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このガイドについて 

ラックオプションインストレーションガイド 
このインストレーションガイドでは、HP 11000 G2シリーズラックおよびHPインテリジェントシリーズラックと互

換性があるラックオプションキットのインストール手順について説明します。 

詳しくは、HPのWebサイト（http://www.hp.com/jp/servers/rack）にある『HP 11000 G2シリーズラックユーザー

ガイド』または『HPインテリジェントラックファミリユーザーガイド』を参照してください。 
 

安全に使用していただくために 
  

 警告：けがや装置の損傷を防止するために、次の注意事項を守ってください。 

• ラックの後ろ側の水平脚を床まで延ばしてください。 
• ラックの全重量がラックの後ろ側の水平脚とフロント固定脚にかかるようにしてください。 

  

  

 警告：けがやラックと装置の損傷を防止するために、接続するラックは、手順に従って、必ず、正しく

配置し、しっかりと接続してください。配置や接続が適切でないと、ラックが不安定になる場合があり

ます。 
  

  

 警告：各コンポーネントは重量があります。けがや装置の損傷を防止するために、次の点に注意してく

ださい。 

• サーバーを持ち上げる場合は、サーバーの重量を軽くするために、すべての取り外し可能な電源装

置およびモジュールを取り外してください。 
• 各地域で定められた重量のある装置の安全な取り扱いに関する規定に従ってください。 
• サーバーの取り付けおよび取り外し作業中には、特に本体がレールに取り付けられていない場合、

必ず適切な人数で製品を持ち上げたり固定したりする作業を行ってください。サーバーの重量が

22.5 kgを超える場合、サーバーを持ち上げてラックに搭載する作業は2人以上で行ってください。

サーバーを胸より高く持ち上げてラックに取り付ける場合は、サーバーの位置を合わせるために3
人目の人が必要になる場合があります。 

• サーバーのラックへの取り付けまたはラックからの取り外し作業中には、サーバー本体がレールに

取り付けられていないと、不安定になるので注意してください。 
  

http://www.hp.com/jp/servers/rack


 

このガイドについて 8 

 

警告ラベル 
以下の警告ラベルはラックに貼られます。 

 
 

番号 説明 

1 この記号と以下の記号が一緒に貼られている場合、潜在的な危険が存在することを示し

ています。警告ラベルがない場合でも、負傷する可能性が存在します。詳しくは、ドキュ

メントを参照してください。 

2 この記号は、何らかの理由でラック内の複数のコンポーネントが引き出された場合に、

ラックが不安定になる可能性があるため、負傷する危険が存在することを示しています。 
警告：負傷する危険を低くするため、コンポーネントは一度に1つずつ引き出してくだ

さい。 

3 この記号は、コンポーネントをラックの外に引き出す前に、ラックが十分に安定してい

ることを確認してもらうことを目的としています。ラックを安定させる方法について詳

しくは、ドキュメントを参照してください。 
警告：負傷する危険を低くするため、ラックが安定していることを確認してください。 
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ラックオプション 

ラックオプションの注文 
HPでは、お客様のラックソリューションを補完または完成させるための複数のラックオプションキットを提供して

います。次の表は、各シリーズで利用可能なラックオプションキットのリストです。 

ラックオプションキットの注文について詳しくは、最寄りのHPのサービス窓口に問い合わせるか、HPのWebサイ

ト（http://www.hp.com/jp/servers/rack）を参照してください。 

HP 11000 G2シリーズラック 
 

ラックオプションキット 製品番号 説明 
HPインテリジェントラック 
固定キット（98ページ） 

AF076A 
または 
BW926A 
または 
BW927A 

ラックの地震対策固定 

HPインテリジェントシリーズラック 
 

ラックオプションキット 製品番号 説明 
エアダクトキット¹ BW937A データセンターの天井に設置される排気プレナ

ムへの空気の逃げ道をつくることで、ラックから

熱気を排出します。 

HPインテリジェントラック 
固定キット 

BW926A ラックの地震対策固定 

HP LED ライトキット BW939A ラックに蛍光灯を追加できます。 
 

¹ラック製品番号BW910AおよびBW936Aの場合のみ 

HP 11000 G2シリーズラックおよびHPインテリジェントシリーズラック 
 

ラックオプションキット 製品番号 説明 
ラックスライドシェルフキット 234672-B21 ラックのさまざまなコンポーネントに簡単にアクセスする

ことができます。 

HPブランクパネル BW928A 
または 
BW929A 

ラック内で適切な通気を確保します。 

HPエアフローオプティマイゼー

ションキット 
BW930A ラックの正面への暖気の再循環を防止することで、ラックの

通気を改善できます。 

バラストキット 120672-B21 ラック内で重い装置を取り付けたり、取り外したり、操作し

たりするときは、十分に安定性を確保し、しっかりと支えな

がら作業してください。 

HPインテリジェントラック接続

キット 
BW902A 同じシリーズ、高さ、および奥行きの複数のラックを連結し

ます。 

ケーブルマネジメントブラケッ

トキット 
AF099A ラックに接続されるケーブルを整理できます。 

ケーブルマネジメントキット 168233-B21 ラック内でケーブルを配線および束ねるために使用します。 

http://www.hp.com/jp/servers/rack
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ラックオプションキット 製品番号 説明 
ケーブルマネジメントトレイ

キット 
383982-B21 
または 
383983-B21 
または 
383984-B21 

ラックに接続されるケーブルを整理できます。 

カスタムドアブランディング

キット 
BW935A 独自のブランド名ラベルをラックに追加できます。 

インテリジェントシリーズフロ

ントドアキット 
BW934A HP 11000 G2シリーズラックおよびインテリジェントシ

リーズラック用の交換用ドア 

HPインテリジェントラックラッ

ク接地（アース）キット 
BW891A ラック外部の電磁放射レベルを低減します。 

HPインテリジェントラック固定

脚セット 
BW961A 自立型ラックに取り付けて安定性を高めます。 

ケーブルマネジメント（クリップ

付きストラップ）キット 
379820-B21 ラックに接続されるケーブルを整理できます。 

1/4回転ケーブル固定用スト

ラップキット（HPケーブルマネ

ジメントタイキット） 

BW963A (10PK) 
または 
BW964A 
(100PK) 

ラックに接続されるケーブルを整理できます。 

HPロケーションディスカバリコ

ンタクトカバーキット 
BW942A ロケーションディスカバリの接続用カバーです。 

HPロケーションディスカバリ 
キット 

BW945A 
または 
BW946A 
または 
BW947A 
または 
F9V74A 

サーバーのあるラックと、そのラック内の位置を検出でき

ます。 

HPオフセット接続キット BW941A 
または 
BW952A 

奥行きが異なる複数のラックを接続できます。 

HPラックハードウェアキット H6J85A 取り付け用ハードウェアキット 

ラックファンキット 257413-B21  
または 
257414-B21 

ラック内の自然対流冷却を向上させます。 

サーバーシェルフキット 253449-B21 ラックコンポーネントをラック内部に固定します。 

インテリジェントラックサイド

パネルキット 
BW898A 
または 
BW901A 
または 
BW906A 
または 
BW909A 
または 
BW915A 
または 
BW916A 
または 
H6J91A 

ラックの側面のエンクロージャーを提供します。 
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ラックオプションキット 製品番号 説明 
HPインテリジェントラック固定

脚セット（600W用） 
BW932A 
または 
BW933A 
または 
BW961A 

自立型ラックに取り付けて安定性を高めます。 
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ラックスライドシェルフキット 

このデバイスについて 
ラックスライドシェルフキットを使用すると、ご使用のラックマウント型システムにスライドシェルフを取り付け

られます。これによって、さまざまなコンポーネントを設置して簡単にアクセスすることができます。このオプショ

ンは、ラックの2Uスペースを占有します。 
 

キットの内容 
 

番号 数量 

ハンドル付きシェルフ 1 

固定ブラケット付きレール（右） 1 

固定ブラケット付きレール（左） 1 

スライドレール 2 

金具付きケーブルマネジメントアーム 1 

ラックテンプレート 1 

ハードウェアキット 
• M4ｘ12平ネジ 
• M4外部ワッシャー 
• M4ｘ10なべネジ 
• M6ｘ12なべネジ 
• M4プレーンワッシャー 
• M4ナット 
• M6外部ワッシャー 

 
• 8 
• 8 
• 2 
• 12 
• 2 
• 6 
• 10 

 

このキットには、部品によっては余分な数量が含まれている場合があります。必要に応じてご使用ください。 
 

必要な工具 
取り付けには、以下の工具が必要です。 

• プラスドライバー（No.2） 

• プラスドライバー（No.3） 
 

スライドシェルフレールアセンブリの取り付け準備 
各スライドシェルフアセンブリは、スライドレールに付属の固定ブラケット付きレールで構成されています。スラ

イドシェルフレールアセンブリを組み立てるには、以下の手順に従ってください。 

1. 固定ブラケット付きレール（左）を、平らな面を手前にして持ちます。 

2. スライドレールを固定ブラケット付きレール（左）に重ねます。 
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3. スライドレールと固定ブラケット付きレール（左）のネジ穴の位置が合うまで、スライドレールの内部スライ

ドを引き出します。スライドレールを少しずつ押して、所定の位置に固定します。 

4. M4×12平ネジとM4外部ワッシャーで、スライドレールと固定ブラケット付きレール（左）を固定します（2
箇所）。 

 
5. 固定ブラケット付きレール（右）も、同様に手順1から4を行います。 

 
 

スライドシェルフレールアセンブリの取り付け 
  

 警告：けがや装置の損傷を防止するために、ラックを移動するときは、ラックに設置されたコンポーネ

ントを、必ず固定してください。 
  

スライドシェルフレールアセンブリを取り付けてから、スライドシェルフを取り付けてください。ラックにスライ

ドシェルフレールアセンブリを取り付けるには、以下の手順に従ってください。 
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1. テンプレートを使用してラックフレームの正面側と背面側を測定し、スライドシェルフレールアセンブリの取

り付け位置に印を付けます。測定は、スライドシェルフ上の希望位置の下側に取り付けたコンポーネントの最

上部から開始します。 

 
  

 重要：ラックフレームの背面側でテンプレートを使用するとき、テンプレートの上端でラックに印を付

けます。これにより、次のコンポーネントを取り付ける際に位置を合わせやすくなります。 
  

2. 左のスライドシェルフレールアセンブリの背面側とラックフレームの背面側を合わせて、M6×12なべネジと

M6外部ワッシャーを使用して固定します（2箇所）。 
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3. 左のスライドシェルフレールアセンブリの正面側とラックフレームの正面側を合わせて、M6×12なべネジと

M6外部ワッシャーを使用して固定します（2箇所）。 

 
4. 右のスライドシェルフレールアセンブリも、同様に手順2と3を行います。 

 

スライドシェルフの取り付け 
1. スライドシェルフの正面側を持ち上げて傾けたまま、スライドシェルフをラック内に移動します。スライド

シェルフのリアノッチをスライドシェルフレールアセンブリのリアタブに合わせます。 

 
2. スライドシェルフを押し下げてリアタブに挿入し、スライドシェルフのフロントノッチをスライドシェルフ

レールアセンブリのフロントタブに合わせます。 

3. スライドシェルフを正面側に傾けて、スライドシェルフレールアセンブリの正面側のタブに挿入し、ゆっくり

と戻して固定します。 
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4. スライドシェルフを各スライドレールに固定します。固定するには、M4×12平ネジとM4外部ワッシャーを使

用して、内側からM4ナットで留めます。 

 
5. ケーブルマネジメントアームのマウンティングブラケットの平らな側とスライドシェルフを完全に合わせた

状態で、アームをスライドシェルフに取り付けます。 

6. ケーブルマネジメントアームをスライドシェルフに固定します。固定するには、M4×12平ネジとM4外部ワッ

シャーを使用して、シェルフの内側からM4ナットで留めます（2箇所）。 

 
  

 注：ケーブルマネジメントアームは、左右いずれかのスライドシェルフの背面側に取り付けます。 
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7. ケーブルマネジメントアームの反対端を、M6×12なべネジとM6ワッシャーを使用して、ラックに固定します

（2箇所）。 

 

以上で取り付けは完了です。 
 

スライドシェルフの使用方法 
スライドシェルフの正面側にあるハンドルを使用して、スライドシェルフをラック内で前後にスライドさせます。

スライドシェルフをラックに戻すときに、抵抗を感じることがあります。スライドシェルフをラックに完全に押し

込むには、必要に応じて力を加えてください。 
  

 重要：スライドシェルフをラックから移動する場合は、必ず、ラックに設置されたコンポーネントをす

べて固定してください。 
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エアダクトキット 

このデバイスについて 
エアダクトキットは、データセンターの天井に設置される排気プレナムへの空気の逃げ道をつくることで、HP 42U 
600x1200mmインテリジェントエアダクトラックおよびHP 47U 600x1200mmインテリジェントエアダクトラッ

クから熱気を排出します。このエアダクトはラックの上面に取り付けられ、天井のプレナムに直接連結されます。

エアダクトがこの位置にあるため、データセンターの通路に熱気が流入することはありません。 

このキットは、HPエアダクトインテリジェントシリーズラックBW910AおよびBW936Aで必要です。 
 

キットの内容 
 

製品番号 オプションキットの名前 説明 

BW937A エアダクトキット このキットには上側の排気筒と下側の排気筒が含まれ

ます。 
 

 

必要な工具 
取り付けには、以下の工具が必要です。 

• T-25トルクスドライバー 

• T-30トルクスドライバー 

• モンキーレンチまたは17 mmレンチ 

• はさみ 

• 電気ドリル 

• 2.38 mm（3/32インチ）ドリル用ビット 
 

エアダクトの組み立て 
1. 下側のダクトを組み立てます。 

a. サイドパネルのフックの位置を正面側と背面側のパネルのスロットに合わせます（1）。 

b. 6つのフックをスロットに滑り込ませパネルを押し下げます。所定の位置に固定されるまで押し下げてく

ださい（2）。 
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c. M5.5セルフタッピングネジをアセンブリの各下隅に挿入します（3）。 

 
d. もう一方のサイドパネルでa～cの手順を繰り返します。 

2. 上側のダクトを組み立てます。 

a. サイドパネルのフックの位置を正面側と背面側のパネルのスロットに合わせます（1）。 

b. 6つのフックをスロットに滑り込ませパネルを押し下げます。所定の位置に固定されるまで押し下げてく

ださい（2）。 

c. アセンブリの中央部で、2本のM6キャップネジをアセンブリの内側から挿入します。M6スターワッシャー、

M6フラットワッシャー、およびナットを使用して、モンキーレンチでアセンブリの外側からネジを固定

します（3）。 

 
d. もう一方のサイドパネルでa～cの手順を繰り返します。 

3. ドローラッチストラップを上側のダクトアセンブリに取り付けます。 

a. ドローラッチストラップをスライドさせ上側のダクトアセンブリを挟むようにして取り付けます（1）。 

b. ドローラッチストラップの穴の位置を、上側のダクトアセンブリの穴に合わせます。 
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c. プラスチック製プッシュファスナー2個をアセンブリの両側の穴に押し込み、ドローラッチストラップを

上側のダクトアセンブリに固定します（2）。 

d. 2つ目のドローラッチストラップで手順a～cを繰り返します。 

 
4. ドローラッチストラップを緩めたまま、上側のダクトを下側のダクトにかぶせ滑り込ませます。 

 
5. ドローラッチストラップをロックします。 
  

 注：2つの520 mmガスケットの内側の端に2つの510 mmガスケットがはまります。 
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6. フォームガスケットを上側のダクトに貼り付けます。粘着材の裏紙を剥がし、ガスケットを上側のダクトの上

端に合わせてください。 

 
 

エアダクトの調整 
ラックの上面にエアダクトを取り付けたら、以下の手順に従ってください｡ 

1. 両方のドローラッチストラップを緩めます（1）。 

2. 上側のダクトを天井の開口部に届く位置まで持ち上げます。ガスケットが天井とダクトの間でしっかりと押さ

えつけられるようにしてください（2）。 

 
3. 両方のドローラッチストラップを締めて固定し、上側のダクトを適切な位置で固定します（1）。 

4. エアダクトを持ち上げた位置で固定するには、次の操作を行います。 

a. 上側のダクトにあらかじめ穴を開けておき、この穴を通して印を付けます。この位置は、下側のダクトの

穴を開ける位置になります。 



 

エアダクトキット 22 

b. 電気ドリルを使用して、下側のダクトの印を付けた位置に2.38 mm（3/32インチ）の穴を１つ開けます。 

c. M3.5セルフドリルネジを1本、上側と下側のダクトの穴に通します（2）。 

 
 

エアダクトアセンブリの取り付け 
  

 

 

警告：ラック用エアダクトの重量は、約22.5 kgです。けがや装置の損傷を防止するために、次の点に

注意してください。 

• 各地域で定められた重量のある装置の安全な取り扱いに関する規定に従ってください。 
• 設置および取り外し作業中には、必ず2人以上で製品を持ち上げたり固定したりする作業を行ってく

ださい。 
• 製品をラックの上面に取り付ける作業では、踏み台を使ってください。エアダクトを頭上に持ち上

げないでください。 
  

1. T-30トルクスドライバーを使用して、ラックの背面側の2本のネジを取り外し、ブラケットを取り外します。 

2. エアダクトをラックの正面側にスライドさせます。正面側の端がラックのトッププレートの金属製スロットの

下に滑り込むまで押し込んでください（1）。 

3. ブラケットを元の位置に戻します（2）。 
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4. T-30トルクスドライバーを使用して、手順1で取り外した2本のネジをブラケットの穴を通して、ラックの背

面側の2つの穴に挿入して締めます（3）。 
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HPエアフローオプティマイゼーションキット 

このデバイスについて 
HPエアフローオプティマイゼーションキットを使用すると、HP 11000 G2シリーズラックおよびインテリジェント

シリーズラック36U、42U、47U 600 mm（24インチ）幅ラック、および42U 800 mm（31インチ）幅ラックにフォー

ムレールガスケットを取り付けて、データセンター内のホットアイルとコールドアイルの分離を改善できます。 
 

キットの内容 
 

番号 数量 

フォームレールガスケットロール 4 

600 mm（24インチ）ミシン目付きフ

ロアガスケット 
または 
800 mm（31インチ）ミシン目付きフ

ロアガスケット 

1 

 

このキットには、部品によっては余分な数量が含まれている場合があります。必要に応じてご使用ください。 
 

必要な工具 
この手順で必要な工具はありません。 

 

ラック間のフォームレールガスケットの取り付け 
  

 注意：2つ以上のラックを連結する場合は、フォームレールガスケットを必ずラックに取り付けてくだ

さい。ラックの連結について詳しくは、『HPラック接続キットインストレーションインストラクション』

を参照してください。 
  

接続キットを使用しているラックの間にフォームレールガスケットを取り付ける場合は、接続ブラケットを取り外

してから、ラック間にフォームレールガスケットを差し込んでください。 

1. ラックを側面を合わせて配置します。 

2. フォームレールガスケットを、ラックのサイズに合わせて切り取ります。 
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3. フォームレールガスケットを、クローズドセル側をラックの正面に向けた状態で、ラックとラックの間に挿入

します。 

 
  

 注：24インチ接続ブラケットを使用して連結するラックにフォームレールガスケットを取り付ける場合

は、手順1～3を実行してください。 
600 mm接続ブラケットを使用してラックを連結する場合は、フォームレールガスケットを90度回転し

てから、ラックとラックの間に挿入します。 
  

4. フォームレールガスケットが垂直フレームとぴったり重なるまで、ラックとラックの間の空間に慎重に押し込

みます。 
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フロアガスケットの取り付け 
1. ラックのサイズに合わせてフロアガスケットをミシン目で切り取り、長さを800 mm（31インチ）から600 mm

（24インチ）にします。 
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2. フロアガスケットの下端から保護テープを取り除き、接着面がラックの正面と向かい合うようにして、ラック

の底部に貼り付けます。 

 

以上で取り付けは完了です。 
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HPインテリジェントラック接続キット 

このデバイスについて 
HPインテリジェントラック接続キットを使用すると、同じシリーズ、高さ、および奥行きの複数のHP 11000 G2
シリーズラックおよびインテリジェントシリーズラックを接続することができます。 

 

キットの内容 
 

番号 数量 

24インチ接続ブラケット 6 

600 mm接続ブラケット 6 

トルクスネジ（T-30） 15 
 

このキットには、部品によっては余分な数量が含まれている場合があります。必要に応じてご使用ください。 
 

HPインテリジェントラック接続キットの取り付け 
  

 警告：けがやラックと装置の損傷を防止するために、接続するラックは、手順に従って、必ず、正しく

配置し、しっかりと接続してください。配置や接続が適切でないと、ラックが不安定になる場合があり

ます。 
  

  

 注：ラックの外観は、購入したラックのモデルによって異なることがあります。 

  

1. フロントドアとリアドアを取り外します。 

 
2. 以下の手順に従ってサイドパネルを取り外します（各ラックで、接続する方の側面に取り付けられている場合）。 
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3. 接続する2つのラックの側面を合わせて配置します。ラックの水平脚がしっかりとした（ひび割れや開口部が

ない）床に設置されていることを確認します。 

4. 1つの接続ブラケットに2本のT-30トルクスネジを使用して、各ラックセットの正面と背面に接続ブラケット

を3つ（床の様式に合わせて、24インチまたは600 mm接続ブラケットを使用）ずつ取り付けます。 

 
5. 他のラックも同様に接続します。 

 
6. 両側面にサイドパネルを取り付け、フロントドアとリアドアを元に戻します。 

以上で取り付けは完了です。 
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カスタムドアブランディングキット 

このデバイスについて 
カスタムドアブランディングキットを使用すると、HP 11000 G2シリーズラックおよびインテリジェントシリーズ

ラックの上部に自社の社名が付いたベゼルを取り付けることができます。 
 

キットの内容 
以下の部品のいずれかが見つからないか損傷している場合は、HP製品販売店にお問い合わせください。 

 
 

番号 説明 数量 

1 ベゼル 1 

2 10.5 mm ODワッシャー（8 mmの皿穴付き） 2 

3 6 mm T-10トルクス平頭ネジ 2 
 

 

必要な工具 
T-10トルクスドライバー 

 

カスタムドアブランディングキットの取り付け 
カスタムドアブランディングキットからベゼル、2個のワッシャー、および2本のネジを取り外します。他の人に援

助してもらうと、ベゼルの取り付けは容易になります。 

1. ベゼルをラックドアの上部に置いて、ドアの上部付近にある2つの穴に合わせます。 

2. ラックドアを開きます。 
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3. ワッシャーの1つを、ラックドアの後方から上部付近の穴に合わせます。 

4. ワッシャーの位置を保ちながらネジを通し、ドライバーを使ってネジを締めます。 

5. 2番目のワッシャーとネジについても、手順4と5を繰り返します。 

 

以上で取り付けは完了です。 
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ケーブルマネジメントブラケットキット 

このデバイスについて 
このHPケーブルマネジメントブラケットキットは、ケーブルの管理に役立てることができ、すべてのHP製ラックに

対応しています。 
 

キットの内容 
 

番号 数量 

1Uケーブルマネジメントブラケット 1 

2Uケーブルマネジメントブラケット 1 

ケーブルマネジメントDリングブラ

ケットクリップ 
10 

ケーブルマネジメントDリングブラ

ケットクランプ 
10 

クロスオーバーブラケット 2 

12.7 cmケーブル固定用ストラップ 10 

20.3 cmケーブルマネジメント（クリッ

プ付きストラップ） 
10 

1/4回転ケーブル固定用ストラップ 10 

M6ケージナット 11 

M6×16 mmトルクスネジ 11 

M5.5 mm×10 mmトルクスネジ 9 

1/4回転プラスチックラッチ 6 
 

このキットには、部品によっては余分な数量が含まれている場合があります。必要に応じてご使用ください。 
 

必要な工具 
取り付けには、以下の工具が必要です。 

• T-25トルクスドライバー 

• ケージナット取り付け用工具（ご使用のラックハードウェアキットに付属しています） 
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1Uケーブルマネジメントブラケットの取り付け 
1. 1Uケーブルマネジメントブラケットの両側2箇所に、1/4回転プラスチックラッチをそれぞれ挿入します。 

 
2. 1Uケーブルマネジメントブラケットを、ラックを取り付ける位置のネジ穴に合わせます（1）。 

3. 両側の1/4回転プラスチックラッチを時計回りに回して、1Uケーブルマネジメントブラケットを正しい位置に

固定します（2）。 
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2Uケーブルマネジメントブラケットの取り付け 
1. 2Uケーブルマネジメントブラケットの両側4箇所に、1/4回転プラスチックラッチをそれぞれ挿入します。 

 
2. 2Uケーブルマネジメントブラケットを、ラックを取り付ける位置のネジ穴に合わせます（1）。 

3. 両側の1/4回転プラスチックラッチを時計回りに回して、2Uケーブルマネジメントブラケットを正しい位置に

固定します（2）。 

 
 

ケーブルマネジメントDリングブラケットの取り付け 
ケーブルマネジメントDリングブラケットは、ラック構成に応じて、正面にも側面にも取り付けることができます。 
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1. ケーブルマネジメントDリングブラケットクリップ（1）を、ケーブルマネジメントDリングブラケットクラン

プに取り付けます（2）。 

 
2. ケーブルマネジメントDリングブラケットを正面に取り付けます（「正面への取り付け」（35ページ））。 

3. ケーブルマネジメントDリングブラケットを側面に取り付けます（「側面への取り付け」（36ページ））。 
 

正面への取り付け 
1. ケージナット取り付け用工具を使用して、M6ケージナットをラック正面の希望する位置に取り付けます。 

 
2. 取り付けたM6ケージナットに、ケーブルマネジメントDリングブラケットを合わせます（1）。 
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3. T-25トルクスドライバーを使用して、ケーブルマネジメントDリングブラケットを1本のM6×16 mmトルクス

ネジで留め、ラックに固定します（2）。 

 
 

側面への取り付け 
1. ケーブルマネジメントDリングブラケットを、ラック側面の希望する位置にあるネジ穴に合わせます（1）。 

2. T-25トルクスドライバーを使用して、ケーブルマネジメントDリングブラケットを1本のM5.5 mm×10 mmト

ルクスネジで留め、ラックに固定します（2）。 

 
 

クロスオーバーブラケットの取り付け 
1. クロスオーバーブラケットを、ラック背面の該当するネジ穴に合わせます（1）。 
  

 注：クロスオーバーブラケットのネジ穴は、ラック背面にある支柱の内側にあります。 
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2. T-25トルクスドライバーを使用して、クロスオーバーブラケットの両サイドをそれぞれ2本のM5.5 mm×10 
mmトルクスネジで留め、ラックフレームに固定します（2）。 
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ケーブル固定用ストラップの取り付け 
ラックの次のいずれかの位置にクリップを取り付け、ケーブル固定用ストラップを使用して、ケーブルを通して固

定します。 
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以上で取り付けは完了です。 
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ケーブルマネジメントトレイキット 

このデバイスについて 
HPケーブルマネジメントトレイキットを使用すると、ケーブルマネジメントトレイをHP製ラックの上面に取り付け

て、ケーブル管理を円滑に行うことができます。 
 

キットの内容 
このキットには、注文するキットの種類別に次の部品が入っています。 

HP 600 mmラックトップケーブルマネジメントトレイ 
 

番号 数量 

600 mm幅ケーブルトラフ 8 

600 mm幅ワイヤートラフ 16 

トラフカバー 8 
 

または 

HP 800 mmラックトップケーブルマネジメントトレイ 
 

番号 数量 

800 mm幅ケーブルトラフ 1 

800 mm幅ワイヤートラフ 2 

トラフカバー 1 
 

または 

HPラックトップケーブルマネジメントトランスファートレイ 
 

番号 数量 

インナートレイトラフ 1 

アウタートレイトラフ 1 
 

このキットには、部品によっては余分な数量が含まれている場合があります。必要に応じてご使用ください。 
 

必要な工具 
T-30トルクスドライバーが必要です。 
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ケーブルマネジメントトレイの取り付け 
1. トラフ用のワイヤーをケーブルマネジメントトレイに取り付けます。 

 
2. ラック上面からネジ（2本）を取り外します。 
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3. 手順2で取り外した2本のネジを使用して、ケーブルマネジメントトレイをラック上面に取り付けます。 

 
4. ケーブルマネジメントトレイを介してケーブルを配線します。 

 



 

ケーブルマネジメントトレイキット 43 

5. カバーを引っ掛けてスライドさせ、所定の位置に固定します。 

 
 

ケーブルマネジメントトランスファートレイの取り付け 
1. ケーブルマネジメントアウタートレイをケーブルマネジメントトレイに取り付けます。 
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2. インナートレイをスライドさせてアウタートレイに挿入し、長さを調節します。 

 
3. ケーブルマネジメントインナートレイをケーブルマネジメントトレイに取り付けます。 
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4. ケーブルマネジメントトレイを介してケーブルを配線します。 

 
 

接地用スタッドの位置 
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フロントドアキット 

このデバイスについて 
インテリジェントシリーズフロントドアキットは、HP 11000 G2シリーズラックおよびインテリジェントシリーズ

ラックと互換性のある交換用キットです。 
 

キットの内容 
 

番号 数量 

フロントドア 1 

キー 2 

ヒンジブラケット 2 

ロックキャッチ 2 
 

このキットには、部品によっては余分な数量が含まれている場合があります。必要に応じてご使用ください。 
 

必要な工具 
取り付けには、以下の工具が必要です。 

• T-25トルクスドライバー 

• プラスドライバー 
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ヒンジブラケットおよびロックキャッチの取り付け 
以下の表に、42Uフロントドアを取り付ける場合の、ヒンジブラケットおよびロックキャッチの取り付け位置を示

します。距離は、ラック底部から、図に示されているヒンジブラケットまたはロックキャッチの固定穴までで測定

されています。 

 
ラック底部からヒンジブラケット取り付け位置までの距離 

 

配置番号 42U 

1 1856 mm（73.1インチ） 

2 98.5 mm（3.9インチ） 
 

ラック底部からロックキャッチ取り付け位置までの距離 
 

配置番号 42U 

3 698.5 mm（27.5インチ） 

4 1256.5 mm（49.5インチ） 
 



 

フロントドアキット 48 

 

フロントドアの取り付け 
1. ドアの下側のヒンジをスライドさせて、ラックフレームのヒンジブラケットに載せます。 

 
2. 上部にあるヒンジピンを持ち上げ、ドアの上側のヒンジをスライドさせて、所定の位置に合わせます。 

3. フロントドアをラックに固定するには、上側のヒンジピンを解除します。 

 
4. フロントドアを閉じます。 

以上で取り付けは完了です。 
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HPインテリジェントラックラック接地（アース）

キット 

このデバイスについて 
HPインテリジェントラックラック接地（アース）キットは、HP 11000 G2シリーズラックおよびインテリジェント

シリーズラック外部への電磁放射レベルを低減します。電磁放射は、ラック内にある電子部品の通常の動作によっ

て放射されます。通常、ラックマウント型の装置は、クラスA放射レベルに適合する必要がありますが、さらに電

磁放射レベルを低減するほうが望ましい場合があります。このキットを使用して、導電性の構造を持つすべての部

品を導電性ケーブルとつなぎ、ラックにあるAC配電装置の接地用ポイントまたは建物のアースに接続してください。 
 

キットの内容 
 

番号 数量 
15.24 cm（6インチ）アース用ストラップ 3 

36.83 cm（14.5インチ）アース用ストラップ 3 

15.24 cm（6インチ）アース用ストラップ 
（一方の端にコネクター付き） 

6 

36.83 cm（14.5インチ）アース用ストラップ

（一方の端にコネクター付き） 
6 

M8ナット 12 

セレート付きロックワッシャー 11 

M8ｘ20六角ネジ 1 

5.5ｘ10セルフタッピングネジ 10 

6.2塗装カッターワッシャー 1 

8.4塗装カッターワッシャー 1 

M6ｘ10低頭キャップネジ 1 
 

このキットには、部品によっては余分な数量が含まれている場合があります。必要に応じてご使用ください。 
 

必要な工具 
取り付けには、以下の工具が必要です。 

• T-25トルクスドライバー 

• M8ソケット 
 

ラック接地キットの取り付け 
次の位置に該当するアース用ストラップを取り付けます。 

ラックシャーシからフロントドアに以下の手順で取り付けてください（アース用ラグなしの場合）。 

1. ラックのフロントドアを取り外します。 
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a. フロントドアのロックを解除して開きます。 

b. 上側のヒンジピンを引き上げ、ドアを傾けてラックから離します。 

 
c. ドアを持ち上げ、下側のヒンジから外します。 

 
2. M6 T-25トルクスネジを、フレームの外側に取り付けた15.24 cm（6インチ）アース用ストラップの一方の端

に通した後、上側のフロントドアヒンジの下にある2番目の穴にネジを通します。ネジを締めます。 

3. ラックのフロントドアを取り付けます。 
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4. T-25トルクスネジを同じアース用ストラップのもう一方の端に通した後、ラックのフロントドアの穴に通しま

す。ネジを締めます。 

 

フロントドア（アース用ラグを使用）： 

1. T-25トルクスネジをもう一方のアース用ストラップの端に通して、フロントドアに固定します。 

2. M8セレート付きロックワッシャーとM8六角ナットを、フロントドアのアース用ラグの上から取り付けて、

ワッシャーを締めます。 

 

ラックシャーシのレールから右側のリアドアに以下の手順で取り付けてください。 

1. T-25トルクスネジを36.83 cm（14.5インチ）アース用ストラップの端に通した後、ラックシャーシのレール

にネジを固定します。 

2. 同じアース用ストラップのもう一方の端を、右側のリアドアのアース用ラグの上に取り付けます。 

3. M8セレート付きロックワッシャーとM8六角ナットを、右側のリアドアのアース用ラグの上から取り付けて、

ワッシャーを締めます。 
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 重要：  モデル上の溶接スタッドの位置は異なる可能性があります。 

  

 

ラックシャーシのレールから左側のリアドアに以下の手順で取り付けてください。 

1. T-25トルクスネジを36.83 cm（14.5インチ）アース用ストラップの端に通した後、ラックシャーシのレール

にネジを固定します。 

2. アース用ストラップのもう一方の端を、左側のリアドアのアース用ラグの上に取り付けます。 

3. M8セレート付きロックワッシャーとM8六角ナットを、左側のリアドアのアース用ラグの上から取り付けて、

ワッシャーを締めます。 
  

 重要：  モデル上の溶接スタッドの位置は異なる可能性があります。 

  

 

ラックシャーシのレールからラック上面に以下の手順で取り付けてください。 

1. T-25トルクスネジを15.24 cm（6インチ）アース用ストラップの一方の端に通した後、ラックシャーシのレー

ルにネジを固定します。 
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2. 同じアース用ストラップのもう一方の端を、ラック上面のアース用ラグの上に取り付けます。 

3. M8セレート付きロックワッシャーとM8六角ナットを、ラック上面のアース用ラグの上から取り付けて、ワッ

シャーを締めます。 

 

ラック上面のアース用ラグからハイエアフローパネルのアース用ラグに以下の手順で取り付けてください。 

1. 36.83 cm（14.5インチ）アース用ストラップの一方の端を、ラック上面のアース用ラグの上に取り付けます。 

2. M8セレート付きロックワッシャーとM8六角ナットを、ラック上面のアース用ラグの上から取り付けて、ワッ

シャーを締めます。 

3. 同じアース用ストラップのもう一方の端を、ハイエアフローパネルのアース用ラグの上に取り付けます。 

4. M8セレート付きロックワッシャーとM8六角ナットを、ハイエアフローパネルのアース用ラグの上から取り付

けて、ワッシャーを締めます。 

 

ハイエアフローパネルまたはファンキットのアース用ラグからイーグレススロットのアース用ラグに以下の手順

で取り付けてください。 

1. 15.24 cm（6インチ）アース用ストラップの一方の端を、ハイエアフローパネルまたはファンキットのアース

用ラグの上に取り付けます。 
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2. M8セレート付きロックワッシャーとM8六角ナットを、ハイエアフローパネルまたはファンキットのアース用

ラグの上から取り付けて、ワッシャーを締めます。 

3. 同じアース用ストラップのもう一方の端を、イーグレススロットのアース用ラグの上に取り付けます。 

4. M8セレート付きロックワッシャーとM8六角ナットを、イーグレススロットのアース用ラグの上から取り付け

て、ワッシャーを締めます。 

 

ラックから建物までの接続について 

詳しくは、利用する建物の管理者にお問い合わせください。次の図に、この手順で使う部品を示します。 

 
 

参照番号 番号 
1 48.26 cm（19インチ）マウンティングレール（取り付け穴

はレールの上面または底面にあります） 

2 M8六角ナット 

3 M8ベルビル歯付きワッシャー 

4 施設のアース（このキットには含まれていません） 

5 M8×20ボルト 
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サイドパネルへのラック接地キットの取り付け 
中央のラックシャーシのレールから下側のサイドパネルに以下の手順で取り付けてください。 

1. 36.83 cm（14.5インチ）アース用ストラップと15.24 cm（6インチ）アース用ストラップをコネクターで接

続します。 

2. T-25トルクスネジを36.83 cm（14.5インチ）アース用ストラップの端に通した後、中央のラックシャーシの

レールにネジを固定します。 

3. 15.24 cm（6インチ）アース用ストラップの一方の端を、下側にあるサイドパネルのアース用ラグの上に取り

付けます。 

4. M8セレート付きロックワッシャーとM8六角ナットを、下側のサイドパネルのアース用ラグの上から取り付け

て、ワッシャーを締めます。 

5. 他の下側のサイドパネルについても同じ手順1～4を繰り返します。 
  

 重要：  モデル上の溶接スタッドの位置は異なる可能性があります。 

  

 

中央のラックシャーシのレールから中央のサイドパネルに以下の手順で取り付けてください。 

1. 36.83 cm（14.5インチ）アース用ストラップと15.24 cm（6インチ）アース用ストラップをコネクターで接

続します。 

2. T-25トルクスネジを36.83 cm（14.5インチ）アース用ストラップの端に通した後、中央のラックシャーシの

レールにネジを固定します。 

3. 15.24 cm（6インチ）アース用ストラップの一方の端を、中央のサイドパネルのアース用ラグの上に取り付け

ます。 

4. M8セレート付きロックワッシャーとM8六角ナットを、中央のサイドパネルのアース用ラグの上から取り付け

て、ワッシャーを締めます。 
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5. 他の中央のサイドパネルについても同じ手順1～4を繰り返します。 

 

中央のラックシャーシのレールから上側のサイドパネルに以下の手順で取り付けてください。 

1. 36.83 cm（14.5インチ）アース用ストラップと15.24 cm（6インチ）アース用ストラップをコネクターで接

続します。 

2. T-25トルクスネジを36.83 cm（14.5インチ）アース用ストラップの端に通した後、中央のラックシャーシの

レールにネジを固定します。 

3. 15.24 cm（6インチ）アース用ストラップの一方の端を、上側のサイドパネルのアース用ラグの上に取り付け

ます。 

4. M8セレート付きロックワッシャーとM8六角ナットを、上側のサイドパネルのアース用ラグの上から取り付け

て、ワッシャーを締めます。 

5. 他の上側のサイドパネルについても同じ手順1～4を繰り返します。 
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ファンキットへのラック接地キットの取り付け 
ラック上面のアース用ラグからファンキットのアース用ラグに以下の手順で取り付けてください。 

1. 15.24 cm（6インチ）アース用ストラップの一方の端を、ラック上面のアース用ラグの上に取り付けます。 

2. M8セレート付きロックワッシャーとM8六角ナットを、ラック上面のアース用ラグの上から取り付けて、ワッ

シャーを締めます。 

3. 同じアース用ストラップのもう一方の端を、ハイエアフローパネルのアース用ラグの上に取り付けます。 

4. M8セレート付きロックワッシャーとM8六角ナットを、ハイエアフローパネルのアース用ラグの上から取り付

けて、ワッシャーを締めます。 

 

ファンキットのアース用ラグからイーグレススロットのアース用ラグに以下の手順で取り付けてください。 

1. 36.83 cm（14.5インチ）アース用ストラップの一方の端を、ファンキットのアース用ラグの上に取り付けます。 

2. M8セレート付きロックワッシャーとM8六角ナットを、ファンキットのアース用ラグの上から取り付けて、

ワッシャーを締めます。 

3. 同じアース用ストラップのもう一方の端を、イーグレススロットのアース用ラグの上に取り付けます。 
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4. M8セレート付きロックワッシャーとM8六角ナットを、イーグレススロットのアース用ラグの上から取り付け

て、ワッシャーを締めます。 
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フィラーパネルキット 

このデバイスについて 
フィラーパネルキットを使用すると、HP 11000 G2シリーズラックおよびインテリジェントシリーズラックの空き

スペースを覆って、より適切に空気の流れを制御することができます。 
 

キットの内容 
 

番号 数量 

1Uフィラーパネル 
または 
1Uフィラーパネル 

10 
 
100 

 

このキットには、部品によっては余分な数量が含まれている場合があります。必要に応じてご使用ください。 
 

必要な工具 
この手順で必要な工具はありません。 

 

フィラーパネルの取り付け 
 

1. フィラーパネルをラックの目的の位置に合わせます。 

2. フィラーパネルをカチッとはめます。 
  

 注意：必ずフィラーパネルを使用して、ラック内で空いている残りの前面パネルのUスペースをすべて

塞いでください。これにより、適切な通気が確保されます。フィラーパネルを取り付けずにラックを使

用すると、適切に冷却できなくなり、熱による損傷につながる可能性があります。 
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高重量固定脚セット 

このデバイスについて 
高重量固定脚セットを使用すると、ラックの安定性とサポートを強化することができます。また、HP 11000 G2シ
リーズラックおよびインテリジェントシリーズラック内での装置の設置、取り外し、およびアクセスの際に転倒を

防止することができます。 

1つで99.8 kg（220 lb）を超えるラックマウント型コンポーネントを搭載しているスタンドアロンのラックがある

場合や、1つで99.8 kg（220 lb）を超えるラックマウント型コンポーネントを搭載している3台以下の連結された

ラックがある場合には、この高重量固定脚を使用する必要があります。 
 

キットの内容 
 

番号 数量 

高重量用フロント固定マウント 1 

高重量用フロント固定脚 2 

M8ｘ16 mmボルト 8 

M8ｘ30 mmボルト 2 

M8フラットワッシャー 10 
 

このキットには、部品によっては余分な数量が含まれている場合があります。必要に応じてご使用ください。 
 

必要な工具 
取り付けには、以下の工具が必要です。 

• ラチェットおよびソケット 

• モンキーレンチ 
 

ラック固定脚セットの取り付け 
1. フロント固定マウントを取り付けます。 

a. フロント固定マウントをラックのフロントキャスタープレートにある取り付け穴に合わせます。 
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b. 4本のM8×16 mmボルトをワッシャーに通して挿入し、ゆるく締めて、フロント固定マウントをフロント

キャスタープレートに取り付けます。 

 
c. 2本のM8×16 mmボルトをキャスタープレートスカートの各側面にあるワッシャーに通して挿入し、ゆる

く締めて、フロント固定マウントをフロントキャスタープレートに取り付けます。 

 
d. 手順bのボルトをしっかり締めます。 

e. 手順cのボルトをしっかり締めます。 
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2. ラックをスライドさせて、最終設置位置に移動します。 

 
3. 水平脚を下げてラックの位置を上げ、キャスターを約6.4 mm床から浮かせます。 

4. 各フロント固定脚（2）のワッシャーに1本ずつM8×30 mmボルトを通して挿入し、ゆるく締めて、フロント

固定マウント（1）の各側面に1つずつ固定脚を取り付けます。 

 
5. フロント固定マウントにそれぞれの固定脚を完全に固定してから、手順4のボルトをしっかり締めます。 

6. 全重量が後ろ側の水平脚とフロント固定脚にかかるようにラックを下げます。 
  

 警告：けがや装置の損傷を防止するために、次の点に注意してください。 

• ラックの後ろ側の水平脚を床まで延ばしてください。 
• ラックの全重量がラックの後ろ側の水平脚とフロント固定脚にかかるようにしてください。 

  

以上で取り付けは完了です。 
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1/4回転ケーブル固定用ストラップキット（HPケー

ブルマネジメントタイキット） 

このデバイスについて 
ケーブルマネジメント（クリップ付きストラップ）キットに含まれるケーブルマネジメント（クリップ付きストラッ

プ）をラックに取り付けて、HP 11000 G2シリーズラックおよびインテリジェントシリーズラックのケーブルを整

理してください。ケーブル固定用ストラップは、背面のケーブルマネジメントブラケットに取り付けます。 
 

キットの内容 
 

番号 数量 
1/4回転ケーブル固定ストラップ（HPケー

ブルマネジメントタイキット）10PK 
10 

1/4回転ケーブル固定ストラップ（HPケー

ブルマネジメントタイキット）100PK 
100 

 

このキットには、部品によっては余分な数量が含まれている場合があります。必要に応じてご使用ください。 
 

必要な工具 
この手順で必要な工具はありません。 

 

ケーブルマネジメント（クリップ付きストラップ）の取り付け 
1. ケーブルマネジメント（クリップ付きストラップ）を使用して、ケーブルを配線して固定します。 

2. ケーブルマネジメント（クリップ付きストラップ）をわずかに回転させて、ラック上の角穴に四角ナットを合

わせます。 
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3. ラック上の角穴に四角ナットを差し込み、45度回転させてはめ込みます。 

 
4. 必要に応じてラックケーブルをまとめます。 

 

以上で取り付けは完了です。 
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ケーブルマネジメント（クリップ付きストラップ）

キット 

このデバイスについて 
ケーブルマネジメント（クリップ付きストラップ）キットに含まれるケーブルマネジメント（クリップ付きストラッ

プ）をラックに取り付けて、ケーブルを整理してください。 
 

キットの内容 
 

番号 数量 

12.7 cm（5インチ）ケーブルマネジ

メント（クリップ付きストラップ） 
20 

20.3 cm（8インチ）ケーブルマネジ

メント（クリップ付きストラップ） 
20 

30.5 cm（12インチ）ケーブルマネジ

メント（クリップ付きストラップ） 
10 

 

このキットには、部品によっては余分な数量が含まれている場合があります。必要に応じてご使用ください。 
 

必要な工具 
この手順で必要な工具はありません。 
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ケーブルマネジメント（クリップ付きストラップ）の取

り付け 
ケーブルマネジメント（クリップ付きストラップ）を使用して、ケーブルを配線して固定します。 
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以上で取り付けは完了です。 
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LEDライトキット 

このデバイスについて 
LEDライトキットを使用すると、ラックに蛍光灯を追加できます。 

 

キットの内容 
以下の部品のいずれかが見つからないか損傷している場合は、HP製品販売店にお問い合わせください。 

 
 

番号 説明 数量 

1 電源アダプター 1 

2 LEDライト 1 

3 電源コード（2本） 2 

4 LEDライトスイッチ 1 

5 固定テープ、1.97" x 3.94" 2 
 

このキットには、部品によっては余分な数量が含まれている場合があります。必要に応じてご使用ください。 
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LEDライト取り付け用ハードウェアキットの内容 
以下の部品のいずれかが見つからないか損傷している場合は、HP製品販売店にお問い合わせください。 

 
 

番号 説明 数量 

1 ネジ、5.5x10、セルフタッピング 2 

2 ワッシャー、M6プレーン 2 

3 取り付け用プレート 2 
 

このキットには、部品によっては余分な数量が含まれている場合があります。必要に応じてご使用ください。 
 

LEDライトスイッチ取り付け用ハードウェアキットの内容 
以下の部品のいずれかが見つからないか損傷している場合は、HP製品販売店にお問い合わせください。 

 
 

番号 説明 数量 

1 ネジ、5.5x10、セルフタッピング 2 

2 ネジ、PT4 x8、Z/P、セルフタッピング 1 
 

このキットには、部品によっては余分な数量が含まれている場合があります。必要に応じてご使用ください。 
 

LEDライトキットの取り付け 
  

 重要：表示される手順は、一般的なガイドラインです。HP LEDライトキットは左右のどちらの手でも、

さまざまなラック構成にあわせて調整できます。 
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1. HP LEDライトキットを取り付けるには、ラックの背面ドアを開きます。 

 
2. 取り付け用プレートをスライドさせて、LEDライトの両側の背面に取り付けます。 
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3. 取り付け用プレートの正面の穴に、1本のネジと1つのワッシャーを取り付けます。LEDライトの両側で同じ作

業を繰り返してから、ラックの天井にLEDライトを接続します。 

 
4. 電源コードを電源アダプターに接続します。 
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5. LEDライトスイッチコネクターの短い側を電源アダプターに接続します。 

 
6. LEDライトスイッチコネクターの長い側をLEDライトに接続します。 
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7. 固定部品からプラスチックの裏紙をはがして、その接着面を電源アダプターに貼り付けます。 

 
8. 2つ目の固定部品からプラスチックの裏紙をはがして、ラック内部のケーブルマネジメントブラケットに貼り

付けます。 
  

 重要：電源アダプターは、ケーブルマネジメントブラケットに沿って空いている任意の場所に取り付け

ることができます。 
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9. 2つの固定部品を互いに取り付けます。 

 
10. 付属のネジを使用してラックにスイッチを取り付けます。 
  

 重要：ライトスイッチは、垂直フレーム部材に沿って空いている任意の場所に取り付けることができます。 

  

 
11. 適切な電源コードを使用して、キットをPDUに正しく差し込みます。 

12. LEDライトが「オン」の位置にあることを確認します。ラックのドアの開閉時には、LEDライトに付属のスイッ

チ経由で、ライトの電源が自動的にオンまたはオフになります。 

以上で取り付けは完了です。 
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HPロケーションディスカバリキット 

このデバイスについて 
HPは、新しいProLiantサーバーで、位置を認識する内蔵機能を提供します。この機能は、HP 11000 G2シリーズラッ

クおよびインテリジェントシリーズラックのテクノロジーと連携して動作します。これらのテクノロジーは、ラックID
番号とサーバーの正確なU位置を提供します。この情報は、SIM、ICPM、およびHP iPDUを通じて伝達されます。 

LDSソフトウェアの要件については、QuickSpecs（HPのWebサイトhttp://www.hp.com/go/rackandpower（英語））

を参照してください。 
 

キットの内容 
    

キット [Modules] 
HP 14Uロケーションディスカバリキット 2つのモジュール（2つの7Uモジュール） 

HP 22Uロケーションディスカバリキット 3つのモジュール（2つの7Uモジュールと

1つの8Uモジュール） 

HP 36Uロケーションディスカバリキット 5つのモジュール（4つの7Uモジュールと

1つの8Uモジュール） 

HP 42Uロケーションディスカバリキット 6つのモジュール（6つの7Uモジュール） 

HP 47Uロケーションディスカバリキット 6つのモジュール（1つの7Uモジュールと

5つの8Uモジュール） 

HP 48Uロケーションディスカバリキット 6つのモジュール（6つの8Uモジュール） 
 

それぞれのキットオプションには、ラックに貼り付けるためのLocation Discovery Service（位置情報検出機能）シリ

アル番号ラベルが含まれています。 
 

安全上のご注意 
  

 警告：けがや装置の損傷の危険があります。高密度のラックにLDSモジュールを取り付ける前に、製品

およびラックのすべての警告に従い、ラックが安定していることを確認してください。モジュールを取

り付ける際には、一度に1台または複数台のラックマウント型デバイス（最大8Uのデバイス）を部分的

に引き出しておく必要があります。スライドレールに取り付けられているデバイスを1台のみラックか

ら完全に引き出し、安全で垂直な位置に置きます。 
けが、装置の損傷、ラックの不安定な状態を防止するために、次の注意事項を守ってください。 

• 1台の7Uまたは8Uモジュールを取り付ける場合、必要以上の数のデバイスを引き出さないでくださ

い。ラックが不安定になるのを防止するために、デバイスをラックから9 cm（3.5インチ）以上引き

出さないでください。 
• デバイスがスライド以外の固定レールに取り付けられている場合は、9 cm（3.5インチ）以上引き出

して、デバイスをラックから完全に取り外してください。デバイスをラックから取り外す方法につ

いて詳しくは、デバイスのインストール手順を参照してください。 
• デバイスがラックに固定されており、レールに取り付けられていない場合は、デバイスをラックか

ら完全に取り外してください。 

デバイスをラックから引き出す方法について詳しくは、「Racking Best Practices」（HPのWebサイト

（http://www.hp.com/go/infrastructure（英語））を参照してください。 
  

  

http://www.hp.com/go/rackandpower
http://www.hp.com/go/infrastructure
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 重要：モジュールは正しい番号順に取り付ける必要があります。順序番号は取り付けラベル、U位置は

プルタブに記載されています。 
  

 

モジュールの取り付け 
1. 前面マウント型のデバイスがラックに取り付けられている場合は、モジュールを取り付けられるようにデバイ

スを引き出します。ブランキングパネルがラックに取り付けられている場合は、パネルを取り外します。 

デバイスの引き出し手順については、各デバイスのユーザーガイドを参照してください。 

安全に関する注意事項については、「安全上のご注意」（77ページ）を参照してください。 

2. ラック底部から、正しい番号順にモジュールを取り付けます。各モジュールの取り付けラベルには、ラック内

の位置が番号で記載されています。 

 
3. 取り付けラベルは、すべてのモジュールを取り付けた後にモジュールから剥がすことができます。 
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各モジュールにはプルタブがあり、モジュールのシリアル番号/ラックの識別番号と取り付けU位置が記載さ

れています。 

 
4. 前面マウント型デバイスをラックにスライドさせ、デバイスをラックに固定します。 

5. iLOをリセットします。 

6. Discovery Serviceシリアル番号ラベルを、ラックのシリアル番号ラベルの横に貼り付けます。 

Discovery Serviceラベルはキット内に同梱されています。 

 
7. サーバーの電源を入れると、Discovery Servicesのデータが利用できます。 

以上で取り付けは完了です。 
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HPロケーションディスカバリコンタクトカバー

キット 

このデバイスについて 
このキットには、HP 11000 G2シリーズラックおよびインテリジェントシリーズラックのロケーションディスカバ

リの接続用カバーが含まれています。 
 

キットの内容 
コンタクトカバー 

 

コンタクトカバーの取り付け 
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HPオフセット接続キット 

このデバイスについて 
HPオフセット接続キットを使用すると、奥行きが異なる複数のHP 11000 G2シリーズラックおよびインテリジェン

トシリーズラックを接続することができます。キットの内容には、ラックを接続するための部品と、2つのラックの

背面に生じた隙間を覆うパネルが含まれます。 
 

BW941Aキットの内容 

 
 

番号 説明 数量 

1 パネル 1 

2 600 mm前面接続ブラケット 3 

3 24 in前面接続ブラケット 3 

4 600 mm背面アダプターブラケット 4 

5 24 in背面アダプターブラケット 4 
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BW952Aキットの内容 

 
 

番号 説明 数量 

1 パネル 1 

2 600 mm前面接続ブラケット 3 

3 24 in前面接続ブラケット 3 

4 600 mm背面アダプターブラケット 3 

5 24 in背面アダプターブラケット 3 
 

 

HPインテリジェントラック接続キットの取り付け 
  

 警告：けがやラックと装置の損傷を防止するために、接続するラックは、手順に従って、必ず、正しく

配置し、しっかりと接続してください。配置や接続が適切でないと、ラックが不安定になる場合があり

ます。 
  

  

 注：ラックの外観は、購入したラックのモデルによって異なることがあります。 
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1. フロントドアとリアドアを取り外します。 

 
2. 以下の手順に従ってサイドパネルを取り外します（各ラックで、接続する方の側面に取り付けられている場合）。 

3. 接続する2つのラックの側面を合わせて配置します。ラックの水平脚がしっかりとした（ひび割れや開口部が

ない）床に設置されていることを確認します。 

4. ラックの上にパネルを置き、パネルの上に背面ブラケットを置きます。 

5. 1つの接続ブラケットに2本のT-30トルクスネジを使用して、各ラックセットの正面と背面に接続ブラケット

を3つ（床の様式に合わせて、24インチまたは600 mm接続ブラケットを使用）ずつ取り付けます。 
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6. 他のラックも同様に接続します。 

 
7. 両側面にサイドパネルを取り付け、フロントドアとリアドアを元に戻します。 

以上で取り付けは完了です。 
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PDUブラケットキット 

このデバイスについて 
PDUブラケットキットを使用すると、HP 11000 G2シリーズラックおよびHPインテリジェントシリーズラックに追

加のPDUブラケットを取り付けることができます。 
 

キットの内容 
以下の部品のいずれかが見つからないか損傷している場合は、HP製品販売店にお問い合わせください。 

 
 

番号 説明 数量 

1 PDUマネジメントブラケット（右） 1 

2 PDUマネジメントブラケット（左） 1 

3 ネジ、セレート付きアース用 2 

4 ネジ、M5、5X10セルフタッピング 18 
 

 

必要な工具 
取り付けには、以下の工具が必要です。 

T-25トルクスドライバー 
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PDUブラケットの取り付け 
右のブラケットを取り付けるには、以下の手順に従ってください。 

1. ラックの背面ドアを開きます。 

 
2. 2個のM5セルフタッピングネジで、ブラケットの上部を取り付けます。 
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3. 3個のM5セルフタッピングネジと1個のセレート付きアース用ネジを使用して、中央部分を取り付けます。 

 
4. 2個のM5セルフタッピングネジで、下部を取り付けます。 

 

左のブラケットを取り付けるには、上記の手順に従ってください。 
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サーバーシェルフキット 

このデバイスについて 
HPサーバーシェルフキットを使用すると、ラックマウント型システムに適したシェルフを取り付けることができま

す。このキットは、HPのすべてのラックで使用できます｡ 
 

キットの内容 
 

番号 数量 

サーバーシェルフ 1 

ケージナット 2 

M6ネジ 2 

クイックリリース固定用ストラップ 2 
 

このキットには、部品によっては余分な数量が含まれている場合があります。必要に応じてご使用ください。 
 

必要な工具 
取り付けには、以下の工具が必要です。 

• プラスドライバー 

• ケージナット取り付け工具 
 

サーバーシェルフの取り付け 
必ず、一番重いものをラックの最下段に置いて、 最も重いコンポーネントから順にラックの一番下から取り付けて

ください。 
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1. ケージナットをシェルフ正面の正方形の抜き打ち穴に合わせます。 

 
2. ケージナット取り付け工具（キットには含まれていません）を使用して、各ケージナットをシェルフに取り付

けます。 

a. ケージナットの下側のリップをレールの正方形の打ち抜き穴に引っ掛けます。 

b. 取り付け工具の先端を打ち抜き穴に差し込んで、ケージナットの上側のリップを引っ掛けます。 

c. カチッという音がして上側のリップが正方形の抜き打ち穴に固定されるまでケージナットを手前に引き

ます。 

3. シェルフをしっかりと持ってラックに差し込みます。シェルフについているリア歯がラック背面に触れないよ

うにシェルフを少し傾けます。 

4. シェルフをまっすぐにし、ラック背面にある取り付け穴にリア歯を挿入します｡ 
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5. 各ケージナットアセンブリを、ラック正面の内側の取り付け穴に合わせます。 

 
6. プラスドライバーを使用して、2本のM6ネジでシェルフをラックに固定します。 
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7. クイックリリース固定用ストラップを使って、シェルフにサーバーを固定します｡ 

 

以上で取り付けは完了です。 
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インテリジェントラックサイドパネルキット 

このデバイスについて 
インテリジェントラックサイドパネルキットを使用すると、HP 11000 G2シリーズラックおよびインテリジェント

シリーズラックにサイドパネルを取り付けることができます。 
 

キットの内容 
 

番号 数量 

上のサイドパネル 2 

中央のサイドパネル 2 

下のサイドパネル 2 

キー 4 
 

このキットには、部品によっては余分な数量が含まれている場合があります。必要に応じてご使用ください。 
 

必要な工具 
この手順で必要な工具はありません。 
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サイドパネルの取り付け 
1. この作業では、3つのサイドパネルキットを使用します。ラックフレームのタブに、サイドパネルのブラケッ

トを差し込んで、上下のサイドパネルを取り付けます。 
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2. サイドパネルの鍵を閉めてラックに固定して、中央のサイドパネルを取り付けます。 

 
3. ラックの反対側で、手順1～2を繰り返します。 

以上で取り付けは完了です。 
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HPインテリジェントラック固定脚セット（600W用） 

このデバイスについて 
HPインテリジェントラック固定脚セット（600 W用）を使用すると、ラックの安定性とサポートを強化することが

できます。また、HP 11000 G2シリーズラックおよびインテリジェントシリーズラック内での装置の設置、取り外

し、およびアクセスの際に転倒を防止することができます。 

ラック構成に応じて、固定脚セットが必須か、推奨になります。固定脚セットは、4種類あります。 

• スタンドアロンのラックがある場合には、標準の600 mm（23.6インチ）または800 mm（31.5インチ）のフ

ロント固定脚が必要です。4台以上のラックを連結したラックの列で、99.8 kg（220 lb）を超えるラックマウ

ント型コンポーネントがないものには、固定脚セットは不要です。 

• スタンドアロンのラック、または3台以下のラックを連結したラックの列に属する1台のラックに、99.8 kg
（220 lb）以上のラックマウント型コンポーネントが1つ取り付けられている場合は、高重量用600 mm（23.6
インチ）のフロント固定脚が必要です。 

 

キットの内容 
 

番号 数量 

600 mm（23.62インチ）フロント固定脚マウント 1 

固定脚 2 

M8ｘ30 mmボルト 8 

M8フラットワッシャー 8 
 

このキットには、部品によっては余分な数量が含まれている場合があります。必要に応じてご使用ください。 
 

必要な工具 
取り付けには、以下の工具が必要です。 

• ラチェットおよびソケット 

• モンキーレンチ 
 

固定脚の取り付け 
  

 注：スタンドアロンのラックの場合は、横から固定するために、このセットに付属のサイド固定脚を使

用することをおすすめします。接続キットで連結されているラックを固定する場合は、サイド固定脚を

オプションとしてラック列のいずれかの端に使用することができます。 
  

1. 水平脚を持ってラックを持ち上げ、フロント固定脚の位置をフロントキャスタープレートに合わせます。 
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2. 4本のボルトをワッシャーに通して挿入し、ゆるく締めて、フロント固定脚をフロントキャスタープレートに

取り付けます。 

 
3. サイド固定脚を使用する場合は、サイド固定脚をキャスタープレートスカートとフロント固定脚の穴に合わせ

ます。 
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4. 2本のボルトをワッシャーに通して挿入し、ゆるく締めて、サイド固定脚（取り付ける場合）とフロント固定

脚をキャスタープレートスカートに取り付けます。 

 

 
5. 手順2のボルトをしっかり締めます。 

6. 手順4のボルトをしっかり締めます。 

以上で取り付けは完了です。 
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固定キット 

このデバイスについて 
HP 11000 G2シリーズラックおよびインテリジェントシリーズラックを固定するときは、2つの別個の固定キット

を使用します。 

• ラック固定キットは、HP 11000 G2シリーズのすべてのラックをサポートします。 

• インテリジェントシリーズラック固定キットは、HPインテリジェントシリーズのすべてのラックをサポート

します。 
 

必要な工具 
取り付けには、以下の工具が必要です。 

• ラチェットおよびソケット 

• モンキーレンチ 
 

ラック固定キット 

ラック固定キットの内容 
ラック固定キットには、以下の品目が含まれています。 
 

番号 数量 

フロント固定用ブラケット 1 

リア固定用ブラケット 1 

M8ｘ20 mmボルト 8 

M8フラットワッシャー 8 

M8スプリングクリップ 4 
 

このキットには、部品によっては余分な数量が含まれている場合があります。必要に応じてご使用ください。 
 

ラック固定キットの取り付け 
この手順は、HP 11000 G2シリーズのすべてのラックに対応しています。 

ラック固定キットを取り付けるには、以下の手順に従ってください。 

1. ラックの水平脚を調整して、ラックの全重量が水平脚にかかるようにしてください。 

2. フロント固定部品をフロントキャスタープレートの穴に合わせます。 
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3. 4本のボルトをワッシャーに通して挿入し、ゆるく締めて、フロント固定部品をフロントキャスタープレート

に取り付けます。 

 
4. リア固定用部品をリアキャスタープレートの穴に合わせます。 

5. 4つのスプリングクリップを挿入し、4本のボルトをワッシャーに通してゆるく締めて、リア固定部品をリア

キャスタープレートに取り付けます。 

 
6. 手順3のボルトをしっかり締めます。 

7. 手順5のボルトをしっかり締めます。 

8. ラックを床に固定します（「ラックの床への固定」（100ページ））。 

以上で取り付けは完了です。 
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ラックの床への固定 
次の図に、ラックを床に固定するために開ける穴の位置を示します。間隔は、固定部品の穴と穴の間の長さを測定

しています。利用する建物の構造技術者に穴を開けるよう依頼してください。穴を開けたら、ボルトをワッシャー

に通してそれぞれの穴に挿入し、ラックを床に固定します。 

 
 

インテリジェントシリーズラック固定キット 

インテリジェントシリーズラック固定キットの内容 
インテリジェントシリーズラック固定キットには、以下の品目が含まれています。 
 

番号 数量 

固定ブラケット 2 

M8ｘ20 mmボルト 10 

M8フラットワッシャー 10 
 

これらのキットには、部品によっては余分な数量が含まれている場合があります。必要に応じてご使用ください。 
 

インテリジェントシリーズラック固定キットの取り付け 
1. ラックの水平脚を調整して、ラックの全重量が水平脚にかかるようにしてください。 

2. フロント固定部品をフロントキャスタープレートの穴に合わせます。 



 

固定キット 101 

3. 4本のボルトをワッシャーに通して挿入し、ゆるく締めて、フロント固定部品をフロントキャスタープレート

に取り付けます。 

 
4. リア固定用部品をリアキャスタープレートの穴に合わせます。 

5. 4つのスプリングクリップを挿入し、4本のボルトをワッシャーに通してゆるく締めて、リア固定部品をリア

キャスタープレートに取り付けます。 

 
6. 手順3のボルトをしっかり締めます。 

7. 手順5のボルトをしっかり締めます。 

8. ラックを床に固定します（「ラックの床への固定」（100ページ））。 

以上で取り付けは完了です。 
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1075 mmラックの床への固定 
次の図に、1075 mmラックを床に固定するために開ける穴の位置を示します。間隔は、固定部品の穴と穴の間の長

さを測定しています。利用する建物の構造技術者に穴を開けるよう依頼してください。穴を開けたら、ボルトをワッ

シャーに通してそれぞれの穴に挿入し、ラックを床に固定します。 

 
 

1200 mmラックの床への固定 
次の図に、1200 mmラックを床に固定するために開ける穴の位置を示します。間隔は、固定部品の穴と穴の間の長

さを測定しています。利用する建物の構造技術者に穴を開けるよう依頼してください。穴を開けたら、ボルトをワッ

シャーに通してそれぞれの穴に挿入し、ラックを床に固定します。 
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サポートと他のリソース 

ご連絡の前にご用意いただく情報 
ご連絡いただく前に、次の情報をお手元にご用意ください。 

• Active Health Systemログ（HP ProLiant Gen8以降の製品の場合） 

障害が検出される前の7日間のActive Health Systemログをダウンロードして使用できます。詳しくは、『HP 
iLO 4ユーザーガイド』または『HP Intelligent Provisioningユーザーガイド』（HPのWebサイト（http://www.
hp.com/go/ilo/docs）または（http://www.hp.com/jp/proliantessentials_manual））を参照してください。 

• Onboard Administrator SHOW ALLレポート（HP BladeSystem製品のみが対象） 

Onboard Administrator SHOW ALLレポートの取得方法について詳しくは、HPのWebサイトhttp://www.hp.
com/go/OAlogを参照してください。 

• テクニカルサポートの登録番号（該当する場合） 

• 製品のシリアル番号 

• 製品のモデル名と製品番号 

• 製品の識別番号 

• 該当するエラーメッセージ 

• 追加したボードおよびハードウェア 

• 他社製のハードウェアまたはソフトウェア 

• オペレーティングシステムの種類とリビジョンレベル 
 

HPの連絡先 
米国および世界各地の連絡先については、Contact HPのWebサイトhttp://www.hp.com/go/assistanceを参照してく

ださい。 

米国では、次の方法をご利用ください。 

• HPに電話で問い合わせる場合は、1-800-334-5144にお電話ください。品質向上のため、お電話の内容を録音

またはモニターさせていただくことがあります。 

• Care Pack（サービスアップグレード）を購入されている場合は、サポートおよびドライバーのWebサイト

（http://www8.hp.com/us/en/support-drivers.html（英語））を参照してください。Webサイトで問題を解決

できない場合は、1-800-633-3600まで電話でお問い合わせください。Care Packについて詳しくは、HPのWeb
サイトhttp://pro-aq-sama.houston.hp.com/services/cache/10950-0-0-225-121.html（英語）を参照してくだ

さい。 

http://www.hp.com/go/ilo/docs
http://www.hp.com/go/ilo/docs
http://www.hp.com/jp/proliantessentials_manual
http://www.hp.com/go/OAlog
http://www.hp.com/go/OAlog
http://www.hp.com/go/assistance
http://www8.hp.com/us/en/support-drivers.html
http://pro-aq-sama.houston.hp.com/services/cache/10950-0-0-225-121.html
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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』（HPのWebサイト（http://www.hp.com/support/Safety-Compliance- 
EnterpriseProducts）を参照してください。 

 

Turkey RoHS material content declaration 

 
 

Ukraine RoHS material content declaration 

 
 

保証情報 
HP ProLiantとX86サーバーおよびオプション（http://www.hp.com/support/ProLiantServers-Warranties（英語）） 

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

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

HPネットワーク製品（http://www.hp.com/support/Networking-Warranties（英語）） 

http://www.hp.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts
http://www.hp.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts
http://www.hp.com/support/ProLiantServers-Warranties
http://www.hp.com/support/EnterpriseServers-Warranties
http://www.hp.com/support/Storage-Warranties
http://www.hp.com/support/Networking-Warranties
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頭字語と略語 

ICPM 
Insight Control Power Management。Insight Control電力管理 

 

iPDU 
intelligent power distribution unit。インテリジェントパワーディストリビューションユニット 

 

LDS 
Location Discovery Service。位置情報検出機能 

 

PDU 

power distribution unit。パワーディストリビューションユニット 
 

SIM 

Systems Insight Manager 
 

UPS 

uninterruptible power system 
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