1 か 2）または 6（構成 3） 1

外部ストレージ アダプタ 1、2、3（c1/c2）または 5、1、4、3（構成
3）

3

外部ストレージ アダプタ 4（構成 1 か 2）または 6（構成 3） 1

BOSS 1、2、3（c1/c2）または 5、1、4、3（構成
3）

1

BOSS 4（構成 1 か 2）または 6（構成 3） 1

ACLR（フル ハイト DW） NA 0

表 27. 4 個を超える数の PCIe スロットを搭載するライザー構成［ライザー構成 3（1A+2A）、ライザー構成 4
（1A+2A+3A）、ライザー構成 5（1B+2A+3A）、ライザー構成 6（1D+2A+3A）、ライザー構成 15（1A+2E+3B）、ライザ
ー構成 16（1D+2A+3A）］ 

カード タイプ スロットの優先順位 構成 最大カード数

GPU（ダブルワイド） 1、8、4 1A+2A+3A 3

GPU（シングルワイ
ド）

1、8、4 1D+2A+3A 3
メモ: 大 3 枚の GPU カード（スロ
ット 1、8、4、x16 大 PCIe 幅）を
工場出荷時に取り付けます。お客様
は 3 つの追加のカスタム キットを
発注し、スロット 7、2、5 の順序で
取り付けることができます。ただ
し、スロットは x8 大 PCIe 幅に制
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表 27. 4 個を超える数の PCIe スロットを搭載するライザー構成［ライザー構成 3（1A+2A）、ライザー構成 4
（1A+2A+3A）、ライザー構成 5（1B+2A+3A）、ライザー構成 6（1D+2A+3A）、ライザー構成 15（1A+2E+3B）、ライザ
ー構成 16（1D+2A+3A）］ （続き）

カード タイプ スロットの優先順位 構成 最大カード数

限されています。x8 スロットのパ
フォーマンスが低下するため、
NVIDIA A10 には適用されません。

NVIDIA A10 1、8、4 1D+2E+3B 3

NVIDIA A16、A30、
A40、A100

1、8、4 1A+2E+3B 3

ACLR 1、8、4 1A+2A+3A 3

1、8、4 1D+2A+3A 3

PCIe ブリッジ 1、4、8 1D+2A+3A 3

内蔵ストレージ ア
ダプタ

6、5 すべて 1

200 G NIC 1 1A+2A+3A 1

1 1D+2A+3A 1

HCA EDR 1、8、4、3 1A+2A+3A 4

8、4 1B+2A+3A 2

1、8 1D+2A+3A 2

100 G NIC 1、8、4、3 1A+2A+3A 4

8、4 1B+2A+3A 2

1、8、4 1D+2A+3A 3

100 G OPA 1、8、4、3 1A+2A+3A 4

8、4 1B+2A+3A 2

1、8、4 1D+2A+3A 3

HCA FDR 6 すべて 1

40 G NIC 7、5、1、8、4、3（他のサプラ
イヤー向け）

1A+2A+3A 6

1、8、4、3、7、5（Mellanox
用）

1A+2A+3A 6

1、7、2、3、5、8、4（他のサ
プライヤー向け）

1B+2A+3A 7

8、4、1、7、2、3、5（Mellanox
用）

1B+2A+3A 7

7、2、3、5、1、8、4（他のサ
プライヤー向け）

1D+2A+3A 7

1、8、4、7、2、3、5（Mellanox
用）

1D+2A+3A 7

40 G NIC LP 6 すべて 1

HBA FC32 7、5、1、8、4、3 1A+2A+3A 6

1、7、2、3、5、8、4 1B+2A+3A 7

7、2、3、5、1、8、4 1D+2A+3A 7
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表 27. 4 個を超える数の PCIe スロットを搭載するライザー構成［ライザー構成 3（1A+2A）、ライザー構成 4
（1A+2A+3A）、ライザー構成 5（1B+2A+3A）、ライザー構成 6（1D+2A+3A）、ライザー構成 15（1A+2E+3B）、ライザ
ー構成 16（1D+2A+3A）］ （続き）

カード タイプ スロットの優先順位 構成 最大カード数

HBA FC32 LP 6 すべて 1

25 G NIC 7、5、1、8、4、3（他のサプラ
イヤー向け）

1A+2A+3A 6

1、8、4、3、7、5（Mellanox
用）

1A+2A+3A 6

1、7、2、3、5、8、4（他のサ
プライヤー向け）

1B+2A+3A 7

8、4、1、7、2、3、5（Mellanox
用）

1B+2A+3A 7

7、2、3、5、1、8、4（他のサ
プライヤー向け）

1D+2A+3A 7

1、8、4、7、2、3、5（Mellanox
用）

1D+2A+3A 7

25 G NIC LP 6 すべて 1

HBA FC16 7、5、1、8、4、3 1A+2A+3A 6

1、7、2、3、5、8、4 1B+2A+3A 7

7、2、3、5、1、8、4 1D+2A+3A 7

HBA FC16 LP 6 すべて 1

10 G NIC 7、5、1、8、4、3（他のサプラ
イヤー向け）

1A+2A+3A 6

1、8、4、3、7、5（Mellanox
用）

1A+2A+3A 6

1、7、2、3、5、8、4（他のサ
プライヤー向け）

1B+2A+3A 7

8、4、1、7、2、3、5（Mellanox
用）

1B+2A+3A 7

7、2、3、5、1、8、4（他のサ
プライヤー向け）

1D+2A+3A 7

1、8、4、7、2、3、5（Mellanox
用）

1D+2A+3A 7

10 G NIC LP 6 すべて 1

HBA FC8 7、5、1、8、4、3 1A+2A+3A 6

1、7、2、3、5、8、4 1B+2A+3A 7

7、2、3、5、1、8、4 1D+2A+3A 7

HBA FC8 LP 6 すべて 1

1 G NIC 7、5、1、8、4、3 1A+2A+3A 6

1、7、2、3、5、8、4 1B+2A+3A 7

7、2、3、5、1、8、4 1D+2A+3A 7

1 G NIC LP 6 すべて 1

外部ストレージ ア
ダプタ

1、8、4、3、7、5 1A+2A+3A 2

1、2、3、8、4、7、5 1B+2A+3A 2
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表 27. 4 個を超える数の PCIe スロットを搭載するライザー構成［ライザー構成 3（1A+2A）、ライザー構成 4
（1A+2A+3A）、ライザー構成 5（1B+2A+3A）、ライザー構成 6（1D+2A+3A）、ライザー構成 15（1A+2E+3B）、ライザ
ー構成 16（1D+2A+3A）］ （続き）

カード タイプ スロットの優先順位 構成 最大カード数

2、3、1、8、4、7、5 1D+2A+3A 2

外部ストレージ ア
ダプタ LP

6 すべて 1

Express Flash NVMe
PCIe SSD アダプタ

7、5、1、8、4、3、6 1A+2A+3A 6

1、6（P4800X 用） 1A+2A+3A 2

1、7、2、3、5、8、4、6 1B+2A+3A 6

1、2、6（P4800X 用） 1B+2A+3A 3

7、2、3、5、1、8、4、6 1D+2A+3A 6

1、6（P4800X 用） 1D+2A+3A 2

BOSS 7、5、1、8、4、3 1A+2A+3A 1

1、7、2、3、5、8、4 1B+2A+3A 1

7、2、3、5、1、8、4 1D+2A+3A 1

BOSS LP 6 すべて 1

メモ: H750 および HBA350i のカードは、H730P、H740P、HBA330、H330、または 12G SAS のカードと混在させることはでき
ません。

メモ: スロットのフォーム ファクターの詳細については、拡張カードライザー構成の表を参照してください。

メモ: 拡張カード スロットはホットスワップ対応ではありません。

メモ: ライザー構成 9 では、ダブル幅 GPU とシングル幅 GPU の両方がサポートされています。ダブル幅 GPU はライザー構成
4 でのみサポートされており、シングル幅 GPU はライザー構成 6 でのみサポートされます。

メモ: x16 カードが x16 スロットにのみ取り付けられていることを確認します。ライザー構成によっては、スロット 2、7、また
は 8 を使用できない場合があります。

メモ: NVDIMM-N バッテリが搭載された NVDIMM-N をエアフローカバーに取り付けた場合、ハーフ レングス PCIe カードのみ
がライザー 2 上でサポートされます。

メモ: GPU をサポートする構成では、NVDIMM-N バッテリを備える NVDIMM-N を取り付けた場合、 大 4 台のシングルワイ
ドおよび 2 台のダブルワイド GPU がサポートされます。NVDIMM-N バッテリが GPU エアフローカバーに取り付けられてい
るため、GPU はライザー 2 ではサポートされません。

PCIe カードホルダラッチの開閉

フル レングス PCIe カードを取り付けるまたは取り外す前に、PCIe カード ホルダー ラッチを閉じる必要があります。フル レング
ス PCIe カードを取り付ける場合は、PCIe カード ホルダー ラッチを開きます。

前提条件
1. 「安全にお使いいただくために」に記載された安全ガイドラインに従ってください。
2. 「システム内部の作業を始める前に」の手順に従ってください。

手順

1. PCIe カードホルダラッチを開くには、リリースタブを押します。
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図 64. PCIe カードホルダラッチを開く

2. PCIe カード ホルダー ラッチを閉じるには、固定されるまでラッチを押します。

図 65. PCIe カードホルダラッチを閉じる
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次の手順

「システム内部の作業を終えた後に」の手順に従ってください。

拡張カード ライザーからの拡張カードの取り外し

前提条件
1. 「安全にお使いいただくために」に記載された安全ガイドラインに従ってください。
2. 「システム内部の作業を始める前に」の手順に従ってください。
3. 必要に応じて、エアフローカバーを取り外します。
4. ケーブルを接続している場合は、拡張カードから外します。
5. ライザー 2 または 3 からカードを取り外す際は、PCIe カード ホルダー ラッチが閉じていることを確認してください。

手順

1. スロットから拡張カード ラッチを引き出します。
2. 拡張カードの端をつかんで、カード エッジ コネクタがライザー上の拡張カード コネクタから外れるまでカードを引きます。

図 66. 拡張カード ライザー 1 からの拡張カードの取り外し

図 67. 拡張カード ライザー 2B からの拡張カードの取り外し
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図 68. 拡張カード ライザー 2 からの拡張カードの取り外し

図 69. 拡張カード ライザー 3 からの拡張カードの取り外し

次の手順

1. 拡張カードを拡張カード ライザーに取り付けます。
2. 拡張カードを取り外したままにする場合は、空の拡張スロットの開口部に金属製のフィラーブラケットを取り付け、拡張カー

ド ラッチを押します。
メモ: システムの FCC（米国連邦通信委員会）の認証を維持するには、空の拡張カードスロットにフィラーブラケットを取
り付ける必要があります。また、ブラケットもゴミや埃からシステムを保護し、システム内部の適正な冷却と通気を助け
ます。
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拡張カードを拡張カード ライザーに取り付けます。

前提条件
1. 「安全にお使いいただくために」に記載された安全ガイドラインに従ってください。
2. 新しい拡張カードを取り付ける場合は、開梱し、カード取り付けの準備をします。

メモ: 手順については、カードに付属のマニュアルを参照してください。

3. ライザー 2 または 3 にカードを取り付ける際は、PCIe カード ホルダー ラッチを開きます。

手順

1. 拡張カード ラッチを引っ張ります。
2. フィラーブラケットが取り付けてある場合は、取り外します。

メモ: 今後の使用のために、フィラーブラケットを保管しておきます。システムの FCC（米国連邦通信委員会）認証を維持
するには、空の拡張カード スロットにフィラーブラケットを取り付ける必要があります。また、ブラケットもゴミや埃か
らシステムを保護し、システム内部の適正な冷却と通気を助けます。

3. カードの両端を持って、カード エッジ コネクタをライザー上の拡張カード コネクタに合わせます。
4. カードエッジコネクタを拡張カードコネクタにしっかりと挿入し、カードを固定します。
5. 拡張カード ラッチを押します。

図 70. 拡張カード ライザー 1 への拡張カードの取り付け
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図 71. 拡張カード ライザー 2B への拡張カードの取り付け

図 72. 拡張カード ライザー 2 への拡張カードの取り付け
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図 73. 拡張カード ライザー 3 への拡張カードの取り付け

次の手順

1. 必要に応じて、ケーブルを拡張カードに接続します。
2. 必要に応じて、エアフローカバーを取り付けます。
3. 「システム内部の作業を終えた後に」の手順に従ってください。
4. カードのマニュアルに従って、必要なすべてのデバイスドライバをインストールします。

ライザー 2 および 3 ダミーの取り外し

前提条件
1. 「安全にお使いいただくために」に記載された安全ガイドラインに従ってください。
2. 「システム内部の作業を始める前に」の手順に従ってください。
3. エアフローカバーを取り外します。

手順

1. #2 プラスドライバを使用して、ダミーをシステムに固定している 3 本のネジを緩めます。
2. リリースタブを押し、ダミーの両端をつかんで持ち上げて、システムからダミーを外します。

システム コンポーネントの取り付けと取り外し 91



図 74. ライザー 2 および 3 ダミーの取り外し

次の手順

ライザー 2 および 3 ダミーを取り付けます。

ライザー 2 および 3 ダミーの取り付け

前提条件
「安全にお使いいただくために」に記載された安全ガイドラインに従ってください。

手順

1. ライザー ダミー上のネジとガイド レールをシステムのネジ穴と突起に合わせます。
2. リリースタブがカチッと所定の位置に収まるまで、ダミーをシステム内に下ろします。
3. ネジを締めてライザー ダミーをシステムに固定します。
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図 75. ライザー 2 および 3 ダミーの取り付け

次の手順

1. エアフローカバーを取り付けます。
2. 「システム内部の作業を終えた後に」の手順に従ってください。

ライザー 3 ダミーの取り外し

前提条件
1. 「安全にお使いいただくために」に記載された安全ガイドラインに従ってください。
2. 「システム内部の作業を始める前に」に記載の手順に従います。

手順

1. #2 プラスドライバを使用して、ダミーをシステムに固定しているネジを緩めます。
2. ダミーを持ち上げてシステムから取り出します。
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図 76. ライザー 3 ダミーの取り外し

次の手順

ライザー 3 ダミーを取り付けます。

ライザー 3 ダミーの取り付け

前提条件
「安全にお使いいただくために」に記載された安全ガイドラインに従ってください。

手順

1. ライザーのネジをシステム上のネジ穴に合わせます。
2. #2 プラスドライバを使用してネジを締め、ダミーをシステムに固定します。
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図 77. ライザー 3 ダミーの取り付け

次の手順

「システム内部の作業のあとに」に記載の手順に従います。

拡張カード ライザー 1 の取り外し

前提条件
1. 「安全にお使いいただくために」に記載された安全ガイドラインに従ってください。
2. 「システム内部の作業を始める前に」に記載の手順に従います。
3. ライザーに拡張カードが取り付けられている場合は、拡張カードを取り外します。
4. ライザーに接続されているケーブルをすべて外します。

手順

リリース ラッチを押し、ライザーを持ち上げて、システム基板上のライザー コネクタから外します。
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図 78. 拡張カード ライザー 1 の取り外し

次の手順

拡張カード ライザー 1 を取り付けます。

拡張カード ライザー 1 の取り付け

前提条件
「安全にお使いいただくために」に記載された安全ガイドラインに従ってください。

手順

1. ライザーのガイド レールをシステム側面の突起に合わせます。
2. ライザー コネクタがシステム基板上のコネクタとかみ合うまで、ライザーをシステム内に下ろします。
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図 79. 拡張カード ライザー 1 の取り付け

次の手順

1. 拡張カードが取り外されている場合、拡張カードをライザーに取り付けます。
2. 「システム内部の作業のあとに」に記載の手順に従います。
3. カードのマニュアルに従って、必要なすべてのデバイスドライバをインストールします。

拡張カード ライザー 2 の取り外し

前提条件
1. 「安全にお使いいただくために」の項に記載された安全ガイドラインに従ってください。
2. 「システム内部の作業を始める前に」に記載されている処理手順に従います。
3. 必要に応じて、エアー フローカバー上の PCIe カード ホルダー ラッチを閉じ、フル レングス カードを外します。
4. 取り付けられている場合は、ライザーに取り付けられている拡張カードを取り外します。
5. エア フローカバーを取り外します。
6. ライザーに接続されたケーブルを外します。

手順

1. 拡張カード ライザー 2A を取り外すには、次のようにします。
a. #2 プラス ドライバーを使用して、ライザーをシステムに固定しているネジを緩めます。
b. リリース タブを押し、拡張カード ライザーの両端を持って持ち上げ、システム ボード上のライザー コネクターから外しま

す。
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図 80. 拡張カード ライザー 2A の取り外し

2. 拡張カードライザー 2B または 2C を取り外すには、拡張カード ライザーの端部を持って、システム ボードのライザー コネク
ターからライザーを持ち上げて外します。

図 81. 拡張カード ライザー 2 の取り外し

次の手順

拡張カード ライザー 2 を取り付けます。

拡張カードライザー 2 の取り付け

前提条件
「安全にお使いいただくために」に記載された安全ガイドラインに従ってください。

手順

1. 拡張カード ライザー 2A を取り付けるには、次の手順を実行します。
a. ライザー上のネジとタブをシステムのネジ穴とスロットに合わせます。
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b. ライザー コネクタがシステム基板上のコネクタとかみ合うまで、ライザーをシステム内に下ろします。
c. #2 プラスドライバを使用してネジを締め、ライザーをシステムに固定します。

図 82. 拡張カード ライザー 2A の取り付け

2. 拡張カード ライザー 2B または 2C を取り付けるには、次の手順を実行します。
a. ライザーのスロットをシステムの突起に合わせます。
b. ライザー カード コネクタがシステム基板上のコネクタとかみ合うまで、ライザーをシステム内に下ろします。

図 83. 拡張カードライザー 2 の取り付け

次の手順

1. エアフローカバーを取り付けます。
2. 拡張カードが取り外されている場合、拡張カードをライザーに取り付けます。
3. 必要に応じて、エアフローカバー上の PCIe カード ホルダー ラッチを開き、フル レングス カードを取り付けます。
4. 「システム内部の作業のあとに」に記載の手順に従います。
5. カードのマニュアルに従って、必要なすべてのデバイスドライバをインストールします。
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拡張カードライザー 3 の取り外し

前提条件
1. 「安全にお使いいただくために」に記載された安全ガイドラインに従ってください。
2. 「システム内部の作業を始める前に」に記載の手順に従います。
3. エアフローカバーを取り外します。

メモ: 必要に応じて、冷却エアフローカバー上の拡張カードラッチを閉じ、フルレングスカードを外します。

4. ライザーに拡張カードが取り付けられている場合は、取り外します。
5. ライザー カードに接続されているケーブルをすべて外します。

手順

1. #2 プラスドライバを使用して、ライザーをシステムに固定しているネジを緩めます。
2. リリースタブを押し、ライザーの両端をつかんで持ち上げて、システム基板のライザー コネクタから外します。

図 84. 拡張カードライザー 3 の取り外し

次の手順

拡張カード ライザー 3 の取り付け

拡張カードライザー 3 の取り付け

前提条件
「安全にお使いいただくために」に記載された安全ガイドラインに従ってください。

手順

1. ライザー上のタブとシステム上のスロットを合わせ、ライザー上のガイド レールをシステムの側面の突起に合わせます。
2. ライザー エッジ コネクタがシステム基板上のコネクタとかみ合うまで、ライザーをシステム内に下ろします。

ライザー カードのエッジがシステム上のライザー ガイドとかみ合います。
3. #2 プラスドライバを使用してネジを締め、ライザーをシステムに固定します。
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図 85. 拡張カードライザー 3 の取り付け

次の手順

1. 拡張カードが取り外されている場合、拡張カードをライザーに取り付けます。
2. エアフローカバーを取り付けます。

メモ: 必要に応じて、エアフローカバー上の PCIe カード ホルダー ラッチを開き、フル レングス カードを取り付けます。

3. 「システム内部の作業のあとに」に記載の手順に従います。
4. カードのマニュアルに従って、必要なすべてのデバイスドライバをインストールします。

GPU または ACLR カードの取り付けガイドライン
● 両方のプロセッサーが取り付けられていることを確認します。
● プロセッサは GPU キット ロープロファイル ヒート シンク モジュールを使用する必要があります。
● 1 つまたは複数の GPU が取り付けられている場合、十分な冷却を確保するために環境吸気温度は CPU 150 W/8 C、165 W/12 C、

200 W、205 W に対して 30°C に制限されています。詳細については、www.dell.com/poweredgemanuals のセクションを参照し
てください。

● GPU 有効化キットを使用できることを確認してください。

GPU 有効化キットには、次が含まれています。

○ GPU エアフローカバー
○ 透明シート
○ ライザー 3A または 3B
○ ライザー 3A または 3B 用 GPU ケーブル
○ ライザー 2A または 2E 用 GPU ケーブル
○ ライザー 2A または 2E
○ ライザー 1A または 1D
○ ライザー 1A または 1D 用 GPU ケーブル
○ 1U プロセッサーとヒート シンク モジュール（2）および CPU クリップ（2）
○ ハイ パフォーマンス冷却ファン（6）

● すべての GPU は、同じ種類とモデルである必要があります。
● 高 3 個のダブルワイド GPU または 6 個のシングル ワイド GPU を取り付けることができます。
● GPU エアー フロー カバーのフィラーブラケットは、GPU を取り付ける前に必ず取り外してください。
● ハイパフォーマンス ファンと GPU エアフロー カバーが取り付けられていることを確認します。
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メモ: GPU 搭載システムを使用する場合は、1100 W 以上の PSU を取り付け、PSU 構成を非冗長モードに設定してください。

メモ: 一般的に、75 W を超える GPU には、電源ケーブルが必要です。75 W 以下の GPU には、電源ケーブルは不要です。

GPU の取り外し

前提条件

メモ: FPGA の取り外し手順は、GPU カードの取り外し手順と似ています。

1. 「安全にお使いいただくために」に記載された安全ガイドラインに従ってください。
2. 「システム内部の作業を始める前に」に記載されている処理手順に従います。
3. エア フロー カバーの両側にある青色のタブを押して、GPU エア フロー カバーのトップ カバーを取り外します。

図 86. GPU エア フロー カバーのトップ カバーの取り外し

手順

1. 拡張カードラッチを持ち上げます。
2. GPU エア フロー カバー上の PCIe カード ホルダーのラッチを閉じます。
3. GPU の端を持ち、GPU を斜めに引き出してライザーのコネクターから外します。
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図 87. GPU 1 の取り外し

図 88. GPU 2 および 3 の取り外し

4. GPU/FPGA の電源ケーブルを GPU とシステム ボードから外します。
5. GPU を取り外したままにする場合は、空のスロットの開口部にフィラー ブラケットを取り付け、拡張カード ラッチを閉じま

す。

メモ: システムシステム、空の拡張カード スロットにフィラーブラケットを取り付ける必要があります。ブラケットはゴミ
や埃からシステムを保護し、システム内部の冷却と通気を効率化します。フィラーブラケットは適切な温度条件を保つた
めに必要です。

次の手順

GPU カードを取り付けます。
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GPU の取り付け

前提条件

メモ: FPGA の取り付け手順は、GPU カードの取り付け手順と似ています。

1. 「安全にお使いいただくために」に記載された安全ガイドラインに従ってください。
2. エア フローカバーを取り外します。
3. ヒート シンクを取り外します。
4. 冷却ファンを取り外して、新たに取り付ける冷却ファンと交換します。
5. GPU カードおよび GPU キットを開梱します。
6. キットからヒート シンクを取り付けます。
7. ライザーを取り付けます。
8. システムに GPU エア フローカバーを取り付けます。

図 89. GPU エア フローカバーの取り付け
9. エア フローカバーの両側にある青色のタブを押して、エア フローカバーのトップ カバーを取り外します。
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図 90. エア フローカバーのトップ カバーの取り外し
10. 必要に応じて、GPU エア フローカバー スロットからエア フローカバーのフィラーを取り外します。

メモ: エア フローカバーのフィラーは、ライザー 2 とライザー 3 に取り付けられている GPU の GPU エア フローカバーで
利用可能です。

図 91. GPU エア フローカバー スロットからのエア フローカバー フィラーの取り外し

メモ: エア フローカバー フィラーは、ライザー 2 とライザー 3 のみに取り付けられている GPU の GPU エア フローカバー
で利用可能です。

メモ: GPU を取り付ける前に、GPU エア フローカバーとライザー上にある PCIe カード ホルダーのラッチが閉じているこ
とを確認します。フルレングス GPU のライザーには、GPU を所定の位置に固定するための PCIe カード ホルダーのラッチ
は必要ありません。

メモ: 必ずライザー 1 に 1 枚目の GPU を取り付けるようにしてください。

メモ: GPU をライザー 3 に取り付ける際には、GPU のラベル側を上に向けて、GPU をシステムに取り付けます。
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手順

1. GPU/FPGA の電源ケーブルをシステム ボード上のコネクターに接続します。

メモ: GPU をライザー 1 に取り付ける際には、GPU/FPGA の電源ケーブルをライザー 1 のコネクターに接続し、GPU エア
フロー カバーのスロットに沿ってケーブルを配線します。

メモ: GPU をライザー 2 またはライザー 3 に取り付ける際には、GPU/FPGA の電源ケーブルをシステム ボードのコネクタ
ーに接続します。

2. GPU/FPGA の電源ケーブルのもう一方の端を GPU に接続します。
3. 拡張カードラッチを引き上げ、フィラーブラケットを取り外します。

メモ: システムの FCC（米国連邦通信委員会）の認証を維持するには、空の拡張カード スロットにフィラーブラケットを
取り付ける必要があります。ブラケットはゴミや埃からシステムを保護し、システム内部の冷却とエアフローを効率化し
ます。

メモ: フィラーブラケットは適切な温度条件を保つために必要です。

4. GPU のコネクターをライザーのコネクターに合わせます。
5. GPU が完全に装着されるまで、ライザーに差し込みます。
6. GPU エア フローカバーとライザーの PCIe ロックを押して、PCIe カード ホルダーのラッチを解除します。

メモ: GPU の端が GPU エア フローカバー スロットと PCIe カード ホルダーのラッチに正しく装着されていることを確認
し、GPU を所定の位置に固定します。

7. 拡張カードラッチを閉じます。

図 92. GPU 1 の取り付け
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図 93. GPU 1 の固定

図 94. GPU 2 および 3 の取り付け
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図 95. GPU 2 および 3 の固定

次の手順

1. GPU エア フローカバーのトップ カバーを取り付けます。可能な場合は、エア フローカバーに記されたメモリー ソケット番号
に固定されているプラスチック製のカバーを取り外します。

図 96. GPU エア フローカバーのトップ カバーの取り付け
2. システム カバーにマイラー フォームを取り付けるには、次の手順に従います。

a. サービス情報ラベル（SIL）側を上に向けて、システム カバーを置きます。
b. 取り扱いやすいように、粘着カバーの一部を少しはがしてマイラー フォームをシステム カバーに合わせます。
c. 粘着カバーの残りを取り外し、システム カバーにマイラー フォームを取り付けます。
d. マイラー フォームの長さに沿って押して、システム カバーにしっかりと装着されていることを確認します。
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図 97. システム カバーへのマイラー フォームの取り付け
3. 「システム内部の作業を終えた後に」に記載の手順に従います。

M.2 SSD モジュール

M.2 SSD モジュールの取り外し

前提条件
1. 「安全にお使いいただくために」に記載された安全ガイドラインに従ってください。
2. 「システム内部の作業を始める前に」に記載の手順に従います。
3. エアフローカバーを取り外します。
4. BOSS カードを取り外します。

メモ: BOSS カードの取り外しは、拡張カード ライザーの取り外し手順と同様です。

手順

1. ネジを緩め、M.2 SSD モジュールを BOSS カードに固定している固定ストラップを持ち上げます。
2. M.2 SSD モジュールを BOSS カードから引き抜きます。
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図 98. M.2 SSD モジュールの取り外し

次の手順

M.2 SSD モジュールを取り付けます。

M.2 SSD モジュールの取り付け

前提条件
1. 「安全にお使いいただくために」に記載された安全ガイドラインに従ってください。

手順

1. M.2 SSD モジュールのコネクタを BOSS カードのコネクタに合わせます。
2. M.2 SSD モジュールを BOSS カードにしっかりと装着されるまで押し込みます。
3. BOSS カード上の M.2 SSD モジュールを固定ストラップとネジで固定します。
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図 99. M.2 SSD モジュールの取り付け

次の手順

1. BOSS カードを取り付けます。
メモ: BOSS カードの取り付けは、拡張カード ライザーの取り付け手順と同様です。

2. エアフローカバーを取り付けます。
3. 「システム内部の作業のあとに」に記載の手順に従います。

オプションの MicroSD または vFlash カード

MicroSD および vFlash カードの取り外し

前提条件
1. 「安全にお使いいただくために」の項に記載された安全ガイドラインに従ってください。
2. 「システム内部の作業を始める前に」の手順に従ってください。

手順

1. vFlash/IDSDM モジュール上の MicroSD カード スロットの位置を確認し、カードを押して一部スロットから外します。
IDSDM/vFlash モジュールの位置を確認するには、「システム基板のジャンパとコネクタ」の項を参照してください。

2. microSD カードを持ち、スロットから取り外します。

メモ: 取り外した後、各 microSD カードに、対応するスロット番号を示すラベルを一時的に貼り付けます。
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次の手順

MicroSD カードを取り付けます。

MicroSD および vFlash カードの取り付け

前提条件
「安全にお使いいただくために」の項に記載された安全ガイドラインに従ってください。

メモ: お使いのシステムで MicroSD カードを使用するには、システム セットアップで［Internal SD Card Port］が有効になって
いることを確認します。

メモ: MicroSD カードを再度取り付ける場合は、取り外し時にそのカードに付けたラベルに基づいて前と同じスロットに必ず取
り付けてください。

手順

1. IDSDM/vFlash モジュールの MicroSD カード コネクタの位置を確認します。MicroSD カードを正しい向きにして、カードの接続
ピン側をスロットに挿入します。

IDSDM/vFlash の位置を確認するには、「システム基板のジャンパとコネクタ」の項を参照してください。

メモ: スロットは正しい方向にしかカードを挿入できないように設計されています。

2. カードをカードスロットに押し込み、所定の位置にロックします。
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次の手順

「システム内部の作業を終えた後に」に記載の手順に従います。

オプションの IDSDM または vFlash モジュール

オプションの IDSDM または vFlash モジュールの取り外し

前提条件
1. 「安全にお使いいただくために」の項に記載された安全ガイドラインに従ってください。
2. 「システム内部の作業を始める前に」に記載されている処理手順に従います。
3. 必要に応じて、フル ハイトの PCIe カードを取り外します。
4. IDSDM/vFlash カードをリプレースしている場合は、MicroSD カードを取り外します。

メモ: 取り外した後、各 microSD カードに、対応するスロット番号を示すラベルを一時的に貼り付けます。

手順

1. システム ボード上の IDSDM/vFlash コネクターの位置を確認します。
IDSDM/vFlash コネクタの位置を確認するには、「システム ボードのジャンパとコネクタ」の項を参照してください。

2. プル タブを持って、IDSDM/vFlash カードをシステムから取り出します。
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図 100. オプションの IDSDM/vFlash モジュールの取り外し

メモ: 書き込み防止用に、IDSDM/vFlash カード上に 2 つの DIP スイッチがあります。

次の手順

オプションの IDSDM/vFlash モジュールを取り付けます。

オプションの IDSDM または vFlash モジュールの取り付け

前提条件
「安全にお使いいただくために」の項に記載された安全ガイドラインに従ってください。

手順

1. システム ボード上の IDSDM/vFlash コネクターの位置を確認します。
IDSDM/vFlash コネクタの位置を確認するには、「システム ボードのジャンパとコネクタ」の項を参照してください。

2. IDSDM/vFlash カードをシステム ボード上のコネクターの位置に合わせます。
3. システム ボードにしっかりと装着されるまで、IDSDM/vFlash カードを押し込みます。
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図 101. オプションの IDSDM/vFlash カードの取り付け

次の手順

1. MicroSD カードを取り付けます。
メモ: MicroSD カードは、取り外し時にそのカードに付けたラベルに基づいて前と同じスロットに再度取り付けてくださ
い。

2. 必要に応じて、フル ハイトの PCIe カードを取り付けます。
3. 「システム内部の作業を終えた後に」に記載の手順に従います。

ネットワークドーターカード

ネットワーク ドーター カードの取り外し

前提条件
1. 「安全にお使いいただくために」に記載された安全ガイドラインに従ってください。
2. 「システム内部の作業を始める前に」の手順に従ってください。
3. 必要に応じて、拡張カード ライザー 2 を取り外します。

手順

1. #2 プラスドライバを使用して、ネットワーク ドーター カード（NDC）をシステム ボードに固定している拘束ネジを緩めます。
2. タッチ ポイントのいずれかの側の端部で NDC を持ち、それを持ち上げてシステム ボード上のコネクタから取り外します。
3. Ethernet コネクターが背面パネルのスロットから取り出されるまで、NDC をシステムの前面に差し込みます。
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図 102. ネットワークドーターカードの取り外し

次の手順

ネットワーク ドーター カードを取り付けます。

ネットワーク ドーター カードの取り付け

前提条件
「安全にお使いいただくために」に記載された安全ガイドラインに従ってください。

手順

1. Ethernet コネクターがシャーシのスロットを通り抜けるように、NDC の向きを合わせます。
2. カードの後部にある拘束ネジを、システム ボードのネジ穴に合わせます。
3. カードコネクタがシステム ボード コネクタにしっかり固定されるまで、カードのタッチポイントを押します。
4. #2 プラスドライバを使用して、NDC をシステム ボードに固定する拘束ネジを締めます。

図 103. ネットワーク ドーター カードの取り付け
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次の手順

1. 必要に応じて、拡張カード ライザー 2 を取り付けます。
2. 「システム内部の作業を終えた後に」の手順に従ってください。

内蔵ストレージコントローラカード

内蔵ストレージコントローラカードの取り外し

前提条件
1. 「安全にお使いいただくために」に記載された安全ガイドラインに従ってください。
2. 「システム内部の作業を始める前に」に記載の手順に従います。
3. エアフローカバーを取り外します。
4. 拡張カード ライザー 1 を取り外します。

手順

1. #2 プラスドライバを使用して、内蔵ストレージ コントローラ ケーブルをシステム基板に固定しているネジを緩めます。
2. 内蔵ストレージコントローラケーブルを持ち上げて、内蔵ストレージコントローラから離します。

図 104. 内蔵ストレージ コントローラ ケーブルの取り外し

3. カードの一方の端を持ち上げて傾け、システム基板の内蔵ストレージコントローラカードホルダから取り外します。
4. カードを持ち上げてシステムから取り出します。
5. インターポーザー ボードの端を持って、ボードのコネクタがシステム基板上のコネクタから外れるまで、基板を引きます。
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図 105. 内蔵ストレージコントローラカードの取り外し

次の手順

内蔵ストレージ コントローラ カードを取り付けます。

内蔵ストレージコントローラカードの取り付け

前提条件
「安全にお使いいただくために」に記載された安全ガイドラインに従ってください。

手順

1. インターポーザー ボードの両端を持って、インターポーザー ボード コネクタをシステム基板上のコネクタの位置に合わせま
す。

2. インターポーザー ボード コネクタがシステム基板コネクタにしっかり固定されるまで、インターポーザー ボードのタッチ ポ
イントを押します。

3. カードを傾けてシステム基板上の内蔵ストレージ コントローラ カード ホルダーにはめ込みます。
4. カードが内蔵ストレージ コントローラ カード ホルダーに完全に装着されるまで、カードを所定の位置に下ろします。
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図 106. 内蔵ストレージコントローラカードの取り付け

5. 内蔵ストレージ コントローラ カード ケーブルのネジを、システム基板のネジ穴に合わせます。
6. #2 プラスドライバを使用してネジを締め、内蔵ストレージ コントローラ カード ケーブルをシステム基板に固定します。

図 107. 内蔵ストレージ コントローラ カード ケーブルの取り付け

次の手順

1. 拡張カード ライザー 1 を取り付けます。
2. エアフローカバーを取り付けます。
3. 「システム内部の作業を終えた後に」の手順に従ってください。

バックプレーン

バックプレーンの詳細

お使いのシステム構成に応じて、PowerEdge R740 でサポートされているバックプレーンをここに一覧表示します。
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表 28. PowerEdge R740 システムでサポートされているバックプレーン オプション 

システム サポートされているバックプレーン オプション

PowerEdge R740

2.5 インチ（x16）SAS/SATA バックプレーン

2.5 インチ（x8）SAS/SATA バックプレーン

3.5 インチ（x8）SAS/SATA バックプレーン

図 108. 16 x 2.5 インチ ドライブ バックプレーンの背面図
1. 信号コネクタ (J_PERC) BP_SIG1 )
2. 電源コネクタ（BP_PWR）

図 109. 8 x 2.5 インチ ドライブ バックプレーンの背面図
1. SAS コネクタ（BP SAS B） 2. SAS コネクタ（BP SAS A）
3. 電源コネクタ（BP_PWR） 4. 信号コネクタ (J_PERC) BP_SIG1 )

図 110. 8 x 3.5 インチ ドライブ バックプレーンの背面図
1. SAS コネクタ（BP SAS B） 2. 信号コネクタ (J_PERC) BP_SIG1 )

3. SAS コネクタ（BP SAS A） 4. 電源コネクタ（BP_PWR）

バックプレーンの取り外し
バックプレーンの取り外し手順は、すべてのバックプレーン構成で同じです。
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前提条件
注意: ドライブおよびバックプレーンの損傷を防ぐため、バックプレーンを取り外す前にドライブをシステムから取り外す必
要があります。

注意: 後で同じ場所に取り付けることができるように、取り外す前に各ドライブの番号を書き留め、一時的にラベルを貼って
おきます。

1. 「安全にお使いいただくために」に記載された安全ガイドラインに従ってください。
2. 「システム内部の作業を始める前に」の手順に従ってください。
3. エアフローカバーを取り外します。
4. 冷却ファン アセンブリを取り外します。
5. バックプレーン カバーを取り外します。
6. すべてのドライブを取り外します。
7. バックプレーンからすべてのケーブルを外します。

手順

リリースタブを押してバックプレーンを持ち上げ、システムのフックからバックプレーンを外します。

図 111. バックプレーンの取り外し

次の手順

バックプレーンを取り付けます。

バックプレーンの取り付け
バックプレーンの取り付け手順は、すべてのバックプレーン構成で同じです。

前提条件
「安全にお使いいただくために」に記載された安全ガイドラインに従ってください。

手順

1. システムのフックをガイドとして使用し、バックプレーンの位置を合わせます。
2. リリースタブが所定の位置に固定されるまで、バックプレーンを下げます。
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図 112. バックプレーンの取り付け

次の手順

1. バックプレーンにすべてのケーブルを接続します。
2. すべてのドライブを取り付けます。
3. バックプレーン カバーを取り付けます。
4. 冷却ファン アセンブリを取り付けます。
5. エアフローカバーを取り付けます。
6. 「システム内部の作業のあとに」に記載の手順に従います。
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ケーブルの配線

図 113. ケーブル配線：Mini PERC 搭載 8 x 2.5 インチ ドライブ バックプレーン

1. バックプレーン 2. バックプレーン電源ケーブル（BP：BP1 から MB：BP1）
3. バックプレーン信号ケーブル（BP: BPSIG1 から MB: BPSIG1）4. システム ボード
5. Mini PERC 6. SAS ケーブル（BP：BP SAS A、BP SAS B からアダプター

PERC）

図 114. ケーブル配線：アダプター PERC 搭載 8 x 2.5 インチ ドライブ バックプレーン

1. バックプレーン 2. バックプレーン信号ケーブル（BP: BPSIG1 から MB: BPSIG1）
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3. バックプレーン電源ケーブル（BP: BP1 から MB: BP1） 4. システム ボード
5. アダプター PERC 6. SAS ケーブル（BP：BP SAS A、BP SAS B から MB：ライザー

2）

図 115. ケーブル配線：オン ボード SATA 搭載 8 x 3.5 インチ ドライブ バックプレーン

1. バックプレーン 2. バックプレーン電源ケーブル（BP: BP1 から MB: BP1）
3. バックプレーン信号ケーブル（BP: BPSIG1 から MB: BPSIG1）4. システム ボード
5. SATA B ケーブル（BP：BP SAS B から MB：J_BP_SIG1） 6. SATA A ケーブル（BP：BP SAS A から MB：BP 12C RVYPM）
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図 116. ケーブル配線：Mini PERC 搭載 8 x 3.5 インチ ドライブ バックプレーン

1. バックプレーン 2. バックプレーン電源ケーブル（BP：BP から MB：BP1）
3. バックプレーン信号ケーブル（BP: BPSIG1 から MB: BPSIG1）4. システム ボード
5. Mini PERC 6. SAS ケーブル（BP：BP SAS A0、BP SAS B0 から MB：

J_STORAGE1）

図 117. ケーブル配線：アダプター PERC 搭載 8 x 3.5 インチ ドライブ バックプレーン

1. バックプレーン 2. バックプレーン電源ケーブル（BP: BP1 から MB: BP1）
3. バックプレーン信号ケーブル（BP: BPSIG1 から MB: BPSIG1）4. システム ボード
5. アダプター PERC 6. SAS A ケーブル（BP：BP SAS A0 から MB：J_BP_PWR_A1）
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7. SAS B ケーブル（BP：BP SAS B0 から MB：J_BP_SIG1）

図 118. ケーブル配線：Mini PERC 搭載 16 x 2.5 インチ ドライブ バックプレーン

1. バックプレーン 2. バックプレーン エキスパンダ
3. バックプレーン電源ケーブル（BP: BP1 から MB: BP1） 4. バックプレーン信号ケーブル（BP: BPSIG1 から MB: BPSIG1）
5. システム ボード 6. Mini PERC

7. SAS ケーブル（BP：BP SAS A0、BP SAS BO から MB：
J_STORAGE1）
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図 119. ケーブル配線：アダプター PERC 搭載 16 x 2.5 インチ ドライブ バックプレーン

1. バックプレーン 2. バックプレーン エキスパンダ
3. バックプレーン電源ケーブル（BP: BP1 から MB: BP1） 4. バックプレーン信号ケーブル（BP: BPSIG1 から MB: BPSIG1）
5. システム ボード 6. アダプター PERC

7. SAS ケーブル（BP：J_SAS_BO、J_SAS_A0 から MB：
J_STORAGE1）

システムバッテリー

システムバッテリの交換

前提条件
警告: 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。詳細については、お使いのシステムに同梱のマニュアルで、安全に関する情
報を参照してください。

1. 「安全にお使いいただくために」に記載された安全ガイドラインに従ってください。
2. 「システム内部の作業を始める前に」に記載の手順に従います。
3. 必要に応じて、冷却エアフローカバー上の拡張カードラッチを閉じ、フルレングスカードを外します。
4. 必要に応じて、電源ケーブルまたはデータケーブルを拡張カードから外します。
5. 拡張カード ライザー 1A を取り外します。

手順

1. バッテリソケットの位置を確認します。詳細については、「システム基板のジャンパとコネクタ」の項を参照してください。

注意: バッテリの取り付け、取り外しの際には、バッテリコネクタが破損しないようにしっかり支えてください。

2. プラスチック スクライブを使用して、システム バッテリを取り出します。
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図 120. システムバッテリーの取り外し

3. 新しいシステムバッテリーを取り付けるには、プラス側を上にしてバッテリーを持ち、固定タブの下にスライドさせます。
4. 所定の位置に収まるまでバッテリをコネクタに押し込みます。

図 121. システムバッテリーの取り付け

次の手順

1. 拡張カード ライザー 1A を取り付けます。
2. 必要に応じて、ケーブルを拡張カードに接続します。
3. 必要に応じて、エアフローカバー上の PCIe カード ホルダー ラッチを開き、フル レングス カードを固定します。
4. 「システム内部の作業のあとに」に記載の手順に従います。
5. 起動中に F2 を押してセットアップユーティリティを起動し、バッテリーが正常に動作していることを確認します。
6. セットアップユーティリティの ［Time（時刻）］および ［Date（日付）］フィールドで正しい時刻と日付を入力します。
7. セットアップユーティリティを終了します。

USB 3.0 モジュール

USB 3.0 モジュールの詳細

USB 3.0 ポートをシステムの前面に追加できます。USB 3.0 モジュール ケーブルは、システム基板上の内蔵 USB ポートに接続しま
す。このシナリオでは、デフォルトの内蔵 USB ポートはバックプレーンカバーの下に利用できます。

メモ: USB 3.0 モジュールとデフォルトの内蔵 USB ポートの位置は、お使いのシステムの構成によって異なる場合があります。

USB 3.0 モジュールの取り外し

前提条件
1. 「安全にお使いいただくために」に記載された安全ガイドラインに従ってください。
2. 「システム内部の作業を始める前に」に記載の手順に従います。
3. バックプレーン カバーを取り外します。
4. 冷却ファン アセンブリを取り外します。
5. エアフローカバーを取り外します。
6. 内蔵 USB メモリ キーを取り外します。

メモ: USB 3.0 モジュールの位置は、お使いのシステムの構成によって異なる場合があります。
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メモ: システム基板からケーブルを取り外す際には、ケーブルの配線をメモしてください。ケーブルを再び取り付ける際
は、挟まれたり折れ曲がったりしないように正しく配線してください。

手順

1. ケーブルをシステム基板から外します。
2. #2 プラスドライバを使用して、USB 3.0 モジュールのネジを緩めます。
3. USB 3.0 モジュールをスライドさせて、システムから取り出します。

図 122. USB 3.0 モジュールの取り外し

次の手順

USB 3.0 モジュールを取り付けます。

USB 3.0 モジュールの取り付け

前提条件
「安全にお使いいただくために」に記載された安全ガイドラインに従ってください。

メモ: USB 3.0 モジュールの位置は、お使いのシステムの構成によって異なる場合があります。

手順

1. 電源ケーブルおよび USB ケーブルを前面パネルの USB 3.0 モジュール スロットに通して、USB 3.0 モジュールに配線します。
2. 前面パネルのスロットに USB 3.0 モジュールを差し込みます。
3. モジュールのネジをシステムのネジ穴の位置に合わせます。
4. #2 プラスドライバを使用して、モジュールをシステムに固定するネジを締めます。
5. USB ケーブルを内蔵 USB ポート、電源ケーブルをシステム基板のバックプレーン 3 電源コネクタに配線して接続します。

コネクタの位置を確認するには、「システム基板のジャンパとコネクタ」の項を参照してください。
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図 123. USB 3.0 モジュールの取り付け

次の手順

1. 内蔵 USB メモリ キーを取り付けます。
2. エアフローカバーを取り付けます。
3. 冷却ファン アセンブリを取り付けます。
4. バックプレーン カバーを取り付けます。
5. 「システム内部の作業のあとに」に記載の手順に従います。

オプションの内蔵 USB メモリキー

オプションの内蔵 USB メモリ キーの詳細

オプションの USB メモリキーは、内蔵 USB 3.0 ポートに取り付けることができます。

メモ: システム基板上の内蔵 USB ポートの位置を確認するには、「システム基板のジャンパとコネクタ」の項を参照してくださ
い。

USB 3.0 モジュールをサポートする設定の場合は、 USB 3.0 モジュールケーブルをシステム基板上の内蔵 USB ポートに接続しま
す。このシナリオでは、デフォルトの内蔵 USB ポートはバックプレーンカバーの下に利用できます。ラッチの位置は、お使いのシ
ステムの設定によって異なる場合があります。

オプションの内蔵 USB メモリキーの取り付け

前提条件
注意: サーバ内の他のコンポーネントとの干渉を避けるため、USB メモリ キーの最大許容寸法は横幅 15.9 mm x 奥行き 57.15

mm x 縦幅 7.9 mm となります。

1. 「安全にお使いいただくために」に記載された安全ガイドラインに従ってください。
2. 「システム内部の作業を始める前に」に記載の手順に従います。

手順

1. システム基板の USB ポートまたは USB メモリキーの位置を確認します。
USB ポートの位置を確認するには、「内蔵 USB メモリ キーの詳細」の項を参照してください。

2. USB メモリキーを取り付けている場合は、USB ポートから取り外します。
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3. USB ポートに交換用の USB メモリキーを挿入します。

次の手順

1. 「システム内部の作業のあとに」に記載の手順に従います。
2. 起動中に、F2 を押して［システム セットアップ］を起動し、システムが USB メモリ キーを検出していることを確認します。

オプションの光学ドライブ

オプションの光学ドライブの取り外し

前提条件
1. 「安全にお使いいただくために」に記載された安全ガイドラインに従ってください。
2. 「システム内部の作業を始める前に」に記載の手順に従います。
3. バックプレーン カバーを取り外します。
4. エアフローカバーを取り外します。
5. 電源ケーブルとデータケーブルをドライブの背面から外します。

メモ: 電源ケーブルとデータ ケーブルをシステム基板およびドライブから外す際は、システム側面のケーブル配線をメモす
るようにしてください。ケーブルを再び取り付ける際は、挟まれたり折れ曲がったりしないように正しく配線してくださ
い。

手順

1. リリースタブを下に押して、光学ドライブを外します。
2. 光学ドライブをシステムから引き出します。

図 124. オプションの光学ドライブの取り外し

次の手順

1. 新しいオプティカルドライブを追加しない場合は、オプティカルドライブのダミーを取り付けます。

光学ドライブ ダミーの取り付け手順は、光学ドライブの場合と同様です。
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2. オプションの光学ドライブを取り付けます。

オプションの光学ドライブの取り付け

前提条件
「安全にお使いいただくために」に記載された安全ガイドラインに従ってください。

手順

1. 光学ドライブをシステム前面の光学ドライブ スロットに合わせます。
2. リリースタブが所定の位置に収まるまで、光学ドライブを押し込みます。

図 125. オプションの光学ドライブの取り付け

次の手順

1. 電源ケーブルとデータ ケーブルを光学ドライブとシステム基板に接続します。
メモ: ケーブルが挟まれたり折れ曲がったりしないように、システムの側面に正しく配線します。

2. エアフローカバーを取り付けます。
3. バックプレーン カバーを取り付けます。
4. 「システム内部の作業のあとに」に記載の手順に従います。

電源装置ユニット

電源供給ユニットの詳細

お使いのシステムでは、以下のいずれかがサポートされています。
● 2 x 2400 W、2000 W、1600 W、1100 W、750 W、または 495 W AC PSU
● 1100 W の DC PSU 2 台
● 2 x 1100 W または 750 W 混在モード HVDC PSU

メモ: 詳細については、www.dell.com/poweredgemanuals のセクションを参照してください。
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注意: 2 台の PSU を取り付ける場合は、両方の PSU のラベルが同じタイプである必要があります。例：EPP（拡張電源パフ
ォーマンス）のラベル。前の世代の PowerEdge サーバで使用されていた PSU の混在は、PSU の電源定格が同じであっても
サポートされません。PSU の混在は、不整合状態や、システムをオンにできない原因になります。

メモ: Titanium PSU の公称定格は、200～240 V AC 入力限定です。

メモ: 2 台の同一 PSU を取り付けると、システム BIOS で電源装置の冗長性（冗長性を伴う 1+1、または冗長性を伴わない 2+0）
が設定されます。冗長モードでは、ホット スペアが無効になっているときに両方の PSU からシステムに半分ずつ電力が供給
されます。ホット スペアが有効な場合、システムの使用率が低いときの効率性を 大限に高めるために、いずれかの PSU が
スリープ モードになります。

メモ: 2 台の PSU を使用する場合、 大出力電力が同じである必要があります。

メモ: PSU はホット スワップ対応です。

ホット スペア機能

お使いのシステムではホット スペア機能がサポートされており、PSU（電源供給ユニット）の冗長性に関連する電力のオーバーヘ
ッドが著しく軽減されています。

ホット スペア機能を有効にすると、冗長 PSU のうち１台がスリープ状態に切り替わります。アクティブな PSU がシステム負荷の
100%をサポートするため、動作効率が向上します。スリープ状態の PSU は、アクティブな PSU の出力電圧を監視します。アクテ
ィブな PSU の出力電圧が低下すると、スリープ状態の PSU がアクティブな出力状態に戻ります。

1 台の PSU をスリープ状態にするよりも、両方の PSU をアクティブする方が効率的な場合は、アクティブな PSU でスリープ状態
の PSU をアクティブにできます。

デフォルトの PSU 設定は次の通りです。

● アクティブな PSU の負荷が PSU の定格電力ワット数の 50%を超えた場合、冗長 PSU はアクティブ状態に切り替わります。
● アクティブな PSU の負荷が PSU の定格電力ワット数の 20%を下回ると、冗長 PSU はスリープ状態に切り替わります。

iDRAC 設定を使用してホット スペア機能を設定できます。詳細については、www.dell.com/poweredgemanuals にある『iDRAC ユー
ザーズ ガイド』を参照してください。

電源装置ユニット ダミーの取り外し

前提条件
「安全にお使いいただくために」に記載された安全ガイドラインに従ってください。

手順

2 台目の電源装置ユニット（PSU）を取り付ける場合は、PSU ダミーを外側へ引いて、ベイから取り外します。

注意: 非冗長構成の場合は、システムの正常な冷却状態を維持するために、2 台目の PSU ベイに PSU ダミーを取り付ける必
要があります。PSU ダミーは、2 台目の PSU を取り付ける場合にのみ取り外します。

図 126. 電源装置ユニット ダミーの取り外し
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次の手順

PSU ダミーを取り付けます。

電源ユニット（PSU）ダミーの取り付け

前提条件
1. 「安全にお使いいただくために」に記載された安全ガイドラインに従ってください。

メモ: 電源装置ユニット（PSU）ダミーは、2 つ目の PSU ベイにのみ取り付けます。

手順

PSU ダミーを PSU ベイに合わせて、所定の位置にカチッと収まるまでシャーシに押し込みます。

図 127. 電源ユニット（PSU）ダミーの取り付け

電源装置ユニットの取り外し
AC PSU と DC PSU の取り外し手順は同じです。

前提条件
注意: システムが正常に動作するには PSU（電源装置ユニット）1 台が必要です。冗長電源システムでは、電源が入っている
システムでの PSU の取り外しと取り付けは、一度に 1 台ずつ行ってください。

1. 「安全にお使いいただくために」に記載された安全ガイドラインに従ってください。
2. 電源、および取り外す PSU から電源ケーブルを外し、ケーブルを PSU ハンドルのストラップから外します。
3. PSU の取り外しに支障がある場合は、ラッチを外してオプションのケーブル マネージメント アームを持ち上げます。

ケーブル管理アームの詳細については、www.dell.com/poweredgemanuals でシステムのラックに関するマニュアルを参照してく
ださい。

手順

オレンジのリリース ラッチを押し、PSU ハンドルを使用して PSU をシステムから引き出します。
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図 128. 電源装置ユニットの取り外し

次の手順

PSU または PSU ダミーを取り付けます。

電源装置ユニットの取り付け
AC PSU と DC PSU の取り付け手順は同じです。

前提条件
1. 「安全にお使いいただくために」に記載された安全ガイドラインに従ってください。
2. 冗長 PSU をサポートしているシステムでは、2 台の PSU のタイプと 大出力電力が同じになるようにしてください。

メモ: 大出力電力（ワット数で表記）は PSU ラベルに記載されています。

手順

PSU が完全に装着され、リリースラッチが所定の位置にカチッとおさまるまで、PSU をシャーシに差し込みます。
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図 129. 電源装置ユニットの取り付け

次の手順

1. ケーブル管理アームのラッチをかけている場合は、再びラッチをかけます。ケーブル管理アームの詳細については、
www.dell.com/poweredgemanuals でシステムのラックに関するマニュアルを参照してください。

2. 電源ケーブルを PSU に接続し、ケーブルのプラグをコンセントに差し込みます。
注意: 電源ケーブルを接続する際には、ケーブルをストラップで固定してください。

メモ: 新しい電源装置の通常の取り付けや、ホットスワップまたはホットアッドによって交換または取り付けを行う際に
は、システムが電源装置を認識して状態を判断するまで 15 秒待ちます。電源の冗長性は、検出が完了するまで発生しない
場合があります。新しい PSU が他の PSU を取り外す前に検出され、有効にするまで待機します。電源装置ステータスイン
ジケータが緑色に点灯すれば、電源装置は正常に機能しています。

DC 電源装置ユニットのケーブル接続の手順

お使いのシステムには、-（48～60）V DC 電源装置ユニット（PSU）を 2 台取り付けることができます。

メモ: DC–（48～60）V 電源装置ユニット（PSU）を使用する装置の DC 電源接続およびアース接続は、適切な資格を持つ電気
技術者が行う必要があります。DC 電源またはアースの接続はご自分で行わないでください。すべての電気接続は、システム
の使用地域およびその国の条例と慣行に準拠する必要があります。Dell の許可を受けていない保守による損傷は、保証の対象
となりません。製品に同梱の安全にお使いいただくための注意をすべてお読みになり、指示に従ってください。

注意: ユニットは銅線だけで配線し、特に指定がない限り、ソースとリターンの定格が 90°C 以上の 10 AWG（American Wire

Gauge）ワイヤを使用します。– 48 / 60 V DC（ワイヤ 1 本）を漏電電流定格の高い DC 用で定格 50 A の過電流保護分岐回路
で保護します。

注意: AC 電源から電気的に絶縁された–（48–60）V DC 電源（信頼できるアースが施された–（48–60）V DC SELV 電源）に
装置を接続します。–（48–60）V DC 電源が効果的にアースされていることを確認してください。

メモ: アース端子には、容易にアクセスできる電源切断装置（承認済みで適切な定格のもの）が組み込まれている必要があり
ます。

入力電源の要件

● 供給電圧：–（48–60）V DC
● 消費電流：32 A（ 大）
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キットの内容
● Dell 部品番号 6RYJ9 ターミナルブロックまたは同等のもの（1）
● #6-32 ロックワッシャー付きナット（1）

必要なツール

サイズ 10 AWG ソリッドワイヤ、または絶縁銅撚り線から絶縁材を除去できるワイヤストリッパープライヤ

メモ: アルファワイヤパーツナンバー 3080 または同等のもの（65/30 より線）を使用します。

必要なワイヤ

● UL 10 AWG、 長 2 m（より線）ブラック ワイヤ 1 本［–（48-60）V DC］
● UL 10 AWG、 長 2 m（より線）レッド ワイヤ 1 本（V DC リターン）
● UL 10 AWG、 長 2 m（より線）緑/黄、緑に黄縞ワイヤ 1 本（アース端子付き）

安全用接地ワイヤの組み立てと接続

前提条件
メモ: DC–（48～60）V 電源装置ユニット（PSU）を使用する装置の DC 電源接続およびアース接続は、適切な資格を持つ電気
技術者が行う必要があります。DC 電源またはアースの接続はご自分で行わないでください。すべての電気接続は、システム
の使用地域およびその国の条例と慣行に準拠する必要があります。Dell の許可を受けていない保守による損傷は、保証の対象
となりません。製品に同梱の安全にお使いいただくための注意をすべてお読みになり、指示に従ってください。

手順

1. 緑色または黄色のワイヤの末端から絶縁体を取り除き、銅線を約 4.5 mm（0.175 インチ） 露出させます。
2. 圧着工具（Tyco Electronics、58433-3 または同等品）を使用して、リングタング端子（Jeeson Terminals Inc.、R5-4SA または同

等品）を緑色または黄色ワイヤ（安全用接地ワイヤ）に圧着します。
3. ロック ワッシャー付きの 6-32 番ナットを使用して、安全用接地ワイヤをシステムの背面にある接地ポストに接続します。

図 130. 安全用接地ワイヤの組み立てと接続
1. #6/32 ナット 2. スプリングワッシャ
3. 接地ポスト 4. 安全用接地ワイヤ
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図 131. 安全用接地ワイヤの取り外し

1. #6/32 ナット 2. スプリングワッシャ
3. 接地ポスト 4. 安全用接地ワイヤ

DC 入力電源ワイヤの組み立て

前提条件
メモ: DC–（48～60）V 電源装置ユニット（PSU）を使用する装置の DC 電源接続およびアース接続は、適切な資格を持つ電気
技術者が行う必要があります。DC 電源またはアースの接続はご自分で行わないでください。すべての電気接続は、システム
の使用地域およびその国の条例と慣行に準拠する必要があります。Dell の許可を受けていない保守による損傷は、保証の対象
となりません。製品に同梱の安全にお使いいただくための注意をすべてお読みになり、指示に従ってください。

手順

1. DC 電源ワイヤの端から絶縁材を剥がし、銅製ワイヤを約 13 mm（0.5 インチ）ほど露出させます。

メモ: DC 電源ワイヤを接続する際に極を逆にすると、電源ユニットまたはシステムに修復不能な損傷を与えるおそれがあ
ります。

2. 銅線の両端を組み合わせコネクターに挿入し、2 番のプラスドライバーを使用して組み合わせコネクター上部の拘束ネジを締め
ます。

メモ: 電源ユニットを静電気放出から保護するため、組み合わせコネクタを電源ユニットに挿入する前に、拘束ネジにラバ
ーキャップを被せてください。

3. ゴム製キャップを時計方向に回して、ネジの上に固定します。
4. 嵌合コネクタを電源装置に挿入します。
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図 132. DC 入力電源ワイヤの組み立て

1. DC ワイヤ RTN 2. DC 電源コネクタ
3. 拘束ネジ（2） 4. ラバーキャップ
5. DC 電源ソケット 6. DC ワイヤ -48 V

図 133. DC 入力電源ワイヤの取り外し

1. ワイヤ RTN 2. DC 電源コネクタ
3. 拘束ネジ（2） 4. ラバーキャップ
5. DC 電源ソケット 6. ワイヤ –48 V

システム基板

システム ボードの取り外し

前提条件
注意: 暗号化キーと共に TPM（Trusted Platform Module）を使用している場合は、プログラムまたはシステムのセットアッ
プ中にリカバリー キーの作成を求められることがあります。このリカバリー キーを作成して安全な場所に保管するようにし
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てください。このシステム ボードをリプレースする場合、ドライブ上の暗号化データにアクセスするためには、システムまた
はプログラムの再起動時にリカバリー キーを入力する必要があります。

注意: システム ボードから TPM プラグインモジュールを取り外さないようにしてください。TPM プラグインモジュールは
取り付け後、その特定のシステム ボードに暗号バインドされます。取り付け済みの TPM プラグイン モジュールを取り外す
と、暗号形式バインドが壊れて、再度取り付けることも別のシステム ボードに取り付けることもできなくなります。

1. 「安全にお使いいただくために」の項に記載された安全ガイドラインに従ってください。
2. 「システム内部の作業を始める前に」に記載されている処理手順に従います。
3. 以下を取り外します。

a. エアフローカバー
b. 冷却ファンアセンブリー
c. 電源供給ユニット
d. 拡張カードおよび拡張カードライザー
e. 内蔵ストレージコントローラー カード
f. オプションの IDSDM または vFlash カード
g. オプションの内蔵 USB メモリー キー（インストールされている場合）
h. USB 3.0 モジュール（取り付けられている場合）
i. プロセッサー ヒート シンクのモジュール
j. プロセッサー ダミー（インストールされている場合）

注意: 障害が発生したシステム ボードを交換する際には、プロセッサー ソケットの損傷を防ぐため、必ずプロセッサー
ダスト カバーでプロセッサー ソケットをカバーしてください。

k. メモリー モジュールとメモリー モジュールのダミーカード
l. ネットワーク ドーター カード

手順

1. システム ボードからすべてのケーブルを外します。

注意: システム ボードをシステムから取り外す際には、システム識別ボタンに損傷を与えないように注意してください。

注意: システム基板は、メモリモジュール、プロセッサ、またはその他のコンポーネントを持って持ち上げないでくださ
い。

2. システム ボード ホルダーを持ち、青色のリリース ピンを引っ張って、システム ボードをシステムの前方に向かってスライド
させ、コネクターをシステムのスロットから外します。

3. システム ボードを一定の角度に傾け、システム ボードをシステムから持ち上げます。

図 134. システム ボードの取り外し

次の手順

システム ボードを取り付けます。
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システム ボードの取り付け

前提条件
「安全にお使いいただくために」に記載された安全ガイドラインに従ってください。

手順

1. 交換のシステム ボード アセンブリーのパッケージを開きます。

注意: システム基板は、メモリモジュール、プロセッサ、またはその他のコンポーネントを持って持ち上げないでくださ
い。

注意: システム ボードをシステムに取り付ける際には、システム識別ボタンに損傷を与えないように注意してください。

2. システム ボード ホルダーと青色のリリース ピンを持ち、システム ボードを傾けて、システム内へと下ろします。
3. リリース ピンが所定の位置にカチッと固定されるまで、システム ボードをシステムの後方へ押します。

図 135. システム ボードの取り付け

次の手順

1. 以下を取り付けます。
a. Trusted Platform Module

メモ: TPM プラグイン モジュールがシステム ボードに取り付けられているため、取り外せません。TPM プラグイン モ
ジュールが取り付けられた場合、TPM プラグイン モジュールを交換するとシステム ボードをすべて交換することにな
ります。

b. 内蔵ストレージコントローラー カード
c. オプションの内蔵 USB メモリー キー（該当する場合）
d. USB 3.0 モジュール（該当する場合）
e. オプションの IDSDM または vFlash モジュール
f. 拡張カードおよび拡張カードライザー
g. プロセッサー ヒート シンクのモジュール
h. プロセッサー ダミー（該当する場合）
i. メモリー モジュールとメモリー モジュールのダミーカード
j. ネットワーク ドーター カード
k. 冷却ファン アセンブリー
l. エアフローカバー
m. 電源供給ユニット

2. すべてのケーブルをシステム ボードに再接続します。
メモ: システムのケーブルがシャーシ側面に沿って配線され、ケーブル固定ブラケットで固定されていることを確認しま
す。
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3. 「システム内部の作業を終えた後に」に記載の手順に従います。
4. 次の手順を実行していることを確認してください:

a. Easy Restore（簡易復元） 機能を使用してサービス タグを復元します。詳細については、Easy Restore を使用したサービス
タグの復元を参照してください。

b. サービス タグがバックアップ フラッシュ デバイスにバックアップされない場合は、手動でサービス タグを入力します。詳
細については、システム セットアップを使用したシステム サービスタグの入力を参照してください。

c. BIOS および iDRAC のバージョンをアップデートします。
d. Trusted Platform Module（TPM）を再度有効にします。詳細については、Trusted Platform Module のアップグレードを参照

してください。
5. 新規または既存の iDRAC Enterprise ライセンスをインポートします。詳細については、www.dell.com/poweredgemanuals の

「Integrated Dell Remote Access Controller ユーザーズ ガイド」を参照してください。

Easy Restore を使用したサービスタグの復元

簡易復元機能では、システム基板を交換した後もお使いのサービスタグ、ライセンス、UEFI 構成、およびシステム構成データを復
元できます。すべてのデータはバックアップ フラッシュ デバイスに自動的にバックアップされます。BIOS がバックアップ フラ
ッシュ デバイスで新しいシステム基板とサービスタグを検知したら、BIOS がユーザーにバックアップ情報を復元するプロンプト
を表示します。

このタスクについて

以下は、使用可能なオプションの一覧です。

● サービスタグ、ライセンス、および診断情報を復元するには、［Y］を押します。
● Lifecycle Controller ベースの復元オプションに移動するには、［N］を押します。
● 以前に作成した［ハードウェア サーバ プロファイル］からデータを復元するには、［F10］を押します。

メモ: 復元プロセスが完了したら、BIOS はシステム構成データの復元を促すプロンプトを表示します。

● ［Y］を押して、システム構成データを復元します。
● ［N］を押して、デフォルトの構成設定を使用します。

メモ: 復元プロセスが完了すると、システムは再起動します。

サービスタグの手動アップデート

システム基板の取り付け後に簡易復元が失敗した場合は、このプロセスに従い［［システム セットアップ］］を使用してサービスタ
グを手動で入力します。

このタスクについて

システムのサービスタグがわかっている場合は、［［システム セットアップ］］メニューを使用してサービスタグを入力します。

手順

1. システムの電源を入れます。
2. ［［システム セットアップ］］を起動するには、［F2］を押します。
3. ［Service Tag Settings］（サービスタグ設定）をクリックします。
4. サービスタグを入力します。

メモ: ［［サービスタグ］］フィールドが空白の場合のみ、サービスタグを入力できます。正しいサービスタグを入力してく
ださい。一度サービスタグを入力すると、更新や変更はできません。

5. ［OK］をクリックします。

システム セットアップを使用したシステム サービスタグの入力

Easy Restore（簡単な復元）がサービスタグの復元に失敗した場合は、セットアップユーティリティを使用してサービスタグを入
力します。
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手順

1. システムの電源を入れます。
2. F2 キーを押して System Setup（セットアップユーティリティ）を起動します。
3. ［Service Tag Settings］（サービスタグ設定）をクリックします。
4. サービスタグを入力します。

メモ: ［Service Tag］（サービスタグ）フィールドが空白の場合のみ、サービスタグを入力できます。正しいサービスタグ
を入力してください。一度サービスタグを入力すると、更新や変更はできません。

5. ［OK］をクリックします。
6. 新規または既存の iDRAC Enterprise ライセンスをインポートします。

詳細については、www.dell.com/poweredgemanuals にある『Integrated Dell Remote Access Controller ユーザーズ ガイド』を参照
してください。

Trusted Platform Module

Trusted Platform Module のアップグレード

前提条件
1. 「安全にお使いいただくために」に記載された安全ガイドラインに従ってください。
2. 「システム内部の作業を始める前に」の手順に従ってください。

メモ:

● お使いのオペレーティングシステムがインストールされている TPM モジュールのバージョンをサポートしていることを
確認します。

● お使いのシステムに 新の BIOS ファームウェアがダウンロードされインストールされていることを確認してください。

● BIOS が UEFI 起動を有効にするように設定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

注意: 暗号化キーと共に TPM（Trusted Platform Module）を使用している場合は、プログラムまたはシステムのセットアッ
プ中にリカバリ キーの作成を求められることがあります。お客様と連携して、このリカバリ キーを作成して安全な場所に保
管するようにしてください。このシステム基板を交換する場合にハード ドライブ上の暗号化データにアクセスするためには、
システムまたはプログラムを再起動する時にリカバリ キーを入力する必要があります。

注意: TPM プラグインモジュールは取り付け後、その特定のシステム基板に暗号バインドされます。取り付け済みの TPM プ
ラグ イン モジュールを取り外した場合、暗号バインドが壊れるため、取り外した TPM の再度の取り付けや別のシステム基板
への取り付けができなくなります。

TPM の取り外し

手順

1. システム基板の TPM コネクタの位置を確認します。
2. モジュールを押し下げたまま、TPM 2.0 モジュールに同梱の安全トルクス 8 ビットを使用してネジを外します。
3. TPM モジュールをコネクタから引き出します。
4. プラスチック製リベットを TPM コネクタから押し出し、反時計回りに 90° 回してシステム基板から外します。
5. プラスチック製リベットをシステム基板上のスロットから引き出します。

TPM の取り付け

手順

1. TPM のエッジコネクタを TPM コネクタのスロットの位置に合わせます。
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2. プラスチック製のリベットがシステム基板のスロットに合うように、TPM を TPM コネクタに挿入します。
3. 所定の位置に収まるまでプラスチック製のリベットを押します。

図 136. TPM の取り付け

4. TPM をシステム基板に固定するネジを取り付けます。

次の手順

1. システム基板を取り付けます。
2. 「システム内部の作業を終えた後に」の手順に従ってください。

BitLocker ユーザー向け TPM の初期化

手順

TPM を初期化します。
詳細については、を参照してください。

［TPM Status］（TPM ステータス）は［Enabled, Activated］（有効、アクティブ）に変更されます。

TXT ユーザー向け TPM 1.2 の初期化

手順

1. システムの起動中に F2 を押して、システム セットアップを起動します。
2. ［［システム セットアップ メイン メニュー］］画面で、［［システム BIOS］］＞［［システム セキュリティ設定］］の順にクリック

します。
3. ［TPM Security］（TPM セキュリティ）オプションで、 ［On with Pre-boot Measurements］（起動前測定でオン）を選択します。
4. ［TPM Command］（TPM コマンド）オプションで、［Activate］（アクティブ化）を選択します。
5. 設定を保存します。
6. システムを再起動します。
7. ［System Setup］（セットアップユーティリティ）を再起動します。
8. ［［システム セットアップ メイン メニュー］］画面で、［［システム BIOS］］＞［［システム セキュリティ設定］］の順にクリック

します。
9. ［Intel TXT］（Intel TXT ）オプションで、［On］（オン）を選択します。

TXT ユーザー向け TPM 2.0 の初期化

手順

1. システムの起動中に F2 を押して、システム セットアップを起動します。
2. ［System Setup Main Menu］画面で、［System BIOS］ > ［System Security Settings］の順にクリックします。
3. ［TPM セキュリティ］オプションで、［オン］を選択します。
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4. 設定を保存します。
5. システムを再起動します。
6. ［System Setup］（セットアップユーティリティ）を再起動します。
7. ［System Setup Main Menu］画面で、［System BIOS］ > ［System Security Settings］の順にクリックします。
8. ［TPM の詳細設定］オプションを選択します。
9. ［TPM2 アルゴリズムの選択］オプションから［SHA256］を選択したら、［システム セキュリティ設定］画面に戻ります。
10.［システム セキュリティ設定］画面の［インテル TXT］オプションで、［オン］を選択します。
11. 設定を保存します。
12. システムを再起動します。

コントロールパネル

コントロール パネルの詳細

お使いのシステムは以下をサポートしています。

● ○ アクティブな PSU の負荷が PSU の定格電力ワット数の 50%を超えた場合、冗長 PSU はアクティブ状態に切り替わります。
○ アクティブな PSU の負荷が PSU の定格電力ワット数の 20%を下回ると、冗長 PSU はスリープ状態に切り替わります。
左コントロール パネル：ステータス LED、システム ID ボタン、iDRAC Quick Sync 2（オプション）が搭載されています。

● 右コントロール パネル：電源ボタン、USB 2.0 ポート、iDRAC ダイレクト用のマイクロ USB対応 VGA ポート、iDRAC ダイレク
ト用のステータス LED が搭載されています。

左のコントロールパネルの取り外し

前提条件
1. 「安全にお使いいただくために」に記載された安全ガイドラインに従ってください。
2. 「システム内部の作業を始める前に」に記載の手順に従います。
3. 冷却ファン アセンブリを取り外します。
4. エアフローカバーを取り外します。

手順

1. ケーブル ラッチを引き、システム基板コネクタからコントロール パネル ケーブルを外します。
2. #1 プラスドライバを使用して、左コントロール パネルおよびケーブル チューブをシステムに固定しているネジを取り外してケ

ーブル カバーを外します。
3. コントロール パネルとケーブル チューブの端をつかんで、コントロール パネルとケーブル チューブをシステムから取り外し

ます。
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図 137. 左コントロール パネルの取り外し

次の手順

左コントロール パネルを取り付けます。

左のコントロールパネルの取り付け

前提条件
「安全にお使いいただくために」に記載された安全ガイドラインに従ってください。

手順

1. システムの側壁を通してコントロール パネル ケーブルを配線します。
2. 左コントロール パネル アセンブリをシステムのコントロール パネル スロットに合わせ、アセンブリをシステムのスロットに

セットします。
3. コントロール パネル ケーブルをシステム基板コネクタに接続し、ケーブル ラッチを使って固定します。
4. #1 プラスドライバを使用して、コントロール パネルとケーブル チューブをシステムに固定するネジを取り付けます。
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図 138. 左コントロールパネルの取り付け

次の手順

1. エアフローカバーを取り付けます。
2. 冷却ファン アセンブリを取り付けます。
3. 「システム内部の作業のあとに」に記載の手順に従います。

右コントロールパネルの取り外し

前提条件
1. 「安全にお使いいただくために」に記載された安全ガイドラインに従ってください。
2. 「システム内部の作業を始める前に」に記載の手順に従います。
3. エアフローカバーを取り外します。
4. 冷却ファン アセンブリを取り外します。

手順

1. VGA ケーブルをシステム基板から取り外します。
2. ケーブル ラッチを引き、システム基板コネクタからコントロール パネル ケーブルを外します。
3. #1 プラスドライバを使用して、コントロール パネルおよびケーブル チューブをシステムに固定しているネジを取り外します。
4. コントロール パネルとケーブル チューブの端をつかんで、コントロール パネルとケーブル チューブをシステムから取り外し

ます。
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図 139. 右コントロール パネルの取り外し

次の手順

右コントロール パネルを取り付けます。

右のコントロールパネルの取り付け

前提条件
「安全にお使いいただくために」に記載された安全ガイドラインに従ってください。

手順

1. システムの側壁を通してコントロール パネル ケーブルと VGA ケーブルを配線します。
2. コントロール パネルをシステム上のコントロール パネル スロットに合わせ、システム上に取り付けます。
3. VGA ケーブルをシステム基板に接続します。
4. コントロール パネル ケーブルをシステム基板のコネクタに接続し、ケーブル ラッチを下げてケーブルを所定の位置に固定しま

す。
5. #1 プラスドライバを使用して、コントロール パネルとケーブル チューブをシステムに固定するネジを取り付けます。
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図 140. 右コントロール パネルの取り付け

次の手順

1. 冷却ファン アセンブリを取り付けます。
2. エアフローカバーを取り付けます。
3. 「システム内部の作業のあとに」に記載の手順に従います。
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システム診断プログラム
システムに問題が起こった場合、Dell のテクニカルサポートに電話する前にシステム診断プログラムを実行してください。システ
ム診断プログラムを使うと、特別な装置を使用せずにシステムのハードウェアをテストでき、データ ロスの心配もありません。お
客様がご自分で問題を解決できない場合でも、サービスおよびサポート担当者が診断プログラムの結果を使って問題解決の手助け
を行うことができます。
トピック：

• Dell 組み込み型システム診断

Dell 組み込み型システム診断
メモ: Dell 組み込み型システム診断は、Enhanced Pre-boot System Assessment（ePSA）診断としても知られています。

組み込み型システム診断プログラムには、特定のデバイスグループや各デバイス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

起動マネージャーからの組み込み型システム診断プログラムの実行
お使いのシステムが起動しない場合に、組み込み型システム診断プログラム（ePSA）を実行します。

手順

1. システムの起動中に、F11 を押します。
2. 上下矢印キーを使用して、［System Utilities］ > ［Launch Diagnostics］と選択します。
3. または、システムの起動中に F10 を押して、［Hardware Diagnostics］ > ［ Run Hardware Diagnostics］と選択します。
［［ePSA Pre-boot System Assessment］］ウィンドウが表示され、システム内に検知された全デバイスがリストアップされます。
Diagnostics（診断）が検知された全デバイスのテストを開始します。

Dell Lifecycle Controller からの組み込み型システム診断プログラムの実
行

手順

1. システム起動中に F10 を押します。
2. ［Hardware Diagnostics］（ハードウェア診断）→ ［Run Hardware Diagnostics］（ハードウェア診断の実行）を選択します。
［［ePSA Pre-boot System Assessment］］ウィンドウが表示され、システム内に検知された全デバイスがリストアップされます。
Diagnostics（診断）が検知された全デバイスのテストを開始します。
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システム診断プログラムのコントロール

メニュー 説明
［構成］ 検知された全デバイスの設定およびステータス情報が表示されます。

［結果］ 実行された全テストの結果が表示されます。

システムの正常性 システムパフォーマンスの現在の概要が表示されます。

［イベント ログ］ システムで実行された全テストの結果のタイムスタンプ付きログが表示されます。少なくとも 1 つのイベ
ントの説明が記録されていれば、このログが表示されます。
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ジャンパとコネクタ
このトピックでは、ジャンパに関する具体的な情報について説明します。また、ジャンパやスイッチに関する基本的な情報を提供
し、システム内のさまざまな基板上のコネクタについても説明しています。システム ボード上のジャンパは、システム パスワー
ドとセットアップ パスワードの無効化に役立ちます。コンポーネントおよびケーブルを正しく取り付けるには、システム ボード
上のコネクタを知っておく必要があります。

トピック：

• システム基板のジャンパとコネクタ
• システム基板のジャンパ設定
• パスワードを忘れたとき

システム基板のジャンパとコネクタ

図 141. システム基板のジャンパとコネクタ
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表 29. システム基板のジャンパとコネクタ 

アイテム コネクタ 説明

1 J_ODD オプティカルドライブの電源コネクタ

2 A7、A1、A8、A2、A9、A3 メモリモジュールソケット

3 J_FAN2U_6 システム冷却ファン 6 コネクタ

4 J_BP3 バックプレーン 3 電源コネクタ

5 J_FAN2U_5 システム冷却ファン 5 コネクタ

6 A6、A12、A5、A11、A4、A10 メモリモジュールソケット

7 J_FAN2U_4 冷却ファン 4 コネクタ

8 INTRUSION_DET イントルージョンスイッチコネクタ

9 B7、B1、B8、B2、B9、B3 メモリモジュールソケット

10 J_FAN2U_3 冷却ファン 3 コネクタ

11 J_FAN2U_2 冷却ファン 2 コネクタ

12 J_BP_SIG1 バックプレーン 1 信号コネクタ

13 B6、B12、B5、B11、B4、B10 メモリモジュールソケット

14 J_BP1 バックプレーン 1 電源コネクタ

15 J_FAN2U_1 冷却ファン 1 コネクタ

16 P_LFT_CP 左のコントロール パネル コネクタ

17 CPU2 CPU2 プロセッサーとヒートシンク モジュール ソケッ
ト（ダスト カバー付き）

18 J_R3_X24 ライザー 3 コネクタ

19 J_BP_SIG2 バックプレーン 2 信号コネクタ

20 J_BP_SIG0 バックプレーン 0 信号コネクタ

21 J_BP0 (RSR3_225W) バックプレーン 0 電源コネクタ（ライザー 3 PCIe 225 W
電源）

22 J_BP2（RSR2_225W） バックプレーン 2 電源コネクタ（ライザー 2 PCIe 225 W
電源）

23 J_BATT_SIG NVDIMM-N バッテリ信号コネクタ

24 J_BATT_PWR NVDIMM-N バッテリ電源コネクタ

25 PWRD_EN BIOS パスワードのリセット

26 NVRAM_CLR NVRAM のクリア

27 J_USB_INT 内部 USB コネクタ

28 J_IDSDM IDSDM/vFlash コネクタ

29 J_NDC NDC コネクタ

30 J_R2_X24_IT9 ライザー 2 コネクタ

31 J_R2_3R_X8_IT9 ライザー 2 コネクタ

32 LED システム基板の診断 LED インジケータ

33 BATTERY バッテリーコネクタ

34 J_FRONT_VIDEO ビデオコネクタ

35 J_R1_SS82_3 and J_R1_SS60_1 ライザー 1 コネクタ
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表 29. システム基板のジャンパとコネクタ （続き）

アイテム コネクタ 説明

36 J_TPM_MODULE TPM コネクタ

37 J_SATA_B SATA B コネクタ

38 J_R1_SS82_1 ライザー 1 コネクタ（Mini PERC オプション）

39 J_SATA_A SATA A コネクタ

40 J_SATA_C SATA C コネクタ（光学ドライブ SATA コネクタ）

41 CPU1 CPU1 プロセッサーとヒートシンク モジュール

42 P_RGT_CP 右コントロール パネル コネクタ

システム基板のジャンパ設定
パスワード ジャンパをリセットしてパスワードを無効にする方法については、「パスワードを忘れたとき」の項を参照してくださ
い。

パスワードを忘れたとき
システムのソフトウェア セキュリティ機能として、システムパスワードとセットアップパスワードが含まれます。パスワード ジ
ャンパを使用すると、パスワードの機能を有効または無効にして、現在使用中のパスワードをどれでもクリアすることができま
す。

前提条件
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電話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。Dell の許可を受けていない保守による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属して
いるマニュアルの「安全にお使いいただくために」をお読みになり、指示に従ってください。

手順

1. システムおよび接続されているすべての周辺機器の電源を切り、システムをコンセントから外します。
2. システム カバーを取り外します。
3. システム ボードジャンパ上のジャンパを 2 および 4 番ピンから 4 および 6 番ピンに動かします。
4. システム カバーを取り付けます。

既存のパスワードは、ピン 4 および 6 にあるジャンパを使ってシステムが起動するまでは無効化（消去）されません。ただし、
新しいシステムパスワードとセットアップパスワードの両方またはどちらか一方を設定する前に、ジャンパをピン 2 および 4
に戻す必要があります。

メモ: 4 および 6 番ピンにジャンパがある状態で新しいシステムパスワードまたはセットアップパスワードを設定すると、
システムは次回の起動時に新しいパスワードを無効にします。

5. システムを電源コンセントに接続し、電源を入れます（接続されている各種周辺機器を含む）。
6. システムおよび接続されているすべての周辺機器の電源を切り、システムをコンセントから外します。
7. システム カバーを取り外します。
8. システム ボードジャンパ上のジャンパを 4 および 6 番ピンから 2 および 4 番ピンに動かします。
9. システム カバーを取り付けます。
10. システムを電源コンセントに接続し、電源を入れます（接続されている各種周辺機器を含む）。
11. 新しいシステムパスワードとセットアップパスワードの両方またはそのどちらか一方を設定します。
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困ったときは
トピック：

• Dell EMC へのお問い合わせ
• マニュアルのフィードバック
• QRL によるシステム情報へのアクセス
• SupportAssist による自動サポートの利用
• リサイクルまたはサービス終了の情報

Dell EMC へのお問い合わせ
Dell EMC 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。アクティブなインター
ネット接続がない場合は、ご購入時の納品書、出荷伝票、請求書、または Dell EMC 製品カタログで連絡先をご確認いただけます。
これらのサービスは国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。
Dell EMC 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. www.dell.com/support/home にアクセスします。
2. お住まいの国を、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. ［サービスタグを入力します］ 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. Dell EMC グローバルテクニカルサポートへのお問い合わせ先詳細：

a. テクニカル サポートに連絡をクリックします。
b. ［お問い合わせ］ウェブページにある［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。

マニュアルのフィードバック
任意の Dell EMC マニュアル ページでマニュアルを評価するか、フィードバックを書き、［フィードバックの送信］をクリックして
フィードバックを送信できます。

QRL によるシステム情報へのアクセス
システムの前面にある情報タグに記載されているクイック リソース ロケーター（QRL）を使用して、PowerEdge システムに関す
る情報にアクセスできます。

前提条件
お使いのスマートフォンまたはタブレットに QR コードスキャナーがインストールされていることを確認します。

QRL には、お使いのシステムに関する次の情報が含まれています。
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● ハウツービデオ
● インストールおよびサービス マニュアル、LCD 診断、機械的概要などの参照資料
● 特定のハードウェア構成および保証情報に簡単にアクセスするためのシステムのサービス タグ
● テクニカルサポートや営業チームへのお問い合わせのための Dell への直接的なリンク

手順

1. www.dell.com/qrl にアクセスして、お使いの製品に移動する、または
2. システム上、または「クイックリソースロケータ」セクションで、お使いのスマートフォンまたはタブレットを使用してモデ

ル固有のクイックリソース（QR）コードをスキャンします。

PowerEdge R740 システム用 Quick Resource Locator

図 142. PowerEdge R740 システム用 Quick Resource Locator

SupportAssist による自動サポートの利用
Dell EMC SupportAssist は、Dell EMC のサーバ、ストレージ、ネットワーキング デバイスのテクニカル サポートを自動化するオプ
ションの Dell EMC Services です。SupportAssist アプリケーションをインストールしてご利用の IT 環境にセットアップすると、次
のようなメリットがあります。

● ［自動問題検知］ — SupportAssist は Dell EMC デバイスを監視し、プロアクティブかつ予測的にハードウェアの問題を自動検出
します。

● ［ケースの自動作成］ — 問題が検出されると、SupportAssist が Dell EMC テクニカル サポートでサポート ケースを自動的にオ
ープンします。

● ［自動診断収集］ — SupportAssist は、お使いのデバイスからシステム状態情報を自動的に収集して、安全に Dell EMC にアップ
ロードします。この情報は、Dell EMC テクニカル サポートによる、課題のトラブルシューティングに使用されます。

● ［プロアクティブな連絡］ — Dell EMC テクニカル サポート担当者がサポート ケースについて連絡し、問題を解決するお手伝い
をします。

使用可能なメリットは、お使いのデバイス用に購入した Dell EMC Service の利用資格に応じて異なります。SupportAssist の詳細に
ついては、www.dell.com/supportassist を参照してください。

リサイクルまたはサービス終了の情報
特定の国では、この製品の引き取りおよびリサイクル サービスが提供されます。システム コンポーネントを廃棄する場合は、
www.dell.com/recyclingworldwide にアクセスし、該当する国を選択します。
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