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コンポーネントの識別 

フロントパネルのLEDとボタン 

 
 

番号 説明 ステータス 

1 UID LED 青色で点灯 = 動作しています。 
青色で点滅： 
毎秒1回 = リモート管理またはファームウェアアップグレードを実行中です。 
毎秒4回 = iLO手動再起動シーケンスが開始されました。 
毎秒8回 = iLO手動再起動シーケンスを実行中です。 
消灯 = 動作していません。 

2 ヘルスステータスLED 緑色で点灯 = 正常（システムの電源が入っています） 
緑色で点滅 = 電源ボタンサービスが初期化中です。 
オレンジ色で点滅 = 性能が低下しています。 
赤色で点滅 = 重大な状態です。 
消灯 = 正常（システムはスタンバイ状態です） 

3 メザニンNICステータス
LED 

緑色で点灯 = ネットワークにリンクされています。 
緑色で点滅（毎秒1回）= ネットワークが動作しています。 
消灯 = ネットワークが動作していません。 

4 電源ボタン 緑色で点灯 = システムに電源が入っています。 
緑色で点滅（毎秒1回）= 電源投入シーケンスを実行中です。 
オレンジ色で点灯 = システムはスタンバイ状態です。 
消灯 = 電源が供給されていません。* 

 

* 電源が供給されていない、電源コードが接続されていない、電源装置が搭載されていない、電源装置が故障している、
または電源ボタンケーブルが外れています。 
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フロントパネルのコンポーネント 

 
 

番号 説明 

1 ドライブベイ1* ** 

2 ドライブベイ2* ** 

3 外部USB 2.0コネクター（情報プルタブの後ろ） 

4 情報プルタブ 

5 コンピュートモジュールリリースラッチ（2） 

6 コンピュートモジュールハンドル 

7 コンピュートモジュールリンクコネクター 
 

* コンポーネントの番号はシステム構成に依存します。 
** uFFドライブがドライブベイに取り付けられている場合、ドライブベイの番号は変わります。詳しくは、「ドライブの番
号」（7ページ）を参照してください。 

 

情報プルタブ 
情報プルタブはコンピュートモジュールのフロントパネルにあります。情報プルタブを見つけるには、「フロントパ

ネルのコンポーネント」（6ページ）を参照してください。情報プルタブは、以下の情報を提供します。 

• 製品のシリアル番号 

• HPE iLOに関する情報 

• モバイルに適したドキュメントを指すQRコード 
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ドライブの番号 
このコンピュートモジュールは、構成に応じて、ドライブベイ内のハードディスクドライブ、SSD、およびuFF（SFF
（2.5型）フラッシュストレージアダプター）ドライブをサポートできます。取り付けられたデバイスによっては、

ベイの番号が異なる場合があります。 

 
 

番号 SFF（2.5型）ドライブベイの番号  

 HPE Synergy 620 Gen9 & 
HPE Synergy 680 Gen9  
（プライマリコンピュートモジュール） 

HPE Synergy 680 Gen9 
（拡張コンピュートモジュール） 

1 • ドライブボックス1、ドライブベイ1 • ドライブボックス2、ドライブベイ1 

2 • ドライブボックス1、ドライブベイ2 • ドライブボックス2、ドライブベイ2 
 
 

番号 uFFドライブベイの番号  

 HPE Synergy 620 Gen9 & 
HPE Synergy 680 Gen9  
（プライマリコンピュートモジュール） 

HPE Synergy 680 Gen9 
（拡張コンピュートモジュール） 

1 • ドライブボックス1、ドライブベイ1 
および101 

• ドライブボックス2、ドライブベイ1 
および101 

2 • ドライブボックス1、ドライブベイ2 
および102 

• ドライブボックス2、ドライブベイ2 
および102 

 
 



 

コンポーネントの識別 8 

ホットプラグ対応ドライブLEDの定義 

 
 

番号 LED ステータス 意味 
1 位置確認 青色で点灯 ドライブは、ホストアプリケーションによって識別されています。 
  青色で点滅  ドライブキャリアのファームウェアが更新中かまたは更新を必要と

しています。 
2 アクティビティ

リング 
緑色で回転 ドライブ動作中。 

  オフ ドライブ動作なし。 
3 取り外し禁止 白色で点灯 ドライブを取り外さないでください。ドライブを取り外すと、1つま

たは複数の論理ドライブで障害が発生します。 
  オフ ドライブを取り外しても、論理ドライブで障害は発生しません。 
4 ドライブ 

ステータス 
緑色で点灯 ドライブは、1つまたは複数の論理ドライブのメンバーです。 

  緑色で点滅 ドライブを再構築中か、ドライブでRAID移行、ストリップサイズの
移行、容量拡張、または論理ドライブの拡大が進行中か、あるいはド
ライブを消去しています。 

  オレンジ色/ 
緑色で点滅 

ドライブは1つまたは複数の論理ドライブのメンバーで、ドライブの
障害が予測されています。 

  オレンジ色で
点滅 

ドライブが構成されておらず、ドライブの障害が予測されています。 

  オレンジ色で
点灯 

ドライブに障害が発生しました。 

  オフ ドライブでは、RAIDコントローラーによる構成は行われていません。 
 

 

SFF（2.5型）フラッシュアダプターコンポーネントと

LEDの定義 
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番号 コンポーネント 説明 
1 位置確認 • 消灯 - 正常 

• 青色で点灯 - ドライブは、ホストアプリケーションによって識別され
ています。 

• 青色で点滅 - ドライブのファームウェアが更新中かまたは更新を必
要としています。 

2 uFFドライブ取り出しラッチ このラッチを解除して、uFFドライブを取り外します。 
3 取り外し禁止LED • 消灯 - ドライブを取り外せます。ドライブを取り外しても、論理ドラ

イブで障害は発生しません。 
• 白色で点灯 - ドライブを取り外さないでください。ドライブを取り外

すと、1つまたは複数の論理ドライブで障害が発生します。 

4 ドライブステータスLED • 消灯 - ドライブでは、RAIDコントローラーによる構成は行われてい
ません。 

• 緑色で点灯 - ドライブは、1つまたは複数の論理ドライブのメンバー
です。 

• 緑色で点滅（4 Hz）- ドライブは正常に動作し、アクティブです。 
• 緑色で点滅（1 Hz）- ドライブを再構築中か、ドライブでRAID移行、

ストライプサイズの移行、容量拡張、論理ドライブの拡大が進行中か、
あるいはドライブを消去しています。 

• オレンジ色/緑色で点滅（1 Hz）- ドライブはドライブの障害が予測さ
れている1つまたは複数の論理ドライブのメンバーです。 

• オレンジ色で点灯 - ドライブに障害が発生しました。 
• オレンジ色で点滅（1 Hz）- ドライブが構成されておらず、ドライブ

の障害が予測されています。 

5 アダプター取り出しリリース
ラッチとハンドル 

このラッチを解除して、SFF（2.5型）フラッシュアダプターを取り外し
ます。 

 
 

NVMe SSDのコンポーネント 
NVMe SSDはPCIeバスデバイスです。PCIeバスに接続されたデバイスは、デバイスとバスの信号またはトラフィッ

クフローが完全に終了するまで取り外すことはできません。 
  

 注意：取り外し禁止ボタンのLEDが点滅している場合は、ドライブベイからNVMe SSDを取り外さない

でください。取り外し禁止ボタンのLEDの点滅は、デバイスがまだ使用されていることを示します。デ

バイスの信号またはトラフィックフローが完全に終了する前にNVMe SSDを取り外すと、データが消失

する可能性があります。 
  

 
       

番号 説明 
1 リリースレバー 
2 アクティビティリング 
3 取り外し禁止ボタン 
4 電源ボタン 
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システムボードのコンポーネント 

 
 

番号 説明 
1 ドライブバックプレーンコネクター 
2 プロセッサー2または4のDIMMスロット（それぞれ24） 
3 Smart Storageバッテリコネクター 
4 メザニンコネクター（5） 
5 管理電源コネクター（2） 
6 プロセッサー1または3のDIMMスロット（それぞれ24） 
7 TPMコネクター 

オプションのTPMカードは、HPE Synergy 620 Gen9およびHPE 
Synergy 680 Gen9のプライマリモジュールにのみ取り付けでき
ます。 

8 マネージャビリティカードコネクター 
 

 

システムメンテナンススイッチ 
 

位置 デフォルト 機能 
S1 オフ オフ = HPE iLOセキュリティを有効にします。 

オン = HPE iLOセキュリティを無効にします。 
S2 オフ オフ = システム構成を変更できます。 

オン = システム構成はロックされています。 
S3 オフ 未使用 
S4 オフ 未使用 
S5 オフ オフ = 電源投入時パスワードは有効です。 

オン = 電源投入時パスワードは無効です。 
S6 オフ オフ = 動作していません。 

オン = ROMはシステム構成を無効なものとして
処理します。 
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位置 デフォルト 機能 
S7 オフ オフ = デフォルトのブートモードをUEFIに設定

します。 
オン = デフォルトのブートモードをレガシに設
定します。 

S8 - 未使用 
S9 - 未使用 
S10 - 未使用 
S11 - 未使用 
S12 - 未使用 
  

システムメンテナンススイッチを見つけるには、「マネージャビリティカードのコンポーネント」（12ページ）を参

照してください。 

冗長ROMにアクセスするには、S1、S5、S6をオンに設定します。 

システムメンテナンススイッチのS6をオンの位置に設定すると、CMOSとNVRAMの両方からすべてのシステム構

成設定を消去できるようになります。 
  

 注意：CMOS、NVRAM、またはその両方をクリアすると、構成情報が消えてしまいます。データの消

失を防ぐために、コンピュートモジュールを正しく構成してください。 
  

 

メザニンコネクターの定義 
ポートマッピング情報では、ファブリックという用語とインターコネクトベイという用語を入れ換えて使用しても

かまいません。 

 
 

コネクターの識別 サポートされるドライブ

の種類 
ファブリック インターコネクト

ベイセット 

メザニンコネクター1/7（M1/M7） タイプCおよびタイプD 1 ICM 1および4 

メザニンコネクター2/8（M2/M8）* タイプCおよびタイプD 2 ICM 2および5 

メザニンコネクター3/9（M3/M9） タイプCのみ 3 ICM 3および6 

メザニンコネクター4/10（M4/M10） タイプCおよびタイプD 1 ICM 1および4 

メザニンコネクター6/12（M6/M12） タイプCのみ 3 ICM 3および6 
 

* メザニンオプションをメザニンコネクター2に取り付ける場合は、プロセッサー2が取り付けられている必要があります。 
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DIMMスロットの位置 
DIMMスロットには、プロセッサー用に1～12の番号が順に付けられています。サポートされるAMPモードは、取り

付け順序を示すためにアルファベット割り当てを使用し、スロット番号は、スペア交換のためのDIMMスロットID
を示します。 

色分けされたスロットは、各チャネル内のスロットの順番を示します。 

• 白色 - チャネルの最初のスロット 

• 黒色 - チャネルの2番目のスロット 

• 青色 - チャネルの3番目のスロット 

 
 

マネージャビリティカードのコンポーネント 

 
 

番号 説明 

1 システムメンテナンススイッチ 

2 マネージャビリティカード 
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番号 説明 

3 MicroSDコネクター 

4 内部USB 2.0コネクター 

5 システムバッテリ 
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操作 

コンピュートモジュールの電源を入れる 
コンピュートモジュールの電源を入れるには、電源ボタンを押します。 

 

コンピュートモジュールの電源を切る 
アップグレードやメンテナンスの手順でコンピュートモジュールの電源を切る前に、重要なデータとプログラムの

バックアップを実行してください。 
  

 重要：コンピュートモジュールがスタンバイモードになっていても、システムへの補助電源の供給は続

行します。 
  

 重要：適切でないシャットダウンでアプリケーションとOSを強制的にシャットダウンする前に、必ず

適切なシャットダウンを試みて下さい。 

コンピュートモジュールの電源を切るには、以下のいずれかの方法を使用します。 

• コンピュートモジュールの電源を切ってスタンバイモードにするときに、アプリケーションと OS の適切な

シャットダウンを実行するには、以下のいずれかの方法を使用します。 

o 電源ボタンを押して離す。 

o HPE OneView で[瞬間的に押す]電源オフを選択します。 

o HPE iLO で[瞬間的に押す]仮想電源ボタンを選択します。 

コンピュートモジュールの電源を強制的に切る前に、必ず最初に適切なシャットダウンを試みて下さい。 

• アプリケーションまたはOSの応答が停止したときに、コンピュートモジュールの電源を切ってスタンバイ

モードにするために行う適切なシャットダウンが失敗した場合は、以下のいずれかの方法で強制的にアプリ

ケーションとOSの適切でないシャットダウンを行って下さい。 

o 電源ボタンを4秒以上押したままにします。 

o HPE OneViewで[押し続ける]電源オフを選択します。 

o HPE iLO で[押し続ける]仮想電源ボタンを選択します。 

アプリケーションとOSの適切でないシャットダウンを行った場合、アプリケーションのデータが失われる可

能性があります。 

手順を続行する前に、コンピュートモジュールがスタンバイモード（システム電源LEDがオレンジ色）になってい

ることを確認してください。 
 

HPE Synergy 620 Gen9コンピュートモジュールを取り

外す 
1. 正しいコンピュートモジュールを識別します。 

2. コンピュートモジュールの電源を切ります（「コンピュートモジュールの電源を切る」（14ページ））。 
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3. コンピュートモジュールを取り外します。 

 
4. コンピュートモジュールを平らで水平な作業面に置きます。 
  

 警告：表面が熱くなっているため、やけどをしないように、ドライブやシステムの内部部品が十分に冷

めてから手を触れてください。 
  

  

 注意：電子部品の損傷を防止するために、正しくアースを行ってから取り付け手順を開始してください。

正しくアースを行わないと静電気放電を引き起こす可能性があります。 
  

 

HPE Synergy 680 Gen9コンピュートモジュールを取り

外す 
1. 正しいコンピュートモジュールを識別します。 

2. コンピュートモジュールの電源を切ります（「コンピュートモジュールの電源を切る」（14ページ））。 
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3. コンピュートモジュールリンクを取り外します。リリースタブを押し、コンピュートモジュールリンクのハン

ドルを完全に開いてから、コンピュートモジュールリンクを取り外します。CMLでは、コネクターが離れると

きに音が出ます。 
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4. コンピュートモジュールを取り外します。 

 
5. コンピュートモジュールを平らで水平な作業面に置きます。 
  

 警告：表面が熱くなっているため、やけどをしないように、ドライブやシステムの内部部品が十分に冷

めてから手を触れてください。 
  

  

 注意：電子部品の損傷を防止するために、正しくアースを行ってから取り付け手順を開始してください。

正しくアースを行わないと静電気放電を引き起こす可能性があります。 
  

 

アクセスパネルを取り外す 
コンポーネントを取り外すには、以下の手順に従ってください。 

1. コンピュートモジュールの電源を切ります（「コンピュートモジュールの電源を切る」（14ページ））。 

2. コンピュートモジュールを取り外します。 

o HPE Synergy 620 Gen9コンピュートモジュールを取り外す（14ページ） 

o プライマリHPE Synergy 680 Gen9コンピュートモジュールを取り外す 

3. コンピュートモジュールを平らで水平な作業面に置きます。 

4. アクセスパネルの解除ボタンを押します。 
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5. アクセスパネルをコンピュートモジュールの後方へスライドさせ、持ち上げて取り外します。 

 
 

アクセスパネルを取り付ける 
1. アクセスパネルをコンピュートモジュールの最上部に取り付けます。 

2. アクセスパネルがカチッと収まるまで、前方向にスライドさせます。 
 

DIMMバッフルを取り外す 
1. コンピュートモジュールの電源を切ります（「コンピュートモジュールの電源を切る」（14ページ））。 

2. コンピュートモジュールを取り外します。 

3. コンピュートモジュールを平らで水平な作業面に置きます。 

4. アクセスパネルを取り外します（「アクセスパネルを取り外す」（17ページ））。 

5. 中央のバッフルを取り外す場合、Smart Storageバッテリケーブルが取り付けられている場合は、そのケーブ

ルを取り外します。詳しくは、「Smart Storageバッテリのケーブル接続」（「HPE Smart Storageバッテリのケー

ブル接続」（49ページ））を参照してください。 

6. DIMMバッフルを取り外します。 
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DIMMバッフルを取り付ける 
1. DIMMバッフルを取り付けます。 

 
2. アクセスパネルを取り付けます（「アクセスパネルを取り付ける」（18ページ））。 

3. コンピュートモジュールを取り付けます。 
 

フロントパネル/ドライブケージアセンブリを取り外す 
1. コンピュートモジュールの電源を切ります（「コンピュートモジュールの電源を切る」（14ページ））。 

2. コンピュートモジュールを取り外します。 

3. コンピュートモジュールを平らで水平な作業面に置きます。 

4. アクセスパネルを取り外します（「アクセスパネルを取り外す」（17ページ））。 

5. ドライブをすべて取り外します。 

6. ドライブブランクをすべて取り外します。 

7. フロントパネル/ドライブケージアセンブリを取り外します。 
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フロントパネル/ドライブケージアセンブリを取り付ける 
1. フロントパネル/ドライブケージアセンブリを取り付けます。 

 
2. すべてのドライブを取り付けます。 

3. アクセスパネルを取り付けます（「アクセスパネルを取り付ける」（18ページ））。 

4. コンピュートモジュールを取り付けます。 
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セットアップ 

取り付けの概要 
この項では、HPE Synergy 620/680 Gen9コンピュートモジュールを初めてフレームに取り付ける手順について説

明します。 

コンピュートモジュールを取り付けるには、以下の手順に従ってください。 

1. サポートされているオプションをコンピュートモジュールに取り付けます。 

2. コンピュートモジュールを取り付けます。 

3. コンピュートモジュールの構成を完了します。 
 

コンピュートモジュールオプションを取り付ける 
コンピュートモジュールを取り付けて初期化する前に、追加プロセッサー、ドライブ、またはメザニンカードなど

のコンピュートモジュールオプションをすべて取り付けてください。 

メザニンオプションは、タイプCメザニンカードとタイプDメザニンカードに分類されます。コンピュートモジュー

ルでのメザニンカードの取り付け位置は、カードのタイプによって異なります。一部のメザニンカードでは、フレー

ムの背面の、関連付けられているICMベイにインターコネクトモジュールが取り付けられている必要があります。

必ず、Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/info/synergy-docs）にある『HPE Synergy 
Configuration and Compatibility Guide』でメザニンカードのマッピング情報を確認してください。 

サポートされるオプションのリストは、Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/info/qs（英

語））にある製品のQuickSpecsを参照してください。 

コンピュートモジュールオプションの取り付けについては、「ハードウェアオプションの取り付け」（27ページ）を

参照してください。 
 

HPE Synergy 680 Gen9のプライマリコンピュートモ

ジュールと拡張コンピュートモジュールの識別 
HPE Synergy 680 Gen9コンピュートモジュールは、プライマリコンピュートモジュールと拡張コンピュートモ

ジュールで構成されています。マネージャビリティカードは、プライマリコンピュートモジュールにのみ搭載され

ています。 

http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/qs
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プライマリコンピュートモジュールと拡張コンピュートモジュールを識別するには、モジュールの正面のマネー

ジャビリティカードバッフルのラベルをお読みください。プライマリコンピュートモジュールには、「SY620/680 
Primary Compute Module」というラベルが付いています。拡張コンピュートモジュールには、「SY680 Expansion 
Compute Module」というラベルが付いています。 

 

 
 

HPE Synergy 620 Gen9コンピュートモジュールの取り

付け 
コンピュートモジュールを取り付けるには、以下の手順に従ってください。 

1. デバイスベイがフルハイトコンピュートモジュール用に構成されていることを確認します。 
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2. コンピュートモジュールのエンドキャップを取り外します。 

 
3. コンピュートモジュールのハンドルを開いて、コンピュートモジュールを取り付ける準備をします。 
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4. コンピュートモジュールを取り付けます。コンピュートモジュールハンドルのリリースボタンの近くを押して、

完全にハンドルを閉じます。 

 
5. コンピュートモジュールのフロントパネルのLEDを確認し、コンピュートモジュールのステータスを判断します。 

 

HPE Synergy 680 Gen9コンピュートモジュールの取り

付け 
コンピュートモジュールを取り付けるには、以下の手順に従ってください。 

1. デバイスベイがフルハイトコンピュートモジュール用に構成されていることを確認します。 
  

 重要：HPE Synergy 680 Gen9コンピュートモジュールを取り付けることができるのは、ベイ1と2、ベ

イ3と4、またはベイ5と6の組み合わせのみです。 
  

2. コンピュートモジュールのエンドキャップを取り外します。 
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3. コンピュートモジュールのハンドルを開いて、コンピュートモジュールを取り付ける準備をします。 

 
4. プライマリコンピュートモジュールは、ベイ1、3、または5に取り付ける必要があります。拡張コンピュート

モジュールは、その隣のベイ2、4、または6に取り付ける必要があります。 

5. コンピュートモジュールを取り付けます。コンピュートモジュールハンドルのリリースボタンの近くを押して、

完全にハンドルを閉じます。 
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6. コンピュートモジュールリンクを取り付けます。コンピュートモジュールリンクハンドルを完全に開いてから、

リンクを取り付けます。コンピュートモジュール内のレシーバーにピンの位置を合わせるようにしてください。

コンピュートモジュールリンクハンドルを閉じて、取り付けを完了します。 

 
7. コンピュートモジュールのフロントパネルのLEDを確認し、コンピュートモジュールのステータスを判断します。 
  

 重要：HPE Synergy 680 Gen9上の拡張コンピュートモジュールに内蔵されたコントローラーはスロッ

ト11として参照されます。スロット11はHPE Smart Storage Administratorで構成できます。 
  

  

 重要：HPE Synergy 680 Gen9上の拡張コンピュートモジュールに内蔵されたコントローラーは、HPE 
OneViewではサポートされません。 

  

 

構成を完了する 
HPE Synergy 12000フレーム内に取り付けられたHPE SynergyコンポーザーアプライアンスにホストされたHPE 
OneViewを使用すると、ハードウェアのライフサイクル全体を通じてSynergyシステムを包括的に管理できます。

最初にコンピュートモジュールを構成するには、フレームからHPE OneViewにログインします。詳しくは、Hewlett 
Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/info/synergy-docs）にある『HPE Synergy 12000フレー

ムセットアップ/インストレーションガイド』を参照してください。 

コンピュートモジュールを既存の構成に追加するときは、HPE OneViewによって新しいハードウェアが自動的に検

出されます。割り当てられたユーザー名とパスワードを使用してHPE OneViewにログインして、ハードウェアを構

成します。Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/info/synergy-docs）にある『HPE 
OneViewユーザーガイド』を参照してください。 

http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
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ハードウェアオプションの取り付け 

はじめに 
複数のオプションを取り付ける場合は、すべてのハードウェアオプションの取り付け手順をよく読んで類似の手順

を確認してから、効率よく取り付け作業を行うようにしてください。 
  

 警告：表面が熱くなっているため、やけどをしないように、ドライブやシステムの内部部品が十分に冷

めてから手を触れてください。 
  

  

 注意：電子部品の損傷を防止するために、正しくアースを行ってから取り付け手順を開始してください。

正しくアースを行わないと静電気放電を引き起こす可能性があります。 
  

 

ドライブオプションの取り付け 
HPE Synergy 620 Gen9コンピュートモジュールは、SmartDriveと互換性のある、最大で2台のSFF（2.5型）ドライ

ブまたは4台のuFFドライブをサポートしています。 

HPE Synergy 680 Gen9コンピュートモジュールは、SmartDriveと互換性のある、最大で4台のSFF（2.5型）ドライ

ブまたは8台のuFFドライブをサポートしています。 

NVMeドライブは、プレミアムバックプレーンとともに使用する場合にのみサポートされます。 
  

 注意：不適切な冷却や高温による装置の損傷を防止するために、すべてのドライブベイとデバイスベイ

に、コンポーネントかブランクのどちらかを実装しないまま、コンピュートモジュールまたはエンク

ロージャーを動作させないでください。 
  

1. ドライブブランクを取り外します。 

 
2. ドライブを準備します。 
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o SAS、SATA、またはソリッドステート 

 
o NVMe - 取り外し禁止ボタンを押してリリースハンドルを開きます。 

 
3. ドライブを取り付けます。 

o SAS、SATA、またはソリッドステート 
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o NVMe 

 
4. ドライブLEDの定義（「ホットプラグ対応ドライブLEDの定義」（8ページ））からドライブのステータスを確認

します。 
 

SFF（2.5型）フラッシュアダプターオプション 
  

 注意：不適切な冷却や高温による装置の損傷を防止するために、すべてのドライブベイとデバイスベイ

に、コンポーネントかブランクのどちらかを実装しないまま、コンピュートモジュールまたはエンク

ロージャーを動作させないでください。 
  

SFF（2.5型）フラッシュアダプターオプションがサポートされるのは、次のいずれかのコンポーネントが取り付け

られている場合です。 

• HPE SmartアレイP240nrコントローラー 

• HPE H240nrホストバスアダプター 

• HPE SmartアレイP542Dコントローラー（プレミアムバックプレーンが取り付けられている場合） 

1. ドライブブランクを取り外します。 
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2. SFF（2.5型）フラッシュアダプターでuFFドライブを取り付けます。 

 
3. ラッチのスプリングがドライブベイにかみ合うまで、左側のアダプター取り出しハンドルの近くをしっかりと

押し込んで、SFF（2.5型）フラッシュアダプターを取り付けます。 

 
 

コントローラーオプション 
サポートされるオプションについて詳しくは、Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/
info/qs（英語））にある製品のQuickSpecsを参照してください。 
  

 注意：コントローラーやアダプターの取り付けまたは取り外しの前に、すべてのコンピュートモジュー

ルデータの完全なバックアップを実行することをおすすめします。 
  

  

 注意：外部データストレージを使用しているシステムでは、必ず、コンピュートモジュールの電源を最初

に切り、電源を入れるときはコンピュートモジュールの電源を最後に入れてください。こうすることで、

コンピュートモジュールが起動したときにシステムがドライブを故障とみなす誤動作を防止できます。 
  

コンポーネントを取り付けるには、以下の手順に従ってください。 

1. コンピュートモジュールの電源を切ります（「コンピュートモジュールの電源を切る」（14ページ））。 

2. コンピュートモジュールを取り外します。 

3. アクセスパネルを取り外します（「アクセスパネルを取り外す」（17ページ））。 

4. フロントパネル/ドライブケージアセンブリを取り外します。 

http://www.hpe.com/info/qs
http://www.hpe.com/info/qs
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5. コントローラーを取り付けます。 

 
6. フロントパネル/ドライブケージアセンブリを取り付けます。 

7. アクセスパネルを取り付けます（「アクセスパネルを取り付ける」（18ページ））。 

8. コンピュートモジュールの電源を入れます（「コンピュートモジュールの電源を入れる」（14ページ））。 
 

HPE Smart Storageバッテリオプション 
コンポーネントを取り付けるには、以下の手順に従ってください。 

1. コンピュートモジュールの電源を切ります（「コンピュートモジュールの電源を切る」（14ページ））。 

2. コンピュートモジュールを取り外します。 

3. コンピュートモジュールを平らで水平な作業面に置きます。 

4. アクセスパネルを取り外します（「アクセスパネルを取り外す」（17ページ））。 

5. 中央のDIMMバッフルを取り外します。 
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6. Smart Storageバッテリを取り付けます。 

 
7. DIMMバッフルを取り付けます。 

8. Smart Storageバッテリをシステムボードに接続します。Smart Storageバッテリを見つけるには、「システム

ボードのコンポーネント（10ページ）」を参照してください。 

 
9. アクセスパネルを取り付けます（「アクセスパネルを取り付ける」（18ページ））。 

10. コンピュートモジュールを取り付けます。 

11. コンピュートモジュールの電源を入れます（「コンピュートモジュールの電源を入れる」（14ページ））。 
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メザニンカードの取り付け 
  

 重要：メザニンベイとインターコネクトベイの関連性について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise 
Information Library（http://www.hpe.com/info/synergy-docs）で入手可能な『HPE Synergy 12000フ
レームセットアップ/インストレーションガイド』を参照してください。インターコネクトモジュールの

取り付けが必要な位置は、メザニンカードの取り付け位置によって決まります。 
  

コンポーネントを取り付けるには、以下の手順に従ってください。 

1. コンピュートモジュールの電源を切ります（「コンピュートモジュールの電源を切る」（14ページ））。 

2. コンピュートモジュールを取り外します。 

3. コンピュートモジュールを平らで水平な作業面に置きます。 

4. アクセスパネルを取り外します（「アクセスパネルを取り外す」（17ページ））。 

5. 適切なメザニンコネクターを見つけます。コネクターを見つけるには、「システムボードのコンポーネント」

（10ページ）を参照してください。 

6. メザニンコネクターカバーが取り付けられている場合は取り外します。 

7. メザニンカードを取り付けます。メザニンコネクターの上の「PRESS HERE」ラベルが貼られている箇所を

しっかり押して、カードを固定します。 

HPE Synergy 620/680 Gen9コンピュートモジュール用NVIDIA Tesla M6 GPU FIOアダプターを取り付ける場

合は、追加のマウンティングブラケットが必要です。 
  

 重要：HPE Synergy 620/680 Gen9コンピュートモジュール用NVIDIA Tesla M6 GPU FIOアダプターが

メザニンコネクター1に取り付けられている場合、メザニンコネクター2は追加のメザニンカード用に使

用できません。 
  

 

http://www.hpe.com/info/synergy-docs
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8. NVMe対応のバックプレーンとSASハードディスクドライブを使用してHPE SmartアレイP542Dコントロー

ラーを取り付けている場合は、メザニンカードとプレミアムバックプレーンの間をケーブルで接続する必要が

あります。コントローラーがメザニンコネクター1または2に接続されている場合は、ケーブルを下図のように

配線します。 

 
コントローラーがメザニンコネクター4に接続されている場合は、ケーブルを下図のように配線します。 

 
9. アクセスパネルを取り付けます（「アクセスパネルを取り付ける」（18ページ））。 

10. コンピュートモジュールを取り付けます。 

11. コンピュートモジュールの電源を入れます（「コンピュートモジュールの電源を入れる」（14ページ））。 
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メモリオプション 
  

 重要：このコンピュートモジュールは、LRDIMMまたはRDIMMの混在をサポートしません。これらの

DIMMをいずれかの組み合わせで混在させると、BIOS初期化中にコンピュートモジュールが停止する場

合があります。 
  

このコンピュートモジュールのメモリサブシステムは、LRDIMMおよびRDIMMをサポートできます。すべてのタイ

プにあてはまる情報については、すべてのタイプがDIMMとして参照されます。LRDIMMまたはRDIMMと指定した

場合は、情報はそのタイプのみにあてはまります。コンピュートモジュールに取り付けられるすべてのメモリは、

タイプが同じである必要があります。 
 

メモリサブシステムアーキテクチャー 
HPE Synergy 620 Gen9コンピュートモジュールおよびHPE Synergy 680 Gen9コンピュートモジュールのシステ

ムボードごとに、2台のインテルBroadwell-EXプロセッサーが搭載されています。 

• 各プロセッサーには、2台の統合メモリコントローラー（iMC）が搭載されています。 

• 各iMCは、個々のメモリバッファーに接続されるインテルSMI2チャネルを2台サポートしています。 

• 各メモリバッファーでは、2台のDDR4チャネルを駆動します。 

• 各DDR4チャネルは、最大3枚のDDR4 DIMMをサポートします。各プロセッサーは、最大24枚のDIMMをサポー

トします。 

• CPUにメモリバッファーを接続しているSMI2チャネルは独立して動作します。 

• 各メモリバッファーの後ろにあるDDRチャネルは、ロックステップ（システムがRASモードで構成されてい

る場合）で、または独立モード（パフォーマンスモードで構成されている場合）のどちらかで動作できます。 

• メモリタイプ（LR-DIMM/R-DIMMS）の混在はサポートされていません。 
 

シングル、デュアル、およびクアッドランクDIMM 
メモリ保護モードを正しく理解して構成するには、シングル、デュアル、クアッドランクDIMMについて理解する

と役に立ちます。一部のDIMM構成要件は、これらの分類に基づいています。 

シングルランクDIMMは、メモリの読み書き中にアクセスされる1組のメモリチップを備えています。デュアルラン

クDIMMは、同じモジュールに2枚のシングルランクDIMMを備えることと同じですが、一度に1つのランクにしかア

クセスできません。クアッドランクDIMMは、事実上、同じモジュールに存在する2枚のデュアルランクDIMMです。

一度に1つのランクにしかアクセスできません。コンピュートモジュールのメモリ制御サブシステムは、DIMMを読

み書きするときにDIMM内の適切なランクを選択します。 

デュアルおよびクアッドランクDIMMは、既存のメモリテクノロジーで最大の容量を提供します。たとえば、現在

のDRAMテクノロジーが8 GBシングルランクDIMMをサポートする場合、デュアルランクDIMMは16 GB、クアッド

ランクDIMMは32 GBになります。 

LRDIMMは、クアッドランクDIMMとしてラベル付けされます。このDIMMには4ランクのDRAMが存在しますが、

LRDIMMバッファーによる抽象化によって、システムにはデュアルランクDIMMとして認識されます。LRDIMMバッ

ファーにより、DRAMの電気装荷がシステムから分離されるため、動作速度が向上します。そのため、クアッドラ

ンクRDIMMより高いメモリ動作速度が可能です。 
 



 

ハードウェアオプションの取り付け 36 

DIMMの確認 
DIMMの特長を確認するには、DIMMに貼り付けられているラベルと以下のイラストおよび表を参照してください。 

 
     

番号 説明 意味 

1 容量 8 GB 
16 GB 
32 GB 
64 GB 

2 ランク 1R = シングルランク 
2R = デュアルランク 
4R = クアッドランク 

3 DRAM上のデータ幅 x4 = 4ビット 
x8 = 8ビット 

4 メモリ世代 DDR4 

5 メモリの最大速度 2133 MT/s 
2400 MT/s 

6 CASレイテンシ P = 15 
T = 17 

7 DIMMタイプ R = RDIMM（レジスタ付き） 
L = LRDIMM（低負荷） 

 

製品の特長、仕様、オプション、構成、および互換性について詳しくは、Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト

（http://www.hpe.com/info/qs（英語））にある製品のQuickSpecsを参照してください。 
 

Smartメモリ 
Smartメモリは、認定メモリでのみ利用可能な特定の機能を認証し、ロックを解除するとともに、取り付けられて

いるメモリがHewlett Packard Enterpriseの認定およびテストプロセスに合格しているかどうかを確認します。認定

メモリは、ProLiantおよびBladeSystemサーバー用およびコンピュートモジュール用にパフォーマンスが調整されて

おり、Active Healthおよび管理ソフトウェアによる拡張サポートを実現します。 
 

DIMMスロットの取り付けガイドライン 
DIMMを取り付ける前に、次の取り付け用ガイドラインを参照してください。 

• 対応するプロセッサーが取り付けられている場合にのみ、DIMMを取り付けてください。 

• 取り付けられているすべてのプロセッサー間で、DIMMの総容量を均一にします。 

• 同じシステムでRDIMMとLRDIMMを混在させないでください。 

http://www.hpe.com/info/qs
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• 1個のプロセッサーが取り付けられている場合は、DIMMをアルファベット順（A、B、C、D、E、Fなど）に

取り付けてください。2個以上のプロセッサーが取り付けられている場合は、DIMMをアルファベット順（P1-A、
P2-A、P3-A、P4-A、P1-B、P2-B、P3-B、P4-B、P1-Cなど）に取り付けてください。 

• DIMMスペアを交換する場合は、システムソフトウェアによって指示されるスロット番号にDIMMを取り付け

てください。 

• 単一プロセッサーまたは複数プロセッサーによるメモリ構成の場合は、DIMMをアルファベット順（A～M）

に取り付ける必要があります。 

• DIMMを取り付けたら、UEFIシステムユーティリティのBIOS/プラットフォーム構成（RBSU）メニューを使

用してサポートされるAMPモードを構成します。 

このコンピュートモジュールのDIMMスロットは、番号および文字によって識別されます。文字は、取り付け順序

を示します。スロット番号は、スペア交換のためのDIMMスロットIDを示します。 
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オンラインスペア取り付けのガイドライン 
オンラインスペアメモリモードの構成については、以下のガイドラインに従ってください。 

• 「一般的なDIMMスロット取り付けのガイドライン」に従います。 

• チャネルごとに有効なオンラインスペア構成を行う必要があります。 

• チャネルごとに異なる有効なオンラインスペア構成を行うことが可能です。 

• 取り付けられるチャネルごとにスペアランクが必要です。単一のデュアルランクDIMMは、有効な構成ではあ

りません。 
 

ミラーメモリ取り付けのガイドライン 
ミラーメモリモード構成には、次のガイドラインに従ってください。 

• 「一般的なDIMMスロット取り付けのガイドライン」に従います。 

• 取り付けられたプロセッサーごとに、すべてのチャネルに必ずDIMMを取り付けてください。 

• 取り付けられているプロセッサーのすべてのチャネルに取り付けられるDIMMは、同じである必要があります。 

• マルチプロセッサー構成では、各プロセッサーに有効なミラーメモリ構成がある必要があります。 

• マルチプロセッサー構成では、プロセッサーごとに異なる有効なミラーメモリ構成を持つことができます。 
 

メモリ構成 
コンピュートモジュールの可用性を高めるために、コンピュートモジュールは以下のAMPモードを備えています。 

アドバンストECCモードのデフォルト 

コンピュートモジュールのデフォルトのメモリモードは、アドバンストECCモードです。アドバンストECCモード

では、DIMMクロック速度が2倍のメモリ帯域幅を実現できます。アドバンストECCメモリは、1つのx8または隣接

する2つのx4 DRAMデバイス上のシングルビットメモリエラーおよびマルチビットメモリエラーを訂正できます。

コンピュートモジュールは、訂正可能エラーが定義済みのしきい値を超えると通知します。アドバンストECCが訂

正不能エラーを検出すると、コンピュートモジュールがユーザーに通知し、オペレーティングシステムをシャット

ダウンします。アドバンストECCは最大メモリ構成で使用できます。 

ロックステップモード - DDDC 

コンピュートモジュールは、ロックステップモードのインテルXeonプロセッサーE7シリーズによってダブルデバイ

スデータコレクション（DDDC）を提供します。メモリ帯域幅はDIMMと同じクロック速度に低下します。DDDCに

よって生じるシステムのダウン時間は、アドバンストECCよりも大幅に短い時間です。すべてのDIMMペア内の最

大2つのx4 DRAMデバイスで発生したソフトエラーとハードエラーに耐えることができます。メモリ障害に耐える

ことで、システムの稼働時間が大幅に延長します。 

オンラインスペアメモリ 

オンラインスペアメモリは、訂正不能メモリエラーの発生の可能性を減少させて、DIMMの機能低下に対する保護

を提供します。この保護はオペレーティングシステムによるサポートがなくても使用可能です。 

オンラインスペアメモリ保護では、メモリチャネルごとに1つのランクを専用のスペアメモリとして確保します。ス

ペア以外のランクは、OSやアプリケーションで使用できます。いずれかの非スペアランクで、特定のしきい値を超

える頻度で訂正可能メモリエラーが発生すると、コンピュートモジュールでは、性能の低下したランクのメモリ内

容がオンラインスペアランクに自動的にコピーされます。さらに、障害の発生したランクが非アクティブになり、

自動的にオンラインスペアランクに切り換えられます。 

ミラーメモリ 

ECCやSDDCで修正されないエラーは、オンラインスペアメモリでも修正できません。ミラーメモリは、最も強力

な方式であり、メモリサブシステムに冗長性を追加することで、ECC、SDDC、およびオンラインスペアメモリよ

りも確実にメモリ障害からシステムを保護します。メモリカートリッジのDIMMから訂正不能メモリエラーが検出

されると、プロセッサーは、ミラーDIMMのデータを読み込むことでシステムクラッシュを防止します。この場合、

障害が発生したDIMMは、システムマネジメントルーチンにより無効にされます。以降のメモリ読み取り/書き込み

は、ミラーDIMMに対してのみ行われます。 
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ミラーメモリモードに対する制限は、次のとおりです。 

• ミラーメモリモードでは、メモリの半分がメモリ保護に充てられます。 

• このモードでは、使用できるメモリ帯域幅が、最大50%減少します。 

• ミラーメモリ、オンラインスペアモードは、同時に有効にすることはできません。 

アドバンストメモリプロテクションオプション 

アドバンストメモリプロテクションオプションは、UEFIシステムユーティリティのBIOS/プラットフォーム構成

（RBSU）メニューで構成されます。システムユーティリティ画面で、[システム構成] > [BIOS/プラットフォーム

構成（RBSU）] > [システムオプション] > [メモリ操作] > [アドバンストメモリ保護]の順に選択します。取り付けら

れているDIMM構成が必要なAMPモードをサポートしていない場合、コンピュートモジュールはアドバンストECC
モードで起動します。 

詳しくは、『HPE ProLiant Gen9およびSynergyサーバー用UEFIシステムユーティリティユーザーガイド』（Hewlett 
Packard EnterpriseのWebサイトhttp://www.hpe.com/info/UEFI/docs）を参照してください。 

 

取り付け済みDIMM速度（MT/s） 
アドバンストECCモード 
 

DIMMタイプ DIMMランク チャネルあたり1枚の

DIMM 
チャネル当たり2枚の

DIMM 
チャネル当たり3枚の

DIMM 

RDIMM シングルランク（8GB） 1600 1600 1600 

RDIMM デュアルランク（16 GB） 1600 1600 1333 

RDIMM デュアルランク（32 GB） 1600 1600 1333 

LRDIMM クアッドランク（64 GB） 1600 1600 1600 
 

ロックステップモード 
 

DIMMタイプ DIMMランク チャネルあたり1枚の

DIMM 
チャネル当たり2枚の

DIMM 
チャネル当たり3枚の

DIMM 

RDIMM シングルランク（8 GB） 1866 1866 1600 

RDIMM デュアルランク（16 GB） 1866 1866 1333 

RDIMM デュアルランク（32 GB） 1866 1866 1333 

LRDIMM クアッドランク（64 GB） 1866 1866 1600 
 

 

最大DIMM容量 
 

DIMMタイプ DIMMランク シングルプロセッサー デュアルプロセッサー 

RDIMM シングルランク（8 GB） 192 GB 384 GB 

RDIMM デュアルランク（16 GB） 384 GB 768 GB 

RDIMM デュアルランク（32 GB） 768 GB 1536 GB 

LRDIMM クアッドランク（64 GB） 1536 GB 3072 GB 
 

メモリ構成の最新情報については、Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/info/qs（英語））

にあるQuickSpecsを参照してください。 

http://www.hpe.com/info/UEFI/docs
http://www.hpe.com/info/qs
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DIMMを取り付ける 
  

 注意：ハードディスクドライブ、メモリ、およびその他のシステムコンポーネントの損傷を防止するた

めに、コンピュートモジュールの電源を入れるときには、必ず、エアバッフル、ドライブブランク、お

よびアクセスパネルを取り付けてください。 
  

  

 注意：ハードディスクドライブ、メモリ、およびその他のシステムコンポーネントの損傷を防止するた

めに、必ずご使用のコンピュートモジュールモデル用のDIMMバッフルを取り付けてください。 
  

1. コンピュートモジュールの電源を切ります（「コンピュートモジュールの電源を切る」（14ページ））。 

2. コンピュートモジュールを取り外します。 

3. コンピュートモジュールを平らで水平な作業面に置きます。 

4. アクセスパネルを取り外します（「アクセスパネルを取り外す」（17ページ））。 

5. DIMMバッフルを取り外します。 

6. DIMMを取り付けます。 

 
7. DIMMバッフルを取り付けます。 

8. アクセスパネルを取り付けます（「アクセスパネルを取り付ける」（18ページ））。 

9. コンピュートモジュールを取り付けます。 

10. コンピュートモジュールの電源を入れます（「コンピュートモジュールの電源を入れる」（14ページ））。 

メモリモードを構成するには、UEFIシステムユーティリティを使用します。 
 

プロセッサーオプション 
  

 警告：表面が熱くなっているため、やけどをしないように、ドライブやシステムの内部部品が十分に冷

めてから手を触れてください。 
  

  

 注意：コンピュートモジュールの誤動作や装置の損傷を防止するために、マルチプロセッサー構成では、

必ず、同じ部品番号のプロセッサーを使用してください。 
  

  

 注意：ヒートシンクサーマルインターフェイスメディアは再利用できません。また、取り付けられてい

るヒートシンクをプロセッサーから取り外したら、ヒートシンクサーマルインターフェイスメディアを

交換する必要があります。 
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 注意：コンピュートモジュールのオーバーヒートを防止するために、必ず、プロセッサーソケット2に
プロセッサーとヒートシンクまたはプロセッサーソケットカバーとヒートシンクブランクを取り付け

てください。 
  

  

 注意：電子部品の損傷を防止するために、正しくアースを行ってから取り付け手順を開始してください。

正しくアースを行わないと静電気放電を引き起こす可能性があります。 
  

  

 重要：プロセッサーソケット1には必ずプロセッサーを取り付けてください。ソケット1にプロセッサー

が取り付けられていない場合、コンピュートモジュールは動作しません。 
  

プロセッサーを取り付けるには、以下の手順に従ってください。 

1. システムROMを更新します。 

Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/jp/support）から、最新バージョンのROM
をダウンロードします。システムROMをアップデートするには、Webサイトの指示に従ってください。 

2. コンピュートモジュールの電源を切ります（「コンピュートモジュールの電源を切る」（14ページ））。 

3. コンピュートモジュールを取り外します。 

4. アクセスパネルを取り外します（「アクセスパネルを取り外す」（17ページ））。 

5. DIMMバッフルを取り外します。 

6. ヒートシンクブランクを取り外します。ヒートシンクブランクは、将来使用できるように保管してください。 

 

http://www.hpe.com/jp/support
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7. 示されている順序でプロセッサーの各ロック用レバーを開き、プロセッサー固定用ブラケットを開きます。 

 
8. 透明なプロセッサーソケットカバーを取り外します。プロセッサーソケットカバーは、将来使用できるように

保管しておいてください。 
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9. プロセッサーを取り付けます。プロセッサーの両側にあるプロセッサー取り付けガイドを目で確認しながら、

プロセッサー固定用ブラケットにプロセッサーを確実に固定します。システムボードのピンは、非常に壊れや

すく、簡単に損傷します。 

 
  

 注意：システムボードのピンは、非常に壊れやすく、簡単に損傷します。システムボードの損傷を防止

するために、プロセッサーまたはプロセッサーソケットの接点には触れないでください。 
  

10. プロセッサー固定用ブラケットを閉じます。プロセッサーがプロセッサー固定用ブラケットに正しく取り付け

られている場合、ソケットの前面でプロセッサー固定用ブラケットはフランジにかかっていません。 
  

 注意：プロセッサーを押し込まないでください。プロセッサーを押し込むと、プロセッサーソケットや

システムボードが損傷する場合があります。プロセッサー固定用ブラケットの示されている部分のみを

押してください。 
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11. プロセッサー固定用ブラケットを押して正しい位置で固定し、プロセッサーの各ロック用レバーを閉じます。

プロセッサー固定用ブラケットの示されている部分のみを押してください。 

 
12. ヒートシンクからサーマルインターフェイスの保護カバーを取り外します。 

 
  

 注意：システムボード、プロセッサーソケット、およびネジの損傷を防止するために、ヒートシンクの

ネジを締めすぎないでください。 
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13. ヒートシンクを取り付けます。ヒートシンクを取り付けるには、T-15ドライバーが必要です。 

 
14. DIMMバッフルを取り付けます。 

15. アクセスパネルを取り付けます（「アクセスパネルを取り付ける」（18ページ））。 

16. コンピュートモジュールを取り付けます。 
 

HP Trusted Platform Moduleオプション 
製品の特長、仕様、オプション、構成、および互換性について詳しくは、Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト

（http://www.hpe.com/info/qs（英語））にある製品のQuickSpecsを参照してください。 

このガイドに記載された手順に従って、サポートされるコンピュートモジュールにTPMを取り付け、有効にしてく

ださい。この手順には、次の3つの項があります。 

1. Trusted Platform Moduleボードの取り付け 

2. リカバリキー/パスワードの保管（47ページ） 

3. Trusted Platform Moduleの有効化（47ページ） 

TPMを有効にするには、UEFIシステムユーティリティのBIOS/プラットフォーム構成（RBSU）にアクセスす

る必要があります。 

TPMを取り付けるには、Microsoft Windows BitLockerドライブ暗号化機能などのドライブ暗号化テクノロジーを使

用する必要があります。BitLockerについて詳しくは、Microsoft社のWebサイトhttp://www.microsoft.comを参照し

てください。 
  

 注意：必ず、このガイドに記載されているガイドラインに従ってください。ガイドラインに従わないと、

ハードウェアが損傷したり、データアクセスが中断したりする場合があります。 
  

TPMの取り付けまたは交換の際には、次のガイドラインに従ってください。 

• 取り付けたTPMを取り外さないでください。一度取り付けると、TPMは永続的にシステムボードの一部とな

ります。 

• ハードウェアの取り付けや交換の際に、Hewlett Packard Enterpriseのサービス窓口でTPMまたは暗号化テク

ノロジーを有効にすることはできません。セキュリティ上の理由から、これらの機能を有効にできるのはユー

ザーだけです。 

• サービス交換のためにシステムボードを返送する際は、システムボードからTPMを取り外さないでください。

要求があれば、Hewlett Packard Enterpriseのサービス窓口は、スペアのシステムボードとともにTPMを提供

します。 

http://www.hpe.com/info/qs
http://www.microsoft.com/
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• 取り付けたTPMをシステムボードから取り外そうとすると、TPMセキュリティリベットが破損または変形し

ます。取り付けられたTPMで破損または変形したリベットを発見した場合、管理者は、システムのセキュリティ

が侵害されたことを考慮し、適切な措置を講じてシステムデータの保全性を確保する必要があります。 

• BitLockerを使用する際は、常に、リカバリキー/パスワードを保管してください。システムの保全性が侵害さ

れた可能性をBitLockerが検出した後にリカバリモードに入るには、リカバリキー/パスワードが必要です。 

• Hewlett Packard Enterpriseは、TPMの不適切な使用によって発生したデータアクセスのブロックについては、

責任を負いかねます。操作手順については、オペレーティングシステムに付属の暗号化テクノロジー機能のド

キュメントを参照してください。 
 

Trusted Platform Moduleボードの取り付け 
  

 警告：表面が熱くなっているため、やけどをしないように、ドライブやシステムの内部部品が十分に冷

めてから手を触れてください。 
  

1. コンピュートモジュールの電源を切ります（「コンピュートモジュールの電源を切る」（14ページ））。 

2. コンピュートモジュールを取り外します。 

3. コンピュートモジュールを平らで水平な作業面に置きます。 

4. アクセスパネルを取り外します（「アクセスパネルを取り外す」（17ページ））。 

5. ドライブをすべて取り外します。 

6. ドライブブランクをすべて取り外します。 

7. DIMMバッフルを取り外します。 

8. フロントパネル/ドライブケージアセンブリを取り外します。 

9. TPMコネクターの位置を確認します（「システムボードのコンポーネント」（10ページ））。 
  

 注意：取り付けたTPMをシステムボードから取り外そうとすると、TPMセキュリティリベットが破損ま

たは変形します。取り付けられたTPMで破損または変形したリベットを発見した場合、管理者は、シス

テムのセキュリティが侵害されたことを考慮し、適切な措置を講じてシステムデータの保全性を確保す

る必要があります。 
  

10. TPMボードを取り付けます。コネクターを押して、ボードを差し込みます（「システムボードのコンポーネン

ト」（10ページ））。 
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11. TPMセキュリティリベットを取り付けます。リベットは、システムボードにしっかり押し込んでください。 

 
12. フロントパネル/ドライブケージアセンブリを取り付けます。 

13. すべてのドライブを取り付けます。 

14. DIMMバッフルを取り付けます。 

15. アクセスパネルを取り付けます（「アクセスパネルを取り付ける」（18ページ））。 

16. コンピュートモジュールを取り付けます。 

17. コンピュートモジュールの電源を入れます（「コンピュートモジュールの電源を入れる」（14ページ））。 
 

リカバリキー/パスワードの保管 
リカバリキー/パスワードは、BitLockerのセットアップ時に生成され、BitLockerを有効にした後に保存および印刷で

きます。BitLockerを使用する際は、常に、リカバリキー/パスワードを保管してください。システムの保全性が侵害

された可能性をBitLockerが検出した後にリカバリモードに入るには、リカバリキー/パスワードが必要です。 

最大限のセキュリティを確保できるように、リカバリキー/パスワードを保管する際は、次のガイドラインに従って

ください。 

• リカバリキー/パスワードは必ず、複数の場所に保管してください。 

• リカバリキー/パスワードのコピーは必ず、コンピュートモジュールから離れた場所に保管してください。 

• リカバリキー/パスワードを、暗号化されたハードディスクドライブに保存しないでください。 
 

Trusted Platform Moduleの有効化 
  

 注意：コンピュートモジュールにTPMを取り付けて有効にしている場合、システムやオプションの

ファームウェアの更新、システムボードの交換、ハードディスクドライブの交換、またはOSアプリケー

ションTPM設定の変更の際に適切な手順に従わないと、データアクセスがロックされます。 
  

1. コンピュートモジュールの起動シーケンス中に、F9キーを押して、システムユーティリティにアクセスします。 

2. システムユーティリティ画面で、[システム構成] > [BIOS/プラットフォーム構成（RBSU）] > [サーバーのセ

キュリティ]の順に選択します。 

3. Trusted Platform Moduleオプションを選択し、Enterキーを押します。 

4. TPMの動作状態を設定するには、以下の手順に従ってください。 

o TPM1.2が取り付けられている場合は、[アクションなし]、[有効]、[無効]または[クリア]を選択します。 

o TPM 2.0が取り付けられている場合は、[No Action]または[Clear]を選択します。 
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5. 必要に応じて、[隠さない]を選択して、TPMの可視性を設定します。 

6. [F10]キーを押して選択を保存します。 

7. システムユーティリティで、変更の保存を指示するメッセージが表示されたら、[Y]キーを押します。 

8. [ESC]キーを押して、システムユーティリティを終了します。コンピュートモジュールの再起動を指示する

メッセージが表示されたら[Enter]キーを押します。 

コンピュートモジュールは、ユーザーの入力なしで、2回目の再起動を実行します。TPMの設定は、この再起

動中に有効になります。 

9. Microsoft Windows BitLocker、メジャーブートなど、OSでTPM機能を有効にします。 

BitLockerで使用するTPMの調整について詳しくは、Microsoft社のWebサイト（http://support.microsoft.com/）
を参照してください。 

UEFIシステムユーティリティについて詳しくは、『HPE ProLiant Gen9およびSynergyサーバー用UEFIシステムユー

ティリティユーザーガイド』（UEFI Information Library（http://www.hpe.com/info/ProLiantUEFI/docs））を参照

してください。 

http://support.microsoft.com/
http://www.hpe.com/info/ProLiantUEFI/docs
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ケーブル接続 

ケーブル接続の資料 
ケーブル接続の構成および要件は、製品や取り付けられているオプションによって異なります。製品の特長、仕様、

オプション、構成、および互換性について詳しくは、Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.
com/info/qs（英語））にある製品のQuickSpecsを参照してください。 

 

HPE Smart Storageバッテリのケーブル接続 

 

http://www.hpe.com/info/qs
http://www.hpe.com/info/qs
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HPE SmartアレイP542Dコントローラーのケーブル接続 
HPE SmartアレイP542Dコントローラーのケーブルを接続するには、次の2つの方法があります。 

コントローラーがメザニンコネクター1または2に接続されている場合は、ケーブルを下図のように配線します。 

 

コントローラーがメザニンコネクター4に接続されている場合は、ケーブルを下図のように配線します。 

 



 

ドキュメントとトラブルシューティングの資料 51 

ドキュメントとトラブルシューティングの資料 

HPE Synergyのドキュメント 
Hewlett Packard Enterprise Information Library（http://www.hpe.com/info/synergy-docs）は、インストール手順

書、ユーザーガイド、メンテナンスおよびサービスガイド、ベストプラクティス、および追加リソースへのリンク

が含まれるタスクベースのレポジトリです。このWebサイトを使用して最新のドキュメントを入手してください。

次のような情報を入手できます。 

• HPE Synergyテクノロジーについて 

• HPE Synergyの取り付けとケーブル接続 

• HPE Synergyコンポーネントの更新 

• HPE Synergyの使用と管理 

• HPE Synergyのトラブルシューティング 
 

HPE Synergy構成および互換性ガイド 
Hewlett Packard Enterprise Information Libraryにある『HPE Synergy構成および互換性ガイド』（http://www.hpe.
com/info/synergy-docs）では、HPE Synergy管理およびファブリックアーキテクチャー、ハードウェアコンポー

ネントの詳細な識別と構成、およびケーブル配線の例について説明します。 
 

HPE OneView（HPE Synergy用）ユーザーガイド 
Hewlett Packard Enterprise Information Libraryにある『HPE OneView（HPE Synergy用）ユーザーガイド』（http://
www.hpe.com/info/synergy-docs）では、リソースの特長、タスクのプランニング、構成のクイック起動タスク、グ

ラフィカルユーザーインターフェイスのナビゲーションツール、およびHPE OneViewの多くのサポート情報および参

考情報について説明します。 
 

HPE OneViewグローバルダッシュボード 
HPE OneViewグローバルダッシュボードは、複数のプラットフォームとデータセンターサイトにわたる、HPE 
OneViewによって管理されているヘルス、アラート通知、および重要なリソースに対して統一したビューを提供し

ます。Hewlett Packard Enterprise Information Library（http://www.hpe.com/info/synergy-docs）にある『HPE 
OneViewグローバルダッシュボードユーザーガイド』は、インストール、構成、移動、およびHPE OneViewグロー

バルダッシュボードのトラブルシューティング手順を説明します。 
 

HPE Synergy Software Overview Guide 
Hewlett Packard Enterprise Information Libraryにある『HPE Synergy Software Overview Guide』（http://www.
hpe.com/info/synergy-docs）では、HPE Synergyをサポートするためのさまざまなソフトウェアおよび構成ユー

ティリティの詳細な参考資料と概要について説明しています。このガイドは、タスクベースであり、かつHPE 
Synergyのセットアップと構成、OSの展開、ファームウェアの更新、トラブルシューティング、およびリモートサ

ポートについて利用可能な、サポートされたすべてのソフトウェアおよび構成ユーティリティに関するドキュメン

トとリソースについて説明しています。 
 

http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
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Best Practices for HPE Synergy Firmware and Driver Updates 
Hewlett Packard Enterprise Information Library内にある『Best Practices for HPE Synergy Firmware and Driver 
Updates』（http://www.hpe.com/info/synergy-docs）では、HPE OneViewによって動作するHPE Synergyコンポー

ザー経由でファームウェアおよびドライバーを更新するための推奨のベストプラクティスに関する情報を記載して

います。 

HPE OneView（HPE Synergy用）サポートマトリックス 
Hewlett Packard Enterprise Information Libraryにある『HPE OneView（HPE Synergy用）サポートマトリッ
クス』（http://www.hpe.com/info/synergy-docs）では、ソフトウェアおよびファームウェアの最新の要件、サポー

トされるハードウェア、およびHPE OneViewの構成の上限について説明しています。 
 

HPE Synergy Image Streamer Support Matrix 
Hewlett Packard Enterprise Information Libraryにある『HPE Synergy Image Streamer Support Matrix』
（http://www.hpe.com/info/synergy-docs）では、ソフトウェアおよびファームウェアの最新の要件、サポートさ

れるハードウェア、およびHPE Synergyイメージストリーマーの構成の上限について説明しています。 
 

HPE Synergy Glossary 
Hewlett Packard Enterprise Information Libraryにある『HPE Synergy Glossary』（http://www.hpe.com/info/
synergy-docs）では、HPE Synergyに関連する一般的な用語を定義します。 

 

HPE Synergyのトラブルシューティング資料 
HPE Synergyのトラブルシューティング資料は、HPE OneViewおよびHewlett Packard Enterprise Information Library
（http://www.hpe.com/info/synergy-docs）で入手できます。 

 

HPE OneViewでのトラブルシューティング 
HPE OneViewグラフィカルユーザーインターフェイスには、アラート通知およびHPE OneView内のトラブル

シューティングのオプションが含まれています。UIでは、HPE Synergyコンポーネントの複数のビュー（リソース

のステータスを色分けで示すアイコンを含む）を提供したり、可能性がある問題の解決策をメッセージで示したり

します。 

エンクロージャービューとマップビューを使用して、検出されたすべてのHPE Synergyハードウェアのステータス

をすばやく確認することもできます。 
 

HPE Synergyトラブルシューティングガイド 
Hewlett Packard Enterprise Information Libraryにある『HPE Synergyトラブルシューティングガイド』（http://www.
hpe.com/info/synergy-docs）では、一般的な問題点を解決するための情報、障害を分離して特定するための対処方

法に関する情報、およびHPE Synergyハードウェアおよびソフトウェアの両方のコンポーネントのメンテナンスに関

する情報を提供します。 
 

HPE Error Message Guide 
Hewlett Packard Enterprise Information Libraryにある『HPE Error Message Guide』（http://www.hpe.com/
info/synergy-docs）では、HPE Synergyハードウェアおよびソフトウェアの両方のコンポーネントが受け取った

特定のエラーメッセージに関連する一般的な問題点を解決するための情報を提供します。 
 

http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
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HPE OneViewヘルプ 
『HPE OneViewヘルプ』、『HPE OneView REST APIスクリプティングヘルプ』、および『HPE OneView APIリファ

レンス』は、HPE OneViewユーザーインターフェイス内で利用できる、容易にアクセス可能な組み込みオンライン

ヘルプです。これらのヘルプファイルには、一般的な問題への詳細リンクに加えて、HPE Synergy内で発生した問

題をトラブルシューティングするための手順と実例も含まれています。 

このヘルプファイルは、Hewlett Packard Enterprise Information Library（http://www.hpe.com/info/synergy-docs）
からも入手できます。 

 

HPE Synergy Quick Specs 
HPE Synergyにはシステムの仕様に加えて、個々の製品とコンポーネントの仕様があります。仕様の完全な情報に

ついては、Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/info/qs（英語））にあるSynergyおよび

個々のSynergy製品のQuick Specsを参照してください。 

http://www.hpe.com/info/synergy-docs
http://www.hpe.com/info/qs
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バッテリの交換 

コンピュートモジュールが正しい日付と時刻を自動的に表示しなくなった場合は、リアルタイムクロックに電力を

供給しているバッテリを交換します。通常の使用では、バッテリの寿命は5～10年です。 
  

 警告：ご使用のコンピューターには、二酸化マンガンリチウム、五酸化バナジウムまたはアルカリバッ

テリ/バッテリパックが内蔵されています。バッテリパックの取り扱いを誤ると火災が発生したり、やけ

どをしたりする危険性があります。けがを防ぐために、次の点に注意してください。 
• バッテリを再充電しないでください。 
• 60°C以上の高温にさらさないでください。 
• バッテリを分解したり、つぶしたり、穴を開けたり、ショートさせたり、火や水の中に投じたりし

ないでください。 
• 交換するバッテリは、この製品専用のスペアバッテリだけをご使用ください。 

  

コンポーネントを取り外すには、以下の手順に従ってください。 

1. コンピュートモジュールの電源を切ります（「コンピュートモジュールの電源を切る」（14ページ））。 

2. すべての電源の取り外し： 

a. 各電源コードを電源から抜き取ります。 

b. 各電源コードをコンピュートモジュールから抜き取ります。 

3. コンピュートモジュールを取り外します。 

o HPE Synergy 620 Gen9コンピュートモジュールを取り外す（14ページ） 

o プライマリHPE Synergy 680 Gen9コンピュートモジュールを取り外す 

4. アクセスパネルを取り外します（「アクセスパネルを取り外す」（17ページ））。 

5. バッテリの位置を確認します。「マネージャビリティカードのコンポーネント」（12ページ）を参照してくださ

い。 

6. バッテリを取り外します。 

 

コンポーネントを元に戻すには、取り外し手順を逆に実行します。 

バッテリの交換または正しい廃棄方法について詳しくは、製品販売店またはサービス窓口にお問い合わせください。 
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保証および規制に関する規約 

保証情報 
HPE ProLiantとx86サーバーおよびオプション（http://www.hpe.com/support/ProLiantServers-Warranties） 

HPEエンタープライズサーバー（http://www.hpe.com/support/EnterpriseServers-Warranties） 

HPEストレージ製品（http://www.hpe.com/support/Storage-Warranties） 

HPEネットワーク製品（http://www.hpe.com/support/Networking-Warranties） 
 

規定に関する情報 

安全と規定準拠 
安全、環境、および規定に関する情報については、『サーバー、ストレージ、電源、ネットワーク、およびラック製

品の安全と準拠に関する情報』（Hewlett Packard EnterpriseのWebサイトhttp://www.hpe.com/support/Safety-
Compliance-EnterpriseProducts）を参照してください。 

 

Belarus Kazakhstan Russia marking 

 

Manufacturer and Local Representative Information 

Manufacturer information: 

Hewlett Packard Enterprise Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304 U.S. 

Local representative information Russian: 
• Russia: 

  
• Belarus: 

  
• Kazakhstan: 

  

http://www.hpe.com/support/ProLiantServers-Warranties
http://www.hpe.com/support/EnterpriseServers-Warranties
http://www.hpe.com/support/Storage-Warranties
http://www.hpe.com/support/Networking-Warranties
http://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts
http://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts
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Local representative information Kazakh: 
• Russia: 

     
• Belarus: 

 
• Kazakhstan: 

    

Manufacturing date: 

The manufacturing date is defined by the serial number. 

CCSYWWZZZZ (serial number format for this product) 

Valid date formats include: 

• YWW, where Y indicates the year counting from within each new decade, with 2000 as the starting point; for 
example, 238: 2 for 2002 and 38 for the week of September 9. In addition, 2010 is indicated by 0, 2011 by 1, 
2012 by 2, 2013 by 3, and so forth. 

• YYWW, where YY indicates the year, using a base year of 2000; for example, 0238: 02 for 2002 and 38 for the 
week of September 9. 

 

Turkey RoHS material content declaration 

 
 

Ukraine RoHS material content declaration 
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静電気対策 

静電気による損傷の防止 
システムの損傷を防ぐために、セットアップおよび部品の取り扱いの際に従わなければならない注意事項を必ず

守ってください。人間の指など、導電体からの静電気放電によって、システムボードなどの静電気に弱いデバイス

が損傷することがあります。その結果、装置の耐用年数が短くなることがあります。 

静電気による損傷を防止するために、以下のことを守ってください。 

• 運搬や保管の際は、静電気防止用のケースに入れ、手で直接触れることは避けます。 

• 静電気に弱い部品は、静電気防止措置のなされている作業台に置くまでは、専用のケースに入れたままにして

おきます。 

• 部品をケースから取り出す前に、まずケースごと、アースされている面に置きます。 

• ピン、リード線、または回路には触れないようにします。 

• 静電気に弱い部品に触れなければならないときには、常に自分の身体に対して適切なアースを行います。 
 

静電気による損傷を防止するためのアースの方法 
アースにはいくつかの方法があります。静電気に弱い部品を取り扱うときには、以下のうち1つ以上の方法でアース

を行ってください。 

• すでにアースされているワークステーションまたはコンピューターシャーシにアースバンドをつなぎます。

アースバンドは柔軟な帯状のもので、アースコード内の抵抗は、1 MΩ±10%です。アースを正しく行うために、

アースバンドを肌に密着させてください。 

• 立って作業する場合、かかとやつま先にアースバンドを付けます。導電性または静電気拡散性の床の場合、両

足にアースバンドを付けます。 

• 作業用具は導電性のものを使用します。 

• 折りたたみ式の静電気防止マットなどが付いた携帯式作業用具もあります。 

上記のような、適切なアースを行うための器具がないときは、製品販売店にお問い合わせください。 

静電気の詳細および製品のインストールの支援については、製品販売店にお問い合わせください。 
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仕様 

環境仕様 
 

仕様 値 

温度範囲* - 

動作時 10°C～35°C 

非動作時 -30°C～60°C 

相対湿度（ただし結露しないこと）** - 

動作時 10～90%（28°C時） 

非動作時 5～95%（38.7°C時） 

高度† - 

動作時 3050 m 

非動作時 9144 m 
 

* 温度に関して次の条件および制限が適用されます。 
 - ここで示す温度の定格はすべて海抜0 mでのものです。 
 - 海抜3,048 mまでは、高度が304.8 m上昇するごとに1°C下がります。 
 - 直射日光が当たらないようにしてください。 
 - 許容される最大変化率は、10°C/時です。 
 - 取り付けているオプションの種類と数によっては、温度と湿度の上限値が低くなることがあります。 
 - ファンが故障した状態や30°Cを超える環境で稼動させると、システムの性能が低下する可能性があります。 
** 保管時の最高湿度95%は、最高温度45°Cに基づきます。 
† 保管時の最高高度は、最低気圧70 kPaに相当します。 

 

コンピュートモジュールの仕様 
HPE Synergy 620 Gen9コンピュートモジュール 
 

仕様 値 

高さ 430.30 mm（16.94インチ） 

奥行き 600 mm（23.62インチ） 

幅 63.5 mm（2.50インチ） 

重量（最大） 15.7 kg（34.61ポンド） 

重量（最小） 13.57 kg（29.92ポンド） 
 

HPE Synergy 680 Gen9コンピュートモジュール 
 

仕様 値 

高さ 430.30 mm（16.94インチ） 

奥行き 600 mm（23.62インチ） 

幅 127 mm（5.00インチ） 

重量（最大） 31.75 kg（70.00ポンド） 

重量（最小） 27.15 kg（59.86ポンド） 
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サポートと他のリソース 

Hewlett Packard Enterpriseサポートへのアクセス 
• ライブアシスタンスの場合、「Contact Hewlett Packard Enterprise Worldwide」のWebサイト（http://www.

hpe.com/assistance）にアクセスします。 

• ドキュメントとサポートサービスにアクセスするには、Hewlett Packard EnterpriseサポートセンターのWeb
サイト（http://www.hpe.com/support/hpesc）にアクセスします。 

 

収集する情報 
• テクニカルサポートの登録番号（該当する場合） 

• 製品名、モデルまたはバージョン、およびシリアル番号 

• オペレーティングシステム名とバージョン 

• ファームウェアバージョン 

• エラーメッセージ 

• 製品固有のレポートとログ 

• アドオン製品またはコンポーネント 

• 他社製製品またはコンポーネント 
 

アップデートへのアクセス 
• 一部のソフトウェア製品は、製品のインターフェイスを介してソフトウェアアップデートにアクセスするメカ

ニズムを備えています。ご使用の製品のドキュメントで、ソフトウェアの推奨される更新方法を確認してくだ

さい。 

• 製品のアップデートをダウンロードするには、次のいずれかに移動します。 

o Hewlett Packard Enterpriseサポートセンターの「メールニュース配信登録」ページ

（http://www.hpe.com/support/e-updates-ja） 

o Software DepotのWebサイト（http://www.hpe.com/support/softwaredepot） 

• お客様の資格を表示または更新したり、契約と保証をお客様のプロファイルにリンクしたりするには、Hewlett 
Packard Enterpriseサポートセンターの「More Information on Access to Support Materials」ページ

（http://www.hpe.com/support/AccessToSupportMaterials）にアクセスします。 
  

 重要：一部の更新では、Hewlett Packard Enterpriseサポートセンターからアクセスするときに、製品資

格が必要となる場合があります。関連する資格を使用してHP Passportを設定する必要があります。 
  

 

Webサイト 
• Hewlett Packard Enterprise Information Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs） 

• Hewlett Packard Enterpriseサポートセンター（http://www.hpe.com/support/hpesc） 

• Hewlett Packard Enterprise Worldwideの連絡先（http://www.hpe.com/assistance） 

• サブスクリプションサービス/サポート通知（http://www.hpe.com/support/e-updates-ja） 

• Software Depot（http://www.hpe.com/support/softwaredepot） 

• カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair） 

http://www.hpe.com/assistance
http://www.hpe.com/assistance
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/support/e-updates-ja
http://www.hpe.com/support/softwaredepot
http://www.hpe.com/support/AccessToSupportMaterials
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/assistance
http://www.hpe.com/support/e-updates-ja
http://www.hpe.com/support/softwaredepot
http://www.hpe.com/support/selfrepair
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• Insight Remote Support（http://www.hpe.com/info/insightremotesupport/docs） 

• Serviceguard Solutions for HP-UX（http://www.hpe.com/info/hpux-serviceguard-docs） 

• Single Point of Connectivity Knowledge（SPOCK）のストレージ互換性マトリックス

（http://www.hpe.com/storage/spock（英語）） 

• ストレージのホワイトペーパーおよびアナリストレポート（http://www.hpe.com/storage/whitepapers） 
 

Customer Self Repair 
Hewlett Packard Enterprise products are designed with many Customer Self Repair (CSR) parts to minimize repair 
time and allow for greater flexibility in performing defective parts replacement. If during the diagnosis period Hewlett 
Packard Enterprise (or Hewlett Packard Enterprise service providers or service partners) identifies that the repair 
can be accomplished by the use of a CSR part, Hewlett Packard Enterprise will ship that part directly to you for 
replacement. There are two categories of CSR parts: 

• Mandatory—Parts for which customer self repair is mandatory. If you request Hewlett Packard Enterprise to 
replace these parts, you will be charged for the travel and labor costs of this service. 

• Optional—Parts for which customer self repair is optional. These parts are also designed for customer self 
repair. If, however, you require that Hewlett Packard Enterprise replace them for you, there may or may not be 
additional charges, depending on the type of warranty service designated for your product. 

NOTE:  Some Hewlett Packard Enterprise parts are not designed for customer self repair. In order to satisfy the 
customer warranty, Hewlett Packard Enterprise requires that an authorized service provider replace the part. These 
parts are identified as "No" in the Illustrated Parts Catalog. 

Based on availability and where geography permits, CSR parts will be shipped for next business day delivery. Same 
day or four-hour delivery may be offered at an additional charge where geography permits. If assistance is required, 
you can call the Hewlett Packard Enterprise Support Center and a technician will help you over the telephone. 
Hewlett Packard Enterprise specifies in the materials shipped with a replacement CSR part whether a defective part 
must be returned to Hewlett Packard Enterprise. In cases where it is required to return the defective part to Hewlett 
Packard Enterprise, you must ship the defective part back to Hewlett Packard Enterprise within a defined period of 
time, normally five (5) business days. The defective part must be returned with the associated documentation in the 
provided shipping material. Failure to return the defective part may result in Hewlett Packard Enterprise billing you 
for the replacement. With a customer self repair, Hewlett Packard Enterprise will pay all shipping and part return 
costs and determine the courier/carrier to be used. 

For more information about the Hewlett Packard Enterprise CSR program, contact your local service provider. For 
the North American program, go to the Hewlett Packard Enterprise CSR website 
(http://www.hpe.com/support/selfrepair).  

Réparation par le client (CSR) 
Les produits Hewlett Packard Enterprise comportent de nombreuses pièces CSR (Customer Self Repair = 
réparation par le client) afin de minimiser les délais de réparation et faciliter le remplacement des pièces 
défectueuses. Si pendant la période de diagnostic, Hewlett Packard Enterprise (ou ses partenaires ou mainteneurs 
agréés) détermine que la réparation peut être effectuée à l'aide d'une pièce CSR, Hewlett Packard Enterprise vous 
l'envoie directement. Il existe deux catégories de pièces CSR : 

• Obligatoire—Pièces pour lesquelles la réparation par le client est obligatoire. Si vous demandez à Hewlett 
Packard Enterprise de remplacer ces pièces, les coûts de déplacement et main d'œuvre du service vous 
seront facturés. 

• Facultatif—Pièces pour lesquelles la réparation par le client est facultative. Ces pièces sont également 
conçues pour permettre au client d'effectuer lui-même la réparation. Toutefois, si vous demandez à Hewlett 
Packard Enterprise de remplacer ces pièces, l'intervention peut ou non vous être facturée, selon le type de 
garantie applicable à votre produit. 

http://www.hpe.com/info/insightremotesupport/docs
http://www.hpe.com/info/hpux-serviceguard-docs
http://www.hpe.com/storage/spock
http://www.hpe.com/storage/whitepapers
http://www.hpe.com/support/selfrepair
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REMARQUE:  Certaines pièces Hewlett Packard Enterprise ne sont pas conçues pour permettre au client 
d'effectuer lui-même la réparation. Pour que la garantie puisse s'appliquer, Hewlett Packard Enterprise exige que le 
remplacement de la pièce soit effectué par un Mainteneur Agréé. Ces pièces sont identifiées par la mention "Non" 
dans le Catalogue illustré. 

Les pièces CSR sont livrées le jour ouvré suivant, dans la limite des stocks disponibles et selon votre situation 
géographique. Si votre situation géographique le permet et que vous demandez une livraison le jour même ou dans 
les 4 heures, celle-ci vous sera facturée. Pour toute assistance, appelez le Centre d’assistance Hewlett Packard 
Enterprise pour qu’un technicien vous aide au téléphone. Dans les documents envoyés avec la pièce de rechange 
CSR, Hewlett Packard Enterprise précise s'il est nécessaire de lui retourner la pièce défectueuse. Si c'est le cas, 
vous devez le faire dans le délai indiqué, généralement cinq (5) jours ouvrés. La pièce et sa documentation doivent 
être retournées dans l'emballage fourni. Si vous ne retournez pas la pièce défectueuse, Hewlett Packard Enterprise 
se réserve le droit de vous facturer les coûts de remplacement. Dans le cas d'une pièce CSR, Hewlett Packard 
Enterprise supporte l'ensemble des frais d'expédition et de retour, et détermine la société de courses ou le 
transporteur à utiliser. 

Pour plus d'informations sur le programme CSR de Hewlett Packard Enterprise, contactez votre Mainteneur Agrée 
local. Pour plus d'informations sur ce programme en Amérique du Nord, consultez le site Web Hewlett Packard 
Enterprise (http://www.hpe.com/support/selfrepair).  

Riparazione da parte del cliente 
Per abbreviare i tempi di riparazione e garantire una maggiore flessibilità nella sostituzione di parti difettose, i 
prodotti Hewlett Packard Enterprise sono realizzati con numerosi componenti che possono essere riparati 
direttamente dal cliente (CSR, Customer Self Repair). Se in fase di diagnostica Hewlett Packard Enterprise (o un 
centro di servizi o di assistenza Hewlett Packard Enterprise) identifica il guasto come riparabile mediante un 
ricambio CSR, Hewlett Packard Enterprise lo spedirà direttamente al cliente per la sostituzione. Vi sono due 
categorie di parti CSR: 

• Obbligatorie—Parti che devono essere necessariamente riparate dal cliente. Se il cliente ne affida la 
riparazione ad Hewlett Packard Enterprise, deve sostenere le spese di spedizione e di manodopera per il 
servizio. 

• Opzionali—Parti la cui riparazione da parte del cliente è facoltativa. Si tratta comunque di componenti 
progettati per questo scopo. Se tuttavia il cliente ne richiede la sostituzione ad Hewlett Packard Enterprise, 
potrebbe dover sostenere spese addizionali a seconda del tipo di garanzia previsto per il prodotto. 

NOTA:  alcuni componenti Hewlett Packard Enterprise non sono progettati per la riparazione da parte del cliente. 
Per rispettare la garanzia, Hewlett Packard Enterprise richiede che queste parti siano sostituite da un centro di 
assistenza autorizzato. Tali parti sono identificate da un "No" nel Catalogo illustrato dei componenti. 

In base alla disponibilità e alla località geografica, le parti CSR vengono spedite con consegna entro il giorno 
lavorativo seguente. La consegna nel giorno stesso o entro quattro ore è offerta con un supplemento di costo solo in 
alcune zone. In caso di necessità si può richiedere l'assistenza telefonica di un addetto del centro di supporto 
tecnico Hewlett Packard Enterprise. Nel materiale fornito con una parte di ricambio CSR, Hewlett Packard 
Enterprise specifica se il cliente deve restituire dei component. Qualora sia richiesta la resa ad Hewlett Packard 
Enterprise del componente difettoso, lo si deve spedire ad Hewlett Packard Enterprise entro un determinato periodo 
di tempo, generalmente cinque (5) giorni lavorativi. Il componente difettoso deve essere restituito con la 
documentazione associata nell'imballo di spedizione fornito. La mancata restituzione del componente può 
comportare la fatturazione del ricambio da parte di Hewlett Packard Enterprise. Nel caso di riparazione da parte del 
cliente, Hewlett Packard Enterprise sostiene tutte le spese di spedizione e resa e sceglie il corriere/vettore da 
utilizzare. 

Per ulteriori informazioni sul programma CSR di Hewlett Packard Enterprise, contattare il centro di assistenza di 
zona. Per il programma in Nord America fare riferimento al sito Web (http://www.hpe.com/support/selfrepair).  

http://www.hpe.com/support/selfrepair
http://www.hpe.com/support/selfrepair
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Customer Self Repair 
Hewlett Packard Enterprise Produkte enthalten viele CSR-Teile (Customer Self Repair), um Reparaturzeiten zu 
minimieren und höhere Flexibilität beim Austausch defekter Bauteile zu ermöglichen. Wenn Hewlett Packard 
Enterprise (oder ein Hewlett Packard Enterprise Servicepartner) bei der Diagnose feststellt, dass das Produkt 
mithilfe eines CSR-Teils repariert werden kann, sendet Ihnen Hewlett Packard Enterprise dieses Bauteil zum 
Austausch direkt zu. CSR-Teile werden in zwei Kategorien unterteilt: 

• Zwingend—Teile, für die das Customer Self Repair-Verfahren zwingend vorgegeben ist. Wenn Sie den 
Austausch dieser Teile von Hewlett Packard Enterprise vornehmen lassen, werden Ihnen die Anfahrt- und 
Arbeitskosten für diesen Service berechnet. 

• Optional—Teile, für die das Customer Self Repair-Verfahren optional ist. Diese Teile sind auch für Customer 
Self Repair ausgelegt. Wenn Sie jedoch den Austausch dieser Teile von Hewlett Packard Enterprise 
vornehmen lassen möchten, können bei diesem Service je nach den für Ihr Produkt vorgesehenen 
Garantiebedingungen zusätzliche Kosten anfallen. 

HINWEIS:  Einige Hewlett Packard Enterprise Teile sind nicht für Customer Self Repair ausgelegt. Um den 
Garantieanspruch des Kunden zu erfüllen, muss das Teil von einem Hewlett Packard Enterprise Servicepartner 
ersetzt werden. Im illustrierten Teilekatalog sind diese Teile mit „No“ bzw. „Nein“ gekennzeichnet. 

CSR-Teile werden abhängig von der Verfügbarkeit und vom Lieferziel am folgenden Geschäftstag geliefert. Für 
bestimmte Standorte ist eine Lieferung am selben Tag oder innerhalb von vier Stunden gegen einen Aufpreis 
verfügbar. Wenn Sie Hilfe benötigen, können Sie das Hewlett Packard Enterprise Support Center anrufen und sich 
von einem Mitarbeiter per Telefon helfen lassen. Den Materialien von Hewlett Packard Enterprise, die mit einem 
CSR-Ersatzteil geliefert werden, können Sie entnehmen, ob das defekte Teil an Hewlett Packard Enterprise 
zurückgeschickt werden muss. Wenn es erforderlich ist, das defekte Teil an Hewlett Packard Enterprise 
zurückzuschicken, müssen Sie dies innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums tun, in der Regel innerhalb von fünf 
(5) Geschäftstagen. Das defekte Teil muss mit der zugehörigen Dokumentation in der Verpackung zurückgeschickt 
werden, die im Lieferumfang enthalten ist. Wenn Sie das defekte Teil nicht zurückschicken, kann Hewlett Packard 
Enterprise Ihnen das Ersatzteil in Rechnung stellen. Im Falle von Customer Self Repair kommt Hewlett Packard 
Enterprise für alle Kosten für die Lieferung und Rücksendung auf und bestimmt den Kurier-/Frachtdienst. 

Weitere Informationen über das Hewlett Packard Enterprise Customer Self Repair Programm erhalten Sie von Ihrem 
Servicepartner vor Ort. Informationen über das CSR-Programm in Nordamerika finden Sie auf der Hewlett Packard 
Enterprise Website unter (http://www.hpe.com/support/selfrepair).  

Reparaciones del propio cliente 
Los productos de Hewlett Packard Enterprise incluyen muchos componentes que el propio usuario puede 
reemplazar (Customer Self Repair, CSR) para minimizar el tiempo de reparación y ofrecer una mayor flexibilidad a 
la hora de realizar sustituciones de componentes defectuosos. Si, durante la fase de diagnóstico, Hewlett Packard 
Enterprise (o los proveedores o socios de servicio de Hewlett Packard Enterprise) identifica que una reparación 
puede llevarse a cabo mediante el uso de un componente CSR, Hewlett Packard Enterprise le enviará dicho 
componente directamente para que realice su sustitución. Los componentes CSR se clasifican en dos categorías: 

• Obligatorio—componentes cuya reparación por parte del usuario es obligatoria. Si solicita a Hewlett Packard 
Enterprise que realice la sustitución de estos componentes, tendrá que hacerse cargo de los gastos de 
desplazamiento y de mano de obra de dicho servicio. 

• Opcional—componentes cuya reparación por parte del usuario es opcional. Estos componentes también 
están diseñados para que puedan ser reparados por el usuario. Sin embargo, si precisa que Hewlett Packard 
Enterprise realice su sustitución, puede o no conllevar costes adicionales, dependiendo del tipo de servicio de 
garantía correspondiente al producto. 

NOTA:  Algunos componentes de Hewlett Packard Enterprise no están diseñados para que puedan ser reparados 
por el usuario. Para que el usuario haga valer su garantía, Hewlett Packard Enterprise pone como condición que un 
proveedor de servicios autorizado realice la sustitución de estos componentes. Dichos componentes se identifican 
con la palabra "No" en el catálogo ilustrado de componentes. 

http://www.hpe.com/support/selfrepair
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Según la disponibilidad y la situación geográfica, los componentes CSR se enviarán para que lleguen a su destino 
al siguiente día laborable. Si la situación geográfica lo permite, se puede solicitar la entrega en el mismo día o en 
cuatro horas con un coste adicional. Si precisa asistencia técnica, puede llamar al Centro de asistencia técnica de 
Hewlett Packard Enterprise y recibirá ayuda telefónica por parte de un técnico. Con el envío de materiales para la 
sustitución de componentes CSR, Hewlett Packard Enterprise especificará si los componentes defectuosos 
deberán devolverse a Hewlett Packard Enterprise. En aquellos casos en los que sea necesario devolver algún 
componente a Hewlett Packard Enterprise, deberá hacerlo en el periodo de tiempo especificado, normalmente 
cinco días laborables. Los componentes defectuosos deberán devolverse con toda la documentación relacionada y 
con el embalaje de envío. Si no enviara el componente defectuoso requerido, Hewlett Packard Enterprise podrá 
cobrarle por el de sustitución. En el caso de todas sustituciones que lleve a cabo el cliente, Hewlett Packard 
Enterprise se hará cargo de todos los gastos de envío y devolución de componentes y escogerá la empresa de 
transporte que se utilice para dicho servicio. 

Para obtener más información acerca del programa de Reparaciones del propio cliente de Hewlett Packard 
Enterprise, póngase en contacto con su proveedor de servicios local. Si está interesado en el programa para 
Norteamérica, visite la página web de Hewlett Packard Enterprise CSR (http://www.hpe.com/support/selfrepair).  

Customer Self Repair 
Veel onderdelen in Hewlett Packard Enterprise producten zijn door de klant zelf te repareren, waardoor de 
reparatieduur tot een minimum beperkt kan blijven en de flexibiliteit in het vervangen van defecte onderdelen groter 
is. Deze onderdelen worden CSR-onderdelen (Customer Self Repair) genoemd. Als Hewlett Packard Enterprise (of 
een Hewlett Packard Enterprise Service Partner) bij de diagnose vaststelt dat de reparatie kan worden uitgevoerd 
met een CSR-onderdeel, verzendt Hewlett Packard Enterprise dat onderdeel rechtstreeks naar u, zodat u het 
defecte onderdeel daarmee kunt vervangen. Er zijn twee categorieën CSR-onderdelen: 

• Verplicht—Onderdelen waarvoor reparatie door de klant verplicht is. Als u Hewlett Packard Enterprise 
verzoekt deze onderdelen voor u te vervangen, worden u voor deze service reiskosten en arbeidsloon in 
rekening gebracht. 

• Optioneel—Onderdelen waarvoor reparatie door de klant optioneel is. Ook deze onderdelen zijn ontworpen 
voor reparatie door de klant. Als u echter Hewlett Packard Enterprise verzoekt deze onderdelen voor u te 
vervangen, kunnen daarvoor extra kosten in rekening worden gebracht, afhankelijk van het type 
garantieservice voor het product. 

OPMERKING:  Sommige Hewlett Packard Enterprise onderdelen zijn niet ontwikkeld voor reparatie door de klant. 
In verband met de garantievoorwaarden moet het onderdeel door een geautoriseerde Service Partner worden 
vervangen. Deze onderdelen worden in de geïllustreerde onderdelencatalogus aangemerkt met "Nee". 

Afhankelijk van de leverbaarheid en de locatie worden CSR-onderdelen verzonden voor levering op de 
eerstvolgende werkdag. Levering op dezelfde dag of binnen vier uur kan tegen meerkosten worden aangeboden, 
indien dit mogelijk is gezien de locatie. Indien assistentie is gewenst, belt u het Hewlett Packard Enterprise Support 
Center om via de telefoon ondersteuning van een technicus te ontvangen. Hewlett Packard Enterprise vermeldt in 
de documentatie bij het vervangende CSR-onderdeel of het defecte onderdeel aan Hewlett Packard Enterprise moet 
worden geretourneerd. Als het defecte onderdeel aan Hewlett Packard Enterprise moet worden teruggezonden, 
moet u het defecte onderdeel binnen een bepaalde periode, gewoonlijk vijf (5) werkdagen, retourneren aan Hewlett 
Packard Enterprise. Het defecte onderdeel moet met de bijbehorende documentatie worden geretourneerd in het 
meegeleverde verpakkingsmateriaal. Als u het defecte onderdeel niet terugzendt, kan Hewlett Packard Enterprise u 
voor het vervangende onderdeel kosten in rekening brengen. Bij reparatie door de klant betaalt Hewlett Packard 
Enterprise alle verzendkosten voor het vervangende en geretourneerde onderdeel en kiest Hewlett Packard 
Enterprise zelf welke koerier/transportonderneming hiervoor wordt gebruikt. 

Neem contact op met een Service Partner voor meer informatie over het Customer Self Repair programma van 
Hewlett Packard Enterprise. Informatie over Service Partners vindt u op de Hewlett Packard Enterprise website 
(http://www.hpe.com/support/selfrepair). 

http://www.hpe.com/support/selfrepair
http://www.hpe.com/support/selfrepair
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Reparo feito pelo cliente 
Os produtos da Hewlett Packard Enterprise são projetados com muitas peças para reparo feito pelo cliente (CSR) 
de modo a minimizar o tempo de reparo e permitir maior flexibilidade na substituição de peças com defeito. Se, 
durante o período de diagnóstico, a Hewlett Packard Enterprise (ou fornecedores/parceiros da Hewlett Packard 
Enterprise) concluir que o reparo pode ser efetuado pelo uso de uma peça CSR, a Hewlett Packard Enterprise 
enviará a peça diretamente ao cliente. Há duas categorias de peças CSR: 

• Obrigatória—Peças cujo reparo feito pelo cliente é obrigatório. Se desejar que a Hewlett Packard Enterprise 
substitua essas peças, serão cobradas as despesas de transporte e mão-de-obra do serviço. 

• Opcional—Peças cujo reparo feito pelo cliente é opcional. Essas peças também são projetadas para o reparo 
feito pelo cliente. No entanto, se desejar que a Hewlett Packard Enterprise as substitua, pode haver ou não a 
cobrança de taxa adicional, dependendo do tipo de serviço de garantia destinado ao produto. 

OBSERVAÇÃO:  Algumas peças da Hewlett Packard Enterprise não são projetadas para o reparo feito pelo 
cliente. A fim de cumprir a garantia do cliente, a Hewlett Packard Enterprise exige que um técnico autorizado 
substitua a peça. Essas peças estão identificadas com a marca "No" (Não), no catálogo de peças ilustrado. 

Conforme a disponibilidade e o local geográfico, as peças CSR serão enviadas no primeiro dia útil após o pedido. 
Onde as condições geográficas permitirem, a entrega no mesmo dia ou em quatro horas pode ser feita mediante 
uma taxa adicional. Se precisar de auxílio, entre em contato com o Centro de suporte técnico da Hewlett Packard 
Enterprise para que um técnico o ajude por telefone. A Hewlett Packard Enterprise especifica nos materiais 
fornecidos com a peça CSR de reposição se a peça com defeito deve ser devolvida à Hewlett Packard Enterprise. 
Nos casos em que isso for necessário, é preciso enviar a peça com defeito à Hewlett Packard Enterprise, você 
deverá enviar a peça com defeito de volta para a Hewlett Packard Enterprise dentro do período de tempo definido, 
normalmente em 5 (cinco) dias úteis. A peça com defeito deve ser enviada com a documentação correspondente no 
material de transporte fornecido. Caso não o faça, a Hewlett Packard Enterprise poderá cobrar a reposição. Para as 
peças de reparo feito pelo cliente, a Hewlett Packard Enterprise paga todas as despesas de transporte e de 
devolução da peça e determina a transportadora/serviço postal a ser utilizado. 

Para obter mais informações sobre o programa de reparo feito pelo cliente da Hewlett Packard Enterprise, entre em 
contato com o fornecedor de serviços local. Para o programa norte-americano, visite o site da Hewlett Packard 
Enterprise (http://www.hpe.com/support/selfrepair).  

http://www.hpe.com/support/selfrepair
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頭字語と略語 

AMP 
Advanced Memory Protection。アドバンストメモリプロテクション 

 

CSR 
Certificate Signing Request。証明書署名要求 

 

HPE SSA 
HPE Smart Storage Administrator 

 

iLO 
Integrated Lights-Out 

 

PCIe 
Peripheral Component Interconnect Express 

 

POST 
Power-On Self-Test。電源投入時セルフテスト 

 

RBSU 
ROM-Based Setup Utility。ROMベースセットアップユーティリティ 

 

REST 
Representational State Transfer 

 

SAS 
serial attached SCSI。シリアル接続SCSI 

 

TPM 
Trusted Platform Module 

 

UEFI 
Unified Extensible Firmware Interface 

 

USB 
universal serial bus。ユニバーサルシリアルバス 
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