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はじめに 

 

このマニュアルは、日立産業用コンピュータHF-W100E/LX（以下、この装置と称す）を操作する人（オ

ペレーター）が日常運用にあたり必要となる各種装置の操作、調整についての記述、およびOSに関する

セットアップ手順について記述したものであり、下記のプレインストールOSを対象としています。 

 

・Red Hat Enterprise Linux 7.6 Workstation (64bit) 

 

 

分冊構成 

この装置のマニュアルは、次のような構成となっています。 

● 安全にご使用いただくために 

● 取扱説明書（本書） 

● RAS機能マニュアル 

 

マニュアル構成 

このマニュアルは、次のような構成となっています。 

はじめに 

重要なお知らせ 

安全にお取り扱いいただくために 

注意事項 

目次 

第１章 お使いになる前に 

第２章 操作 

第３章 セットアップ 

第４章 OSに関する特記事項 

第５章 仕様 

第６章 点検・保守 

第７章 インストールDVDによる出荷状態への復元 

第８章 保守操作 

第９章 トラブルシューティング 

付録 有寿命部品の取り扱いについて 

修理依頼書兼御預かり書 
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改訂履歴 

２０１９年 ９月 （第１版） ＭＬＢ－Ｕ１９０Ｒ－００（廃版） 

２０２０年 ４月 （第２版） ＭＬＢ－Ｕ１９０Ｒ－０１（廃版） 

２０２２年 １月 （第３版） ＭＬＢ－Ｕ１９０Ｒ－０２ 

 

 

お問い合わせ先 

この製品に関する情報は、下記ホームページで提供しています。 

また、この製品に関するお問い合わせも下記ホームページからお願いします。 

 URL: http://info.hitachi-ics.co.jp/product/hfw_l/hf.html 

 

商標について 

・Linuxは、Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。 

・RED HATと Shadowman logoは米国およびその他の国において登録されたRed Hat, Inc.の商標です。 

・Intel®、Intel® Atom™は、米国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。 

・CFast™は、Compact Flash Associationの商標または登録商標です。 

・DisplayPort、DisplayPort Certified Logoは、Video Electronics Standards Associationの登録商標です。 

・Magic Packet™は、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。 

・Microsoft® Windows®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 

・上記以外にこのマニュアルに記載されている他社製品名（ソフトウェア、ハードウェア）は、各社の登

録商標、商標、または商品です。 
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重要なお知らせ 

 

● この装置を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国

の輸出関連法規をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。 

なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。 

 

● このマニュアルの一部または全部を無断で転写したり複写したりすることは、固くお断りいたしま

す。 

● このマニュアルの内容を、改良のため予告なしに変更することがあります。 

 

通 知 

● この装置は、障害の種類によっては大切なファイルを消失することがあります。また、この装置の

障害だけでなく、使用中の停電、誤操作などによってもファイルを消失することがあります。この

ような状態になった場合には、ファイルの回復はできません。そのような事態に備えて日常業務の

中にファイルのセーブ作業を組み入れ、計画的にファイルのバックアップを取っておいてくださ

い。 

 

● 高調波適合について 

この装置は、電源高調波規格IEC/EN 61000-3-2に適合しています。 

 

● 電波障害自主規制について（VCCI） 

この装置は、クラスA機器です。この装置を住宅環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがありま

す。この場合には使用者が適切な対策を講ずるように要求されることがあります。 

 

記憶容量の計算値についての注意 

＜2n計算値の場合（メモリ容量・所要量、ファイル容量・所要量など）＞ 

1KB（キロバイト）＝1,024バイトの計算値です。 

1MB（メガバイト）＝1,048,576バイトの計算値です。 

1GB（ギガバイト）＝1,073,741,824バイトの計算値です。 

1TB（テラバイト）＝1,099,511,627,776バイトの計算値です。 

＜10n計算値の場合（ディスク容量など）＞ 

1KB（キロバイト）＝1,000バイトの計算値です。 

1MB（メガバイト）＝1,0002バイトの計算値です。 

1GB（ギガバイト）＝1,0003バイトの計算値です。 

1TB（テラバイト）＝1,0004バイトの計算値です。 
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このページは白紙です。 
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   安全にお取り扱いいただくために 

 
 

● 警告表示について 
 

装置を操作する前に、以下に述べられている安全上の説明をよく読み、十分理解してください。 

 

・ 操作は、このマニュアル内の指示、手順に従って実施してください。 
 

・ 装置やマニュアルに表示されている安全に関する注意事項は特に注意を払い、必ず守ってくだ

さい。これを怠ると、人身上の傷害や装置を含む財産の破損を引き起こす恐れがあります。 
 

・ 安全に関する注意事項は、下に示す見出しによって表示されます。これは安全警告記号と

「危険」、「警告」、「注意」、および「通知」という見出し語を組み合わせたものです。 

 

これは安全警告記号です。人への危害を引き起こす潜在的な危険 

   に注意を喚起するために用いられます。起こりうる傷害または死 

を回避するためにこのシンボルの後に続く安全に関するメッセージ 

   に従ってください。 

 

危 険：死亡または重大な傷害を引き起こす可能性が高い差し迫った危険

の存在を示すのに用いられます。 

警 告：死亡または重大な傷害を引き起こすかもしれない潜在的な危険の

存在を示すのに用いられます。 

注 意：軽度の傷害または中程度の傷害を引き起こす恐れのある潜在的な

危険の存在を示すのに用いられます。 

   

通 知：これは、人身傷害とは関係のない損害をひき起すおそれのある危

険の存在を示すのに用いられます。 
 

なお、「留意事項」という見出し語は、装置の取り扱いおよび操作上の注意書きを示すのに用い

られます。 
 

・ マニュアルに記載されている以外の操作は行わないでください。装置について何か問題があ

る場合は、ご購入先または保守員に連絡してください。 
 

・ 装置を操作する前に、このマニュアルをよく読み、書かれている指示や注意を十分に理解し

てください。 
 

・ このマニュアルは、必要なときにすぐ参照できるよう、使いやすい場所に保管してください。 
 

・ 装置やマニュアルに表示されている注意事項は、十分に検討されたものでありますが、それ

でも、予測を超えた事態が起こることが考えられます。操作に当たっては、指示に従うだけ

でなく、常に自分自身でも注意するようにしてください。 
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   安全にお取り扱いいただくために（続き） 

 
 

● 共通的な注意事項 

以下に述べられている安全上の説明をよく読み、十分理解してください。 

 

＜   警告 ＞ 
 

・ この装置は、人命に直接関わる安全性を要求されるシステムに適用する目的で製造されたも

のではありません。このような用途に使用する可能性がある場合には、弊社営業窓口へ相談

してください。 

 

・ 万一、発煙・異臭などがあった場合は、装置の電源遮断を行った後、ご購入先または保守員

に連絡してください。故障状態のまま使用すると火災や感電の原因になります。 

 

・ この装置の分解や改造は絶対に行わないでください。装置の故障による死亡または重傷の恐

れがあります。また、改造により発生した結果については、一切責任を負いかねますので、

予めご了承ください。 

 

・ 火災、感電または発熱によるやけどの恐れがあります。オプションACアダプターを使用す

る際は、次のことに注意してお取り扱いください。 

・絶対に分解しないでください。 

・湿度の高い場所で使用しないでください。また、水でぬらしたり、ぬれた手で触れたりし

ないでください。 

・じんあいの多い場所で使用しないでください。 

・熱がこもるような環境で使用したり、放置したりしないでください。 

・上に物を置かないでください。 

・オプションACアダプターとACアダプター添付の電源ケーブルを使用せずに、ユーザが独

自に電源機器やDC電源ケーブルなどを準備する際は、必ず装置のアース端子にアース線

を接続し、ユーザ自身で十分に動作検証を実施してからお使いください。 

また、あわせて漏電ブレーカを設置してください。これを実施しない場合、火災および感

電の原因となります。 
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   安全にお取り扱いいただくために（続き） 

 

 

＜   注意 ＞ 

 

・ 装置が落下または転倒するとけがをする恐れがあります。装置の運搬時には十分注意してく

ださい。 

 

・ この装置を開梱する時や持ち運ぶ時に指をはさんだり、ぶつけたりしてけがをしないように

注意してください。 

 

・ けがをしたりこの装置が故障したりする恐れがあります。この装置を本来の目的用途以外に

使用しないでください。 

 

・ 装置は使用中は高温になる場合がありますので、動作時および電源遮断直後は直接手が触れ

ないようにしてください。やけどの恐れがあります。また動作中の装置をユーザが直接手で

触れない場所へ設置してください。 
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   安全にお取り扱いいただくために（続き） 

 

 

＜ 通知 ＞ 

 

・ この装置単独ではシステムの安全は確保できません。この装置が万一故障したり誤動作やプ

ログラムに欠陥があった場合でも、ご使用されるシステムの安全が十分に確保されるよう、

人身事故・重大な災害に対する安全対策のための保護・安全回路を外部に設けるなど、シス

テム的な保護処置を施した設計としてください。 

 

・ ハードウェアの取り付け・交換などの作業時には、アースバンドを装着し静電気対策を行っ

てください。 

 

・ ねじの締め付け・取り外しの際には、ねじ頭の大きさ、種類に合った工具を使用し、ねじ頭

を潰さないよう注意してください。 

ねじの締め付け時には、ねじ山の破壊防止のため、無理な力を加えずねじ穴に対してまっす

ぐに締め付けてください。 

 

・ 故障の原因になりますので、この装置をじんあいの多い所や、腐食性ガスの多い環境で使用

することは避けてください。 

 

・ この装置を開梱する時や持ち運ぶ時は衝撃を与えないでください。故障の原因になります。 

 

・ この装置をご使用の際は、操作および設置スペースを必ず確保してください。温度上昇によ

る故障または短寿命の原因になります。また、保守作業のための保守スペースが必要です。 
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   安全にお取り扱いいただくために（続き） 

 

 

・ 弊社指定の基本ソフトウェアを使用してください。それ以外の基本ソフトウェアを使用した

場合の動作は、保証できません。 

 

・ 非常遮断（OSのシャットダウン処理を行わずに電源ケーブルをコンセントから抜いたり、

ブレーカを切ったりすること）をすると、OSやアプリケーションが正常に動作しなくなっ

たり、保存データの安全性に問題が生じたりすることがあります。何らかの異常が発生し緊

急に遮断しなければならないとき以外は、絶対に実施しないでください。 

 

・ 電源の供給元で電源を遮断した場合、システムを自動で復旧できないことがありますので、

注意してください。 
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   安全にお取り扱いいただくために（続き） 

 

 

● このマニュアル内の注意事項 

＜ 「   警告」と表示されているもの ＞ 

 

・ この装置について（危険電圧） 

故障による死亡または重傷の恐れがあるため、この装置およびオプションACアダプターの

分解および改造を行わないでください。 

（1-3ページ） 

 

・ 感電や機器故障の原因となります。オプションACアダプターと電源ケーブル以外を使用す

る場合は、ユーザ自身で使用する入力電圧に対応したACアダプターや電源ケーブルなどを

事前に十分に動作検証を実施し使用してください。 

・ 感電や機器故障の原因となります。オプションACアダプターに添付される電源ケーブルの

定格は、AC125Vです。 

AC125Vを超える電圧でACアダプターを使用する場合は、使用する入力電圧に対応した電源

ケーブルをユーザ自身が準備し、事前に十分に動作検証を実施してから使用してください。 

・ 火災および感電の恐れがあります。電源ケーブルのプラグをコンセントに接続する際は、必

ずアース端子（接地極）が接地されたコンセントを使用してください。また、あわせて漏電

ブレーカを設置してください。 

・ 感電や機器故障の原因となります。接地極のない2極差し込みプラグは使用しないでくださ

い。 

・ 感電や機器故障の原因となります。ユーザにおいてDC電源を準備する場合には、必ずこの

装置のアース端子をアース（接地）接続して使用してください。 

（1-9ページ） 

 

・ この装置に接続するDC電源や電源ケーブルなどをユーザが独自に準備した場合は、仕様範

囲を超えて使用しないでください。火災などの原因になります。 

（1-15ページ） 

 

・ この装置の設置スペースを確保しないと装置内の温度が上昇して火災や故障の原因となりま

す。設置スペースを確保してください（「１．５．２ 設置条件」参照）。 

（2-1ページ） 

 

・ 万一、発煙・異臭などがあった場合は、電源遮断を行った後、お買い求め先または保守員に

連絡してください。故障状態のままお使いになると火災や感電の原因となります。 

（2-4ページ）（9-1ページ） 
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   安全にお取り扱いいただくために（続き） 

 

 

＜ 「   注意」と表示されているもの ＞ 

 

・ この装置を高温で使用および保管する場合、直接素手で触らないように注意してください。 

装置が高温になるため、やけどをする恐れがあります。 

（1-8ページ） 

 

・ この装置を縦向きで使用する場合は、必ず装置と縦向き設置金具をねじ止めして、設置して

ください。ねじ止めしないで使用した場合、装置が転倒・落下し、けがをする恐れがありま

す。 

・ 取り付け作業が確実に行われたかどうか十分に確認してください。 

取り付け不良やねじの緩みなどがあると装置が落下してけがをする恐れがあります。 

（1-11ページ） 

 

・ 感電や機器故障の原因となります。取り付け／取り外し作業の際には必ず電源を遮断した

後、1分以上たってから行ってください。 

・ 取り付け／取り外し作業の際は、装置に直接、素手で触らないでください。熱くなっている

ためやけどをする恐れがあります。 

（6-5ページ） 

 

・ CFastカードの取り付け／取り外しは、突起部で手指を切らないように注意してください。 

（6-6ページ） 

 

・ USBケーブルの装置への取り付け／取り外しは、突起部で手指を切らないように注意してく

ださい。 

（6-8ページ） 

 

・ DisplayPortケーブルの装置への取り付け／取り外しは、突起部で手指を切らないように注意

してください。 

（6-11ページ） 
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   安全にお取り扱いいただくために（続き） 

 

 

＜ 「通知」と表示されているもの ＞ 

 

・ この装置は、障害の種類によっては大切なファイルを消失することがあります。また、この

装置の障害だけでなく、使用中の停電、誤操作などによってもファイルを消失することがあ

ります。このような状態になった場合には、ファイルの回復はできません。そのような事態

に備えて日常業務の中にファイルのセーブ作業を組み入れ、計画的にファイルのバックアッ

プを取っておいてください。 

（iiiページ）（C-7ページ） 

 

・ 輸送や運搬時の梱包には納入時の梱包材を使用してください。これ以外の梱包材を使用した

場合、装置を損傷することがあります。 

・ 破損またはつぶれた梱包材は、輸送や運搬には使用しないでください。装置を損傷すること

があります。 

（C-1ページ）（1-9ページ） 

 

・ この装置およびCFastカードの故障の原因となりますので、CFastカードの活線挿抜は絶対に

行わないでください。 

・ USBポートを使用するときには、USBコネクタの挿入方向を確認してゆっくり挿入してくだ

さい。誤って挿入するとUSBポート損傷の原因となります。 

・ 動作中のアプリケーションへの影響がありますので、オンライン運転中（システム稼働中）

にUSB機器の挿抜をしないでください。 

・ 外付けDVDドライブなどからのディスク（CD、DVD）の挿入やアクセスによって、システ

ム負荷が上昇し、動作中のアプリケーションに影響を与えることがありますので、オンライ

ン運転中（システム稼働中）はディスクの挿入やアクセスを行わないでください。 

（1-3ページ） 
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   安全にお取り扱いいただくために（続き） 

 

 

・ この装置に接続されているケーブルの近くにインタフェースケーブルなど（他のパソコンな

どの機器ケーブル）を配線しないでください。装置の故障および誤動作の原因となります。 

・ インタフェースケーブルの挿抜は、この装置と相手機器の電源が入っている状態で行わない

でください。電源電圧のショートなどによる障害の原因となります。 

・ この装置の電源が入っている状態でインタフェースケーブルが外れた場合は、OSをシャッ

トダウンし、DC電源コネクタから電源ケーブルを抜いてください。OSをシャットダウンせ

ずにいきなりDC電源コネクタから電源ケーブルを抜くと、ファイルの内容を破壊する恐れ

があります。 

・ 外部汎用入出力用のケーブルは、必ず外部汎用入出力のポートに接続してください。この

ケーブルを、誤って他のポートに接続しますと故障の原因となります。 

（1-12ページ） 

 

・ 非常遮断（OSのシャットダウン処理を行わずにDC電源コネクタから電源ケーブルを抜いた

り、オプションACアダプターの電源ケーブルをコンセントから抜いたり、ブレーカを切っ

たりすること）をすると、OSやアプリケーションが正常に動作しなくなったり、保存デー

タの安全性に問題が生じたりすることがあります。何らかの異常が発生し緊急に遮断しなけ

ればならないとき以外は、絶対に実施しないでください。 

・ 電源の供給元で電源を遮断した場合、システムを自動で復旧できないことがありますので、

注意してください。 

（2-4ページ） 
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   安全にお取り扱いいただくために（続き） 

 

 

・ 装置の電源が入った状態でのCFastカードの活線挿抜は絶対に行わないでください。装置お

よびCFastカードが故障する原因となります。 

・ CFastカードは、確実に装置に取り付けてください。半接触の状態では、装置およびCFast

カードが故障する原因となります。 

（6-6ページ） 

 

・ 装置の電源が入った状態でのUSBケーブルの活線挿抜は絶対に行わないでください。装置が

故障する原因となります。 

・ USBケーブルは、確実に装置に取り付けてください。半接触の状態では、装置が故障する原

因となります。 

（6-8ページ） 

 

・ 装置の電源が入った状態でのDisplayPortケーブルの活線挿抜は絶対に行わないでください。

装置が故障する原因となります。 

・ DisplayPortケーブルは、確実に装置に取り付けてください。半接触の状態では、装置が故障

する原因となります。 

（6-11ページ） 

 

・ インストールDVDは、出荷時のハードウェア構成を対象にしています。そのため、ハード

ウェア構成が出荷時と異なる場合、復元作業を行ってもOSが正常に起動しない可能性があ

ります。インストールDVDを使用した復元は、外部記憶装置をすべて取り外し、出荷時の

ハードウェア構成で行ってください（インストールDVDを読み込むために接続したDVDド

ライブは除く）。 

また、インストールDVDを使用した場合にはシステムドライブのすべてのデータが消去さ

れますので、必要に応じて事前にバックアップを行ってください。 

（7-1ページ） 

 

・ 有寿命部品は推奨交換周期を超えて使用しないでください。部品劣化によって故障の原因と

なることがあります。 

（A-1ページ） 
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   安全にお取り扱いいただくために（続き） 

 

 

●    注意ラベルについて 

注意ラベルは、装置の以下に示す箇所に貼り付けられています。 

 

 

 

  

注意ラベル 

注意ラベル 
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   安全にお取り扱いいただくために（続き） 

 

 

●    装置の廃棄 

装置を廃棄するときは、産業廃棄物管理票（マニフェスト）の発行が義務付けられていま

す。詳しくは、各都道府県産業廃棄物協会に問い合わせてください。 

 

● 欧州電池指令（2006/66/EC）に基づく表示 
 
 

 
               ＥＵ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このシンボルマークは、欧州連合内の国において有効です。このシンボルマークは、EU指令

2006/66/ECの第20条「最終ユーザーへの情報」および付属書IIで指定されています。 

この装置には、リチウム電池を搭載しております。欧州連合では使用済みの電池および蓄電池

に対して分別収集システムがありますので、各地域の収集／リサイクルセンターで電池および蓄

電池を正しく処理してください。 
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注意事項                     
 

１．装置について                                 

 

通 知 

● 輸送や運搬時の梱包には納入時の梱包材を使用してください。これ以外の梱包材を使用した場合、

装置を損傷することがあります。 

● 破損またはつぶれた梱包材は、輸送や運搬には使用しないでください。装置を損傷することがあり

ます。 

 

（１）輸送条件 

＜使用上のお願い＞ 

・輸送や運搬は、専用梱包箱（納入時の梱包箱／梱包材）に入れて行ってください。装置を他の筐体に組

み込んだ状態での輸送や運搬は、装置に与える振動、衝撃が装置の仕様値内に入るように養生してくだ

さい。 

・納入時の梱包材は輸送・運搬時に使用しますので必ず保管してください。 

 

（２）接続ケーブルについて 

＜使用上の注意＞ 

・ケーブルを強く引っ張らないでください。 

・VCCI、FCC、CEに適合するためには、この装置に接続するインタフェースケーブル（ディスプレイイ

ンタフェースケーブル、キーボードインタフェースケーブル、マウスインタフェースケーブル）に対し

てシールドケーブルを使用してください。 

 

＜使用上のお願い＞ 

・接続ケーブルは手や足などに引っ掛けないように機器の周囲にきちんと整理して配線してください。操

作中に電源ケーブルを引っ掛け電源を遮断すると、この装置内の大切なデータが破壊されることがあり

ます。 
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（３）コネクタについて 

＜使用上の注意＞ 

・コネクタは、正しい向き・正しい角度で差し込まないと正常に接続できません。コネクタがきちんと差

し込まれていないと動作しなかったり、誤動作したりします。 

・装置の入出力ケーブルコネクタに、緩みがないことを確認してください。 

 

（４）電源について 

（ａ）電源電圧について 

＜使用上のお願い＞ 

・装置の入力電源の電圧値が定格範囲（DC 12-24V）内であることを確認してください。また、装置の入

力電源の電圧値が定格範囲から外れる値でしたら入力電源の設定異常とみなして電源設備の管理責任者

に点検を依頼してください。（ACアダプターの定格出力はDC12V） 

 

（ｂ）電源ケーブルについて（オプションACアダプター使用時） 

＜使用上の注意＞ 

・オプションとして購入いただいたACアダプターに添付されている電源ケーブルの定格は、AC125Vで

す。AC125Vを超える電圧でACアダプターを使用する場合は、ユーザ自身がご使用になる入力電圧に対

応した電源ケーブルを準備し、事前に十分に動作検証を実施しお使いください。 

・高密度のLSIなどで構成される電子回路の正常動作の維持や雷などによる異常電圧から機器を保護する

ために、アースは電気設備技術基準のD種接地（旧第3種接地）にしてください。 

・電源ケーブルとして、接地極付き2極差し込みプラグを使用してください（「１．６ ハードウェアの

接続」参照）。 

・電源ケーブルのプラグをコンセントに接続する際は、必ずニュートラルが接地されたコンセントを使用

してください。また、あわせて漏電ブレーカを設置してください。 

・電源ケーブルの上に物を置かないでください。また、電源ケーブル近傍に信号線を配線しないでくださ

い。 
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（ｃ）電源の投入／遮断について 

＜使用上の注意＞ 

・電源を遮断から再び電源を投入するまでに、必ず1分以上待ってください。1分未満ではBIOSの電源の

設定と異なる動作をする場合があります（「５．３ BIOSセットアップ」参照）。 

・通信中やmSATA SSD、CFastカードの読み書き中には装置の電源を切らないでください。 

 

＜使用上のお願い＞ 

・機器の接続や切り離しは、必ず装置と周辺機器の両方の電源を遮断してから行ってください。電源を投

入したまま行うと故障の原因となります。 

・電源を投入するときは、周辺機器の電源を投入した後に、装置の電源を投入してください。また、電源

を遮断するときには、装置の電源を遮断した後に、周辺機器の電源を遮断してください。 

・装置を使わないときには、電源を遮断してください。また、長期間使用しない場合は、オプションAC

アダプターの電源ケーブルのプラグをコンセントから抜くか、装置のDC電源コネクタから直接、電源

ケーブルを抜いてください。 

・じゅうたんやひざかけなどは、材質によって静電気が発生し、装置に悪影響を及ぼす場合があります。

静電気の発生しにくい導電性を持つじゅうたんやひざかけなどを使用してください。 

・落雷や電源事情が悪い場合、使用中に瞬時停電や電圧低下が発生し、突然画面が消えることがありま

す。このときは、一度装置の電源を遮断してからもう一度電源を投入して、立ち上げ直してください。 

 

 

（５）設置環境 

＜使用上の注意＞ 

・USBデバイスを使用する際は最大電流値を超えないよう注意してください 

（「５．１ 装置仕様（５）最大電流規定（USBポート、DisplayPort）」参照）。 

・この装置の機能を損なうことなく、長く愛用いただくためには、適正な環境と取り扱いが必要です。 

装置の寿命を縮めることや故障の要因となりますので、下記のような場所への設置を避けてください。 

 

● 直射日光の当たる場所・・・・・・窓際 

● 温湿度変化の激しい場所・・・・・冷暖房機器の近く 

● 電気的ノイズを発生する機器のある場所・・・モータ、発電機の近く 

● 強磁界を発生する機器のある場所・・・磁石などの近く 

● じんあいの多い場所 

● 振動の多い場所 

● 腐食性ガスの多い場所 

● 音圧による振動がある場所・・・大きなブザー音やアラーム音を発生する機器の近く 
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・装置の左右面、上下面は以下のことに注意してください。 

・発熱体を密着させないこと。 

・保守作業をするために、この装置の移動が容易であること。また、固定した場合は、取り外しが容易

であること。 

 

・亜鉛ウィスカが機器に悪影響を与えるケースが発生していますので、装置および機器設置場所に電気亜

鉛めっきを使用しないでください。 

 

（情報システムの設備ガイド～JEITAテクニカルレポート～（JEITA ITR-1001）より） 

ウィスカの発生する場所：電気亜鉛めっきを施した床パネル、ストリンガ、支柱、耐震用平鋼などに

よって発生します。 

現象：亜鉛のひげ状結晶（導電性を持ったウィスカ）が何らかの原因で床下から室内に浮遊して機器

の中に入り込み、プリント基板や端子部分で電気的短絡が発生することによって生じる問題で

す。短絡する場所によって、現れる現象が異なるために発生原因の特定が難しく、一過性の障

害として処理されてしまうことが特徴です。そのため原因究明に時間がかかります。 

 

＜使用上のお願い＞ 

・装置を、筐体内、デスク内に実装するときは、装置周辺の温度上昇を考慮してください。 

・この装置の時計などは、電源が遮断されている状態でもバッテリバックアップによって動作していま

す。したがって、保存時に動作保証温度範囲外の環境に放置されますと、再度使用するときに時計の時

刻設定などシステムBIOSの再設定が必要となることがあります。システムBIOSの再設定が必要になっ

た場合は「５．３ BIOSセットアップ」を参照し、再設定を行ってください。 

 

（６）使用条件 

＜使用上の注意＞ 

・結露防止のため、屋外から室内に移動した場合は、4時間以上放置した後に使用してください。 

・装置は精密な電子部品でできていますので、振動や衝撃を与えないでください。 

・装置の上に腰かけたり、物を載せたりしないでください。 

・通常使用時、ディスプレイの電源スイッチは切らずにスタンバイ状態にしておいてください。 

・通常使用の立ち上げ時はログイン画面になるまでキーボード、マウスは操作しないでください。 

 

＜使用上のお願い＞ 

・機器周辺（特に機器の下部）、機器の溝、装置の前面、背面などに付着したほこりを取り除くことをお

勧めします。 
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（７）保証について 

＜仕様＞ 

・装置のハードウェアの破損に伴うデータや応用ソフトウェアの破損については、保証できません。 

・基本ソフトウェアは、弊社指定の製品を使用してください。それ以外の基本ソフトウェアを使用した場

合の動作は、保証できません。 

・部品の故障やOSを含むソフトウェアの不具合（メモリリーク等）による障害に対して、装置の稼働を

保証することはできません。 

 

２．ネットワークについて                             

＜使用上の注意＞ 

・Magic Packet™フレームは、装置の電源ランプがスタンバイ状態（橙点灯）で送信するような運用にし

てください。OSのシャットダウン処理が終了し、実際に電源が切れるタイミングでMagic Packet™フ

レームを送信しますと、電源が切れることなく再起動したり、WOLが不可能になったりする場合があ

ります（「２．６．１ LANを使用した電源ON方法」参照）。 

 

＜仕様＞ 

・ネットワークの状態によってはMagic Packet™フレームを紛失することがあります。このため、使用し

ているシステムでMagic Packet™フレームが確実に届くような運用をしてください 

（「２．６．１ LANを使用した電源ON方法」参照）。 

・この装置と他の装置または周辺機器をネットワーク接続する場合は、双方の「速度とデュプレックス」

の設定を合わせてください（「２．７ 内蔵LANインタフェース」参照）。 

この設定が異なる場合、アダプターのパフォーマンスが低下したり、アダプターが正常に動作しないこ

とがあります。 

・装置間の電位差により発熱する恐れがあるため、ネットワークの接続に使用するツイストペアイーサ

ネットケーブルは、「５．５．１ コネクタ仕様」で指定されているケーブル以外（例：カテゴリ5や

STPケーブルなど）は使用しないでください。 
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３．mSATA SSDについて                             

 

通 知 

● この装置は、障害の種類によっては大切なファイルを消失することがあります。また、この装置の

障害だけでなく、使用中の停電、誤操作などによってもファイルを消失することがあります。この

ような状態になった場合には、ファイルの回復はできません。そのような事態に備えて日常業務の

中にファイルのセーブ作業を組み入れ、計画的にファイルのバックアップを取っておいてくださ

い。 

 

（１）mSATA SSDの取り扱いについて 

＜仕様＞ 

・mSATA SSDの容量や性能は部品によって変更となる場合があります。 

 

（２）ファイルのバックアップについて 

＜使用上のお願い＞ 

・mSATA SSDの内容は、必ず定期的にバックアップをお取りください。 

・パーティションを削除すると、パーティション内のファイルはすべて消去されます。重要なファイル

は、バックアップを取ってからパーティションを削除してください。 
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４．USB機器について                               

＜使用上の注意＞ 

・USB機器の導入にあたっては、事前評価を行うとともに、ミッションクリティカルな用途での使用は避

けてください。 

・OSが正常に起動しなくなる可能性がありますので、OS起動途中でのUSB機器の接続は行わないでくだ

さい。 

・CPU/USB切替器によっては、OS起動途中に画面切り替えを行うとOSが正常に起動しなくなる可能性が

あります。CPU/USB切替器を使用する場合は、十分な動作検証を実施してください。 

・USB2.0およびUSB3.0では、転送性能に影響を与える可能性がありますので、使用するケーブルは規定

の長さ以下で使用してください。また、デバイスに応じてUSB2.0またはUSB3.0対応のケーブルを使用

しませんと、デバイス本来の転送速度が出なかったり、通信エラーが発生したりする場合があります。

ケーブルに関しては、それぞれのケーブルメーカに仕様を確認してください（ケーブル長は、 

「５．５．３ 外部インタフェースケーブル長規定」を参照してください）。 

 

＜使用上のお願い＞ 

・USBポートを使用するときには、USBコネクタの挿入方向を確認してゆっくり挿入し、USBポートを破

損しないように注意してください。 

・USB機器の挿抜やアクセスによって、システム負荷が上昇することがあります。オンライン運転中（シ

ステム稼働中）での使用が必要な際は、動作中のアプリケーションに影響を与えないことをユーザが確

認してからUSB機器を使用してください。 

・USBキーボード清掃後は、装置に接続されたUSBキーボードのコネクタが緩みによりキーボードが正常

に認識されなかったり、システムが正常に起動しない場合がありますので、装置とのコネクタ接続確認

を行ってください。 

 

＜仕様＞ 

・すべてのUSB機器の動作を保証するものではありません。 

・USB機器の中にはUSB規格を逸脱しているものがあり、そのようなデバイスを接続した状態で電源が切

断されると、装置が正常に起動しなかったり、時刻の設定が狂ったりする場合があります。USB機器を

選定する場合は、十分な動作検証を実施してください。 

 

５．リチウム電池について                             

＜使用上のお願い＞ 

・この装置は、リチウム電池を使用しています。廃棄にあたっては、地方自治体の条例または規則に従っ

てください。海外では当該国の法令に従い、廃棄してください。 

・この装置を廃棄する際には、リチウム電池を取り外してください。リチウム電池を取り外す場合は、こ

の装置の上面、側面のすべてのねじを取り外し、上蓋を外してから装置内部のリチウム電池を取り外し

てください。 
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６．BIOSの設定について                              

＜仕様＞ 

・BIOSセットアップメニューで時刻設定等をして、時刻の位置（時間・分・秒数）にカーソルをおいた

状態だと時刻が進まず、その状態が続いた場合は時刻が遅れる場合があります。セットアップメニュー

を終了した後、必ず時刻を確認してください（「５．３ BIOSセットアップ」参照）。 

 

＜使用上の注意＞ 

・Red Hat Enterprise Linux 7は、BIOSの時刻が協定世界時（UTC）に設定されていることを前提に動作し

ます。これにより、この装置のBIOSの時刻は協定世界時（UTC）に設定します。協定世界時（UTC）

は、日本標準時（JST）より、９時間引いた時刻です。（「５．３ BIOSセットアップ」参照）。 

・この装置では、安定稼働のために「Restore Defaults for Windows 7」のデフォルト設定値から一部の設定

値を変更して出荷しています。 

 BIOSの設定値を出荷時の設定に戻す場合には、「５．３ BIOSセットアップ （５）デフォルト設定

への戻し方」に従って実施してください。 

 

７．保守サービスについて                             

＜仕様＞ 

・Red Hat Enterprise Linux、デバイスドライバ、および流通アプリケーションについては、障害対策のた

めの改造ができない場合があります。障害対策として回避策を提示する場合もあります。 

・弊社に無断で流通ハードウェアを追加実装された場合には、装置全体としての保証ができません。 

・採用している一部の部品（Intel Corporation製のLSIなど）については原因調査権がなく、部品の解体調

査はできません。 

・この装置は、製品価格に保守サポート費用が含まれません。保守サポートは修理対応のみで、お預かり

による修理（センドバック修理）となります。 

 

８．サスペンド機能、ハイバーネートの制限事項について               

＜使用上の注意＞ 

・この装置ではサスペンド機能、ハイバーネートを使用した停止および起動についてサポートしておりま

せん。（「４．１ サスペンド機能、ハイバーネートの制限事項について」参照）。 

 

９．OSの動作保証について                               

＜仕様＞ 

・Red Hat Enterprise Linuxについては、すべての動作を保証するものではありません。 

・本製品は、出荷時のOS構成で製品化を行っており、OS構成の変更（OS設定の変更やソフトウェアの追

加・削除など）を行う場合には、お客様にてご検証のうえご使用ください。 

 出荷時のOS設定については「３．１．１ セットアップの準備 ● 出荷時のOS設定」参照してくださ

い。 
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第１章 お使いになる前に             
 

１．１ 適用                                   

 

このマニュアルは、日立産業用コンピュータHF-W100E/LXを操作する人（オペレーター）の日常運

用にあたり必要となる各種装置の操作、調整についての記述およびOSに関するセットアップ手順につ

いて記述したものです。 

梱包を解いたら、「納入品構成表」にあるものがすべて揃っていること、納入品に損傷がないことを

確認してください。万一、不足や損傷などの問題があるときは、弊社担当営業まで連絡してください。 

また、RAS機能の詳細については、以下のマニュアルを参照してください。 

・HF-W100E/LX RAS機能マニュアル（MLB-R190R） 

 

１．２ オペレーターの役割                            

 

この装置を長い間安定して利用していただくためには、以下の事項について配慮してください。 

（１）この装置の特性への配慮 

・ 「注意事項 １．装置について」を参照し、この装置の特性について配慮してください。 

・ このマニュアルに記載した事項は、取り扱い上の基本ですので、必ずお守りください。 

・ 取り扱い、清掃などの詳細については、各章を参照してください。 

（２）この装置の保全 

運用にあたっては、以下の事項について配慮してください。 

・ ファイルのバックアップ 

「注意事項 ３．mSATA SSDについて（２）ファイルのバックアップについて」を参照してくださ

い。 

・ 電源ケーブル、電源の遮断 

「注意事項 １．装置について（４）電源について」を参照してください。 

（３）この装置の点検 

・ 点検については「６．１ 定期点検」を参照してください。 
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１．３ 作業の流れ                                

 

以下にこの装置の電源を入れるまでの作業フローを示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

「１．５ 装置の設置」を参照してください。 

「１．６ ハードウェアの接続」を参照してくだ

さい。 

「２．１ 電源を入れる前に」を参照してください。 

開梱 

装置を設置する 

装置の電源を入れる 

周辺機器を接続する 
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１．４ 各部の名称と役割                             

 

 警 告 

● この装置について（危険電圧） 

故障による死亡または重傷の恐れがあるため、この装置およびオプションACアダプターの分解 

および改造を行わないでください。 

 

通 知 

● この装置およびCFastカードの故障の原因となりますので、CFastカードの活線挿抜は絶対に行わ

ないでください。 

● USBポートを使用するときには、USBコネクタの挿入方向を確認してゆっくり挿入してくださ

い。誤って挿入するとUSBポート損傷の原因となります。 

● 動作中のアプリケーションへの影響がありますので、オンライン運転中（システム稼働中）に

USB機器の挿抜をしないでください。 

● 外付けDVDドライブなどからのディスク（CD、DVD）の挿入やアクセスによって、システム負荷

が上昇し、動作中のアプリケーションに影響を与えることがありますので、オンライン運転中（シ

ステム稼働中）はディスクの挿入やアクセスを行わないでください。 

 

 

  



第１章 お使いになる前に 

1-4 

● 表示・操作部の説明 

 

（１）前面観 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－１ 各部の名称（前面観） 

 
  

前面USB2.0ポート 

DVI-Iポート CFastカードスロット 

DC電源コネクタ 

電源スイッチ 

前面USB3.0ポート 

ACT/LINKランプ 

通信速度ランプ 

LANポート:  

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 

・左側：LAN A 
・中央：LAN B 
・右側：LAN C 

電源ランプ 

アラームランプ 

アース端子 

220mm 

119mm 

50mm 

192mm 
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（２）背面観 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（*1）DisplayPortに接続されているディスプレイの電源を切った場合、そのディスプレイは検出

されなくなります。 

 

図１－２ 各部の名称（背面観）    

シリアルポート 
（COM） 

外部汎用入出力ポート DisplayPort（*1） 

背面USB2.0ポート 
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表１－１ 各部の役割（1/2） 

 

名称 役割 

電源スイッチ スイッチを押すと電源が入ります。スイッチを4秒以上押すと、電源が切
れスタンバイ状態となります（緊急時用）。 

電源ランプ（  ）   
ランプ表示 状態 

緑点灯 装置が動作中 

橙点灯 スタンバイ状態 

消灯 主電源OFF状態 
  

アラームランプ（ALARM）   

  

ランプ表示 状態 

赤点灯 メモリダンプ採取中 

消灯 異常未検出 

DC電源コネクタ ・入力電圧 DC12～24V ＋30%／-20％。 
・ユーザ準備のDC電源を接続します（「１．６ ハードウェアの接続」参

照）。 
・オプションACアダプターを接続します。オプションACアダプターでAC

入力100～240V ±10%をサポート（ワイドレンジ入力対応）します。 

シリアルポート（COM） 
（9ピン：RS-232） 

モデムなどシリアルインタフェースを使用する機器を接続します 
（「５．５．１ コネクタ仕様」参照）。 
RS-232の設定は「５．２ シリアルポートの設定」を参照してください。 

外部汎用入出力ポート 
（25ピン：GPIO） 

外部汎用入出力接続用コネクタです（「５．５．１ コネクタ仕様」参
照）。 

DVI-Iポート（*） ディスプレイのデジタルインタフェースからケーブルを接続します
（「５．５．１ コネクタ仕様」参照）。 

DisplayPort ディスプレイのデジタルインタフェースからケーブルを接続します
（「５．５．１ コネクタ仕様」参照）。 

USBポート
（USB2.0/USB3.0） 

USBインタフェースを使用する機器を接続します。 

（*）変換コネクタやDVI-AケーブルによりアナログVGAの出力が可能です。変換コネクタ、DVI-Aケーブ
ルは、ユーザが準備してください。 
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表１－１ 各部の役割（2/2） 

 

名称 役割 

LANポート 
（1000BASE-T/100BASE-TX/ 
10BASE-T） 
 

LANケーブルを接続します（「５．５．１ コネクタ仕様」参照）。 
 
● オンボードLAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACT/LINKランプ 

ランプ表示 状態 

緑点灯 リンクが確立している。 
装置と接続先ともに給電されていて、ツイストペアイー
サネットケーブルの接続が良好な状態。 

消灯 リンクが確立していない。 
・装置が物理的にネットワークへ接続されていない。 
・スイッチングハブに給電されていない。 
・ツイストペアイーサネットケーブルの接続状態が良好
でない。 

・ドライバの設定に問題がある。 

緑点滅 ネットワークデータを送信または受信中。 
点滅周期はネットワークトラフィック量で変化する。 

  
通信速度ランプ 

ランプ表示 状態 

橙点灯 1000Mbpsで動作中。 

緑点灯 100Mbpsで動作中。 

消灯 10Mbpsで動作中。または、リンクが確立していない。 
   

 

【留意事項】 

USB機器については、「注意事項 ４．USB機器について」を参照してください。 

  

通信速度ランプ 

ACT/LINKランプ 
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１．５ 装置の設置                                

 

１．５．１ 環境条件                               

 

 注 意 

● この装置を高温で使用および保管する場合、直接素手で触らないように注意してください。 

装置が高温になるため、やけどをする恐れがあります。 

 

この装置を使用する際には下表に示す環境条件を満たしてください。 

 

表１－２ 環境条件 

 

項目 条件 

周囲温度（動作時） 標高1000m以下：0～55℃（1000BASE-T使用時は0～50℃） 
標高1000mを超え2000m以下：0～45℃ 
※オプションACアダプター使用時：0～40℃ 

周囲温度（保存時） －10～70℃ 

温度勾配 ±15K/h以下 

湿度 10～90%RH（結露しないこと） 
※オプションACアダプター使用時：20～80%RH 

じんあい（*1） 特にひどくないこと（0.3mg/m3以下（JEITA IT-1004A Class B）） 

腐食性ガス 腐食性ガスが少ない環境（JEITA IT-1004A Class B） 
※オプションACアダプター使用時：なきこと（JEITA IT-1004A Class A） 

耐振動 10-57Hz/片振幅0.375mm、57-500Hz/49m/s2 

耐衝撃 980m/s2 

電源電圧 DC12～24V +30%／-20%  
※オプションACアダプター使用時：AC入力100～240V ±10%をサポート
（ワイドレンジ入力対応） 

電源周波数（*2） 50/60Hz±3Hz 

電源ノイズ（*2） 2.0kV（ファストトランジェント／バースト波） 

静電気ノイズ接触放電 4kV（気中：8kV） 

絶縁抵抗（*2） DC500V、5MΩ 

絶縁耐圧（*2） AC1.5kV、1分間 

瞬時停電（*2） 20ms以下 

高度 標高2,000m以下 

（*1）導電性粉じんなどが浮遊する環境では使用できません。 
（*2）オプションACアダプター使用時 

 

【留意事項】 

環境条件については、「注意事項 １．装置について（５）設置環境」を参照してください。 
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１．５．２ 設置条件                               

 

 警 告 

● 感電や機器故障の原因となります。オプションACアダプターと電源ケーブル以外を使用する場合

は、ユーザ自身で使用する入力電圧に対応したACアダプターや電源ケーブルなどを事前に十分に

動作検証を実施し使用してください。 

● 感電や機器故障の原因となります。オプションACアダプターに添付される電源ケーブルの定格

は、AC125Vです。 

AC125Vを超える電圧でACアダプターを使用する場合は、使用する入力電圧に対応した電源ケー

ブルをユーザ自身が準備し、事前に十分に動作検証を実施してから使用してください。 

● 火災および感電の恐れがあります。電源ケーブルのプラグをコンセントに接続する際は、必ずアー

ス端子（接地極）が接地されたコンセントを使用してください。また、あわせて漏電ブレーカを設

置してください。 

● 感電や機器故障の原因となります。接地極のない2極差し込みプラグは使用しないでください。 

● 感電や機器故障の原因となります。ユーザにおいてDC電源を準備する場合には、必ずこの装置の

アース端子をアース（接地）接続して使用してください。 

 

通 知 

● 輸送や運搬時の梱包には納入時の梱包材を使用してください。これ以外の梱包材を使用した場合、

装置を損傷することがあります。 

● 破損またはつぶれた梱包材は、輸送や運搬には使用しないでください。装置を損傷することがあり

ます。 

 

【留意事項】 

設置条件については、「注意事項 １．装置について（５）設置環境」を参照してください。 
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表１－３ 装置寸法、保守スペース、操作および設置スペース 

 

寸法（mm） 保守スペース（mm） 操作および設置スペース（mm） 

高さ 幅 奥行き 前面側 背面側 左側 右側 前面側 背面側 左側 右側 

50 192 119 200 200 200 200 100 100 50 50 

 

・操作および設置時は、図１－４のスペースを確保してください。 

・この装置は自然空冷となっていますので風路を妨げないように注意してください。特に前面

100mm、背面100mm以内に障害物を置かないでください（前面、背面はケーブルコネクタ引き出し

空間を含む）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－３ 保守スペース（上面観） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－４ 操作および設置スペース 
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（ａ）横向き設置 

 

 

 

 

 

 

図１－５ 外観図（横向き設置） 

（ｂ）縦向き設置 

 

 注 意 

● この装置を縦向きで使用する場合は、必ず装置と縦向き設置金具をねじ止めして、設置してくださ

い。ねじ止めしないで使用した場合、装置が転倒・落下し、けがをする恐れがあります。 

● 取り付け作業が確実に行われたかどうか十分に確認してください。 

取り付け不良やねじの緩みなどがあると装置が落下してけがをする恐れがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－６ 設置条件（縦向き設置） 
【留意事項】 

装置を筐体などに設置するときの装置に加わる振動、衝撃は、装置の仕様値内（１．５．１項参照）

に入るように設置してください。 

 

縦向き設置金具（ユーザ準備）の材質は、鋼材として 
板厚2mm以上のものを使用してください。 

上記の固定穴4か所をねじ止めして

ください。 
添付の装置固定ねじ（M4ねじ）を

使用し、固定してください。 
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１．６ ハードウェアの接続                            

 

通 知 

● この装置に接続されているケーブルの近くにインタフェースケーブルなど（他のパソコンなどの機

器ケーブル）を配線しないでください。装置の故障および誤動作の原因となります。 

● インタフェースケーブルの挿抜は、この装置と相手機器の電源が入っている状態で行わないでくだ

さい。電源電圧のショートなどによる障害の原因となります。 

● この装置の電源が入っている状態でインタフェースケーブルが外れた場合は、OSをシャットダウ

ンし、DC電源コネクタから電源ケーブルを抜いてください。OSをシャットダウンせずにいきなり

DC電源コネクタから電源ケーブルを抜くと、ファイルの内容を破壊する恐れがあります。 

● 外部汎用入出力用のケーブルは、必ず外部汎用入出力のポートに接続してください。このケーブル

を、誤って他のポートに接続しますと故障の原因となります。 

 

ハードウェアの接続に際しましては、事前にこのマニュアルの「安全にお取り扱いいただくために」

をよくお読みになり、十分理解したうえで行ってください。 
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図１－７接続例を参考にハードウェアを接続してください。 

オプションACアダプターと添付の電源ケーブルを使用する場合は、装置にディスプレイやキーボー

ド、マウスを接続した後に、電源ケーブルのプラグをコンセントに差し込んでください。 

もし、オプションACアダプターと添付の電源ケーブルを使用しないで、ユーザが独自にDC電源や電

源ケーブルなどを準備する場合は、装置にディスプレイやキーボード、マウスを接続した後に必ず装置

のアース端子にアース線を接続してからDC電源を入れてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－７ ハードウェアの接続 

 

（*1）操作部の名称、操作方法、および調整方法は、使用するディスプレイに添付されている取扱説明書を

参照してください。 

（*2）各々の接続ケーブル長は、「５．５．３ 外部インタフェースケーブル長規定」の外部インタフェー

スケーブル長規定を参照してください。また、マウスおよびキーボードインタフェースケーブルはこ

の装置に直結し、延長ケーブルは使用しないでください。延長ケーブルを使用した場合、正常に動作

しない恐れがあります。 

（*3）コネクタの向きに注意して接続してください。また、USBポートは規格上コネクタのロック機構がな

いため、USBケーブルへの不用意な接触でコネクタが抜けてしまう可能性があります。装置に設置す

る際に必要に応じてケーブルを固定（「６．３．４ USBケーブルの固定方法」参照）して使用して

ください。 

 

（注）VCCI、FCCに適合するためには、この装置に接続するすべてのインタフェースケーブル（ディスプ

レイインタフェースケーブル、キーボードインタフェースケーブル、マウスインタフェースケーブ

ル）に対してシールドケーブルを使用してください。  

ディスプレイ 
電源ケーブル 

ディスプレイインタフェースケーブル 

キーボードインタフェースケーブル（*2） 

マウス 

マウスインタフェースケーブル（*2） 

ディスプレイ 

（*1） 

キーボード 

USB3.0ポート（*2）（*3） 

USB2.0ポート 
（*2）（*3） 

ACアダプター（オプション） 
またはユーザ準備のDC電源 

アース端子 

アース端子へ接続 
※ユーザ準備のDC
電源を使用する

場合は、必ず接

続してくださ

い。 

アース線 

電源ケーブル（ACアダプター添付） 
またはユーザ準備の電源 
ケーブル 



第１章 お使いになる前に 

1-14 

● 電源コンセント接続（オプションACアダプター使用時） 

接地極が接地されたコンセント（*）に、オプションACアダプターに添付されている電源ケーブルの

プラグをしっかりと差し込んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

（*）やむを得ず接地極が接地されていないコンセントを使用するときは、3極-2極変換アダプターを

使用してアダプターから出ている緑色のアース線を必ず電源コンセントのアースに接続してく

ださい。なお、3極-2極変換アダプターは、ユーザ自身で動作検証を実施したものを使用してく

ださい。 

 

【留意事項】 

オプションACアダプターに添付されている電源ケーブルの定格は、AC125Vです。 

AC125Vを超える電圧でACアダプターを使用する場合は、使用する入力電圧に対応した電源ケーブル

をユーザ自身が準備し、事前に十分に動作検証を実施してから使用してください。 

 

 

  

電源ケーブルは必ず接地極付き2極 
差し込みプラグを使用してください。 
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● DC電源コネクタ仕様 

 

 警 告 

● この装置に接続するDC電源や電源ケーブルなどをユーザが独自に準備した場合は、仕様範囲を超

えて使用しないでください。火災などの原因になります。 

 

DC電源コネクタにユーザが準備したDC電源を接続する場合は、下記仕様を基にユーザにおいて十

分な動作検証を実施してください。 

 

・DC電源コネクタ仕様 

 

ピン番号 信号名 

1 GND 

2 GND 

3 12～24V 

4 12～24V 

 

 

 

・接続ケーブル仕様（推奨） 

 

部品名 型式 メーカ名 備考 

ハウジング 
9357-04 ALEX 

使用するハウジングとコンタクト 
のメーカは統一してください。 

5557-04R MOLEX 

コンタクト 
4256T2-LF（AWG18-24） ALEX 

5556（AWG18-24） MOLEX 

ケーブル － － 

以下の条件を満たすケーブルを使用
してください。 
ケーブル太さ：AWG18～24 
UL規格：UL1571 
難燃性：VW-1 

 

・電源立ち上がり時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電圧 

時間 

12V 

2-30ms 

1 2 

3 4 

定格入力電圧：DC 12～24V 
入力電圧範囲：DC 10.8～33.6V（定格入力電圧-20%／+30%の範囲） 
電源容量：12V5A以下、24V5A以下 



 

 

このページは白紙です。 
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第２章 操作                   

 

２．１ 電源を入れる前に                              

 

 警 告 

● この装置の設置スペースを確保しないと装置内の温度が上昇して火災や故障の原因となります。設

置スペースを確保してください（「１．５．２ 設置条件」参照）。 

 

【留意事項】 

電源を入れる際は、以下の注意事項を参照してください。 

・「注意事項 １．装置について（２）接続ケーブルについて」 

・「注意事項 １．装置について（４）電源について」 

・「注意事項 １．装置について（５）設置環境」 
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２．２ 装置の立ち上げ                              

 

以下の操作によって、装置を立ち上げることができます。 

 

【初めて装置を立ち上げる場合】 

① ディスプレイの電源を入れてください。 

② オプションACアダプターと添付の電源ケーブルを使用する場合は、この装置と接続した後、ACア

ダプター添付の電源ケーブルのプラグをコンセントに接続してください。 

オプションACアダプターと添付の電源ケーブルを使用しない場合は、ユーザが独自にDC電源や電

源ケーブルなどを準備し、この装置と接続した後、電源ケーブルのプラグをコンセントに接続して

ください。 

電源ケーブルのプラグがコンセントに接続されると、装置の電源が入り電源ランプ（  ）が緑に

点灯します。 

③ 「３．１ 初めて電源を投入した際のセットアップ手順」に従い、装置のセットアップを実施して

ください（この作業は、装置を購入してから初回立ち上げ時にだけ行う必要があります）。 

 

【2回目以降、装置を立ち上げる場合】 

シャットダウン後の手順により立ち上げ操作が異なりますので、下記①、②どちらかの操作で装置を立

ち上げてください。 

① 主電源OFF状態（電源ランプが消灯）の場合は、「【初めて装置を立ち上げる場合】②」の操作を

行い装置を立ち上げてください。 

② スタンバイ状態（電源ランプが橙点灯）の場合は、この装置の電源スイッチ（「１．４ 各部の名

称と役割」参照）を押して装置を立ち上げてください。 

③ ①、②どちらかの操作を行うと、電源が入り電源ランプ（  ）が緑に点灯します。 

 

【留意事項】 

・起動時、GRUBのOS選択画面が表示されている際にEnterキーを必要以上に押下しないでくださ

い。上記操作を行うと、OSの起動が開始されない場合があります。その場合、電源ボタンを長押

しして、本装置の電源を遮断し、再度電源を投入してください。 

・起動時のカーネルオプションの指定によってフレームバッファに関連するパラメータを変更する場

合は、画面の描画性能が著しく低下する場合があります。フレームバッファに関連するパラメータ

を変更する際は、描画性能に問題がないか事前に十分確認してください。 

 

以上の操作後、装置が自動的にログイン画面までの立ち上げ処理をします。 

なお、LANを使用した電源制御については、「２．６ LANを使用した電源制御方法」を参照してくだ

さい。 
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２．３ 装置の停止                                

 

この装置を停止する場合は、利用中のユーザがいないこと、バックグラウンド実行プログラムがないこ

とを確認してから以下の処理をします。 

・アプリケーションプログラムの停止 

・Red Hat Enterprise Linux の停止 

アプリケーションプログラムの具体的な停止方法は、ソフトウェアによって異なりますので、各ソ

フトウェアのマニュアルを参照してください。 

 

Red Hat Enterprise Linux を終了するには、下記方法があります。 

いずれかの方法にて終了してください。 

 

① “shutdown”コマンドにて行います。実行するには root 権限が必要になります。 

root 権限ユーザでログインして以下の操作を端末ウィンドウ上で行います。 

端末ウィンドウは、画面上部の「アプリケーション」をクリックしてメニューを表示し、 

「システムツール」→「端末」をクリックして表示します。 

# shutdown -h now 

 

② GUI で画面上部の「  」をクリックしてメニューを表示し、「  」を選択します。表示され

るダイアログで「電源オフ」をクリックします。 

 

※サスペンド、ハイバーネートを使用した停止および起動はサポートしておりません。 

（「４．１ サスペンド機能、ハイバーネートを使用した停止および起動」参照）  
 

これで、Red Hat Enterprise Linux が終了して、自動的に電源が切れ、補助電源だけが入っている 

状態（スタンバイ状態）になります（このとき、電源ランプは橙点灯しています）。 

 

なお、通常の停止プロセスを実行できない場合（システムロックなどでシャットダウン要求が受け付け

られない場合）は、この装置の電源スイッチを4秒以上押してください。電源が切れ、スタンバイ状態

になります。電源スイッチを4秒以上押して電源を切った場合、次回起動時にLAN経由では電源が入り

ませんので、緊急時以外はこの操作を行わないでください（「２．６ LANを使用した電源制御方法」

参照）。メモリダンプを収集する方法は「８．２ メモリダンプ収集機能」を参照してください。 
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２．４ 電源遮断                                 

 

① この装置が停止していることを確認してください（「２．３ 装置の停止」参照）。 

② オプションACアダプターの電源ケーブルのプラグをコンセントから抜いてください。または、装置

のDC電源コネクタから直接、電源ケーブルを抜いてください。 

 

 

２．５ 非常遮断                                 

 

 警 告 

● 万一、発煙・異臭などがあった場合は、電源遮断を行った後、お買い求め先または保守員に連絡し

てください。故障状態のままお使いになると火災や感電の原因となります。 

 

通 知 

● 非常遮断（OSのシャットダウン処理を行わずにDC電源コネクタから電源ケーブルを抜いたり、オ

プションACアダプターの電源ケーブルをコンセントから抜いたり、ブレーカを切ったりするこ

と）をすると、OSやアプリケーションが正常に動作しなくなったり、保存データの安全性に問題

が生じたりすることがあります。何らかの異常が発生し緊急に遮断しなければならないとき以外

は、絶対に実施しないでください。 

● 電源の供給元で電源を遮断した場合、システムを自動で復旧できないことがありますので、注意し

てください。 

 

以下の場合には、電源の供給元で電源を遮断してください。 

・この装置が異常で、緊急に電源を遮断する場合（異臭が発生している場合など） 

・何らかの異常によって、装置を停止できなくなった場合 

・過電流や異常加熱により繰り返し電源が切れたり、補助電源だけが入っている状態になる場合 
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２．６ LANを使用した電源制御方法                        

 

この装置は、LANを使用した遠隔操作によって電源をONにすることができます。 

この節では、LANを使用して装置の電源をONにするWOL（Wake on LAN）機能について説明します。

ここで電源ONとは電源ランプ（  ）がスタンバイ状態（橙点灯）でMagic Packet™フレームをLANイン

タフェースに対して送信することで、装置を起動することを言います。 

 

【留意事項】 

ネットワークについては、「注意事項 ２．ネットワークについて」を参照してください。 
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２．６．１ LANを使用した電源ON方法                       

 

① この装置の電源を入れて起動させてください。装置を起動させた後、必ずシャットダウン処理で電

源をOFFにしてください。電源OFF後は、装置のDC電源コネクタから電源ケーブルを抜いたりしな

いでください。 

② 装置の内蔵LANアダプターにMagic Packet™フレームを送信します。内蔵LANがMagic Packet™を受

信すると装置の電源がONになり、電源ランプ（  ）が緑点灯します。 

 

LANを使用して装置を起動する（WOLを使用する）には、一度装置を起動し、必ずシャットダウン

処理で電源をOFFにしてください。 

装置に内蔵のLANアダプターは、WfM 2.0（*1）に準拠していて、Magic Packet™技術（*2）をサ

ポートしています。これによって、内蔵LANアダプターからMagic Packet™フレーム（*2）と呼ばれる

特定の情報パケットを受信することで装置の電源がONになります。 

Magic Packet™フレームの送信プログラムはLinuxの「ether-wake」コマンドか、市販のMagic Packet™

フレーム送信ソフトウェアを使用してください。 

（*1）Wired for Management（WfM）は、Intel Corporationが提唱しているネットワーク上のパソコン

を管理するためのハードウェア仕様に関するガイドラインです。 

（*2）Magic Packet™技術はAdvanced Micro Devices, Inc.が開発したネットワーク上のコンピュータ

を、遠隔操作で起動する技術です。 

 

【留意事項】 

・Magic Packet™フレームは、必ず装置の内蔵LANアダプターに対して送信してください（接続位置

につきましては、「１．４ 各部の名称と役割」を参照してください）。 

・ネットワークの状態によってはMagic PacketTMフレームを紛失することがあります。このため、使

用しているシステムでMagic PacketTMフレームが確実に届くような運用をしてください。 

・電源スイッチを4秒以上押して電源をOFFにした状態からは、WOLは使用できません。電源スイッ

チを4秒以上押して電源をOFFにした場合には、電源スイッチを押して装置を起動させた後、

シャットダウン処理で再度電源をOFFにしてください。 

・装置起動時のGRUB画面表示中にMagic PacketTMフレームを送信すると、その後の装置停止後に

Magic PacketTMフレーム受信がなくても自動的に装置が起動される場合があります。 

・Magic PacketTMフレームは、装置の電源が確実に切れている状態で送信するような運用にしてくだ

さい。 

装置停止時の電源が切れる前にMagic PacketTMフレームを送信するとWOLが正しく動作しない場合

があります。 
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＜Magic Packet™フレームの内容＞ 

Magic Packet™フレームは、SOURCE ADDRESS、DESTINATION ADDRESS（受信側のMACアドレスま

たはBROADCAST ADDRESSを含むMULTICAST ADDRESS）、CRCなど、使用しているLANの基本的

な条件を満たしている必要があります。Magic Packet™フレームのデータは、ノードのMACアドレスを

16回繰り返すことによって構成されます。このシーケンスは、パケット内のどこに位置していてもかま

いませんが、必ず同期化ストリームの後に続いていなければなりません。同期化ストリームは、6バイ

トの0xFFとして定義されます。16回繰り返されるMACアドレスが起動対象の装置のアドレスと合致し

ていれば、デバイスは、BROADCASTフレームも受信します。 

以下にMagic Packet™フレームを示します。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
DA SA 任意のデータ FF…FF Adr … Adr Adr 任意のデータ CRC 

 
MACアドレスを16回 
繰り返します。 

同期化ストリーム 
（6バイトの0xFF） 

Source Address 

Destination Address 
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２．７ 内蔵LANインタフェース                           

 

この装置は、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-TのLANポートを3ポート搭載しています。LANポート

コネクタ（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）の実装位置は、「１．４ 各部の名称と役割」を参照

してください。 

 

【留意事項】 

ネットワークについては、「注意事項 ２．ネットワークについて」を参照してください。 

 

● ネットワーク転送速度または転送モード自動認識機能について 

LANポートは、ネットワーク転送速度または転送モードを自動的に認識するオートネゴシエーション

機能を持っています。通常はこのオートネゴシエーション設定で使用してください（WOL機能を使

用する場合は、オートネゴシエーション設定にしてください。なお、速度を1000Mbps（オートネゴ

シエーション）固定にしますと、WOL機能は使用できません）。 

また、接続されるハブとの相性によってはオートネゴシエーション機能が正常に動作しないで、他の

端末との通信に悪影響を及ぼす可能性があります。 

オートネゴシエーション機能が正常に動作しない場合には、LANインタフェースを下記のように設定

してください。 

 

表２－１ LANインタフェース設定 

 

ハブ側仕様 
LAN設定仕様（*） 

速度 デュプレックス 

10Mbps／半二重 10Mbps 半二重通信（Half Duplex） 

10Mbps／全二重 10Mbps 全二重通信（Full Duplex） 

100Mbps／半二重 100Mbps 半二重通信（Half Duplex） 

100Mbps／全二重 100Mbps 全二重通信（Full Duplex） 

1000Mbps 1000Mbps（1.0Gbps） 
自動交渉または 
全二重通信（Full Duplex） 

（*）使用しているOSおよびLANポートによって表示が異なります。 
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第３章 セットアップ                
 

３．１ 初めて電源を投入した際のセットアップ手順                   
 

３．１．１ セットアップの準備                            

 
HF-W100E/LXでは、Linux OSおよびRAS機能をプレインストールして出荷しています。 
 

 ● 出荷時のOS設定 

出荷時の設定は下記になります。 
 

表３－１ 出荷時のOS設定内容 

ユーザアカウント rootユーザ／パスワード root／（*1） 

ブートローダー ログイン名／パスワード root／（*1） 

パーティション(領域) 

（*2） 

マウントポイント ファイルシステム サイズ 

/boot ext4 256 MiB 

/var/crash ext4 5,120 MiB 

/ ext4 23,107 MiB 

(swap) swap 2,048 MiB 

(空き領域) － 0 MiB 

OS 

カーネル 3.10.0-957.21.3.el7.x86_64 

インストールパッケージ 

カテゴリ 

「開発およびクリエイティブ 

ワークステーション」ベースカスタム 

エラッタ 2019/7/10までのエラッタ適用 

グラフィックドライバ modesetting 

言語 
システムロケール 日本語 

インストール済みロケール 日本語、英語 

キーボードレイアウト 日本語 

日付と時刻 
タイムゾーン アジア東京／東京 

時刻同期(NTP) 無効 

ネットワーク設定 LAN A、LAN B、LAN C 未設定 

セキュリティ 
ファイアウォール 有効 

SELinux permissive（許容） 

メモリダンプ 
有効／無効 有効（*3） 

使用メモリサイズ 256 MB 

デスクトップ 
デスクトップ環境 GNOMEデスクトップ（*5） 

解像度／色数 自動設定（*4）／24bit 

（*1）HF-W100E/LXに同梱の「HF-W/LXシリーズをご使用していただく前に」を参照してください。 

（*2）ユーザ固有のパーティションを作成する場合は、OSのインストールを行い / パーティション

サイズの変更が必要です。「第７章 インストールDVDによる出荷状態への復元」を参照して

ください。 

（*3）メモリダンプを無効にした場合、障害発生時に原因究明ができない場合があります。 

（*4）自動設定の項目はありませんが、起動時に接続されたディスプレイにあわせて設定されます。 

（*5）GNOMEデスクトップのGUIメニューの「ユーザの切り替え」機能は使用できません。 
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 ● OS設定の確認 

セットアップをはじめる前に、下記のOS設定をご確認いただき設定をしてください。 

 

表３－２ OS設定の確認内容 

セキュリティ 

レベル 

出荷時はセキュリティレベルを“ファイアウォール有効”に設定しています。

セキュリティレベルを変更する場合、設定しなおしてください。 

TCP/IP設定 装置をネットワークに接続する場合、IPアドレス、ネットマスク、ゲートウェ

イ、DNSネームサーバを設定してください。 

ネットワーク 

設定 

装置をネットワークに接続する場合、接続するネットワークの環境(ドメイン

名、ホスト名、代替ネームサーバ)を設定してください。 

ディスプレイの

設定 

起動時に接続したディスプレイにあわせて、自動で設定されています。変更す

る場合、設定しなおしてください。 

  

 ● Red Hat ドキュメント 

セットアップの際には、Red Hat社の製品ドキュメント一覧ページから下記ドキュメントを参

照してください。 

表３－３ セットアップ時参照のRed Hat社製品ドキュメント一覧 

No ドキュメント名称 入手元 

1 Red Hat Enterprise Linux 7 

システム管理者のガイド 

Red Hat社製品ドキュメント一覧ページ(*1) 

System Administrationカテゴリ 

2 Red Hat Enterprise Linux 7 

ネットワークガイド 

Red Hat社製品ドキュメント一覧ページ(*1) 

System Administration 

3 Red Hat Enterprise Linux 7 

セキュリティーガイド 

Red Hat社製品ドキュメント一覧ページ(*1) 

Security 

(*1)製品ドキュメント一覧ページURL： 

https://access.redhat.com/documentation/ja-jp/red_hat_enterprise_linux/7/ 
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３．１．２ 基本設定                                 
 

この節では、プレインストールされたLinux OSの基本設定手順を示します。 

この手順は、「３．１．１ セットアップの準備」を確認した後に必要に応じて実施してくださ

い。 

 

 

３．１．２．１ 基本設定手順の概要  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
  

「３．１．２．３ ディスプレイの設定」を参照し

てください。 

ログインパスワードの変更 

ネットワーク環境の設定 

ディスプレイの設定 

タイムゾーンの設定 

アカウントの設定 

ファイアウォールの設定 

キーボードレイアウトの設定 

「３．１．２．２ ログインパスワードの変更」を

参照してください。 

「３．１．２．４ ネットワーク環境の設定」を参

照してください。 
 

「３．１．２．５ タイムゾーンの設定」を参照し

てください。 
 

「３．１．２．６ アカウントの設定」を参照して

ください。 
 

「３．１．２．７ キーボードレイアウトの設定」

を参照してください。 
 

「３．１．２．８ ファイアウォールの設定」を参

照してください。 
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（１）システム立ち上げ 

電源を投入すると、GUIのログイン画面まで立ち上ります（電源投入から3分程度）。 

 

（２）ログイン 

“root”にてログインします。 

出荷時の“root”のパスワードは、HF-W100E/LXに同梱の 

「HF-W/LXシリーズをご使用していただく前に」を参照してください。  

 

（３）端末ウィンドウの起動 

下記デスクトップ画面が表示されますので、「アプリケーション」をクリックし、「システ

ムツール」から「端末」をクリックすると、端末ウィンドウが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以降から、コマンドラインの操作は端末ウィンドウで行います。 

 

 
  

ここをクリック

します。 
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３．１．２．２ ログインパスワードの変更 

 

パスワードの変更を行ってください。下記の操作は端末ウィンドウ上で行います。端末ウィ

ンドウの起動方法は「（３）端末ウィンドウの起動」を参照してください。パスワードの変更

は、”passwd”コマンドにて行います。 

 

# passwd 

ユーザのrootパスワードを変更。 

新しいパスワード： 

新しいパスワードを再入力してください： 
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３．１．２．３ ディスプレイの設定 

 

デスクトップ画面の上部パネルから「アプリケーション」をクリックし、「システムツール」か

ら「設定」をクリックすると、「設定」画面が表示されます。「デバイス」をクリックしてくださ

い。 

 

 

 

下記「デバイス」画面が表示されます。「ディスプレイ」を選択し、ディスプレイの表示した

い解像度などを設定してください。 
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ディスプレイの必要な設定をしたあとに「適用」をクリックしてください。ユーザ毎に設定がで

きます。 

 

 

 

［設定変更の確認］ 

「変更を保存」をクリックし、前「デバイス」画面にて右上の「×」をクリックしてください。 
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３．１．２．４ ネットワーク環境の設定 

 

ネットワーク環境の設定を行ってください。下記の操作は端末ウィンドウ上で行います。端末ウィ

ンドウの起動方法は「（３）端末ウィンドウの起動」を参照してください。ネットワーク環境の設定

は、”nmtui”コマンドにて行います。 

 

 

# nmtui 

 

 

下記画面が表示されます。矢印キーにて「接続の編集」選択し「Enter」キーを押してください。 
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下記画面が表示されます。矢印キーおよび「Tab」キーにて設定する「デバイス」選択し「Enter」

キーを押してください。 

 

 
 
 

表３－４ LANポートとデバイス名称 

LANポート デバイス名称 

オンボードLAN LAN A enp1s0 

LAN B enp2s0 

LAN C enp3s0 
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（１）デバイスの設定 

下記画面が表示されます。矢印キーおよび「Tab」キーにて設定する項目を選択し設定をし

てください。 

必要な設定項目は、ネットワーク管理者にお問い合せください。 

なお下記画面は、IPアドレスを< 自動 > にて設定しています。 

コンピュータ起動と同時にネットワークを使用開始するには、「自動的に接続する」を選択し 

「スペース」キーを押してチェック[ X ]してください。 

必要な設定が完了したら < OK> を選択し「Enter」キーを押してください。 

設定を破棄する場合は、<取り消し> を選択し「Enter」キーを押してください。 
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< 手作業> にてIPアドレス設定をする場合は、「IPv4 設定」項目を選択し、「Enter」キーを押

してください。 

下記画面が表示されます。「手作業」を選択し、「Enter」キーを押してください。 
 

   

 

「IPv4 設定」設定項目の <表示する> を選択し、「Enter」キーを押して表示してください。 

「アドレス」に設定するIPアドレスを入力してください。 

その他、必要な設定項目があれば <追加…> を選択し、「Enter」キーを押して設定してください。 

必要な設定が完了したら < OK> を選択し「Enter」キーを押してください。 

設定を破棄する場合は、<取り消し> を選択し「Enter」キーを押してください。 
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「接続の編集」の設定が完了すると下記画面が表示されます。< 戻る > を選択し「Enter」キーを 

押してください 

 

 
 

下記画面が表示されます。「終了」を選択し、「Enter」キーを押してください。 
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（２）ネットワーク環境の設定反映 

下記にて「network」を再起動してネットワーク環境の設定を反映してください。 

 

# systemctl restart network 

 

 

【留意事項】 

・ネットワーク設定で「自動的に接続する」をチェックしていない場合、”ifconfig”コマンドにて 

設定値を確認すると、LANケーブル未接続状態では設定したIPアドレス等の設定値が表示されませ

ん。 
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３．１．２．５ タイムゾーンの設定 
 

デスクトップ画面の上部パネルから「アプリケーション」をクリックし、「システムツール」か

ら「設定」をクリックすると、「設定」画面が表示されます。「詳細」をクリックしてください。 
 

 

 

下記画面が表示されますので、「日付と時刻」を選択し「タイムゾーン」をクリックしてくださ

い。 
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使用するタイムゾーンを選択し、「×」をクリックしてください。出荷時は［日本、東京］

に設定しております。 
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３．１．２．６ アカウントの設定 
 

ユーザアカウントを追加する方法は、CUIモードとGUIモードがあります。 
 

（１）CUIモード 

下記コマンドで登録してください。詳細は、”man”コマンドで内容を確認できます。 
 

#useradd 

 

（２）GUIモード 

デスクトップ画面の上部パネルから「アプリケーション」をクリックし、「システムツー

ル」から「設定」をクリックすると、「設定」画面が表示されます。「詳細」をクリックして

ください。 
 

 
 

下記画面が表示されますので「ユーザー」をクリックしてください、ユーザアカウントの追加が

できます。 

 

※Guestは、OSインストール時に自動的に作成されるユーザです。 
 

作成したユーザの初回ログイン時、 

３．１．２．８ キーボードレイアウトの設定を行ってください。 
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３．１．２．７ キーボードレイアウトの設定 

 

本作業はユーザ毎に行ってください。 

デスクトップ画面の上部パネルから「アプリケーション」をクリックし、「システムツール」か

ら「設定」をクリックすると、「設定」画面が表示されます。「地域と言語」をクリックしてくだ

さい。 

下記「地域と言語」画面が表示されますので、「入力ソース」より、ご使用するキーボードレイ

アウトを設定してください。「＋」で追加、「－」で削除ができます。 
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３．１．２．８ ファイアウォールの設定 

 

デスクトップ画面の上部パネルから「アプリケーション」をクリック後「諸ツール」から「ファ

イアウォール」を選択しクリックすると、下記画面が表示されます。ファイアウォールの管理がで

きます。 
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３．１．３ パッケージのインストール                         
 

この節では、パッケージのインストールについて手順を示します。 

この手順には、root権限が必要です。root権限ユーザでログインしてから実施してください。 

下記のコマンドは端末ウィンドウ上で行います。端末ウィンドウの起動方法は「３．１．２．１ 

基本設定手順の概要（３）端末ウィンドウの起動」を参照してください。 

 

３．１．３．１ インストールの準備 
   

（１） 準備するもの 

1) インストールメディア 

製品に添付されている下記のインストールDVDを準備してください。 

表３－５ インストールメディア一覧 

No. メディアラベル名称 型式 説明 

1 HF-W100E/LX Install Disc R7-6WS x86_64bit版 CS-RHW712 OSインストールDVD 

2 HF-W100E/LX RHEL7-6 x86_64bit版 予防保守パッチ CS-YRW712 予防保守パッチDVD 

 

2) インストール用機材 

下記の機材を準備してください。 

表３－６ インストール用機材一覧 

No. 機材 員数 備考 

1 DVDドライブ ２ 2種類のインストールメディアをセットするため、2台のDVDドライ

ブを準備してください。 

2 キーボード １ キーボードが接続されていなければ準備してください。 

3 マウス １ マウスが接続されていなければ準備してください。 

 

（２） インストール用機材の接続 

準備した機材を装置のUSBポートに接続してください。 

 

 

３．１．３．２ インストールされているパッケージの確認 
   

インストールされているパッケージの確認をしてください。インストールされているパッケージ

は、” yum”コマンドにて行います。 
 

# yum list installed 
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３． １．３．３ パッケージのインストール 
   

① OSインストールDVDおよび予防保守パッチDVDを各DVDドライブにセットしてください。 

 

② 下記にてインストールメディアのボリュームラベル（コマンド出力のLABEL）を確認し、デ

バイス名称とメディア種類との対応を確認してください。 

各メディアのボリュームラベルは以下の通りです。 

・OSインストールDVD  ：「RHEL-7.6  Workstation.x86_64」 

・OS予防保守パッチDVD ：「HFWLX-RHEL76WS-UPDATES」 
 

# blkid /dev/sr0 

# blkid /dev/sr1 

 

 

③ 下記にてOSインストールDVDをマウントしてください。 

（下記はOSインストールDVDが/dev/sr0にセットされている場合を例に記載します。） 
 

# mount /dev/sr0 /media/rhel7 

 

 

④ 下記にて予防保守パッチDVDをマウントしてください。 

（下記は予防保守パッチDVDが/dev/sr1にセットされている場合を例に記載します。） 
 

# mount /dev/sr1 /media/update 

 

 

⑤ インストール可能なパッケージの確認をしてください。インストール可能なパッケージの確

認は、”yum”コマンドにて行います。 
 

# yum --enablerepo=*Media list available 
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⑥ 必要なパッケージをインストールしてください。パッケージのインストールは、”yum”コマ

ンドにて行います。”yum --enablerepo=*Media install”のあとにパッケージ名を入力して実行

してください。複数のパッケージを同時にインストールする場合は下記にて実施してくださ

い。 
 

1つのパッケージをインストールする場合 

# yum --enablerepo=*Media install パッケージ名 

複数のパッケージを同時にインストールする場合 

# yum --enablerepo=*Media install パッケージ名 パッケージ名 パッケージ名… 

 

 

⑦ OSインストールDVDまたは予防保守パッチDVDをアンマウントして、DVDドライブから取

り出してください。 
 

# umount /dev/sr0 

# umount /dev/sr1 

# eject /dev/sr0 

# eject /dev/sr1 

 

⑧ 装置を再起動してください。 
 

# shutdown -r now 
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このページは白紙です。 
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第４章 OS動作上の特記事項             
 

４．１ サスペンド機能、ハイバーネートを使用した停止および起動           

 

本装置では、Red Hat Enterprise Linux 7.6の仕様により、サスペンド機能をサポートしておりません。 

またハイバーネートを使用した停止および起動も本装置ではサポートしておりません。以下のサスペ

ンド機能、ハイバーネートに関する操作および選択をしないでください。 

 

（１）「電源管理」設定画面でのサスペンド、ハイバーネートの選択 

① デスクトップ画面の上部パネルから「アプリケーション」をクリックし、「システムツー

ル」から「設定」をクリックすると、「設定」画面が表示されます。「電源管理」をクリッ

クしてください。 

 

 

 

② ［電源管理」設定画面の「サスペンド、電源ボタン」設定を下記から変更しないでくださ

い。 

● 自動サスペンド 「オフ」 

● 電源ボタンを押した時の動作 「なにもしない」 
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４．２ 電源ボタンによるシャットダウンについて                    

 

本装置では、GUI（GNOMEデスクトップ）使用時に電源ボタンによるシャットダウンができませ

ん。装置前面の電源ボタンを短く（4秒未満）押してもシャットダウンせず、装置が起動した状態のま

まになります。 

 

電源ボタンを長く（4秒以上）押すと装置が強制終了しますので、非常時以外は長く押さないように

ご注意ください。 
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４．３ 時刻合わせについて                             

 

使用用途等により、より精度の高い時刻合わせが必要となる場合、NTPなどの時刻同期の適用をご検

討ください。また、NTPが用意できない場合、下記「ハードウェアクロックとの同期」を利用すること

により精度を高めることが可能です。必要に応じて導入をご検討ください。 

 

「ハードウェアクロックとの同期」機能を使用した場合はNTPとの併用はできません。 

NTP設定を行う場合は、必ず設定を戻すようお願いいたします。 

 

（１）ハードウェアクロックとの同期設定手順 

① rootユーザでログインします。 

② デスクトップ画面の上部パネルから「アプリケーション」をクリックし、「システムツー

ル」から「設定」をクリックすると「設定」画面が表示されます。「詳細」をクリックして

ください。 

③ 表示された「詳細」画面の「日付と時刻」をクリックします。「日付と時刻」をクリックし

て、適切な日付、時刻を選択し、「×」をクリックします。 

④ 約5秒程度放置し、日付・時刻が正しい値に修正されたことを確認します。 

⑤ 端末を開き、下記コマンドを実行して設定したシステムクロック（OS管理時刻）ハード

ウェアクロックを同期させます。 

# hwclock --systohc 

 

⑥ 下記の手順で同期設定を追加します。下記の設定では１時間毎に同期を行う設定としていま

す。 

# crontab -e 

  0 */1 * * * /sbin/hwclock --adjust; /sbin/hwclock --hctosys   ←本行を入力 

「:wq」で保存して閉じる。 
 

⑦ 設定後、システムを再起動します。 

⑧ 再起動後、時刻を確認し、適切な時刻となっていることを確認します。 

⑨ 下記にてハードウェアクロックの時刻を出力し、システムクロックの時刻とずれていないこ

とを確認します。 

# hwclock --show 

 

 

（２）ハードウェアクロックとの同期設定解除手順 

① rootユーザでログインします。 

② 下記の手順で同期設定を削除します。 

# crontab -e 

  0 */1 * * * /sbin/hwclock --adjust; /sbin/hwclock --hctosys   ←本行を削除 

「:wq」で保存して閉じる。 
 

③ 設定後、システムを再起動します。  
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４．４ yumコマンド実行時の警告メッセージ出力について               

 

この装置でyumコマンドを実行すると以下の警告メッセージが出力されますが、コマンドの動作に影

響はありません。 

「警告：RPMDBはyum以外で変更されました」 

 

 

４．５ NTPデーモンの選択について                         

 

ネットワークタイムプロトコル（NTP）による時刻同期を行う場合、chronyの使用が推奨されます。 

詳細については下記ドキュメントを参照してください。 
 

「Red Hat Enterprise Linux 7 システム管理者のガイド」(日本語版)（PDFファイル） 
 

https://access.redhat.com/documentation/ja-
JP/Red_Hat_Enterprise_Linux/7/pdf/System_Administrators_Guide/Red_Hat_Enterprise_Linux-7-
System_Administrators_Guide-ja-JP.pdf 

 

 

４．６ nss証明書の有効期限について                         

 

mod_nssパッケージがインストールされた状態では、nss証明書の有効期限により、Apache HTTP 

Server（httpd）が4年後に起動できなくなります。 

この問題を回避するためには、NSS認証を無効化する必要があります。 

次の手順を実施することにより無効化することができます。 

①/etc/httpd/conf.d/nss.confファイルの編集 

 「NSSEnforceValidCers off」を追記 

②httpdサービスの再起動 

 次のコマンドを実行 

 # service httpd restart 

有効期限はインストール時に自動生成されます。有効期限は次のコマンドで確認することができます。 

コマンドの実行結果として、1行目に証明書の開始日（UTC時刻）、2行目に証明書の終了日（UTC時刻）

が出力されます。 

 # certutil  –d  /etc/httpd/alias  –L  –n  Server-Cert 
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４．７ マウス右ボタンクリック時のメッセージ出力について              

 

GNOMEデスクトップ画面を操作すると、ファイルマネージャ（nautilus）に関する次のメッセージが

システムログに記録されることがありますが、動作への影響はありません。 

 

「journal: g_simple_action_set_enabled: assertion 'G_IS_SIMPLE_ACTION (simple)' failed.」 

 

 

４．８ 日本語manページの文字化けについて                     

 

一部の日本語manページでは、日本語表記が文字化けして表示されます。この場合、次のコマンドを

使用して英語表記で参照してください 

次のコマンド操作は、vimコマンドのマニュアルページ参照を例に記載しています。 

 

 

 

 

 

 

４．９ GNOMEデスクトップ画面電源マーククリック時ダイアログメッセージについて  

 

GNOMEデスクトップ画面右上の電源マークをクリックし、表示されたダイアログの設定画面を表示

するために左のボタンをクリックすると、次のダイアログが表示され、設定画面が表示されないことが

あります。この場合には再度同じ操作を行ってください。 

 

「問題が発生しました。 

Control-center-3.28.1-4.el7パッケージ内で問題が検出されました。」 

 

 

４．10 GNOME-HotCorner無効化設定について                    

 

GNOMEデスクトップ画面の左上隅にマウスカーソルを移動するとアクティビティ画面が表示されま

す（ホットコーナー機能）が、この機能を無効化するためにはrhel7-optパッケージ（オプショナルパッ

ケージ）を適用する必要があります。 

本パッケージが必要な場合は、弊社Linuxサポート窓口にご連絡ください。 

なおパッケージについてはサポート対象外となりますので、お客様にて事前の評価および動作検証を実

施の上、適用をお願い致します。 

 

 

# LANG=C man vim 
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４．11 GNOMEデスクトップの色管理機能について                  

 

GNOMEデスクトップの色管理機能に関するプロセスで、メモリ使用量が増加し続ける可能性がある

ため、色管理機能を無効化しています。 

本機能を使用する場合には、お客様にて事前の評価と動作検証、装置の定期的な再起動などの対応を

ご検討ください。 

 

 

４．12 自動ログイン（TimedLogin）の設定について                  

 

自動ログイン（TimedLogin）を使用する場合、自動ログイン設定のほかに、下記の設定を行う必要

があります。 

下記のコマンドは端末ウィンドウ上で行います。端末ウィンドウの起動方法は「３．１．２．１ 

基本設定手順の概要（３）端末ウィンドウの起動」を参照してください。 

 

/etc/dconf/db/gdm.d/00-login-screenファイルの“disable-user-list”の値を“false”に書き

換えてください。 
 

# disable-user-list=false 

 

下記コマンドを実施してください。 
 

# dconf update 

 

 

４．13 OS起動中のMagic Packet受信によるWOL動作について                 

 

装置起動時のGRUB画面表示中にMagic PacketTMフレームを受信すると、その後の装置停止後にMagic 

PacketTMフレーム受信がなくても自動的に装置が起動される場合があります。 
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第５章 仕様                   
 

５．１ 装置仕様                                 

 

（１）共通仕様 

表５－１ 共通仕様一覧 

項目 仕様 

製品名 HF-W100E/LX 

型式 HJ-100E-RAJM 

プロセッサ Intel® Atom™ Processor E3845（1.91GHz） 

メインメモリ 4GB（*1） 

表示解像度・表示色 「（４）サポート解像度」参照 

内蔵ファ 
イル装置 

mSATA SSD 32GB（MLC NAND）（*2） 

CFast CFastカード（ユーザ準備品） 

インタ
フェース 

ディスプレイ 
デジタル（DVI-I 29ピン）（*3） 

デジタル（DisplayPort 20ピン）（*4） 

USB 
USB2.0/1.1対応×3（前面×1、背面×2） 

USB3.0/2.0/1.1対応×2（前面×2） 

シリアル RS-232C（D-sub 9ピン）×1 

LAN 
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T自動切り替え×3 
（RJ45、Wake on LAN対応） 

オーディオ なし（DisplayPort Audioは使用可能）（*4） 

外部汎用入出力 GPIO×1（DIポート×7、DOポート×8、PWR_BTN、PW_STATUS信号） 

外形寸法 
（幅×奥行き×高さ） 

192×119×50 mm（突起部を含まず） 

RAS機能 OSロック監視、ウォッチドッグタイマ監視、メモリダンプ採取 

質量 約1.4kg 

突入電流 5A以下（DC 12-24V） 

漏洩電流（*4） 0.75mA以下 

消費電流（最大） 
DC12V/DC24V 

DC12V：3.0A、DC24V：1.6A 

電源 

電圧 
DC 12-24V +30% -20% 
（オプションACアダプター使用時：AC100-240V±10%） 

周波数 
（オプションAC
アダプター使用
時） 

50/60Hz±3Hz 

（*1）障害解析用機能に256MBが使用されます。 
（*2）mSATA SSDの注意事項については、「注意事項 ３．mSATA SSDについて」を参照してください。
（*3）変換コネクタやDVI-AケーブルによりアナログVGAの出力が可能です。変換コネクタ、DVI-A

ケーブルはユーザが準備してください。 
（*4）DisplayPortはユーザにて動作検証の上、ご使用ください。 
（*5）ACアダプターの仕様です。 
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（２）OSプレインストールモデル仕様 

表５－２ OSプレインストール仕様 

型式 プレインストールOS 

HJ-100E-RAJM Red Hat Enterprise Linux 7.6 Workstation（64bit）（注） 

（注）Red Hat Enterprise Linux 7.6（64bit） について、全ての動作を保証するものではありません。 

 

 

（３）付属品 

表５－３ 付属品一覧 

項目 仕様 

CFast押さえ金具と各固定ねじ CFast押さえ金具×1個 

各抜け防止金具固定ねじ（M3ねじ）×3本 

装置固定ねじ（M4ねじ）×4本 

USB抜け防止金具 USB抜け防止金具×1個 

DisplayPort／USB抜け防止金具 DisplayPort／USB抜け防止金具×1個 

固定用結束バンド USB固定用結束バンド×2本 

外部I/O防塵キャップセット DVI-I用×1個、DisplayPort用×1個、LAN用×3個、COM Port用×1個 

USB用×5個、EXTコネクタ用×1個 

マニュアル 「安全にご使用いただくために」 

 

 

（４）サポート解像度 

表５－４ サポート解像度一覧 

画面設定 

解像度 

リフレッシュレート（*1） 

DVI-I（*2） DisplayPort 

アナログ デジタル デジタル 

800×600 60, 75Hz 60, 75Hz 60Hz 

1024×768 60, 75Hz 60, 75Hz 60Hz 

1280×1024 60, 75Hz 60, 75Hz 60Hz 

1600×1200 60Hz 60Hz 60Hz 

1920×1080 60Hz 60Hz 60Hz 

1920×1200 60Hz 60Hz 60Hz 

（*1）記載しているリフレッシュレートは、弊社で表示可能であることを確認した設定です。 

ただし、対応可能な解像度およびリフレッシュレートは、ディスプレイによって異なり 

ますので、使用するディスプレイによっては使用できない設定があります。 

（*2）変換コネクタやDVI-AケーブルによりアナログVGAの出力が可能です。 

変換コネクタ、DVI-Aケーブルはユーザが準備してください。 
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（５）最大電流規定（USBポート、DisplayPort） 

USBの各ポート、DisplayPortの合計最大消費電流は以下のとおりです。 

 

表５－５ 最大電流規定 

DC出力 
USBポート 5ポート／DisplayPort 1ポート 

合計最大電流値 

3.3V 0.5A 

5V 3.3A 

 

また、USBの各ポート、DisplayPort、それぞれの最大電流値は以下のとおりです。各デバイス接続

時の突入電流が最大電流値を超えないようにしてください。最大電流値を超えますと、過電流保護

回路が動作し、接続したデバイスが無効になる場合があります。 

 

表５－６ 機能別最大電流規定 

項目 電圧値 最大電流値 

USB2.0/1.1ポート 5V 0.5A／ポート 

USB3.0/2.0/1.1ポート 5V 0.9A／ポート 

DisplayPort 3.3V 0.5A／ポート 

 
  



第５章 仕様 

5-4 

５．２ シリアルポートの設定                           

 

装置出荷時のシリアルポートのデフォルト設定は、下記のRS-232の仕様になっています。 

 

表５－７ シリアルポートデフォルト設定 

BIOS上での名称 
I/Oアドレス 
（*1）（*2） 

IRQ割り当て 
（*1）（*2） 

OS上での名称 
（*2） 

備考 

Serial port 3F8h IRQ 4 ttyS0 標準実装 

（*1）BIOSによって自動的に割り当てられます。 

（*2）シリアルポートの設定を変更しても、I/Oアドレス、IRQ割り当て、OS上での名称は変更し

ないでください。  
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５．３ BIOSセットアップ                             
 

BIOSはシステムの構成情報をSPI-ROMに格納します。システム構成を変更したときには、BIOSの設定

変更が必要な場合があります。 

 

【留意事項】 

BIOSは、製品出荷時のシステム構成に合わせて適切な状態に設定されています。 

BIOSの設定を変更すると、動作が不安定となったり、システムが正常に起動しなくなる場合があり

ますので、BIOSの設定を変更するときは十分に注意してください。 

 

（１）セットアップメニューの起動 

BIOSをセットアップするにはセットアップメニューを起動します。 

装置を起動すると（「２．２ 装置の立ち上げ」を参照）、システムの初期化メッセージが表示さ

れます。［Delete］キーまたは［Esc］キーを押してセットアップメニューを起動してください。 

（２）セットアップメニューの操作 

メニューは主に下記キーを用いて操作します。 

 

表５－８ BIOSセットアップメニュー操作キー 

キー名称 説明 

Esc セットアップの終了または下位メニューから上位メニューへの復帰に使用します。 

←／→ メニューまたは画面最上部に表示されるメニューグループの選択に使用します。 

↑／↓ 項目または各メニューグループ内で個々の項目の選択に使用します。 

＋／－ 
設定値を選択します。このキーの操作によって選択した項目で、設定できる値が切り替

わります。 

Space 
設定値を選択します。設定条件が2つだけのときは、このキーの操作でトグルスイッチ

のように切り替わります。 

Tab 
日付／時刻の設定をするとき、月から日、時から分といった項目間の移動に使用しま

す。 

Enter 
上位メニューから下位メニューへの移動またはセットアップの終了（SPI-ROMへのデー

タセーブ）などに使用します。 

 

（３）セットアップメニューの構成 

セットアップメニューは大きく下記項目に分けられています。 

Main：メニュー起動時に表示される画面です。日付／時刻などシステムの基本的な設定をします。 

Advanced：割り込みポートやI/Oアドレスの設定など、個々のシステム構成に依存する設定をしま

す。 

Chipset：電源を入れたときの動作モードの設定、スタンバイ状態でのUSBポートの給電設定などを

します。 

Security：HDDパスワードなど、セキュリティに関する設定をします。 

Boot：OSを起動する機器の優先順位を設定します。 

Exit：変更した構成情報のSPI-ROMへの保存またはデフォルト設定への復帰などをします。 
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（４）セットアップメニューの詳細 

各メニューで設定できる項目の詳細を以下に示します。 

 

表５－９ BIOSセットアップメニュー一覧（1/3） 

上位 
メニュー 

設定項目 デフォルト値 注意事項 

Main System Date  Red Hat Enterprise Linux 7 の仕様

により、UTC（協定世界時）に

設定しています。JST（日本標準

時）より、９時間引いた時刻に

なります。 

System Time  

Advanced ACPI Settings Enable Hibernation Disabled 左記の設定は変更しないでくだ

さい。 Wake On LAN Control on S5 Enabled 

Wake on RI Control on S5 Disabled 

Resume On RTC Alarm Disabled 

Super IO 
Configuration 

Serial Port A 
Configuration 

Serial Port Enabled 

Change Settings IO=3F8h;IRQ=4; 

RS422/485 Terminator Control Disabled  

Mode select RS-232 左記の設定は変更しないでくだ

さい。 

Digital I/O 
Configuration 
 

GPIO Output 0 Output High GPIOの出力の初期値を変更でき

ます。 GPIO Output 1 Output High 

GPIO Output 2 Output High 

GPIO Output 3 Output High 

GPIO Output 4 Output High 

GPIO Output 5 Output High 

GPIO Output 6 Output High 

GPIO Output 7 Output High 

CPU 
Configuration 

Execute Disabled Bit Enabled 左記の設定は変更しないでくだ

さい。 Intel Virtualization Technology Enabled 

PPM 
Configuration 

EIST Disabled 

CPU C state Report Disabled 

S0ix Disabled 

SATA 
Configuration 

Serial-ATA(SATA) Enabled 

SATA Test Mode Disabled 

SATA Speed Support Gen2 

Serial-ATA Port 0 Enabled 

Serial-ATA Port 1 Enabled 

CSM 
Configuration 

CSM Support Enabled 

Network Do not launch 左記の設定は変更しないでくだ

さい。 Storage Legacy 

Other PCI devices Legacy 
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表５－９ BIOSセットアップメニュー一覧（2/3） 
上位 

メニュー 
設定項目 デフォルト値 注意事項 

Chipset North 
Bridge 

Intel IGD 
Configuration 

PAVC LITE Mode 左記の設定は変更しないでくだ

さい。 DVMT Pre-Allocated 64M 

DVMT Total Gfx Mem Max 

Aperture Size 256MB 

GTT Size 2MB 

LCD Control Primary IGFX Boot 
Display 

CRT 

Secondary IGFX Boot 
Display 

DVI 

Max TOLUD 3GB 

Bypass SPD Detect Disabled 

South 
Bridge 

USB 
Configuration 

Legacy USB Support Enabled USBをサポートする機能の設定

を指定できます。 

XHCI Hand-off Enabled 左記の設定は変更しないでくだ

さい。 EHCI Hand-off Disabled 

USB Mass Storage Driver 
Support 

Enabled 

USB Overcurrent Disabled 

USB Powerdown on S5 Disabled スタンバイ状態でUSBポートか

ら給電するかどうかを指定でき

ます。デフォルト値は給電状態

です。 

USB 3.0(XHCI) Support Enabled 左記の設定は変更しないでくだ

さい。BIOSをデフォルトに戻す

場合は「５．３ BIOSセット

アップ（５）デフォルト設定へ

の戻し方」に従い「Enabled」に

設定してください。（*1） 

USB2 Link Power 
Management 

Disabled 左記の設定は変更しないでくだ

さい。 

Restore AC Power Loss Power On 電源ON時の装置の起動状態を指

定できます。 

Security Administrator Password  左記によってパスワードを設定

することができます。ただし、

パスワードを忘れてしまった場

合は装置を使用することができ

なくなりますので、パスワード

の要否および管理方法を十分に

検討してください。 

User Password  

HDD Security Configuration  

P0:***** （*）  

（*）***** の部分にはmSATA SSDの型式が表示されます。 

（*1）「SmartAuto」に設定された状態で装置を起動すると、次のエラーメッセージが表示され、起動が停止

します。 

***************************************************** 

*ERROR*: INCORRECT BIOS SETTING DETECTED 

'USB 3.0(XHCI) Support' setting has NOT been correct. 

Please refer to user manual for BIOS setting. 

***************************************************** 

この場合、電源ケーブルのプラグをコンセントから抜き、再度接続します。 

装置が起動しますので、BIOSセットアップメニューを起動し「Enabled」に設定してください。 
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表５－９ BIOSセットアップメニュー一覧（3/3） 

上位 
メニュー 

設定項目 デフォルト値 注意事項 

BOOT Setup Prompt Timeout 1 左記の設定は変更しないでくださ

い。 Bootup NumLock State On 

Quiet Boot Disabled 

Fast Boot Disabled 

Boot Option #1 USB Floppy OSを起動するデバイスの優先順位

を設定します。 
左記の設定は変更しないでくださ

い。 

Boot Option #2 UEFI USB Floppy 

Boot Option #3 USB CD/DVD 

Boot Option #4 UEFI USB CD/DVD 

Boot Option #5 USB Key 

Boot Option #6 UEFI USB Key 

Boot Option #7 Hard Disk:***** 
（*2） 

Boot Option #8 UEFI Hard Disk 

Boot Option #9 USB Hard Disk 

Boot Option #10 UEFI USB Hard Disk 

Hard Disk Drive BBS Priorities（*3） P0:InnoDisk Corp. 
mSATA 3ME 

デバイスが接続されていないとき

は表示されません。左記の設定は

変更しないでください。 

***** BBS Priorities  同じ種類の複数のデバイスを接続

した場合に表示されます（***** 
には接続されたデバイス名が入り

ます）。 
複数の起動可能なデバイスを接続

した場合には、このメニューから

起動するデバイスをBoot Option #1
に設定して装置を起動してくださ

い。（*4） 

Save & Exit Save Changes and Exit  設定値を保存して装置を再起動し

ます。 

Discard Changes and Exit  設定値を保存しないで終了しま

す。 

Save Options Save Changes  設定値を保存します。 

Discard Changes  設定値を破棄します。 

Restore Defaults for Windows 7  設定値をデフォルトに戻します。

「５．３ BIOSセットアップ

（５）デフォルト設定への戻し

方」を参照してください。 

Restore Defaults for Windows 10  左記は使用しないでください。 

Save as User Defaults  変更した設定値をUser Defaultsとし

て保存できます。 

Restore User Defaults  User Defaultsで保存した設定値に戻

します。 

Boot Override 接続デバイス名  左記は使用しないでください。 

Launch EFI Shell from filesystem device  

（*2）***** の部分にはmSATA SSDの型式が表示されます。 
（*3）CFastからのブートは非サポートです。CFastにOSをインストールしないでください。また、「Hard Disk Drive 

BBS Priorities」と「UEFI Hard Disk Drive BBS Priorities」は設定を変更しないでください。 
（*4）複数のUSB CD/DVDドライブ接続時にだけ「CDROM/DVD Drive BBS Priorities」と表示されます。 
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（５）デフォルト設定への戻し方 

セットアップメニューの各項目をデフォルトの設定に戻す場合は、下記の順に実行してください。 

 

① セットアップメニューを起動してください（「５．３ BIOSセットアップ（１）セットアップ

メニューの起動」参照）。 

② 上位メニューの「Save & Exit」を開き、「Restore Defaults for Windows 7」にカーソルを移動さ

せ、［Enter］キーを押してください。 

（「Restore Defaults for Windows 10」は選択しないでください。） 

③ 「Yes」を選択し、［Enter］キーを押してください。 

④ 上位メニューの「Chipset」を開き、「South Bridge」にカーソルを移動させ、［Enter］キーを押

してください。 

⑤ 「USB Configuration」を選択し、［Enter］キーを押してください。 

⑥ 「USB 3.0(XHCI) Support」にカーソルを移動させ、［Enter］キーを押してください。 

⑦ 「Enabled」を選択し、［Enter］キーを押してください。 

⑧ 再び上位メニューの「Save & Exit」を開き、「Save Changes and Exit」にカーソルを移動させ、

［Enter］キーを押してください。 

“Save configuration and reset?”と表示されます。 

⑨ 「Yes」を選択し、［Enter］キーを押してください。 
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５．４ 時計機構                                 

 

この装置は、RTC（リアルタイムクロック）ICを用いた時計機構を持っています。 

時計はカレンダーを内蔵していて、バッテリバックアップによって電源断時も動作し続けます。 

 

表５－１０ 時計機構仕様 

 

項目 仕様 

時計機構 時・分・秒（24時間制） 

日付機能 年・月・日 

誤差 月差±3分（*） 

バッテリバックアップ リチウム電池 

（*）周囲温度が25℃での目安値です。 

 

なお、システムプログラム処理上は、通常周期タイマで内部時計を更新し、立ち上げ時などに時計機構

から時刻を読み出し時計合わせ処理をします。 
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５．５ インタフェース仕様                           

 

５．５．１ コネクタ仕様                             

 

この装置から外部へのインタフェース仕様を示します。 

また、各コネクタの位置は、「１．４ 各部の名称と役割」の「● 表示・操作部の説明」を参照し

てください。 

 

● USB2.0/1.1ポート（前面および背面） 

 

ピン番号 信号名 
1 USB_VCC 
2 DATA- 
3 DATA+ 
4 USB_GND 

 

● USB3.0/2.0/1.1ポート（前面） 

 

ピン番号 信号名 

1 USB_VCC 
2 DATA- 
3 DATA+ 
4 USB_GND 
5 SSRX- 
6 SSRX+ 
7 USB_GND 
8 SSTX- 
9 SSTX+ 

 
  

1 2 3 4 

1 4 

5 9 
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● シリアルポート（オスコネクタ、インチねじ） 

 

 

 

 

 

 

 

RS-232Cの場合 

ピン番号 信号名 ピン番号 信号名 
1 DCD 6 DSR 
2 RxD 7 RTS 
3 TxD 8 CTS 
4 DTR 9 RI 
5 GND   

 

 

 
  

5 

9 

1 

6 
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● LANポート（RJ-45モジュラーポート 8ピン） 

 

ピン番号 信号名 
1 TRD+(0) 
2 TRD-(0) 
3 TRD+(1) 
4 TRD+(2) 
5 TRD-(2) 
6 TRD-(1) 
7 TRD+(3) 
8 TRD-(3) 

 

ネットワークの接続には下記仕様のケーブルを使用してください。 

・ケーブル仕様：UTPケーブル（シールドなしツイストペアケーブル） カテゴリ5eまたは6 

 

● ビデオポート（DVI-I 29ピン、インチねじ） 

 

 

 

 

 

 

 

ピン番号 信号名 ピン番号 信号名 ピン番号 信号名 
1 DATA2- 9 DATA1- 17 DATA0- 
2 DATA2+ 10 DATA1+ 18 DATA0+ 
3 DATA2 

SHIELD 
11 DATA1 

SHIELD 
19 DATA0 

SHIELD 
4 N.C. 12 N.C. 20 N.C. 
5 N.C. 13 N.C. 21 N.C. 
6 

DDC CLK 
14 

+5V 
22 DATA0 

SHIELD 
7 DDC 

DATA 
15 

GND 
23 

CLK+ 

8 VSYNC 16 HPD 24 CLK- 

 

ピン番号 信号名 
C1 RED 
C2 GREEN 
C3 BLUE 
C4 HSYNC 
C5 GND 

 
  

1 8 

1 8 

24 17 

C1 C2 

C3 C4 

C5 
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● ビデオポート（DisplayPort、20ピン） 

 

 

 

 

ピン番号 信号名 ピン番号 信号名 
1 Lane0+ 11 GND 
2 GND 12 Lane3- 
3 Lane0- 13 GND 
4 Lane1+ 14 GND 
5 GND 15 Aux+ 
6 Lane1- 16 GND 
7 Lane2+ 17 Aux- 
8 GND 18 HotPlug 
9 Lane2- 19 GND 

10 Lane3+ 20 3.3V 

 

● 外部汎用入出力ポート（メスコネクタ、インチねじ） 

 

 

 

 

 

 

ピン番号 信号名 ピン番号 信号名 
1 PWR_BTN 14 GENDO0 
2 GENDI0 15 GENDO1 
3 GENDI1 16 GND 
4 GENDI2 17 GENDO2 
5 GND 18 GENDO3 
6 GENDI3 19 GND 
7 GENDI4 20 GENDO4 
8 GENDI5 21 GENDO5 
9 GENDI6 22 GND 

10 GND 23 GENDO6 
11 N.C. 24 GENDO7 
12 N.C. 25 PS_STATUS 
13 N.C.   

 
  

1 

2 

19 

20 

13 

25 

1 

14 
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５．５．２ 外部汎用入出力仕様                          
 

（１）外部汎用入出力仕様 

表５－１１ 外部汎用入出力仕様 

項目 仕様 

入力部（*1）（*2） 

 入力点数 7点 

 
入力形式 非絶縁5VTTLレベル入力（入力抵抗：10kΩのプルアップあり） 

出力部（*2） 

 出力点数 8点 

 
出力形式 非絶縁5VTTLレベル出力（出力抵抗：10kΩのプルアップあり） 

（*1）外部汎用入出力は非絶縁のため、使用するときは外部汎用入出力にノイズが加わらないよ

うに注意してください。ノイズなどの影響によって、意図しない動作を行う場合がありま

す。 
（*2）外部汎用入出力信号は、この装置が起動している期間だけ有効です。 

 

（２）外部汎用入出力信号一覧 

表５－１２ 外部汎用入出力信号一覧 
ピン番号 信号名 意味 接続図 

14 GENDO0 汎用出力信号です。ユーザがGENDO0～7

の出力ごとに信号の意味を定義できま

す。なお、デフォルト出力はハイレベル

です。 

（BIOS設定で変更可能です。） 

 

15 GENDO1 

17 GENDO2 

18 GENDO3 

20 GENDO4 

21 GENDO5 

23 GENDO6 

24 GENDO7 

25 PWR_STATUS 電源オン状態信号です。装置の電源がオ

ンのときに5Vを出力し、装置の電源がオ

フのときには0Vを出力します。 

2 GENDI0 汎用入力信号です。ユーザがGENDI0～6

の入力ごとに信号の意味を定義できま

す。信号幅はユーザのプログラムに合わ

せた幅（時間）としてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 GENDI1 

4 GENDI2 

6 GENDI3 

7 GENDI4 

8 GENDI5 

9 GENDI6 

1 PWR_BTN 電源スイッチ入力信号です。電源スイッ

チと同じ動作をし、スタンバイ時の入力

で装置を起動します。 

入力信号の長さは200ms以上1s以下として

ください。4s以上の信号を入力すると電

源が強制遮断されます。 

5、10、16、 

19、22 

GND TTLの基準電圧として使用してくださ

い。 

－ 

11、12、13 － 接続しないでください。 － 
  

※ ①については、図５－１～５－４を参照して
ください。 

ユーザ側 

この装置 

① 
10ko

TTLレベル 
受信回路 

+5V 

ピン番号：14、15、17、18、20、
21、23、または24 

信号 
出力 

ピン番号：5、10、16、19、
または22 (GND) 

※ ①については、図５－１～５－４を参照して

ください。 

10ko 

ピン番号：2、3、4、6、7、
8、または9 

この装置 

ユーザ側 
① 

+5V 

信号 
入力 

ピン番号：5、10、16、19、
または22 (GND) 
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外部汎用出力信号は、この装置が起動している期間（下図の期間A）だけ有効です。 

 

電源断（G3状態）からスタンバイ状態（S5状態）になったとき、汎用出力（GENDO0～7）がBIOS初期化

完了までハイレベルで出力されます。PWR_STATUS信号と一緒に使用することで装置が起動している状態

での汎用出力を検出することが可能です。 

また、装置起動状態（S0状態）からスタンバイ状態（S5状態）になったときには、汎用出力（GENDO0～

7）の値は直前の状態を保持します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５－１ 外部接点部の出力ピン定義（S5直前に出力がない場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５－２ 外部接点部の出力ピン定義（S5直前に出力がある場合） 

 
  

G3 S5 S0 S5 S0 S5 
期間A 

H 

L 

H 

L 

期間A 

（例） 
出力ピン：GENDO0 

BIOS初期化完了まで 
ハイレベル出力 直前の状態を保持 

出力ピン：PWR_STATUS 
（装置起動でハイレベル出力） 

H 

L 

H 

L 

G3 S5 S0 S5 G3 S5 

G3：電源入力断状態 
S5：電源入力ありかつ主電源OFFの状態（+5Vサブ電源ON） 
S0：電源AC入力ありかつ主電源ONの状態（+5Vサブ電源ON） 

期間A 

（例） 
出力ピン：GENDO0 

出力ピン：PWR_STATUS 
（装置起動でハイレベル出力） 

BIOS初期化完了まで 
ハイレベル出力 

BIOS初期化完了まで 
ハイレベル出力 

直前の状態を保持 

BIOS設定： 
Output High（デフォルト）の場合 
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図５－３ 外部接点部の出力ピン定義（S5直前に出力がない場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５－４ 外部接点部の出力ピン定義（S5直前に出力がある場合） 

 
  

H 

L 

H 

L 

G3 S5 S0 S5 G3 S5 

期間A 

（例） 
出力ピン：GENDO0 

出力ピン：PWR_STATUS 
（装置起動でハイレベル出力） 

BIOS初期化完了まで 
ハイレベル出力 

BIOS初期化完了まで 
ハイレベル出力 

直前の状態を保持 

BIOS設定： 
Output Lowの場合 

G3 S5 S0 S5 S0 S5 
期間A 

H 

L 

H 

L 

期間A 

（例） 
出力ピン：GENDO0 

BIOS初期化完了まで 
ハイレベル出力 直前の状態を保持 

出力ピン：PWR_STATUS 
（装置起動でハイレベル出力） 
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（３）外部汎用入出力推奨ケーブル仕様 

接続にあたっては下記のようなケーブルを準備してください。 

 

 

 

 

 

 

（*1）最大ケーブル長は5mです。 

（*2）ケーブルシールドを接続するため、近辺の位置にシールド芯線接続専用のシールドアー

スバーを設ける必要があります。 

 

ユーザがケーブルを製作する場合の仕様を以下に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部汎用入出力ケーブル／コネクタ外観 

 

（*）外部汎用入出力ポートのGNDピンはすべてシグナルグラウンドのため、シールドアースを

接続しないでください。誤作動の原因となります。 

 

● 外部汎用入出力側コネクタ仕様（推奨品） 

 

コネクタ形状：D-sub 25ピンオスコネクタ（2列） 

部品名 型式 メーカ名 

オスコネクタ 17JE-23250-02(D8C)-CG 第一電子工業（株） 

 

● ケーブル仕様（推奨品） 

項目 仕様 備考 

最大ケーブル長 5m  

ケーブル電気シールド 要 フレームグラウンド接続 

  

D-sub 25ピン 
オスコネクタ 

シールドアース（*2） 

M4圧着端子 

ケーブル（*） 

外部汎用入出力側コネクタ 

ユーザ機器側 
コネクタ形状： 
ユーザの機器に

合わせてくださ

い。 

1 

13 

14 

25 
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５．５．３ 外部インタフェースケーブル長規定                  

 

（１）外部インタフェースケーブル長規定 

この装置の各種インタフェースの推奨最大ケーブル長は以下のとおりです。 

 

表５－１３ 外部インタフェースケーブル長規定 

No. コネクタ名称 ケーブル長（m） 備考 

1 DVI-Iポート 3  

2 DisplayPort 3  

3 LANポート 100 UTPカテゴリ5e以上 

4 外部汎用入出力ポート 

5 

ケーブル仕様は「５．５．２ 外部汎用

入出力仕様（３）外部汎用入出力推奨

ケーブル仕様」を参照してください。 

5 シリアルポート（RS-232） 
15 

シールド付きケーブルを使用してくださ

い。 

6 USB2.0/USB 1.1（3ポート） 

3 

USB2.0準拠シールド付きケーブルを使

用してください。また、延長ケーブルを

使用すると正常に動作しない恐れがあり

ます。 

7 USB3.0/USB 2.0/USB 1.1（2ポート） 

2 

接続するデバイスに応じて、USB3.0準

拠またはUSB2.0準拠のシールド付き

ケーブルを使用してください。また、延

長ケーブルを使用すると正常に動作しな

い恐れがあります。 

 

なお、接続するデバイスによっては動作しないことも考えられますので、事前に動作確認をしてから使

用してください。 

 



 

 

このページは白紙です。 
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第６章 点検・保守                
 

６．１ 定期点検                                 

 

定期点検項目を以下に記述します。 

システムの稼働計画の中に点検計画を組み込んでください。 

 

表６－１ 定期点検 

 

点検内容 点検周期 

ロギング情報収集 1回／年 

各部点検清掃 

・装置外の点検清掃 

・その他全般 

1回／年 

動作確認 

・各スイッチ、ランプの動作確認 
1回／年 

有寿命部品の定期交換（*） 必要時 

（*）有寿命品の取り扱いの詳細は、「付録 有寿命品の取り扱いについて」 

を参照してください。 
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６．２ 保守サービス契約                             

 

この装置の保守サービスは、修理対応のみになります。 

修理対応の保守期間は、ユーザに納入後から最大10年となり、お預かりによる修理（センドバック修

理）となります。保守サービス契約の詳細は、弊社担当営業に問い合わせてください。 

また、装置と付随して納入した流通ソフトウェアに対する問い合わせなどにも対応します。 

 

表６－２ 保守サービス対象範囲および保守期間 

 

対象 
保守サービス

の対象範囲 
保守期間 備考 

ハード

ウェア 

装置 ○ 最大10年（*1）  

オプション周辺機器 ○ 製造メーカの保守可能

期間に準ずる（*2） 

 

推奨周辺機器 × 製造メーカの保守可能

期間に準ずる 

マルチベンダハードウェア保守

サービスを適用します。 

上記以外のハードウェア × 製造メーカの保守可能

期間に準ずる 

マルチベンダハードウェア保守

サービスを適用します。 

ソフト

ウェア 
Red Hat Enterprise Linux ○ 製造メーカのサポート

可能期間に準ずる。た

だしサポートを受ける

場合、年間契約が必要

になる。（*3） 

 

RASソフトウェア ○ 最大10年（*1）  

流通アプリケーション × － 製品提供元との保守契約となり

ます。 

○：対象 

×：対象外 

 

（*1）この装置の保守サービスは、修理対応だけです。 

修理対応の保守期間は、ユーザに納入後から最大10年となり、お預かりによる修理（センドバック 

修理）となります。 

（*2）原則的に製造メーカの保守部品供給期限および保守可能期限によります。 

有償交換部品につきましては、「付録 有寿命部品の取り扱いについて」を参照してください。 
 

（*3）Red Hat Enterprise Linuxのサポート期間は１年間になります。２年目以降にサポートを受ける場合に

は、サポート契約の更新が必要となります。 
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＜無償期間内の修理について＞ 
 

・期間について 

同一個所に同一故障が発生した場合、修理品の保証期間は（修理後）6か月または無償期間の残

り期間の長い方です。 

・修理の対応について 

この装置の保守サービスは、修理対応だけです。 

修理依頼品を弊社宛に送付いただく運搬費はユーザ負担とさせていただきます。また、修理完了

品をユーザに返送する際の運搬費は弊社が負担いたします。 

無償修理期間内の修理対応は故障した装置を弊社指定修理窓口まで返送していただき、お預かり

による修理（センドバック修理）になります。 

センドバック修理を依頼されるときは、お手数でも取扱説明書巻末の「日立産業用コンピュータ 

HF-W100E/LX 修理依頼書 兼 御預かり書」に必要事項を記入し、修理品に同梱して送付してく

ださい。 

・返送品の受け付けについて 

受け付けは、平日の9～17時です（土曜、日曜、祝日、年末年始、弊社休日を除く）。 
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６．３ 部品の取り付け／取り外し                         

 

６．３．１ 各部品の種類と取り付け位置                      

 

この装置の各部品の種類と取り付け位置は下図のようになっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６－１ 各部品の種類と取り付け位置 

 

 

  

CFastカードスロット 
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６．３．２ 部品の取り付け／取り外し作業の前に                  

 

部品の取り付け／取り外し作業の際は、以下の注意事項を確認し、厳守してください。 

 

 注 意 

● 感電や機器故障の原因となります。取り付け／取り外し作業の際には必ず電源を遮断した後、1分

以上たってから行ってください。 

● 取り付け／取り外し作業の際は、装置に直接、素手で触らないでください。熱くなっているためや

けどをする恐れがあります。 

 

・保守スペースは必ず確保し、平らな場所で作業してください（「１．５．２ 設置条件」参照）。 

・部品の取り付け／取り外し作業をするときは、綿手袋を着用してください。 

・ねじの締め付け／取り外しの際には、プラスドライバ（JIS規格No.1およびNo.2）を使用し、ねじ

頭を潰さないよう注意してください。 

・ねじの締め付け時には、ねじ山の破壊防止のため、無理な力を加えずねじ穴に対してまっすぐに締

め付けてください。 

 

上記以外に作業項目ごとに注意事項がありますので、それらも厳守してください。 
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６．３．３ CFastカードの取り付け／取り外し                    

 

 注 意 

● CFastカードの取り付け／取り外しは、突起部で手指を切らないように注意してください。 

 

通 知 

● 装置の電源が入った状態でのCFastカードの活線挿抜は絶対に行わないでください。装置および

CFastカードが故障する原因となります。 

● CFastカードは、確実に装置に取り付けてください。半接触の状態では、装置およびCFastカード

が故障する原因となります。 

 

（１）CFastカードの取り付け／取り外しの前に 

作業の前に「６．３．２ 部品の取り付け／取り外し作業の前に」を参照してください。 

 

【留意事項】 

・CFastカードの端子部分には触らないでください。CFastカードが故障する原因となります。 

・CFastカードの挿入向きを間違えないでください。また、CFastカードを挿入するときは、力を加え

すぎないでください。コネクタの破損を引き起こす恐れがあります。 
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（２）CFastカードの取り付け 

① CFastカードの上面を上にして取り付け位置にセットし軽く押し込んでください。 

② CFastカードを取り付け後、添付のCFast押さえ金具を固定ねじ（M3ねじ）で取り付けてくださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６－２ CFastカードの取り付け 

 

（３）CFastカードの取り外し 

CFastカードの取り外しは、「（２）CFastカードの取り付け」と逆の手順で行ってください。 

 

【留意事項】 

CFastカードを引き出す際は、接続コネクタに無理な力が加わらないように注意し、CFastカードに衝

撃を与えないようにゆっくりと引き出してください。 

 

 
  

①CFastカード 

②CFast押さえ金具 

②固定ねじ（M3ねじ） 
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６．３．４ USBケーブルの固定方法                        

 

この項では、USBケーブルのコネクタがUSBポートから抜けてしまうことを防ぐため、USBケーブル

を装置に固定する方法について説明します。 

 

 注 意 

● USBケーブルの装置への取り付け／取り外しは、突起部で手指を切らないように注意してくださ

い。 

 

通 知 

● 装置の電源が入った状態でのUSBケーブルの活線挿抜は絶対に行わないでください。装置が故障

する原因となります。 

● USBケーブルは、確実に装置に取り付けてください。半接触の状態では、装置が故障する原因と

なります。 

 

（１）USBケーブルを固定する前に 

作業の前に「６．３．２ 部品の取り付け／取り外し作業の前に」を参照してください。 
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● 装置前面へのUSBケーブルの固定／取り外し 

（２）装置前面へのUSBケーブルの固定 

① 図６－３を参考にUSB抜け防止金具を装置にねじ（M3ねじ）で固定して取り付けてください。 

② USBケーブルを装置に取り付け、固定用結束バンドを取り付けてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６－３ 装置前面へのUSBケーブルの固定 

 

（３）装置前面のUSBケーブルの取り外し 

USBケーブルの取り外しは、「（２）装置前面へのUSBケーブルの固定」と逆の手順で行ってくだ

さい。 

なお、一度使用した固定用結束バンドの再利用はできませんので、再び固定用結束バンドを使用す

る場合は、新しい固定用結束バンドをユーザが準備してください。 

 

【留意事項】 

固定用結束バンドは、下図を参考にして装置に取り付けるUSBケーブルの数に適合した取り付け方

法で取り付けてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

USBケーブル 
3本固定 

固定用結束 
バンド 

USBケーブル 
2本固定 

USBケーブル 
1本固定 

①USB抜け防止金具 

①固定ねじ（M3ねじ） 

②固定用結束バンド 
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● 装置背面へのUSBケーブルの固定／取り外し 

（２）装置背面へのUSBケーブルの固定 

① 図６－４を参考にDisplayPort／USB抜け防止金具を装置にねじ（M3ねじ）で固定して取り付けて

ください。 

② USBケーブルを装置に取り付け、固定用結束バンドを取り付けてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６－４ 装置背面へのUSBケーブルの固定 

 

（３）装置背面のUSBケーブルの取り外し 

USBケーブルの取り外しは、「（２）装置背面へのUSBケーブルの固定」と逆の手順で行ってくだ

さい。 

なお、一度使用した固定用結束バンドの再利用はできませんので、再び固定用結束バンドを使用す

る場合は、新しい固定用結束バンドをユーザが準備してください。 

 

【留意事項】 

固定用結束バンドは、下図を参考にして装置に取り付けるUSBケーブルの数に適合した取り付け方

法で取り付けてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①DisplayPort／USB 
抜け防止金具 

①固定ねじ（M3ねじ） 

②固定用結束バンド 

固定用結束 
バンド 

USBケーブル2本固定 USBケーブル1本固定 
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６．３．５ DisplayPortケーブルの固定方法                     

 

 注 意 

● DisplayPortケーブルの装置への取り付け／取り外しは、突起部で手指を切らないように注意してく

ださい。 

 

通 知 

● 装置の電源が入った状態でのDisplayPortケーブルの活線挿抜は絶対に行わないでください。装置

が故障する原因となります。 

● DisplayPortケーブルは、確実に装置に取り付けてください。半接触の状態では、装置が故障する

原因となります。 

 

DisplayPortケーブルにはロック機構があるため、付属品に固定用結束バンドはありませんが、固定用

結束バンドを取り付けることはできます。固定が必要な場合はユーザが結束バンドを準備し、下記の手

順で固定してください。 

 

（１）DisplayPortケーブルを固定する前に 

作業の前に「６．３．２ 部品の取り付け／取り外し作業の前に」を参照してください。 
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（２）DisplayPortケーブルの固定 

① 図６－５を参考にDisplayPort／USB抜け防止金具を装置にねじ（M3ねじ）で固定して取り付けて

ください。 

② DisplayPortケーブルを装置に取り付け、固定用結束バンド（ユーザ準備品）を取り付けてくださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６－５ DisplayPortケーブルの固定 

 

（３）DisplayPortケーブルの取り外し 

DisplayPortケーブルの取り外しは、「（２）DisplayPortケーブルの固定」と逆の手順で行ってくだ

さい。 

なお、一度使用した固定用結束バンドの再利用はできませんので、再び固定用結束バンドを使用す

る場合は、新しい固定用結束バンドをユーザが準備してください。 

 

①DisplayPort／USB 
抜け防止金具 

①固定ねじ（M3ねじ） 

②固定用結束バンド 
（ユーザ準備品） 
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第７章 インストールDVDによる出荷状態への復元   
 

通 知 

● インストールDVDは、出荷時のハードウェア構成を対象にしています。そのため、ハードウェア構

成が出荷時と異なる場合、復元作業を行ってもOSが正常に起動しない可能性があります。 

インストールDVDを使用した復元は、外部記憶装置をすべて取り外し、出荷時のハードウェア構成

で行ってください。 

また、インストールDVDを使用した場合にはシステムドライブのすべてのデータが消去されますの

で、必要に応じて事前にバックアップを行ってください。 

 

この章では、以下の手順について説明します。 

・構築してあるシステムを破棄してシステムドライブを出荷時の状態へ復元する手順 

 

７．１ 復元手順の概要                               
 

この節では、現在構築してあるシステムを破棄して出荷時の状態へ復元する手順の概要を説明します。 

インストールDVDを使用してシステムドライブの内容を出荷時の状態に復元した後は、「第３章 セット

アップ」に記載の手順に従ってOSのセットアップを実施してください。 

/パーティションを出荷時のパーティションサイズから変更する場合は、/パーティションサイズの設定値

を変更してください。設定値は9,216MiB以上、23,107MiB以下にしてください。 

 復元の際は、以下についてご注意ください。 

 

＜注意事項＞ 

・Kickstartを使用しないインストールは、サポート対象外となります。  

・インストールは途中で中止せず、OSインストールDVD、予防保守パッチDVDおよびRASソフトウェア 

DVDを使用して実施してください。 

 

以下に手順の概略フローを示します。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

事前の準備 「７．２ 事前の準備」を参照してください。 
・作業を開始する前に準備するものです。 

「７．３ システムドライブの出荷状態への復元」

を参照してください。 
・システムドライブの内容を出荷時の状態に復元し

ます。 
・所要時間は約65分です。 

「第３章 セットアップ」を参照してください。 

出荷状態への復元 

OSのセットアップ 
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７．２ 事前の準備                                

 

 （１）インストールメディア 

インストールDVDによる出荷状態への復元作業を開始する前に、下記３種類のインストールDVD

を準備してください。 

表７－１ インストール DVD 一覧 

No. メディアラベル名称 型式 説明 

1 HF-W100E/LX Install Disc R7-6WS x86_64bit版 CS-RHW712 OSインストールDVD 

2 HF-W100E/LX RHEL7-6 x86_64bit版  

予防保守パッチ 

CS-YRW712 予防保守パッチDVD 

3 HF-W100E/LX RAS Utility CS-LXW11P RASソフトウェアDVD 

 

 

 （２）インストール用機材 

    下記の機材を準備してください。 

表７－２ インストール用機材一覧 

No. 機材 員数 備考 

1 DVDドライブ １ お客様にてご準備ください。 

2 キーボード １ お客様にてご準備ください。 

3 マウス １ お客様にてご準備ください。 

4 ディスプレイ 1 お客様にてご準備ください。 
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７．３ システムドライブの出荷状態への復元                    

 

７．３．１ 出荷状態への復元手順                         

 

以下の手順に従い、OSインストールDVD、予防保守パッチDVDおよびRASソフトウェアDVDを使用

してHF-W100E/LXのシステムドライブを出荷時の状態に復元します。 

なお、以下の画面表示内容は、製品構成などにより異なる場合があります。 

 

（１）インストール用DVDドライブとキーボードの接続 

① 準備した外付けDVDドライブとキーボードを装置のUSBポートに接続してください。 

マウスはRASソフトウェアのインストールが完了するまで接続しないでください。 

 

（２）OSインストール 

① 装置および外付けDVDドライブの電源を入れ、OSインストールDVDをDVDドライブにセットし

ます。起動画面と共に下記画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② カーソルキー（↑↓）を操作して「Install Red Hat Enterprise Linux 7.6」を選択し、「Tab」キーを

押してください。 

（注）画面が表示されてから60秒以内にカーソルキー（↑↓）を操作しないとインストーラが起

動しますので、「Alt」+「Ctrl」+「Delete」キーを押して装置を再起動してください。 
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③ 「vmlinuz initrd=initrd.img…x86_64 quiet」メッセージが表示されますので、設定したい 

/ パーティションのサイズによって「vmlinuz initrd=initrd.img…quiet」の後に次の文字列を入力

し、「Enter」キーを押してください。 

表７－３ / パーティションサイズ指定文字列一覧 

/ パーティションサイズ指定 入力文字列 

出荷時のサイズ “ inst.ks=cdrom” 

任意のサイズ “ inst.ks=cdrom hfwlx.autopart.root=****” 

****：設定するパーティションサイズ（9,216～23,107） 

（注）キーボードが英語モードになっていますので「=」は「＾」キーを入力してください。 

「vmlinuz initrd=initrd.img…quiet」と「inst.ks=cdrom」の間は、半角スペースを入力してくだ

さい。 

 

 

 

④ （約1分経過後に）「Plsease insert CDROM containing ’/ks.cfg’…」メッセージが表示されますの

で、DVDドライブからOSインストールDVDを取り出し、RASソフトウェアDVD をセットして

ください。 

 

⑤ （約30秒経過後に）「Kickstart lorded. Please re-insert installation media.」メッセージが表示されま

すので、DVDドライブからRASソフトウェアDVDを取り出し、OSインストールDVDをセットし

てください。 
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⑥ （約4分経過後に）インストールGUI画面「RED HAT ENTERPRISE LINUX 7.6 インストール」が

表示され、OSインストールが開始されます。（約35分） 

インストールGUI画面が表示されず下記メッセージが表示された場合は、 

「Alt」+「Ctrl」+「Delete」キーを押して装置を再起動し、下記の対応を行ってください。 

 

1) 「#ERROR A2」または「#ERROR A3」 

 

 

 

 

 

 

 

BIOSをデフォルト設定へ戻してください。 

（「５．３ BIOSセットアップ（５）デフォルト設定への戻し方」参照。） 

BIOSの設定を変更している場合は、設定を変更してください。 

BIOSの設定が完了しましたら「（２）OSインストール」より、再度OSのインストールを実

施してください。 

 

2) 「#ERROR AF」 

 

 

 

‘③手順で / パーティションの任意サイズ指定時、「hfwlx.」に続くオプション指定に誤りが

あります。 

‘③の手順で、オプションに正しい文字列を指定してください。 

 

3) 「#ERROR AE」 

 

 

 

‘③手順で / パーティションの任意サイズ指定時、指定したパーティションサイズが下限値

（9216）を下回っています。 

‘③の手順で、パーティションサイズに9216以上の値を設定してください。 

 

⑦ OSのインストールが完了するとDVDドライブから、OSインストールDVDが排出されて、装置が

再起動します。OSインストールDVDを取り出してください。 

続けて予防保守パッチのインストールを行ってください。 

（注）10分以上操作しないと省電力モードによりモニタ消灯状態になります。この場合には

「Ctrl」キーを複数回押下してモニタを表示状態にしてください。  

  

#ERROR A2 

An error occurred while checking computer boot mode. 

- please check if 'CSM Support' is correct in BIOS setting. 

#ERROR A3 

An error occurred while checking USB-XCHI enable mode. 

- please check if 'USB 3.0(XHCI) Support' is correct in BIOS setting. 

#ERROR AF 

An error occurred while parsing installation parameters. 

- invalid parameter 'hfwlx.*' is specified. 

#ERROR AE 

An error occurred while parsing installation parameters. 

- invalid argument of 'hfwlx.autopart.root=' 
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（３）予防保守パッチのインストール 

OSインストールが完了しましたら、予防保守パッチのインストールを行ってください。 

 

① OSのインストールが完了し、装置が再起動するとCUIにてログイン画面が表示されます。 

Welcom to emergency mode! After logging in, Type "journalctl -xb" to view 

system logs, "systemctl reboot" to reboot, "systemctl default" or ^D to 

boot into default mode.  

Give root password for maintenance 

(or press Control-D to continue): 
 

② rootユーザのパスワードを入力してください。 

出荷時の“root”のパスワードは、HF-W100E/LXに同梱の 

「HF-W/LXシリーズをご使用していただく前に」を参照してください。  

 

③ 予防保守パッチDVDをDVDドライブにセットします。 

 

④ 下記コマンドを実施してください。予防保守パッチのインストールが開始されます。（約20分） 

# export LANG=C 

# mount /dev/sr0 /media/update 

# bash /media/update/update.sh 
 

⑤ 予防保守パッチのインストールが完了し、下記のメッセージが表示されることを確認して 

ください。 

 

 

 

⑥ 下記コマンドで予防保守パッチDVDをDVDドライブから取り出してください。 

# umount /dev/sr0 

# eject 
 

⑦ 下記コマンドで装置を再起動してください。続けてRASソフトウェアのインストールを行って 

ください。 

# shutdown –r now 

 

  

[OK]: Packages update has finished. No error reported. 
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（４）RASソフトウェアのインストール 

OSと予防保守パッチのインストールが完了しましたら、RASソフトウェアのインストールを行っ

てください。 

 

① 予防保守パッチのインストールが完了し、装置が再起動するとCUIにてログイン画面が表示され

ます。 

Welcom to emergency mode! After logging in, Type "journalctl -xb" to view 

system logs, "systemctl reboot" to reboot, "systemctl default" or ^D to 

boot into default mode.  

Give root password for maintenance 

(or press Control-D to continue): 
 

② rootユーザのパスワードを入力してください。 

出荷時の“root”のパスワードは、HF-W100E/LXに同梱の 

「HF-W/LXシリーズをご使用していただく前に」を参照してください。  

 

③ RASソフトウェアDVDをDVDドライブにセットします。 

 

④ 下記コマンドを実施してください。RASソフトウェアのインストールが開始されます。 

（約5分） 

# export LANG=C 

# mount /dev/sr0 /media/setup 

# bash /media/setup/setup-rasutl 
 

⑤ RASソフトウェアのインストールが完了し、下記のメッセージが表示されることを確認して 

ください。 

[OK]: Installation has finished. No error reported. 
 
------------------------------------------------------ 
|     Please reboot the system           | 

------------------------------------------------------ 
 

⑥ 下記コマンドでRASソフトウェアDVDをDVDドライブから取り出してください。 

# umount /dev/sr0 

# eject 
 

⑦ 下記コマンドで装置を停止してください。 

# shutdown –h now 

 

⑧ 装置が停止しましたら、DVDドライブを取り外し、準備したマウスを装置のUSBポートに接続し

てください。 

続けてインストールの確認をしてください。  
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（５）装置の起動 

① 装置の電源ボタンを押下し、装置を起動するとログイン画面が表示されます。 

② ユーザ名を入力し「Enter」キーを押し、パスワードを入力し「Enter」キーを押します。 

出荷時の“root”のパスワードは、HF-W100E/LXに同梱の 

「HF-W/LXシリーズをご使用していただく前に」を参照してください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

          「ユーザ名」入力              「パスワード」入力 
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（６）インストールの確認 

① 下記コマンドを実施してRASソフトウェアがインストールされていることを確認してください。 

** にはバージョンが表示します。 

# cat /usr/rasutl/rasutl-version 

CS-LXW11P-** 
 

② /パーティションサイズを出荷時から変更した場合は、パーティションサイズが変更した値になっ

ているか確認してください。 

「３．１．２．３ ディスクパーティション設定とファイルシステムの作成」の「32GBディス

ク」画面の「ファイルシステム パーティション5」をクリックして確認してください。 

 

以上でOSと予防保守パッチ、RASソフトウェアのインストールが完了しました。 

 

 

（７）装置の停止 

装置を停止するには、下記方法があります。 

いずれかの方法にて停止してください。 

 

1) GUIで画面上部の「  」をクリックしてメニューを表示し、「  」を選択します。表示さ

れるダイアログで「電源オフ」をクリックします。 

 

2) “shutdown”コマンドにて行います。実行するにはroot権限が必要になります。 

root権限ユーザでログインして以下の操作を端末ウィンドウ上で行います。 

端末ウィンドウは、画面上部の「アプリケーション」をクリックしてメニューを表示し、

「システムツール」→「端末」をクリックして表示します。 

 

# shutdown -h now 

 

 

 

※サスペンド、ハイバーネートを使用した停止および起動はサポートしておりません。 

（「４．１ サスペンド機能、ハイバーネートを使用した停止および起動」参照）  

 

これで、Red Hat Enterprise Linuxが終了して装置が停止します。 
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このページは白紙です。 
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第８章 保守操作                  
 

この装置のRAS（Reliability、Availability、Serviceability）機能を使った保守操作について説明します。 

 

８．１ 概要                                    

 

この装置は、高信頼化機能を実現するためのRAS機能を備えています。以下に、この装置のRAS機

能の概要を示します。 

 

表８－１ RAS 機能概要 

分類 項目 

監視機能 OSロック監視 

ウォッチドッグタイマ監視 

制御機能 外部汎用入出力の制御 

開発サポート機能 RASドライバアクセスI/F提供機能 

保守・ メモリダンプ関連 メモリダンプ採取機能 

障害解析 ログ情報収集機能 

 

＜監視機能＞ 

（１）OSロック監視 

この装置のOSの動作状態を監視します。OSに異常が発生したときは、アラームランプが赤色に

点灯しメモリダンプを採取します。 

 

（２）ウォッチドッグタイマ監視 

この装置に実装されているウォッチドッグタイマを使用し、ユーザプログラムが動作しているこ

とを監視します。 

 

＜制御機能＞ 

（３）外部汎用入出力の制御 

RASドライバにより、この装置の外部汎用入出力を制御することができます。 

外部汎用入出力には、ユーザが使用できる汎用入出力が入力用に7点と出力用に8点用意されてい

ます。これらの汎用入出力を使用して外部機器からの信号をこの装置に入力したり、この装置か

ら外部に信号を出力したりすることができます。 

 

＜開発サポート機能＞ 

（４）RASドライバアクセスI/F提供機能 

（３）のRASドライバアクセスI/F（C/C++言語）を提供します。 
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＜保守・障害解析＞ 

（５）メモリダンプ採取機能 

この装置が予期せずに停止してしまった場合など障害が発生したときに、[Alt]キーと

[PrintScreen]キーを押しながら[c]キーを押すと、システムメモリの内容をファイル（メモリダン

プファイル）に記録します。このメモリダンプの内容を解析することによって、障害の原因を調

査することができます。 

 

（６）ログ情報収集機能 

この装置のログ情報データの収集を「sosreport コマンド」で行うことができます。（「HF-

W100E/LX RAS機能マニュアル ７．２．４ ログファイル収集コマンド（sosreport）」参

照） 
 
 
 

このマニュアルでは＜保守・障害解析＞「（５）メモリダンプ採取機能」について説明します。その他の

機能の詳細については、「HF-W100E/LX RAS機能マニュアル」を参照してください。 
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８．２ メモリダンプ採取機能                           
 

この装置は、表８－２の要因が発生した場合に、システムメモリの内容をファイル（メモリダンプ

ファイル）に記録（*1）します。このメモリダンプファイルの内容を解析することによって、障害の

原因を調査できます。 

メモリダンプファイルの解析につきましては、有償での対応となります。弊社営業までお問い合わ

せください。 

（*1）メモリダンプの採取には OS機能の kdump を使用しています。 

  kdump機能はメモリダンプ採取要因発生時、専用のカーネルを起動し、メモリダンプファイル

を保存します。 
 

表８－２ メモリダンプを採取する要因一覧 
 

要因 説明 

Linux カーネル障害 Linuxカーネル内で動作不可能なエラー（カーネルパニック）が発生

したとき、メモリダンプが採取されます。 

IRQ割込み不可状態検出 OSロック監視機能でNMIウォッチドッグによるタイムアウトを検出

した場合に、メモリダンプが採取されます。（CPUが一定時間IRQ

割込みを無効にしている状態） 

OS動作不能状態検出 OSロック監視機能でsoftdogによるタイムアウトを検出した場合に、

メモリダンプが採取されます。（高優先度のプロセスが一定時間動

作できない状態） 

ユーザプログラム動作不能状

態検出 

ウォッチドッグタイマ監視機能でsoftdogによるタイムアウトを検出

したとき、メモリダンプが採取されます。（ユーザプログラムが一

定時間動作できない状態） 

キーボードダンプキー入力 [Alt]キーと[PrintScreen]キーを押しながら[c]キーを押下して意図的に

カーネルパニックを発生させた場合に、メモリダンプが採取されま

専用ドライバI/Fに特定コード

注入 

下記ファイルへ文字「c」書込みして意図的にカーネルパニックを発

生した場合に、メモリダンプが採取されます。 

/proc/sysrq-trigger 

 

表８－３ メモリダンプファイル保存仕様 
 

No. 項目 内容 

1 メモリダンプ 

 

保存用ディレクトリ /var/crash/dump 

2 ファイル名称 vmcore（*2） 

3 最大保存件数 1件 

4 障害情報レポートファイル 

 

保存用ディレクトリ /var/crash/dump 

5 ファイル名称 report(*2) 

6 最大保存件数 10件（*3） 

7 世代管理ディレクトリ /var/crash/report 

8 世代管理ファイル名称 report.N（Nは0～9）（*3） 

   （*2）保存に失敗した場合は、ファイル名の末尾に「-incomplete」が付加されます。 

   （*3）ファイル数が10件になると、最古のファイルから削除されます。  
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 ＜メモリダンプ採取時の装置状態＞ 

○ 筐体前面のアラームランプが「赤色」に点灯します。（*4） 
 

（*4）メモリダンプ採取処理に掛かる時間は、メモリ容量が4GBの場合は約10秒程度になります。 

 

 ＜メモリダンプ採取終了＞ 

○ 装置が再起動して、アラームランプが消灯し、メモリダンプ解析処理メッセージを表示しま

す。（*5） 

 

 

 

○ メモリダンプ解析処理完了後、ログイン画面になります。（*6） 
 

（*5）メッセージは処理ごとに更新されて表示します。 

（*6）メモリダンプ採取後の再起動に掛かる時間は、約3分程度になります。 

 
 

>>RUNNING KERNEL CRASH ANALYSIS: preparing to analyze log data. 
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第９章 トラブルシューティング          
 

この章では、よくあるトラブルの原因と対処法について説明します。「９．１ トラブル一覧」から現象

を選択し、その参照先（「９．２ 原因調査および対処方法」の内容に従い対処してください。また、

「９．２ 原因調査および対処方法」に従っても問題が解決しない場合、システム管理者または保守員に連

絡してください。 

 

 警 告 

● 万一、発煙・異臭などがあった場合は、電源遮断を行った後、お買い求め先または保守員に連絡し

てください。故障状態のままお使いになると火災や感電の原因となります。 

 

９．１ トラブル一覧                               

 

装置に発生するトラブルを以下に示します。該当する項目を以下より参照し、原因調査および対処

を行ってください。 

 

９．１．１ OS起動前のトラブル                          

 

デスクトップ画面が表示される前（OS起動前）までのトラブルを以下に示します。各ランプの名

称に関しては、「１．４ 各部の名称と役割」を参照してください。 

 

（１）装置が起動しない 

電源ケーブルのプラグをコンセントに入れた後の動作を①～④の順番で確認し、該当する項

目がありましたらその項目のページを参照してください（先に該当した項目を参照してくだ

さい）。 

① 電源スイッチを押しても、装置が起動しない （→ 9-3ページ参照） 

② 画面に何も表示されない （→ 9-3ページ参照） 

③ 画面にエラーメッセージが表示され停止している （→ 9-4ページ参照） 

④ ログイン画面が表示されない （→ 9-5ページ参照） 

（２）ビープ音が鳴る （→ 9-5ページ参照） 

（３）BIOSのセットアップメニューが開けない （→ 9-6ページ参照） 

（４）PWR_BTNによるリモートパワーオンができない （→ 9-6ページ参照） 

（５）WOLが使用できない （→ 9-6ページ参照） 
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９．１．２ OS起動後のトラブル                          

 

ログイン画面が表示され、デスクトップ画面が表示された後（OS起動後）のトラブルを以下に示

します。 

 

（１）アラームランプが点灯している。 （→ 9-7ページ参照） 

（２）装置の処理が遅い （→ 9-7ページ参照） 

（３）装置が応答しない （→ 9-7ページ参照） 

（４）装置が自動的にスタンバイ状態になっている、再起動する （→ 9-8ページ参照） 

（５）画面がちらつくまたは何も表示されない （→ 9-8ページ参照） 

（６）ネットワークに接続できない （→ 9-9ページ参照） 

（７）ネットワークの接続がよく切れる、通信速度が遅い （→ 9-9ページ参照） 

（８）キーボードの入力を受け付けない （→ 9-10ページ参照） 

（９）マウス操作を受け付けない、カーソル・ボタンが正常に動作しない 

  （→ 9-10ページ参照） 

（10）USB機器（キーボード、マウス以外）が認識されない、動作しない （→ 9-11ページ参照） 

（11）シリアルポートが正常に動作しない （→ 9-11ページ参照） 

（12）外部汎用入出力ポートが正常に動作しない （→ 9-11ページ参照） 

（13）シャットダウンできない （→ 9-12ページ参照） 
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９．２ 原因調査および対処方法                          

 

９．２．１ OS起動前のトラブル                          

 

（１）装置が起動しない 

① 電源スイッチを押しても、装置が起動しない。 

＜推定原因＞ 

装置に電源が供給されていないまたは装置の故障が考えられます。 

 

① 「２．２ 装置の立ち上げ」を参照し、装置が起動するか確認してください。 

② 分電盤のブレーカがONになっていることを確認してください。 

③ ①～②を実施しても装置が起動しない場合は、装置の故障が考えられます。 

⇒システム管理者または保守員に連絡してください。 

 

② 画面に何も表示されない 

＜推定原因＞ 

ディスプレイの異常、ケーブルの異常が考えられます。 

 

① ディスプレイの電源スイッチがONになっていることを確認してください。 

② ディスプレイの電源ケーブルのプラグがコンセントへ接続されていることを確認してください。 

③ ディスプレイインタフェースケーブルによって、装置とディスプレイが接続されていることを確

認してください（ケーブルの接触不良でないかを確認してください）。 

④ ディスプレイインタフェースケーブルを別のケーブルに交換してください（ケーブルが断線して

いないかを確認してください）。 

⑤ ディスプレイの各種設定を見直してください。ディスプレイの設定は、使用するディスプレイに

添付されている説明書を参照してください。 

 

  

＜対処＞ 

＜対処＞ 
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③ 画面にエラーメッセージが表示され停止している 

＜推定原因＞ 

電池切れ、OSの破損、BIOS設定誤りが考えられます。 

 

① 下記のエラーメッセージが表示された場合、各対処を行ってください。 

● Error：Remove Battery or Clear CMOS, Load default value 

⇒装置を起動するときに毎回表示される場合、電池が切れています。システム管理者または

保守員に連絡してください。 

● Operating System not found 

⇒mSATA SSD、OSに異常があることが考えられます。以下を確認してください。 

ⅰ）USB CD、USB FD、USBブートデバイスが装置に接続されていないか確認してくださ

い。 

⇒USB CD、USB FD、USBブートデバイスが接続されている場合は、取り外してくだ

さい。 

ⅱ））OSおよびRASソフトウェアを再インストールして出荷時の状態に復元してくださ

い。 

● *ERROR*: INCORRECT BIOS SETTING DETECTED 

'USB 3.0(XHCI) Support' setting has NOT been correct. 

Please refer to user manual for BIOS setting. 

⇒BIOS設定項目「USB 3.0(XHCI) Support」が「SmartAuto」に設定されています。 

 電源ケーブルのプラグをコンセントから抜き、再度接続します。 

 装置が起動しますので、BIOSセットアップメニューを起動し「USB 3.0(XHCI) Support」を

「Enabled」に設定してください。（「５．３ BIOSセットアップ」を参照。） 

＜対処＞ 
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④ ログイン画面が表示されない 

＜推定原因＞ 

ハードウェアの異常、OSの破損が考えられます。 

 

① 装置がネットワークに接続されていて、リモートアクセスが可能な場合は sosreportにてログ

ファイルを収集してください。その後、装置を再起動してください。収集したファイルを弊社窓

口に送付してください（「HF-W100E/LX RAS機能マニュアル ７．２ ログファイル収集機

能」参照）。 

② 下記の＜強制終了の方法＞を参照し、装置の電源を遮断してください。その後、電源ケーブルの

プラグをコンセントから抜くか、装置がユーザ準備のDC電源に接続されている場合は接続を解

除後に、キーボード、マウス以外のUSB機器を取り外してください。再度電源ケーブルのプラグ

をコンセントに入れて装置を起動してください。 

③ 電源ケーブルのプラグをコンセントから抜くか、装置がユーザ準備のDC電源に接続されている

場合は接続を解除後に、キーボード、マウス以外のUSB機器を取り外してください。その後、再

度装置を起動してください。 

④ ①～③を実施しても改善されない場合、OSが破損していることが考えられます。インストール

DVDおよびRASソフトウェアを使用して出荷時の状態に復元し、バックアップデータを使用し

て復旧してください。 

 

＜強制終了の方法＞ 

シャットダウンできない場合は、電源スイッチを4秒以上押してください。電源が切れ、スタンバイ状

態になります。 
 

【留意事項】 

・OSが正常に起動しなくなる可能性がありますので、OS起動途中でのUSB機器の接続は行わないでく

ださい。 

・CPU切替器によっては、OS起動途中に画面切替を行うとOSが正常に起動しなくなる可能性がありま

す。CPU切替器を使用する場合は、十分な動作検証を実施してください。 

 

 

（２）ビープ音が鳴る 

ａ）ビープ音が「ピピピッピピッピ」と鳴る 

＜推定原因＞ 

電源投入時の音です。異常はありません。 

 

ｂ）それ以外の音が鳴る 

＜推定原因＞ 

ハードウェアの異常検知が考えられます。 

 

① システム管理者または保守員に連絡してください。 

  

＜対処＞ 

＜対処＞ 
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（３）BIOSのセットアップメニューが開けない 

＜推定原因＞ 

キーボードの入力が受け付けられていないことが考えられます。 

 

① キーボードのケーブルを取り外し、しっかりと接続するように取り付け直してください。 

② キーボードのケーブルを他のUSBポートに接続してください。 

 

 

（４）PWR_BTNによるリモートパワーオンができない 

＜推定原因＞ 

外部汎用入出力ケーブルの接続不良か装置の故障が考えられます。 

 

① 外部汎用入出力ケーブルがしっかりと接続されていることを確認してください（ケーブルの接触

不良でないかを確認してください）。 

② 外部汎用入出力ケーブルを別のケーブルに交換してください（ケーブルが断線していないかを確

認してください）。 

③ ①～②を実施しても装置が起動しない場合は、装置の故障が考えられます。 

⇒システム管理者または保守員に連絡してください。 

 

 

（５）WOLが使用できない 

＜推定原因＞ 

WOL機能が使用できない状態であることが考えられます。 

 

① LANケーブルがLANポートに接続されているか確認してください。接続されていない場合は

LANポートに接続してください。 

② 「２．６．１ LANを使用した電源ON方法」を参照し、WOLを使用してください。 

 

  

＜対処＞ 

＜対処＞ 

＜対処＞ 
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９．２．２ OS起動後のトラブル                          

 

（１）アラームランプが点灯している 

＜推定原因＞ 

OSの異常が考えられます。 

 

① アラームランプが赤点灯の場合、カーネルパニックが発生しており、メモリダンプを自動で採取

しています。「８．２ メモリダンプ採取機能」を参照してください。メモリダンプ採取後、装

置が再起動します。メモリダンプの解析（有償）が必要な場合は、ファイルを保存し、弊社担当

営業に連絡してください。 

 

 

（２）装置の処理が遅い 

＜推定原因＞ 

メモリの容量不足またはmSATA SSDの容量不足が考えられます。 

 

① 不要なアプリケーションを終了し、メモリの空き容量を増やしてください。 

② 不要なファイルを削除し、mSATA SSDの空き容量を増やしてください。 

 

 

（３）装置が応答しない 

＜推定原因＞ 

ハードウェアまたはソフトウェアの異常が考えられます。 

 

① 装置がネットワークに接続されていて、リモートアクセスが可能な場合は sosreportにてログ

ファイルを収集してください。その後、装置を再起動してください。収集したファイルを弊社窓

口に送付してください（「HF-W100E/LX RAS機能マニュアル ４．２ ログファイル収集機

能」参照）。 

② Alt + PrintScreen + cキーを同時に押して装置が応答する場合、メモリダンプを採取してくださ

い。メモリダンプ採取後、装置が再起動します。メモリダンプの解析（有償）が必要な場合は、

ファイルを保存（「８．２ メモリダンプ採取機能」を参照）し、弊社担当営業に連絡してくだ

さい。 

③ Ctrl + Alt + Deleteキーを押して装置が応答する場合、装置を再起動してください。 

③ ①～③を実施しても装置が再起動できなかった場合は、下記の＜強制終了の方法＞を参照し、装

置の電源を切ってください。 

電源を切った後、キーボード、マウス以外のUSB機器を取り外し、装置を起動してください。 

 

＜強制終了の方法＞ 

再起動できない場合は、電源スイッチを4秒以上押してください。電源が切れ、スタンバイ状態になり

ます。 
  

＜対処＞ 

＜対処＞ 

＜対処＞ 
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（４）装置が自動的にスタンバイ状態になっている、再起動する 

ａ）システムログに警告／エラーメッセージが記録されている 

＜推定原因＞ 

ハードウェアまたはソフトウェアの異常が考えられます。 

 

① システムログ（/var/log/messages）の内容を確認し対処してください。 

② メッセージの出力元が購入品からの場合、購入元へお問い合わせください。 

 

ｂ）ａではない場合 

＜推定原因＞ 

電源ケーブルの接続不良、電源供給が不安定であることが考えられます。 

 

① 電源ケーブルがDC電源コネクタおよびオプションACアダプターの電源コネクタにしっかり接続

されていることを確認してください。 

② ①を実施しても改善しない場合、電源供給が不安定であることが考えられます。供給電圧が適正

かどうか確認してください。 

 

 

（５）画面がちらつくまたは何も表示されない 

＜推定原因＞ 

ケーブルの異常、ディスプレイの異常が考えられます。 

 

① ディスプレイの電源ケーブルのプラグがコンセントへしっかりと接続されていることを確認して

ください。 

② ディスプレイインタフェースケーブルによって、装置とディスプレイがしっかりと接続されてい

ることを確認してください（ケーブルの接触不良でないかを確認してください）。 

③ ディスプレイインタフェースケーブルを別のケーブルに交換してください（ケーブルが断線して

いないかを確認してください）。 

④ ディスプレイの各種設定を見直してください。ディスプレイの調整はディスプレイに添付されて

いる説明書を参照してください。 

 
  

＜対処＞ 

＜対処＞ 

＜対処＞ 
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（６）ネットワークに接続できない 

＜推定原因＞ 

LAN、ネットワーク機器（ハブなど）の設定、ケーブルの接続不良が考えられます。 

 

① 「３．１．２．５ ネットワーク環境の設定」を参照し、ネットワークの設定を見直してくださ

い。 

② LANケーブルを取り外し、しっかりと接続するように取り付け直してください。 

③ 「１．４ 各部の名称と役割」を参照し、LANケーブルの接続ポートに誤りがないかどうかを確

認してください。 

④ LANケーブルを他のLANケーブルに交換してください。 

⑤ ネットワーク機器を使用している場合 

ⅰ）ネットワーク機器の電源が入っていることを確認してください。 

ⅱ）ネットワーク機器の電源を入れたあとに、装置の電源を入れてください。 

ⅲ）別のネットワーク機器に取り替えて動作を確認してください。 

 

 

（７）ネットワークの接続がよく切れる、通信速度が遅い 

＜推定原因＞ 

LAN、ネットワーク機器の設定、ケーブルの接続不良が考えられます。 

 

① 「３．１．２．５ ネットワーク環境の設定」を参照し、ネットワークの設定を見直してくださ

い。 

② LANケーブルを取り外し、しっかりと接続するように取り付け直してください。 

③ 「１．４ 各部の名称と役割」を参照し、LANケーブルの接続ポートに誤りがないかを確認して

ください。 

④ LANケーブルを他のLANケーブルに交換してください。 

⑤ ネットワーク機器をご使用の場合 

ⅰ）ネットワーク機器の電源を入れたあとに、装置の電源を入れてください。 

ⅱ）別のネットワーク機器に取り替えて動作を確認してください。 

 
  

＜対処＞ 

＜対処＞ 



第９章 トラブルシューティング 

9-10 

（８）キーボードの入力を受け付けない 

＜推定原因＞ 

アプリケーションの停止、ケーブルの接続不良、キーボードの故障が考えられます。 

 

① 装置がネットワークに接続されていて、リモートアクセスが可能な場合は sosreportにてログ

ファイルを収集してください。その後、装置を再起動してください。収集したファイルを弊社窓

口に送付してください（「HF-W100E/LX RAS機能マニュアル ７．２ ログファイル収集機

能」参照）。 

② キーボードインタフェースケーブルを取り外し、しっかりと接続するように取り付け直してくだ

さい。 

③ キーボードインタフェースケーブルを他のポートに接続してください。 

④ 別のキーボードに取り替えて動作を確認してください。 

⑤ アプリケーションの停止が原因で一時的にキーボードの入力を受け付けない場合があります。 

  Ctrl + Alt + Deleteキーを押して装置が応答する場合、装置を再起動してください。 

⑥ ①～⑤を実施してもキーボードの入力を受け付けない場合は、下記の＜強制終了の方法＞を 

  参照し、装置の電源を遮断してから装置を再起動してください。 

 

＜強制終了の方法＞ 

再起動できない場合は、電源スイッチを4秒以上押してください。電源が切れ、スタンバイ状態になり

ます。 

 

 

（９）マウス操作を受け付けない、カーソル・ボタンが正常に動作しない  

＜推定原因＞ 

マウスに付着しているごみ、汚れによる動作不良、ケーブルの接続不良、マウスの故障が考えられ 

ます。 

 

① 光学式マウスの場合 

ⅰ）オプティカルセンサー部分にごみが付いていないか、汚れていないかを確認し、ごみ、汚れ

があった場合は掃除してください。 

ⅱ）ガラスや鏡、光沢のあるものの上では使用しないでください（光学式マウス用マウスパッド

上での使用を推奨します）。 

② マウスの取り扱いに関してはマウスに添付されている説明書を参照してください。 

③ マウスインタフェースケーブルを取り外し、しっかりと接続するように取り付け直してくださ

い。 

④ 別のマウスに取り替えて動作を確認してください。 

⑤ CPU/USB切替器を使用している場合、切替器に添付されている取扱説明書を参照してくださ

い。エミュレーション機能などの設定を変更すると、改善する場合があります。 

⑥ シリアルポートにデータを受信しながらOSを起動している場合は、OS起動後にシリアルポート

を使用し、動作が改善されるかどうかを確認してください。 

  

＜対処＞ 

＜対処＞ 
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（10）USB機器（キーボード、マウス以外）が認識されない、動作しない 

＜推定原因＞ 

ケーブルの接続不良、USB機器のデバイスドライバがインストールされていないことが考えられま

す。 

 

① USB機器のケーブルを取り外し、しっかりと接続するように取り付け直してください。 

② USB機器のケーブルを他のケーブルに交換してください。 

③ デバイスドライバを必要とするUSB機器を使用している場合、USB機器に添付されている説明書

に従いデバイスドライバをインストールし、装置を再起動してください。 

④ 外部からの電源供給を必要とするUSB機器を使用している場合、USB機器の電源ケーブルのプラ

グがコンセントに接続されていることを確認してください。 

⑤ バスパワーのUSB機器を使用している場合、USB機器の消費電流が装置のUSBポートの最大電流

規定を超えていないか確認してください（「５．１ 装置仕様（６）最大電流規定」参照）。外

部給電可能なUSB機器の場合は、外部電源に接続してください。 

⑥ ①～⑤を実施しても改善しない場合、USB機器の故障が考えられます。USB機器に添付されてい

る説明書を参照し、対処してください。 

 

 

（11）シリアルポートが正常に動作しない 

＜推定原因＞ 

ケーブルの接続不良、接続先のデバイスの故障、またはBIOSの設定間違いが考えられます。 

 

① ケーブルを取り外し、しっかりと接続するように取り付け直してください。 

② 「５．２ シリアルポートの設定」「５．３ BIOSのセットアップ」を参照し、BIOSのシリア

ルポート設定が間違っていないか確認してください。 

③ 接続先のデバイスが故障していないか確認してください。 

④ シリアルポートにデータを受信しながらOSを起動している場合は、OS起動後にシリアルポート

を使用し、動作が改善されるかどうかを確認してください。 

 

 

（12）外部汎用入出力ポートが正常に動作しない 

＜推定原因＞ 

ケーブルの接続不良、接続先とのインターフェース不良が考えられます。 

 

① ケーブルを取り外し、しっかりと接続するように取り付け直してください。 

② 「５．５．２ 外部汎用入出力仕様」を参照し、外部汎用入出力仕様を確認してください。 

  

＜対処＞ 

＜対処＞ 

＜対処＞ 
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（13）シャットダウンできない 

＜推定原因＞ 

OSがロックしていることが考えられます。 

 

① 装置がネットワークに接続されていて、リモートアクセスが可能な場合は sosreportにてログ

ファイルを収集してください。その後、装置を再起動してください。収集したファイルを弊社窓

口に送付してください（「HF-W100E/LX RAS機能マニュアル ７．２ ログファイル収集機

能」参照）。 

② Alt + PrintScreen + cキーを同時に押して装置が応答する場合、メモリダンプを採取してくださ

い。メモリダンプ採取後、装置が再起動します。メモリダンプの解析（有償）が必要な場合は、

ファイルを保存（「８．２ メモリダンプ採取機能」を参照）し、弊社担当営業に連絡してくだ

さい。 

② ①を実施しても装置が再起動できなかった場合は、下記の＜強制終了の方法＞を参照し、装置の

電源を切ってください。 

③ ①を実施しても改善されない場合、電源が切れた状態で、キーボード、マウス以外のUSB機器を

取り外し、装置を起動してください。 

 

＜強制終了の方法＞ 

再起動できない場合は、電源スイッチを4秒以上押してください。電源が切れ、スタンバイ状態になり

ます。 

 

＜対処＞ 
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付録 有寿命部品の取り扱いについて 

 

通 知 

● 有寿命部品は推奨交換周期を超えて使用しないでください。部品劣化によって故障の原因となるこ

とがあります。 

 

・部品は使用しているうちに劣化、磨耗します。以下の有寿命部品は、一定周期で交換してください。 

・有寿命部品は、有償の交換となります。 

・有寿命部品の推奨交換周期は、装置動作中の平均周囲温度が25℃以下の条件で規定しています。 

平均周囲温度が25℃を超える場合、交換周期が短くなることがありますので注意してください。 

また、使用する周囲環境条件、使用条件などによって交換周期が短くなることがあります。使用する環

境に合わせて定期的な点検と早めの交換を心がけてください。 

 

有寿命部品名 推奨交換周期 備考 

ACアダプター 5年 高温環境で使用した場合には寿命が短くなる可能性があります。 

 

【留意事項】 

・故障時の修理などで部品の要求があった場合、機能的に互換性のある別部品への交換となる場合が

あります。 

・部品の修理を弊社指定の方法以外で行った場合は、動作を保証できません。 

・下記の部品を長期間使用するためには、下記の制限があります。 

 

部品名 制限事項 

mSATA SSD TBW（*1）：9.6TB 

 

（*1）Total Byte Written：総書き込み量 

 

SSDへの書き込み量は、下記コマンドにて確認できます。 

表示される「Host_Writes_32MiB」の「RAW_VALUE」の値を参照してください。 

なお一般的な使い方を想定したOS書き込み量は約0.2GB/日になります。（参考値） 

 

 

 

 

・ファイルの内容に万一支障が生じた場合でも、速やかに回復できるように日常業務の中でファイル

の定期的なバックアップ作業を実施してください。 

 

 

 
■ 総書き込み量を低減したい場合の使い方 

・書き込み回数の多いログデータなどは外部ファイル装置（CFastカード）に格納するなど、ご検討

ください。 

# smartctl -a /dev/sda 



 

 

このページは白紙です。 



【 修理品返却先 】
貴社名：

　〒３１９－１２２１ 事業所名：
茨城県日立市大みか町五丁目１番２６号 御担当部署：

(株)日立産業制御ソリューションズ 御担当：

（産制四）ＣＭＰ ＨＦ－Ｗ修理担当　宛 E-Mail：

御住所：

TEL. 070-3068-5471 TEL： （　　　）　　　－　　　（内線：　　　　）

FAX： （　　　）　　　－　　　（内線：　　　　）
販売店：
担当者：

この製品に関するお問い合わせは、下記ホームページからお願いします。
URL: http://info.hitachi-ics.co.jp/product/hfw_l/hf.html

返送品 □本体一式 ←□にチェックマーク(レ)をご記入ください。
（お客様ご記入） ・本体型式（MODEL）：

・本体製造番号（MFG No）：

・製造年月（DATE）：
（本体製造番号および製造年月（本体上面に記入されています）は必ずご記入ください。）

不具合現象 内容（不具合状況を具体的にご記入ください。（添付資料でも可））
（お客様ご記入） ★恐れ入りますが不具合現象などについて以下の情報提供にご協力お願い致します。□にチェックマーク(ﾚ)をご記入ください。

■再現性： □有 □無 □不明 ■発生時期：

■発生日時：（     年    月    日    時    分頃）
■発生頻度：□初めて □ ＿＿回/（時間・日・週・月） □その他（　　　　　　　　　　　　）

□時々 □いつも □1回のみ
■発生状況：□BIOS画面表示前 □BIOS起動途中 □OSセットアップ途中□OS起動途中 □OS起動後

□その他（　　　　　　）
（ソフトウェア名称：　　　　　　　　）

■電源ランプ状況： □緑色点灯 □橙色点灯 □消灯
■アラームランプ状況： □赤色点灯 □消灯

■不具合現象（不具合時の対処方法や操作手順等）、ご依頼内容　等

（修理依頼ではなく動作確認の依頼の場合もご記入ください。）

■お客様情報（追加されたデバイス、外部接続機器やBIOS設定変更等、不具合調査に有効な情報がありましたらご記入ください。)

修理時の対 修理見積（ 要 ・ 否 ） 修理着手（ 即日 ・ 見積後 ）

応について パーティションサイズ変更（ 要・否 ）/パーティション（　　　　MB）
（お客様ご記入） 有償修理時のお客様修理費用許容限度額　　（5万円・10万円・その他（　　　　　　））以上であれば修理不要

御注意事項

1） 修理段階で内蔵ストレージの内容が消える場合があります 希望返却先（送付元と異なる場合ご記入ください）

 のでバックアップを取ってからご返送ください｡

2） 修理不要時は、調査費用を別途お支払いいただきます。 御住所：
3） 修理は、ハードウェアのみの回復となっております。

4） プログラム、データ、記録媒体等の情報セキュリティ

 に関する秘密事項は、調査や修理に必要ない場合には 貴社名：
 送付しないようにしてください。

5） 故障時の修理は、機能的に互換性のある部品との交換

 となる場合がありますのでご承知おきください。 御担当：
6） 障害部品以外の製品は、ご送付をご遠慮願います。

7） 修理の確認を実施する際に、OSを立ち上げる場合が

 ありますので、ご承知おきください。 TEL：（　　　　）　　－　　　（内線：　　　）

8） 修理品に本紙を添付の上、上記修理品返却先にご送付く

 ださい。また、恐れ入りますが、写しをご購入先の販売

 店にもご送付いただきますようにお願い申しあげます。

9） お客様が弊社以外からご購入されましたﾊｰﾄﾞｳｪｱの修

 理・不具合解析はできませんのでご承知おきください。

10 )不具合部品の返却はいたしかねますのでご承知おき

 ください。

11 )内蔵ストレージの内容が消える場合、OSは購入時初期

 状態（OS再インストール）で返送いたします。

 （"/"パーティションサイズ設定が必要な場合はご用命

 　 ください）

12 )故障・修理内容により、BIOS設定が購入時初期状態

 （デフォルト設定）となる場合がありますので、ご承知おき
 ください。

□電源投入時

□特定アプリケーション動作時

□動作中 □その他（　　　　　　）

送　付　元　（お客様ご記入）

日立産業用コンピュータ HF-W100E/LX 修理依頼書 兼 御預かり書

お
　
客
　
様

【 修理品に関するお問い合わせ 】
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