
 

 

HA8000Eシリーズ 
 

マニュアルはよく読み、保管してください。 

製品を使用する前に、安全上の指示をよく読み、十分理解してください。 

このマニュアルは、いつでも参照できるよう、手近なところに保管してください。    
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重要事項および読替ガイド 
 

本製品に関する使用方法については、主に Hewlett Packard Enterprise 社が作成したマニュアルを 

参照いただきます。 

本書では、Hewlett Packard Enterprise 社のマニュアルに対し、HA8000E として内容の異なる部分を 

補完します。 
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はじめに 

このたびは、日立エッジアナリティクスコンピュータ HA8000E シリーズをお買い求めいただき、誠にあり がと

うございます。 

本製品ご使用の前に、本書をご熟読のうえ、正しくお使いください。 

 

マニュアルをご参照されるときの注意事項 
本製品に関するマニュアルは、主に Hewlett Packard Enterprise 社が作成したものを参照いただ きます。

その際、マニュアルに記載されている製品名等の用語は、以下のように読み替えてください。 

Hewlett Packard Enterprise社 表記 読み替え内容 

Hewlett Packard EnterpriseまたはHPE 日立製作所 

HPE Edgeline HA8000E 

 
また、ご覧いただくマニュアルは次のようなものがあります。 

マニュアル種・マニュアル名 概要 

各システム装置のユーザーガイ

ド 

システム装置に関するメインのマニュアルになります。対象モデル

のユーザーガイドをご覧ください。 

iSM ユーザーガイド iSMは、システム装置のシステムボード上に実装したサーバ管理プ

ロセッサです。このマニュアルでは、その操作や設定方法を説明し

ます。 

UEFI システムユーティリティ 

ユーザーガイド 

システムROM に内蔵されているUnified Extensible Firmware 

Interface（UEFI）の使用方法について説明します。 

各種オプション／ツールの 

マニュアル 

Hewlett Packard Enterprise 社のホームページ内に掲載されるマニ

ュアルを検索いただき閲覧いただきます。製品によっては、英語版

掲載のみの場合もございます。 

 

システム装置本体の同梱品 
システム装置本体には以下の同梱品があります。 

はじめにお読みください START HERE 

保証書 

付帯サービス仕様書 

付帯サービス規約 

 

納入後の保証について 
無償保証のサービス内容や保守サービス期間、製品保証などについては、保証書をご参照ください。 

 

納入後の保守について 
保守仕様については、以下を参照下さい。 

・付帯サービス仕様書 

 

各種サービス仕様書は、以下 URL「サポート＞サポート＆サービス」をご参照ください。 

■ホームページアドレス：https://www.hitachi.co.jp/ha8000e/ 

 

本製品に関するお問い合わせについて 

本製品に関するお問い合わせにつきましては、お買い求め先または保守会社まで 

お問い合わせください。 

お問い合わせ先の詳細は本マニュアルの「お問い合わせ先」をご確認ください。 

 

https://www.hitachi.co.jp/ha8000e/
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お知らせ 

 

重要なお知らせ 
◼ 本書の内容の一部、または全部を無断で転載したり、複写することは固くお断りします。 

◼ 本書の内容について、改良のため予告なしに変更することがあります。 

◼ 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や誤りなど、お気付きのことがあ

りましたら、お買い求め先へご一報くださいますようお願いいたします。 

◼ 本書に準じないで本製品を運用した結果については責任を負いません。 

 なお、保証と責任については保証書裏面の「保証規定」をお読みください。 

 

規制・対策などについて 
・電波障害自主規制について 

本装置は、クラス B 情報技術装置です。本製品は、家庭環境で使用できる様に設計されていますが、 本製

品がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱 説明

書に従って正しい取り扱いをしてください。 

VCCI-B 

・電源の瞬時電圧低下対策について 

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対して不都合か生じることがあります。電源の瞬時電圧低

下対策としては、交流無停電電源装置を使用されることをお薦めします。（社団法人電子情報技術産業協会

のパーソナルコンピューターの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示） 

 

・高調波電流規格：JIS C 61000-3-2 適合品 

JIS C 61000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性 ― 第 3-2 部：限度値― 高調波電流発生限

度値（1 相当たりの入力電流が 20A 以下の機器）」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに

適合して設計・製造した製品です。 
 

・雑音耐力について 

本装置は、社団法人電子情報技術産業協会発行 JEITA IT-3001A「情報処理装置およびシステムのイミュ

ニティ試験ガイドライン」付則2.放射電磁界イミニュニティ試験レベル2 (3V/m)に耐えることを確認しておりま

す。 

 

なお、レベル2 (3V/m)とは、中程度電磁妨害環境、例えば装置に比較的近接している携帯型トランシーバの

代表的なレベルです。

 

・海外での使用について 

本製品は日本国内専用です。国外では使用しないでください。 

なお、他国には各々の国で必要となる法律、規格などが定められており、本製品は適合していません。  

 

・システム装置の廃棄について 

事業者が廃棄する場合、廃棄物管理票（マニフェスト）の発行が義務づけられています。詳しくは、各都道府

県産業廃棄物協会にお問い合わせください。廃棄物管理票は（社）全国産業廃棄物連合会に用意されていま

す。個人が廃棄する場合、お買い求め先にご相談いただくか、地方自治体の条例または規則にしたがってく

ださい。他国には各々の国で必要となる法律、規格などが定められており、本製品は適合していません。  

また、システム装置内の電池を廃棄する場合もお買い求め先にご相談いただくか、地方自治体の条例または

規則にしたがってください。 

 

・技術基準適合について 

Intel AC9260 option kit の電波法及び電気通信事業法による技術基準認証は、下記の通り取得しております。 
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システム装置の廃棄・譲渡時のデータ消去に関するご注意 

システム装置を譲渡あるいは廃棄するときには、SSD ／ PCIe SSD の重要なデータ内容を消去する必

要があります。 

SSD ／ PCIe SSD 内に書き込まれた「データを消去する」という場合、一般に 

◼ データを「ゴミ箱」に捨てる 

◼ 「削除」操作を行う 

◼ 「ゴミ箱を空にする」コマンドを使って消す 

◼ ソフトで初期化（フォーマット）する 

◼ OS を再インストールする 

などの作業をしますが、これらのことをしても、SSD ／ PCIe SSD 内に記録されたデータのファイル管 理

情報が変更されるだけです。つまり、一見消去されたように見えますが、OS のもとでそれらのデータ を呼

び出す処理ができなくなっただけであり、本来のデータは残っているという状態にあります。 

したがって、データ回復のためのソフトウェアを利用すれば、これらのデータを読みとることが可能な場 合

があります。このため、悪意のある人により、システム装置のSSD ／ PCIe SSD 内の重要なデータが 読

みとられ、予期しない用途に利用されるおそれがあります。 

SSD ／ PCIe SSD 上の重要なデータの流出を回避するため、システム装置を譲渡あるいは廃棄 をする

前に、SSD ／ PCIe SSD に記録された全データをお客様の責任において消去することが非常に重 要で

す。 

消去するためには、専用ソフトウェアあるいはサービス（共に有償）を利用するか、SSD ／ PCIe SSD を

金づちや強磁気により物理的・磁気的に破壊して、データを読めなくすることを推奨します。 

なお、SSD ／ PCIe SSD 上のソフトウェア（OS、アプリケーションソフトなど）を削除することなくシステム

装置を譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場合があるため、十分な確認を行う必

要があります。  



   

 6 / 49  

無線 LAN のご使用におけるセキュリティに関するご注意 

お客様の権利・資産に関する重要な事項です。 

無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してセキュリティPC等と無線アクセスポイン

ト間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続が可能であるという利点があ

ります。 

その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁等）を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関

する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。 

◼  通信内容を盗み取られる 

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、 

・ IDやパスワードまたはクレジットカード番号等の個人情報 

・ メールの内容 

等の通信内容を盗み見られる可能性があります。 

◼  不正に侵入される 

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、 

・ 個人情報や機密情報を取り出す（情報漏洩） 

・ 特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし） 

・ 傍受した通信内容を書き換えて発信する（改ざん） 

・ コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破壊） 

などの行為をされてしまう可能性があります。 

本来、無線LANカードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを

持っていますので、無線LAN製品のセキュリティに関する設定を行って製品を使用することで、その問題が

発生する可能性は少なくなります。 

無線LAN機器は、購入直後の状態においては、セキュリティに関する設定が施されていない場合がありま

す。 

従って、お客様がセキュリティ問題発生の可能性を少なくするためには、無線LANカードや無線LANアクセ

スポイントをご使用になる前に、必ず無線LAN機器のセキュリティに関する全ての設定をマニュアルにした

がって行ってください。 

なお、無線LANの仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られることもあり得ますので、ご理解の

上、ご使用ください。 

セキュリティの設定などについて、お客様ご自身で対処できない場合には、お問い合わせ先までご連絡く

ださい。 

当社では、お客様がセキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解した上で、お客様自

身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをお奨めします。 
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マニュアルの表記 

このマニュアルの表記ルールについて説明します。 

なお、マニュアルで説明している画面やイラストは一例であり、またマニュアル制作時点のものです。製品

や製品の出荷時期により異なる場合があります。 
 

マニュアル内の記号 

マニュアル内で使用しているマークの意味は、次のとおりです。 
 

 警告 これは、死亡または重大な傷害を引き起こすおそれのある潜在的な危険の存在を示すの

に用います。 

 注意 
 

これは、軽度の傷害、あるいは中程度の傷害を引き起こすおそれのある潜在的な危険の

存在を示すのに用います。 

通知 これは、人身傷害とは関係のない損害を引き起こすおそれのある場合に用います。 

 
制限 

システム装置の故障や障害の発生を防止し、正常に動作させるための事項を示します。 

 
補足 

システム装置を活用するためのアドバイスを示します。 

 

システム装置の表記 

このマニュアルでは、システム装置を装置と略して表記することがあります。 

 

略語・用語 

本マニュアルで使用している略語と用語は、次のとおりです。 

略語・用語 説明 

iSM 
Integrated System ManagerはEL300に内蔵されている、ハードウェアを監視する リモ

ート管理コントローラです。 

UEFI 
Unified Extensible Firmware Interfaceは、BIOSを代替とする、OSとファームウェア のイ

ンターフェース仕様です。 

 

 

オペレーティングシステム（OS）の略称 

このマニュアルでは、次の OS 名称を省略して表記します。 

◼  Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 
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安全にお使いいただくために 

 

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「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。 

 

【表記例 1】感電注意 

の図記号は注意していただきたいことを示し、   の中に「感電注意」などの注意事項の絵が

描かれています。 

【表記例 2】分解禁止 

の図記号は行ってはいけないことを示し、  の中に「分解禁止」などの禁止事項の絵が描か

れています。 

なお の中に絵がないものは、一般的な禁止事項を示します。 

【表記例 3】電源プラグをコンセントから抜け 

の図記号は行っていただきたいことを示し、   の中に「電源プラグをコンセントから抜け」な

ど の強制事項の絵が描かれています。 

なお、  は一般的に行っていただきたい事項を示します。 

 

安全に関する共通的な注意について 

次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、手順にしたがって行ってください。 

◼ 本製品やマニュアルに表示されている注意事項は必ず守ってください。 

◼ 本製品に搭載または接続するオプションなど、ほかの製品に添付されているマニュアルもご参

照し、記載されている注意事項を必ず守ってください。 

これらを怠ると、人身上の傷害やシステムを含む財産の損害を引き起こすおそれがあります。 

 

操作や動作は 

マニュアルに記載されている以外の操作や動作は行わないでください。 

本製品について何か問題がある場合は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いたあと、お買い求め先に

ご連絡いただくか、保守員をお呼びください。 

 

自分自身でもご注意を 

本製品やマニュアルに表示されている注意事項は、十分検討されたものです。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。操作にあたっては、指示にしたがうだけでなく、常に自分自身でも注意するようにしてく

ださい。 

 

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あとに続く安全に関 するメ

ッセージにしたがってください。 

これは、死亡または重大な傷害を引き起こすおそれのある潜在的な危険の存在を示 すの に用

います。 

これは、軽度の傷害、あるいは中程度の傷害を引き起こすおそれのある潜在的な危険の存在を示す

のに用います。 

これは、人身傷害とは関係のない損害を引き起こすおそれのある場合に用います。 
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安全にお使いいただくために(続き) 
 

一般的な安全上の注意事項 
 

本製品の取り扱いにあたり次の注意事項を常に守ってください。 
 

電源コードの取り扱い 

電源コードは付属のものおよびサポートオプ
ションを使用し、次のことに注意して取り 扱 っ
てください。取り扱いを誤ると、電源コードの
銅線が露出したり、ショートや一部断線で過
熱して、感電や火災の原因となります。 

◼ 電源コードを他の製品や用途に使用しな

い 

◼ 物を載せない 

◼ 引っぱらない 

◼ 押し付けない 

◼ 折り曲げない 

◼ ねじらない 

◼ 加工しない 

◼ 熱器具のそばで使用しない 

◼ 加熱しない 

◼ 束ねない 

◼ ステップルなどで固定しない 

◼ コードに傷が付いた状態で使用しない 

◼ 紫外線や強い可視光線を連続して 当て な

い 

◼ アルカリ、酸、油脂、湿気へ接触させない 

◼ 高温環境で使用しない 

◼ 定格以上で使用しない 

◼ 電源プラグを持たずにコンセントの抜き差
しをしない 

◼ 電源プラグをぬれた手で触らない 

なお、電源プラグはすぐに抜けるよう、コンセ

ントの周りには物を置かないでください。 

タコ足配線 

同じコンセントに多数の電源プラグを接続 す
る タコ足配線はしないでください。 コードや
コンセントが過熱し、火災の原因とな るとと も
に、電力使用量オーバーでブレーカが 落ち、
ほかの機器にも影響を及ぼします。 

修理・改造・分解 

本マニュアルに記載のない限り、自分で修
理や改造・分解をしないでください。 感 電や
火災、やけどの原因となります。特に電源 ユ
ニット内部は高電圧部が数多くあり、万 一触
ると危険です。 

電源プラグの接触不良やトラッキング 

電源プラグは次のようにしないと、トラッキン

グの発生や接触不良で過熱し、火災の 原因と

なります。 

◼ 電源プラグは根元までしっかり差し込ん

でください。 

◼ 電源プラグはほこりや水滴が付着 し てい

ないことを確認し、差し込んでくださ い。付
着している場合は乾いた布などで 拭 き取

ってから差し込んでください。 

◼ グラグラしないコンセントを使用してくださ

い。 

◼ コンセントの工事は、専門知識を持った

技術者が行ってください。 

電池の取り扱い 

電池の交換は保守員が行います。交 換は 行
わないでください。また、次のことに注意し て
ください。 

取り扱いを誤ると過熱・破裂・発火な どで け
がの原因となります。 

◼ 充電しない 

◼ ショートしない 

◼ 分解しない 

◼ 加熱しない 

◼ 変形しない 

◼ 焼却しない 

◼ 水にぬらさない 

 

梱包用ポリ袋 

装置の梱包用エアーキャップなどのポリ袋 は、
小さなお子様の手の届くところに置か な いで
ください。かぶったりすると窒息するおそれ が
あります。 
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安全にお使いいただくために(続き) 

 

電源コンセントの取り扱い 

電源コンセントは、使用する電圧および電

源コードに合ったものを使用してください。

その他のコンセントを使用すると感電のお

それがあります。 

目的以外の使用 

踏み台やブックエンドなど、コンピュ ータ 用

途以外にシステム装置を利用しないでく だ

さい。壊れたり倒れたりし、けがや故障の

原因となります。 

信号ケーブル(LAN ケーブル) 

◼ ケーブルは足などを引っかけたり、 引 っ

ぱったりしないように配線してくだ さ い。

引っかけたり、引っぱったりするとけが

や接続機器の故障の原因となります。

また、データ消失のおそれがあります。 

◼ ケーブルの上に重量物を載せないでく

ださい。また、熱器具のそばに配線しな

いでください。ケーブル被覆が破れ、接

続機器などの故障の原因となります。 

 

装置上に物を置く 

システム装置の上には周辺機器や 物 を置か

ないでください。周辺機器や物がすべり 落ちて

けがの原因となります。また、置いた物の荷

重によってはシステム装置の故障の原 因とな

ります。 

眼精疲労 

ディスプレイを見る環境は 300 ～ 1000 ルク

スの明るさにしてください。また、ディスプレイ

を見続ける作業をするときは 1 時間に 10 分

から 15 分ほど休憩してください。長時間ディ

スプレイを見続けると目に疲労が蓄積され、

視力の低下を招くおそれがあります。 

  



  

 

 
 

 11 / 49  

安全にお使いいただくために(続き) 

本製品の損害を防ぐための注意 

装置使用環境の確認 

装置の使用環境は次に示す「システ ム装

置の設置環境」の条件を満足してくださ い。

たとえば、温度条件を超える高温 状 態で

使用すると、内部の温度が上昇 し装 置の
故障の原因となります。 

システム装置の設置環境 

次のような場所には設置しないでくださ い。  

◼ 屋外など環境が安定しない場所 

◼ 水を使用する場所の近く 

◼ 直射日光のあたる場所 

◼ 温湿度変化の激しい場所 

◼ 電気的ノイズを発生する機器の近く (モータ

ーの近くなど) 

◼ 強磁界を発生する機器の近く 

◼ ごみ、ほこりの多い場所 

◼ 傾いて水平にならない場所 

◼ 振動の多い場所 

◼ 結露の発生する場所 

◼ 揮発性の液体の近く 

◼ 腐食ガス(亜硫酸ガス、硫化水素、塩 素 ガス、

アンモニアなど)や塩分を多量に含 む空気 が

発生する場所 

◼ 周囲が密閉された棚や箱の中などの、通 気

が妨げられる場所 

使用する電源 

使用できる電源は AC100V です。それ以

外の電圧では使用しないでください。電圧

の大きさにしたがって内部が破損したり

過熱・劣化して、装置の故障の原因となり
ます。 

温度差のある場所への移動 

移動する場所間で温度差が大 き い場 合

は、表面や内部に結露すること が ありま
す。結露した状態で使用すると 装置の 故

障の原因となります。 

すぐに電源を入れたりせず、使 用 する場

所で数時間そのまま放置し、室温と装 置

内温度がほぼ同じに安定してから使用
してください。たとえば、5℃の環境から 

25℃の環境に持ち込む場合、2 時間 ほ

ど放置してください。 

 装置内部への異物の混入 

装置内部への異物の混入を防ぐため、 次

のことに注意してください。異物によるショ

ートや異物のたい積による内部温度 上 昇
が生じ、装置の故障の原因となります。 

◼ 装置開口部などから異物を中に入れない 

◼ 花ビン、植木鉢などの水の入った容 器や 虫

ピ ン、クリップなどの小さな金属 類 を装 置
の上や周辺に置かない 

◼ 装置のカバーを外した状態で使用しない 

強い磁気の発生体 

磁石やスピーカなどの強い磁気を発生 する

ものを近づけないでください。システム装 置

の故障の原因となります。 

落下などによる衝撃 

落下させたりぶつけるなど、過大な 衝撃 を与

えないでください。内部に変形や劣化が生 じ、
装置の故障の原因となります。 

接続端子への接触 

コネクタなどの接続端子に手や金属 で触 れ

たり、針金などの異物を挿入したりしてショ
ートさせないでください。発煙したり接触不

良の故障の原因となります。 

煙霧状の液体 

煙霧状の殺虫剤などを使用するときは、事

前にビニールシートなどでシステム 装置 を完

全に包んでください。システム装置内 部に入

り込むと故障の原因となります。 

また、このときシステム装置の電源は 切 って

ください。 
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安全にお使いいただくために(続き) 

 

装置の輸送 

システム装置を輸送する場合、常 に梱包 を

行ってください。また、梱包する際 はマ ザ ー

ボード側（システム装置背面から見て コネク
タ類のある側）が下となるよう、向き に注 意し

てください。梱包しなかったり、間違 った 向き

で輸送すると、装置の故障の原因となりま す。  

なお、引取修理の際は納品時の梱 包箱 を再

利用ください。 

サポート製品の使用 

流通商品のハードウェア・ソフトウェア（他 社

から購入される Windows も含む） を使 用し
た場合、システム装置が正常に動作しなくな

ったり故障したりすることがあります。 

この場合の修理対応は有償となります。 

システム装置の安定稼働のためにも、 サ ポ

ートしている製品を使用してください。 
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安全にお使いいただくために(続き) 

警告表示 

 

 

 

周辺機器の接続 

周辺機器を接続するときは、特に指示が な い限り

すべての電源プラグをコンセントから抜き、 すべて

のケーブル類を装置から抜いてください。感電や
装置の故障の原因となります。 

 

また、マニュアルの説明に従い、マニュア ルで使用

できることが明記された周辺機器・ケーブル・電源
コードを使用してください。それ以外のもの を使用

すると、接続仕様の違いにより周辺機器 や装 置の

故障、発煙、発火や火災の原因となります。 
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安全にお使いいただくために(続き) 
 

 
 

不安定な場所での使用 

傾いたところや狭い場所など不安定な場 所には置

かないでください。落ちたり倒れたりして、 けがや装

置の故障の原因となります。 

重量物の取り扱い 

装置などの重量物を移動したり持ち上げたり する場

合、腕や腰を痛める原因となりますので、取り扱い

に注意願います。 

 

 
 

システム装置の設置の向き 

システム装置は正しく設置した状態で使用してくだ さ

い。 縦向きに設置したり、上下を逆に設置し たり し

ないでください。システム装置が正常に動作 しな か

ったり、故障したりする原因となります。 

電源操作 

 電源操作は決められた手順に従って行ってく ださ

い。決められた手順に従わずに電源を入 れ たり

切ったりすると、装置の故障やデータの消失の
原因となります。 

 電源を切る前に、すべてのアプリケーションの 処

理が終了していることと、接続されているデバイ

スや周辺機器にアクセスがない（停止している）こ

とをご確認ください。動作中に電源を切ると、装置
の故障やデータの消失の原因となります。 

 シャットダウン処理を行う必要がある OS をお使

いの場合、シャットダウン処理が終了して か ら電

源を切ってください。データを消失するおそれが

あります。 

なお、OS により電源を切る手順が異な りま すの

で、OS に添付されるマニュアルもあわ せて ご参
照ください。 
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安全にお使いいただくために(続き) 
 

警告ラベルについて 

 

警告ラベルはシステム装置の次に示す箇所に貼り付けられています。 

システム装置を取り扱う前に、警告ラベルが貼り付けられていること、および警告ラベルの内容をご確認ください。  

もし警告ラベルが貼り付けられていなかったり、はがれやかすれなどで読みづらかったりする場合は、お買い求 め先 に

ご連絡いただくか、保守員をお呼びください。 

また、警告ラベルは汚したり、はがしたりしないでください。 

 

警告ラベル概要 

No

. 

ラベル種 警告内容 貼り付け位置 ラベル 

1 高温注意 表面が熱くなっているため、やけどをしないように、

内部部品が十分に冷めてから手を触れてくださ

い。 

装置外観  
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システム装置のセットアップ 

1. OSインストール前のセットアップ 

1.1 System ファームウェアのアップデート 

System ファームウェア（BIOS、iSM、CPLD）は最新版でお使いいただくことを推奨いたします。最新版は HA8000E ホ

ームページからダウンロードしてください。 

https://www.hitachi.co.jp/ha8000e/ 

 

1.2 BIOS 設定 

POST で F9 キーを押下して BIOS セットアップユーティリティを起動し、設定を実施してください。詳細は「 UEFI ユーザ

ーガイド」をご参照願います。 

・ [Main]タブで以下の設定を行ってください。 

Windows を日本標準時でご使用の場合、「System Date」と「System Time」に日本標準時を設定してください。 

Windows 以外の OS をご使用の場合は、世界標準時を設定してください。 

・ システム BIOS のブートモードは、UEFI ブートモードのみサポートしています。 

・ OS のインストールメディアをブートするデバイスがシステムの構成により、ブート順序が下位に設定される場合 が

あります。 

セットアップユーティリティにてインストールメディアのブート順序を上位に設定することを推奨いたします。  

・ 保守作業により、BIOS, iSM の設定が初期化される場合があります。 

初期設定値より変更してご利用になられる場合は、変更した設定項目を控えていただき、保守作業後に再 度設定

をお願いいたします。 

 

1.3 iSM の設定 

・ iSM CLI で iSM の時刻を設定してください。 

(1) Tera Term、PuTTY等のターミナルソフトが動作するPCのシリアルポートとシステム装置のシリアルポートを 

RS-232Cケーブル(クロス)で接続する 

(2) PCでTera Term、PuTTY等のターミナルソフトを起動し、PCのシリアルポートを選択する 

(3) 管理者権限のあるアカウントでiSM CLI (シリアルポート)にログインする 

(4) set dateコマンドでiSMの時刻に協定世界時(UTC)を設定する 

(5) 以降、iSM CLI (シリアルポート)で作業しない場合は、システム装置のシリアルポートからRS-

232Cケーブルを外す 

 

(2)において、ターミナルソフトのシリアルポートの設定は以下のように設定してださい。 

仕様 値 

ボーレート 115200 

データビット 8 

パリティ なし 

ストップビット 1（8 N1） 

https://www.hitachi.co.jp/ha8000e/


 

 19 / 49  

フロー制御 XON/XOFF 

 

(4)において、以下のように設定して下さい。 

[iSM の時刻に協定世界時(UTC)を設定する] 

(iSM)show date 

Tue Sep 10 04:10:33 UTC 2019 

(iSM)set date 2019-09-10 04:14:00 

Setting hardware clock... 

Syncing system time... 

done! 

(iSM)show date 

Tue Sep 10 04:14:28 UTC 2019 

 

・ 必要に応じて iSM の IP アドレスを設定してください。 

IP アドレスは、以下のように設定してください。 

(iSM)set network                     ←コマンドの書式を確認(任意) 

   set network [off | auto | <ip_address> <netmask> <gateway>] 

 

           Sets information for the IPv4 network. 

 

              * off: Turns off the network. 

 

              * auto: Creates a network with a DHCP connection. 

 

              * <ip_address> <netmask> <gateway>: Sets a static IP address. 

                Include the address, netmask, and gateway. 

 

 

(iSM)set network 192.168.1.1 255.255.255.0 0.0.0.0  ←半角スペースで区切る 

***Warning: network connections will disconnect! 

Network: 

        ipv4: 

                Method: static 

                Address: 192.168.1.1 

                Netmask: 255.255.255.0 

                Gateway: 

        ipv6: 

                Method: auto 

                Address: 

                PrefixLength: 64 
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                Gateway: 

                Local: fe80::2267:7cff:feea:7104 

        Hostname: iSMMXQ9250469 

        Domain: 

        MAC: 20:67:7c:ea:71:04 

(iSM) 

 

・ 必要に応じて、iSM の WiFi アクセスポイント(Wi-Fi AP)を有効あるいは無効に設定してください。 

iSM の WiFi アクセスポイントはデフォルトで有効ですが、必要に応じて以下のように設定してください。 

(iSM)set ap        ←コマンドの書式を確認(任意) 

   set ap [on | off] 

           Creates an open WiFi access point so you can configure the system.  

           The network SSID is SSID_<macaddress>. 

           NOTE: 

           Turn off the access point when not in use. 

 

[iSM の WiFi アクセスポイントを無効→有効に設定する場合] 

(iSM)show ap       ←iSM の WiFi アクセスポイントの状態を確認 

Wi-Fi AP: 

        Status: off   ←iSM の WiFi アクセスポイントは無効 

        IP: 192.168.37.1         ←「192.168.37.1/24」の固定 IP アドレス 

        SSID: iSM-MXQ94603BM   ←SSID は「iSM-(iSM の Serial Number)」 

(iSM)set ap on      ←有効に設定 

***Warning: Network Connections may become unresponsive for 10 seconds!  

(iSM) 

 

[iSM の WiFi アクセスポイントを有効→無効に設定する場合] 

(iSM)show ap       ←iSM の WiFi アクセスポイントの状態を確認 

Wi-Fi AP: 

        Status: on   ←iSM の WiFi アクセスポイントは有効 

        IP: 192.168.37.1         ←「192.168.37.1/24」の固定 IP アドレス 

        SSID: iSM-MXQ94603BM   ←SSID は「iSM-(iSM の Serial Number)」 

(iSM)set ap off      ←無効に設定 

***Warning: Network Connections may become unresponsive for 10 seconds!  

(iSM) 

 

・ 必要に応じて、iSM の無線 LAN を設定してください。 

iSM の無線 LAN は、以下のように設定してください。 

(iSM)show wifi scan            ←iSM が検出した外部の WiFi アクセスポイントを確認 

Wi-Fi Scan: 
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        Buffalo-G-7AF0:        ←外部の WiFi アクセスポイントの SSID 

                Status: Not Connected 

                Security: psk 

                Signal Strength: 100 

        Buffalo-A-7AF0:        ←外部の WiFi アクセスポイントの SSID 

                Status: Not Connected 

                Security: psk 

                Signal Strength: 100 

(iSM)set wifi add 

New Network ID: 0                 ←この例では、iSM により割り当てられた設定 0 番を編集 

(iSM)set wifi 0 ssid Buffalo-A-7AF0   ←SSID を設定 

(iSM)set wifi 0 sec psk              ←暗号化方式を設定 

(iSM)set wifi 0 pass "*************" ←WiFi パスワードを設定 

(iSM)set wifi 0 enable               ←編集した設定 0 番を有効化 

(iSM)show wifi scan                 ←WiFi アクセスポイントへの接続状況を確認 

Wi-Fi Scan: 

        Buffalo-G-7AF0: 

                Status: Not Connected 

                Security: psk 

                Signal Strength: 100 

        Buffalo-A-7AF0: 

                Status: Connected   ←外部の WiFi アクセスポイントに接続された 

                Configured: True 

                Auto Connect: yes 

                Security: psk 

                Signal Strength: 100 

(iSM)show wifi config             ←設定を確認(任意) 

Wi-Fi Config: 

        0: 

                SSID: Buffalo-A-7AF0 

                Enabled: yes 

                Security: psk 

                Pass: ******** 

(iSM)show wifi config 0            ←設定 0 番を確認(任意) 

Wi-Fi Network Config 0: 

        SSID: Buffalo-A-7AF0 

        Enabled: yes 

        Security: psk 

        Pass: ******** 

(iSM)show wifi status             ←iSM の WiFi の状態を確認 
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Wi-Fi Status: 

        Status: Connected 

        SSID: Buffalo-A-7AF0 

        Security: psk, wps 

        Strength: 79 

        IPv4: 

                Method: dhcp 

                Address: 192.168.11.3 ←外部の WiFi アクセスポイントにより iSM に 

割り当てられた IPv4 アドレス 

                Netmask: 255.255.255.0 

                Gateway: 192.168.11.1 

        IPv6: 

        Nameservers: 192.168.11.1 

        Timeservers: 192.168.11.1 

        Proxy: 

                Method: direct 

(iSM) 

 

無線 LAN の外部の WiFi アクセスポイントの設定を削除する場合は、以下のように設定してください。 

(iSM)set wifi 0 disable   ←設定 0 を無効化 

(iSM)set wifi remove 0   ←設定 0 を削除 

Successfully removed Wi-Fi network 0 

(iSM) 

 

・ 必要に応じて、iSM のユーザーを追加してください。 

iSM の Web インターフェースの[Administration]-[User Administration]から設定してください。 

ログイン名は最少 2 文字から最大 32 文字まで入力・設定できます。 

パスワードは最少 8 文字から最大 32 文字まで入力・設定できます。 

ログイン名は、以下の 1)～4)に示す ASCII 文字列を指定してください。 

なお、3)，4)はログイン名の先頭文字には使用できません。 

1) 英大文字 (A ～ Z) 2) 英小文字 (a ～ z)  

3) 10 進数の数字 (0 ～ 9) 4) 「-」(ハイフン)，「_」(アンダースコア) 

パスワードは、以下の 1)～4)に示すような、ASCII コード 0x20～0x7e の範囲の ASCII 文字列を指定してください。 

1) 英大文字 (A ～ Z) 2) 英小文字 (a ～ z)  

3) 10 進数の数字 (0 ～ 9) 4) アルファベット以外の文字 (!、$、#、% など) 

 

・ 必要に応じて、iSM のライセンスを登録してください。 

ライセンス(EG-LNC-R4Q42A：iSM Advanced ライセンス、EG-LNC-R7R19A：iSM Wireless ライセンス)を購入され

た場合、工場出荷時点でライセンスは登録されており、お客様にて登録する必要はありません。 

ライセンス(EG-LNC-R1P49AAE)を購入された場合、iSM のライセンスを登録してください。 

iSM のライセンスについては、「HPE Edgeline IoT およびコンバージドエッジシステムのライセンスガイド」を参 照く
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ださい。 

(1) iSM Webインターフェースにログインする 

(2) 「Administration」-「License」を表示する 

(3) 「Install License」ボタンをクリックする 

(4) 「Local file」または「Remote file」を選択する 

「Local file」を選択する場合は、「参照」ボタンを使用してローカルのライセンスファイルを選択します。  

「Remote file」選択する場合は、リモートのライセンスファイルが配置されているURLを指定します。  

(5) 「Install」ボタンをクリックする 
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2. OSのインストール 

2.1 ローカルコンソールまたはリモートコンソールを使用した OS インストール方法について 

システム装置にディスプレイ、キーボード、マウスを接続して OS をインストールする方法、および、システム装置 に デ

ィスプレイ、キーボード、マウスを接続せずリモートコンソールを使用して OS をインストールする方法を示します。 

 

2.1.1 ローカルコンソールを使用して OS をインストールする方法 

システム装置にディスプレイ、キーボード、マウスを接続して OS をインストールする方法を示します。 

 

(1) システム装置の HDMI ポートにディスプレイを接続し、USB2.0 ポートにキーボード、マウスを接続する 

(2) システム装置に AC アダプターを接続する 

(3) システム装置が自動的に電源オンするので、電源ボタンを 4 秒以上押下してシステム装置を電源オフする 

(4) システム装置の USB3.0 ポートに Windows インストーラの USB メモリを接続する 

(5) 電源ボタンを短押しして、システム装置を電源オンする 

(6) POST 画面で F11 キーを押下して Boot Menu を起動する 

(7) Boot Menu で Windows インストーラの USB メモリを選択する 

 例)UEFI: KDI-MSFTWindows 10 PMAP, Partition 1 

(8) Windows インストーラが起動するのでインストールを開始する 

 

2.1.2 iSM の有線 LAN(DHCP)でリモートコンソールを使用して OS をインストールする方法 

システム装置にディスプレイ、キーボード、マウスを接続せず、iSM の有線 LAN(DHCP)でリモートコンソールを使用 し

て OS をインストールする方法を示します。 

 

(1) システム装置の RJ–45/iSM/LAN 管理ポートに LAN ケーブルを接続する 

(2) システム装置に AC アダプターを接続する 

(3) システム装置が自動的に電源オンするので、電源ボタンを 4 秒以上押下してシステム装置を電源オフする 

(4) システム装置の USB3.0 ポートに Windows インストーラの USB メモリを接続する 

(5) PC のブラウザーを起動し、iSM の DHCP IP アドレスを指定する 

(6) 管理者権限のあるアカウントで iSM Web インターフェースにログインする 

(7) [Remote Console]–[Launch]のページでリモートコンソールを起動する 

(8) ブラウザーの別ウィンドウ/タブでリモートコンソールアプリが起動するので、「Connect」ボタンをクリックする 

(9) 電源ボタンを短押しして、システム装置を電源オンする 

(10) POST 画面で F11 キーを押下して Boot Menu を起動する 

(11) Boot Menu で Windows インストーラの USB メモリを選択する 

 例) UEFI: KDI-MSFTWindows 10 PMAP, Partition 1 

(12) Windows インストーラが起動するのでインストールを開始する 

 

2.1.3 iSM の有線 LAN(固定 IP アドレス)でリモートコンソールを使用して OS をインストールする方法 

システム装置にディスプレイ、キーボード、マウスを接続せず、iSM の有線 LAN(固定 IP アドレス)でリモートコンソー

ルを使用して OS をインストールする方法を示します。 
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(1) システム装置のRJ–45/iSM/LAN管理ポートにLANケーブルを接続する 

(2) TeraTerm、PuTTY等のターミナルソフトが動作するPCのシリアルポートとシステム装置のシリアルポートを

RS-232Cケーブル(クロス)で接続する 

(3) システム装置にACアダプターを接続する 

(4) システム装置が自動的に電源オンするので、電源ボタンを4秒以上押下してシステム装置を電源オフする 

(5) システム装置のUSB3.0ポートにWindowsインストーラのUSBメモリを接続する 

(6) PCでTera Term、PuTTY等のターミナルソフトを起動し、PCのシリアルポートを選択する 

(7) 管理者権限のあるアカウントでiSM CLI (シリアルポート)にログインする 

(8) set network コマンドでiSMに固定IPアドレスを設定する 

設定については「1.3 iSMの設定」のIPアドレス設定を参照してください。 

(9) システム装置のシリアルポートからRS-232Cケーブルを外す 

(10) PCのブラウザーを起動し、iSMの固定IPアドレスを指定する 

(11) 管理者権限のあるアカウントでiSM Webインターフェースにログインする 

(12) [Remote Console]-[Launch]のページでリモートコンソールを起動する 

(13) ブラウザーの別ウィンドウ(タブ)でリモートコンソールアプリが起動するので、「Connect」ボタンをクリックする 

(14) 電源ボタンを短押しして、システム装置を電源オンする 

(15) POST画面でF11キーを押下してBoot Menuを起動する 

(16) Boot Menu でWindowsインストーラのUSBメモリを選択する 

 例) UEFI: KDI-MSFTWindows 10 PMAP, Partition 1 

(17) Windowsインストーラが起動するのでインストールを開始する 

 

2.1.4 iSM の無線 LAN(iSM の WiFi アクセスポイント)でリモートコンソールを使用して OS をインストールす

る方法 

システム装置にディスプレイ、キーボード、マウスを接続せず、 iSM の無線 LAN(iSM の WiFi アクセスポイント)でリモ

ートコンソールを使用して OS をインストールする方法を示します。 

(1) システム装置に iSM アンテナ(iSM の無線 LAN アンテナ)を接続する 

(2) システム装置に AC アダプターを接続する 

(3) システム装置が自動的に電源オンするので、電源ボタンを 4 秒以上押下してシステム装置を電源オフする 

(4) システム装置の USB3.0 ポートに Windows インストーラの USB メモリを接続する 

(5) PC の無線 LAN インターフェースで iSM の WiFi アクセスポイントを検索する 

   iSM の WiFi アクセスポイントの SSID は「iSM-(iSM の Serial Number)」です。 

   例) iSM-MXQ94603BM 

   iSM の WiFi アクセスポイントはデフォルトで有効ですが、選択肢に表示されない場合は、 iSM CLI (シリアルポ

ート)にログインして iSM の WiFi アクセスポイントの状態を確認し、無効の場合は有効に設定してください。 

設定については「1.3 iSM の設定」の iSM の WiFi アクセスポイントの設定を参照してください。 

iSM CLI へのログイン方法は本章を参照してください。 

(6) iSM の WiFi アクセスポイントに接続する 

(7) PC のブラウザが起動して「http://192.168.37.1:82/」にアクセスし、「Click here to go to the iSM.」のメッセージ

が表示されるので、メッセージをクリックする 
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(8) 「https://192.168.37.1/」にアクセスするので、管理者権限のあるアカウントで iSM Web インターフェースにロ

グインする 

(9) [Remote Console]-[Launch]のページでリモートコンソールを起動する 

(10) ブラウザの別ウィンドウ(タブ)でリモートコンソールアプリが起動するので、「Connect」ボタンをクリックする 

(11) 電源ボタンを短押しして、システム装置を電源オンする 

(12) POST 画面で F11 キーを押下して Boot Menu を起動する 

(13) Boot Menu で Windows インストーラの USB メモリを選択する 

 例) UEFI: KDI-MSFTWindows 10 PMAP, Partition 1 

(14) Windows インストーラが起動するのでインストールを開始する 

 

2.1.5 iSM の無線 LAN(外部の WiFi アクセスポイント)でリモートコンソールを使用して OS をインストールす

る方法 

システム装置にディスプレイ、キーボード、マウスを接続せず、 iSM の無線 LAN(外部の WiFi アクセスポイント)でリモ

ートコンソールを使用して OS をインストールする方法を示します。 

 

(1) システム装置に iSM アンテナ(iSM の無線 LAN アンテナ)を接続する 

(2) Tera Term、PuTTY 等のターミナルソフトが動作する PC のシリアルポートとシステム装置のシリアルポートを

RS-232C ケーブル(クロス)で接続する 

(3) システム装置に AC アダプターを接続する 

(4) システム装置が自動的に電源オンするので、電源ボタンを 4 秒以上押下してシステム装置を電源オフする 

(5) システム装置の USB3.0 ポートに Windows インストーラの USB メモリを接続する 

(6) PC で Tera Term、PuTTY 等のターミナルソフトを起動し、PC のシリアルポートを選択する 

(7) 管理者権限のあるアカウントで iSM CLI (シリアルポート)にログインする 

(8) set wifi コマンドで iSM に WiFi アクセスポイントを設定し WiFi アクセスポイントに接続する 

設定については「1.3 iSMの設定」のiSMの無線LANの設定を参照してください。 

(9) システム装置のシリアルポートから RS-232C ケーブルを外す 

(10) 同じ外部の WiFi アクセスポイントに接続している PC のブラウザを起動し、iSM の IP アドレスを指定する 

(11) 管理者権限のあるアカウントで iSM Web インターフェースにログインする 

(12) [Remote Console]-[Launch]のページでリモートコンソールを起動する 

(13) ブラウザの別ウィンドウ(タブ)でリモートコンソールアプリが起動するので、「Connect」ボタンをクリックする 

(14) 電源ボタンを短押しして、システム装置を電源オンする 

(15) POST 画面で F11 キーを押下して Boot Menu を起動する 

(16) Boot Menu で Windows インストーラの USB メモリを選択する 

 例) UEFI: KDI-MSFTWindows 10 PMAP, Partition 1 

(17) Windows インストーラが起動するのでインストールを開始する 
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2.2 Windows のセットアップ 

Windows 10 IoT Enterprise は、プレインストールのみサポートします。 

 

2.2.1 Windows 10 IoT Enterprise プレインストールセットの場合 

Windows 10 IoT Enterprise プレインストールセットでは、はじめて電源を入れると OS のセットアップが開始されます。  

セットアップの詳細については、「Windows 10 IoT Enterprise プレインストールについて」をご参照ください。 
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3. OSインストール後のセットアップ 

3.1 ネットワークアダプターのドライバ設定について 

ネットワークアダプタードライバをアップデートした場合、アップデート後、設定値が初期化される場合があります。  

アップデート前にドライバ設定値を控え、アップデート後に再設定してください。 

 

3.2 ネットワークアダプターの BIOS 設定について 

BIOS 設定を変更してご利用になる場合は、変更した設定項目をお客様にて控えていただくようお願いします。  

アダプターおよびボード交換後は、BIOS 設定値がデフォルトに戻ります。お客様にて再度設定をお願いします。 

 

3.3 システム装置のシリアルポートについて 

システム装置のシリアルポートを Host 側(OS など)で使用する場合は、iSM CLI でシステム装置のシリアルポートを

恒久的に Host 側に設定してください。 

 

以下を実行すると、以降、iSM CLI (シリアルポート)が使用できなくなりますのでご注意ください。 

(1)～(3)： 「iSM の時刻設定」と同じ手順を実行する 

(4)：    set serial コマンドでシステム装置のシリアルポートを恒久的に Host 側に設定する 

(5)：    システム装置のシリアルポートから RS-232C ケーブルを外す 

 

(4)において、以下のように設定して下さい。設定後にプロンプト「(iSM)」に戻りませんが、問題ありません。 

(iSM)set serial  

   set serial [host | ism]  

              * host: Accesses the host.  

  

              * ism: Accesses the iSM.  

  

  

(iSM)set serial host  

  

システム装置のシリアルポートを iSM 側に戻す場合、Tera Term、PuTTY 等の SSH クライアントで iSM に SS H 接 続

し、管理者権限のあるアカウントでログインして、以下のように設定してください。 

(iSM)set serial ism 

Success! 

(iSM) 
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Windows 10 IoT Enterprise プレインストールについて 

Windows 10 IoT Enterprise プレインストールモデルについて述べます。 

 

初回 Windows OS 起動前に「1. OS インストール前のセットアップ」を実施してください。 

 

Windows ログイン 

システム装置の電源を入れると Windows OS が起動し、システム管理者アカウント「Admin」で自動ログインされ

ます。 

システム管理者アカウントのパスワードは設定されていません。 

           

セキュリティ上、システム管理者アカウントのパスワードは必ず変更を行ってください。 

(1) コントロールパネルの「管理ツール」を開き、続けて「コンピューターの管理」を開きます。 

(2) 「システムツール」－「ローカルユーザーとグループ」－「ユーザー」を開きます。 

(3) Admin を右クリックし、「パスワードの設定」でパスワードを変更します。 

 

Windows ライセンス認証 

本機をインターネットに接続すると自動的にライセンス認証されます。 

なお、インターネットに接続しない環境でご使用になる場合はライセンス認証する必要はありません。  

 

パーティション構成 

プレインストールでは、標準搭載の SSD に下記４つのパーティションを構成しています。 

 回復 システム 予約 Windows 

Windows 10 IoT Enterprise 1GiB 100MiB 16MiB 残りすべて 

増設搭載の SSD には、パーティションを作成していません。 
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電源設定 

「電源オプション」のプラン：バランス（推奨）の「スリープ」－「次の時間が経過後休止状態にする」の設定を「 180

分」から「なし」に変更した状態で出荷しています。 

Windows をスリープ状態にする時間は初期設定の「30 分」から変更していません。必要に応じて「適用しな い」に

設定を変更してください。 

 

OS修正モジュール 

プレインストールでは、下記の OS 修正モジュールは適用済みです。 

修正内容 修正モジュール URL 

2019 年 10 月 9 日のサービススタック更新プログラムです。

更新プログラムのインストールを担うサービススタックの安定

性を向上します。 

https://support.microsoft.com/kb/4521862 

2019 年 10 月 9 日のロールアップパッケージです。 

様々な問題が修正されています。 
https://support.microsoft.com/kb/4519338 

 

投機的実行機能を持つ CPU に対するサイドチャネル攻撃について 

[JVNVU#93823979(CVE-2017-5715、CVE-2017-5753、CVE-2017-5754)] 

投機的実行機能を持つ CPU に対するサイドチャネル攻撃を緩和するためには、修正モジュールの適用とレジス

トリを変更する必要があります。 

これらの緩和策を有効にすると、パフォーマンスが低下する可能性があります。お使いの環境でパフォーマ ンス

の影響を評価し、必要に応じて調整することを推奨します。 

詳細は以下の URL をご参照ください。 

https://support.microsoft.com/kb/4073119 

 

プレインストールにおいては、修正モジュールの適用と下記のレジストリキーが設定された状態で出荷して いま

す。 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management 

名前：FeatureSettingsOverride 

種類：REG_DWORD 

値：0 

 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management 

名前：FeatureSettingsOverrideMask 

種類：REG_DWORD 

値：3 

 

 

https://support.microsoft.com/kb/4521862
https://support.microsoft.com/kb/4519338
https://support.microsoft.com/kb/4073119
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Windows 10 IoT Enterprise の注意事項と制限事項 

Windows 10 IoT Enterprise を使用する場合の注意事項と制限事項について説明します。 

 

– アプリの既定値がリセットされた通知について 

プレインストールモデルで起動後に次の通知が記録されることがあります。 

この通知は無視して問題ありません。通知を削除してください。 

アプリの既定値がリセットされました。 

アプリが原因で xxx ファイルの既定のアプリ設定に問題が発生したため、xxx に再設定されました。 

既定のブラウザーがリセットされました。 

アプリが原因で既定のブラウザー設定に問題が発生したため、Internet Explorer に再設定されました。 

 

– メンテナンスについて 

セキュリティ対策や障害予防保守の観点で、適用済み以外の修正モジュール（月例のロールアップパッケージ）

も定期的に適用することを推奨します。 

 

– Windows 10 IoT Enterprise の OS 修正モジュール適用時の注意事項 

OS修正モジュールの適用に失敗した際、次のイベントがイベントログに記録される場合があります。 

イベント ID    : 20 

イベントソース : Microsoft-Windows-WindowsUpdateClient 

イベントレベル : エラー 

説明         : インストールの失敗: エラー 0x80070020 で次の更新プログラムのインストールに 

失敗しました: Windows 用セキュリティ更新プログラム (KBxxxxxxx)。 

このイベントは、別のプログラムがOS修正モジュールの適用を妨げている可能性があります。 

Windowsを再起動し、OS修正モジュールを再度適用してください。 

 

– Windows のシャットダウン 

Windows の起動時にスタートするよう登録されたサービスが完全に起動する前にシャットダウンを行うと、正 常に

シャットダウンできない場合があります。Windows を起動してから 5 分以上時間をあけてシャットダウン、 もしくは

再起動を行ってください。 

 

– 「仮想メモリ」サイズの設定 

完全メモリダンプを取得する設定でお使いになる場合、「仮想メモリ」のファイルサイズは物理メモリの容量 より大

きく設定してください。完全メモリダンプに設定していて「仮想メモリ」のファイルサイズを物理メモリより小さく 設定

しようとすると、「ページングファイルを無効にするか、初期サイズを xxxMB よりも小さく設定するかして、システ

ムエラーが発生する場合、問題を識別するために役立つ詳細情報を記録できない可能性があります。続 行しま

すか?」という警告メッセージが表示されます。［xxx］MB 以上の大きさにファイルサイズを設定してください。 

また、カーネルメモリダンプを取得する設定でお使いになる場合も、「仮想メモリ」のサイズが十分でな い場 合正

しくカーネルメモリダンプが取得されない場合があります。 
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– イベントビューア 

Windows のインストール中や機能・役割の追加時は、コンポーネントの依存関係やサービスの起動・停止 タ イミン

グによって幾つかのエラー・警告イベントが記録されることがあります。各種セットアップの完了後、これ らの イベ

ントが継続して記録されていないことを確認してください。以下はエラー・警告イベントの一例です。  

例 1 

イベント ID : 6004 

ソース  : Winlogon 

イベントレベル : 警告 

説明 : winlogon 通知サブスクライバ <TrustedInstaller> で重要な通知イベントに失敗しました。 

 

例 2 

イベント ID : 7000 

ソース : Service Control Manager 

イベントレベル : エラー 

説明 : xxxxx サービスを、次のエラーが原因で開始できませんでした。 

 

OS 起動中もしくはシャットダウン中に、次のエラーがイベントログに記録されることがあります。 

イベント ID :10010 

ソース : Microsoft-Windows-DistributedCOM 

イベントレベル : エラー 

説明 : サーバ｛XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX｝は、必要なタイムアウト期 間

内に DCOM に登録しませんでした。 

 (｛｝内は DCOM サーバ コンポーネント固有の GUID です。) 

このイベントは無視しても問題ありません。詳細については、次の URL を参照してください。 

http://support.microsoft.com/kb/956479 

  

http://support.microsoft.com/kb/956479
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OS シャットダウン中に、次のエラーがイベントログに記録されることがあります。 

イベント ID : 10149 

ソース : Microsoft-Windows-WinRM 

イベントレベル : エラー 

説明 : WinRM サービスは、WS-Management 要求をリッスンしていません。 

ユーザー操作 意図的にサービスを停止していない場合、次のコマンドを使用して WinRM

構成を確認してください。 

winrm enumerate winrm/config/listener 

このイベントは無視しても問題ありません。 

 

OS 起動時に次のエラー内容がイベントログに記録されることがあります。 

イベント ID : 49 

イベント ソース : volmgr 

イベント レベル : エラー 

説明 : クラッシュダンプのページングファイルの構成に失敗しました。ブートパーティションにペー

ジングファイルがあり、ページングファイルの大きさがすべての物理メモリを含むのに十分

であることを確認してください。 

Windows が推奨するページファイルのサイズは、搭載した物理メモリ量に応じて変化しますが、C: ドライブのサ

イズや空き容量により推奨サイズが確保できない場合に本イベントが記録されます。通常の OS 動作に問題は

ありませんが、完全メモリダンプは採取できません。大容量の物理メモリを搭載する場合は事前に C: ドライブの

サイズを大きめに設定することを推奨します。 

 

USB デバイス接続時に次のエラー内容がイベントログに記録される場合があります。 

イベント ID : 1 

イベントソース : VDS Basic Provider 

イベントレベル : エラー 

説明 : 予期しないエラーが発生しました。エラーコード：32@01000004 

USB デバイス接続時に出力された場合は問題ありません。 

 

ネットワークアダプターの設定変更時や、ネットワークアダプターのリンクダウン時に、次のイベントがイベントロ

グに記録される場合があります。 

イベント ID : 4202 

イベントソース : Microsoft-Windows-Iphlpsvc 

イベントレベル : エラー 

説明 : Isatap インターフェース isatap.{8E208284-65BF-43D8-92DD-89FFAAF47DF0}上の IP アド

レスを更新できませんでした。更新の種類: 0。エラーコード: 0x57。 

(｛｝内の数値(GUID)はお使いの環境により異なる場合があります。) 

このイベントは無視しても問題ありません。 
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OS シャットダウン中に、次のエラーがイベントログに記録されることがあります。 

イベント ID : 10016 

ソース : Microsoft-Windows-DistributedCOM 

イベントレベル : エラー 

説明 : アプリケーション固有 のアクセス許可の設定では、 

CLSID {D63B10C5-BB46-4990 -A94F-E40B9D520160} および 

APPID {9CA88EE3-ACB7-47C8-AFC4-AB702511C276} の COM サーバ アプリケーショ

ンに対するローカルアクティブ化のアクセス許可を、アプリケーション コンテナー 利用不

可 SID (利用不可) で実行中のアドレス LocalHost (LRPC 使用) のユーザー NT 

AUTHORITY\SYSTEM SID (S-1-5-18) に与えることはできません。このセキュリティ アク

セス許可は、コンポーネント サービス管理ツールを使って変更できます。 

このイベントは無視しても問題ありません。詳細については、次の URL を参照してください。 

https://support.microsoft.com/kb/4022522 

 

– リムーバブルメディアの取り外しについて 

アプリケーションがリムーバブルメディアのファイルやフォルダをロックして、取り外しができないことがあり ま す。

その場合には、システムイベントログの「Kernel-PnP」イベントを元に対象となるアプリケーションを特定してくださ

い。以下イベント例です。 

イベント ID : 225 

イベント ソース : Microsoft-Windows-Kernel-PnP 

イベント レベル : 警告 

説明 : プロセス ID 4 のアプリケーション System がデバイス PCI\VEN_xxxx&DEVxxxx の取り 外

しまたは取り出しを停止しました。また Windows やアプリケーションのセットアップ時に、シ

ステムデバイスに関する同様のイベントが記録されることがあります。この場合には、セッ

トアップの更新を反映させるために、Windows を再起動する必要があります。 

Windows やアプリケーションのセットアップ時に、システムデバイスに関する同様のイベントが記録されることが

あります。この場合には、セットアップの更新を反映させるために、Windows を再起動する必要があります。 

 

– NIC チーミング／VLAN について 

NIC チーミング機能／VLAN 機能はサポートしておりません。ご使用にならないようにお願いします。 

 

– ネットワークアダプターのパラメータ変更の制限 

ネットワークアダプターの設定を変更した際に、設定が反映されるまですべてのネットワークアダプターで通 信が

途切れる場合や、OS のイベントログ上にエラーなどが記録される場合があります。設定の変更後、正 常に通信

できることを確認してからお使いください。 

 

– BitLocker ドライブ暗号化機能について 

「回復パスワード」は厳重に管理してください。「回復パスワード」を紛失された場合、 OS が起動できなくな ったり、

データにアクセスできなくなったりします。 

BitLocker ドライブ暗号化機能を有効にすると、暗号化/復号化処理などによるオーバーヘッドが発生しま す。性

https://support.microsoft.com/kb/4022522
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能が要求される環境で利用した場合、期待どおりの性能が得られないことがありま す。事前に検証するな どして

からご利用ください。 

 

– ソフトウェアの導入について 

ソフトウェアを導入する場合は、「Windows 10 IoT Enterprise」をサポートしている製品をご使用ください。 

インストール方法や使用方法は、各ソフトウェア添付のマニュアルを参照してください。 

 

– リモートコンソールについて 

システム装置の電源オプションの下記設定項目に有効な時間を設定して、無操作状態で設定時間を経過 すると、

内蔵リモートコンソールに接続できなくなる場合があります。 

内蔵リモートコンソールをご使用の場合は、以下のように設定してください。 

コントロールパネル￥システムとセキュリティ￥電源オプション￥（選択中の電源プラン）  

ディスプレイの電源を切る     ： 適用しない 

コンピュータをスリープ状態にする： 適用しない 
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Windows 10 IoT Enterprise 環境でのログ取得について 

Windows ログは問題発生時の調査を行う際に必要な情報となります。 

 

Windows イベントログの採取方法 

 

1． デスクトップ左下のウィンドウマーク（スタートボタン）を右クリックし「イベントビューアー」を選択します。  

2． 「イベントビューアー」画面左側を「Windows ログ」→「システム」と展開します。 

3． 画面右側の「すべてのイベントを名前をつけて保存」をクリックします。 

4． 任意の場所（例：デスクトップ）、任意のファイル名を指定し、ファイルの種類に「イベントファイル（*.evtx）」を

選択して「保存」ボタンをクリックします。 

※ 「表示情報」ウィンドウが表示された場合は、「これらの言語についての表示情報」→「日本語」を選 択し、

「OK」ボタンをクリックしてください。 

5． 再度、「すべてのイベントを名前をつけて保存」をクリックします。 

6． 任意の場所（例：デスクトップ）、任意のファイル名を指定し、ファイルの種類に「CSV（コンマ区切り）（*.csv）」

を選択して「保存」ボタンをクリックします。 

7． 「イベントビューアー」画面左側を「Windows ログ」→「Application」と展開します。 

8． 画面右側の「すべてのイベントを名前をつけて保存」をクリックします。 

9． 任意の場所（例：デスクトップ）、任意のファイル名を指定し、ファイルの種類に「イベント ファイル（*.evtx）」を

選択して「保存」ボタンをクリックします。 

※ 「表示情報」ウィンドウが表示された場合は、「これらの言語についての表示情報」→「日本語」を選択し、

「OK」ボタンをクリックしてください。 

10． 再度、「すべてのイベントを名前をつけて保存」をクリックします。 

11． 任意の場所（例：デスクトップ）、任意のファイル名を指定し、ファイルの種類に「CSV（コンマ区切り）（*.csv）」

を選択して「保存」ボタンをクリックします。 

 

Windows システム情報の採取方法 

1． デスクトップ左下のウィンドウマーク（スタートボタン）を左クリックし「Windows管理ツール」→「システム情

報」を選択します。 

2． システム情報画面から、「ファイル」→「エクスポート」の順に選択します。 

3． 任意の場所（例：デスクトップ）、任意のファイル名を指定し、「保存」ボタンをクリックします。  
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iSM の注意事項と制限事項 

iSM を使用する場合の注意事項と制限事項について説明します。 

 

– サポートブラウザーについて 

Microsoft Internet Explorer 11 は、Microsoft Windows 10 以降、もしくは Microsoft Windows Server 2016 以降に

てご使用ください。 

 

– ネットワーク設定について 

iSM Web インターフェースの「Wired and Wireless Network」-「IPV4」-「DHCPv4 Configuration」において、DHCP

から固定 IP アドレスに変更するために、「Enable DHCPv4」をオフに設定変更し、「IPv4 Address Configuration」

に固定 IP アドレス等の値を入力して「Apply」ボタンをクリックしても、DHCP が有効なままになり固定 IP アドレス

に変更できない場合があります。この場合、「1.3 iSM の設定」の IP アドレス設定を参照し、iSM CLI で設定変更

してください。 

 

– リモートコンソールの画面表示について 

iSM リモートコンソールの画面表示が更新されなくなる場合があります。この場合、一度リモートコンソールの

「Disconnect」ボタンをクリックして切断し、次に「Connect」ボタンをクリックして再接続してください。 

 

– リモートコンソールの回復について 

iSM リモートコンソールを起動して「Connect」ボタンをクリックしても、ステータスが「Connected」と表示されず、

「Setup...」あるいは「Authentication failed」と表示されたままになり、リモートコンソールを使用できない場合があ

ります。この場合、以下の手順で iSM リモートコンソールを回復させてください。 

 

(1) iSM CLI で「kvm init」コマンドを実行する 

本コマンドを実行すると、システム装置は自動的に強制電源オフされますのでご注意ください。その後、シス

テム装置は自動的に電源オンされます。本コマンドは完了までに 5 分程度要しますので、完了まではシステ

ム装置の電源制御を実行しないでください。 

(iSM)kvm init 

setting node power off 

setting node power on 

requesting unprovisioning, please wait (estimate 3 minutes) 

amt successfully unprovisioned 

resetting node power 

Performing automatic provisioning, please wait...  

Successfully provisioned KVM 

(iSM) 

 

(2) iSM Web インターフェースで iSM リモートコンソールを起動する 

 

(3) (2)で開いたタブ/ウィンドウの上部に以下のメッセージが表示されるので、メッセージをクリックする 

<!>Intel AMT Redirection port or KVM feature is disabled, click here to enable it.  
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(4) ダイアログが開き、以下の内容が表示されるので、最初の 2 つのチェックボックスにもそれぞれチェック

を入れ、「OK」ボタンをクリックする 

3 つ目および 4 つ目のチェックボックスには最初からチェックが入っていますので、それらのチェックは外さな

いでください。 

Intel AMT Features 

[  ] Redirection Pport     ←チェックを入れる 

[  ] KVM Remote Desktop  ←チェックを入れる 

[ v ] IDE-Redirection      ←チェックを外さない 

[ v ] Serial-over-LAN     ←チェックを外さない 

 

[OK] [Cancel]          ←「OK」ボタンをクリック 

 

(5) iSM リモートコンソールの「Connect」ボタンをクリックする 

ステータスが「Connected」になり、iSM リモートコンソールを使用できます。なお、(4)実行後に「Disconnect」

ボタンが表示されていた場合は、「Disconnect」ボタンをクリックして一度切断してから、「Connect」ボタンをク

リックして再度接続してください。 

 

– 仮想メディアについて 

iSM の仮想メディアは、システム装置の POST 完了後に仮想メディアにマウントした媒体イメージから起動する

用途にのみご使用頂けます。システム装置で起動した OS 上で、仮想メディアにマウントした媒体イメージにアク

セスする用途にはご使用頂けません。 

 

– 工場出荷時デフォルト設定(Factory Defaults)について 

iSM Web インターフェースおよび iSM CLI において、iSM の工場出荷時デフォルト設定(Factory Defaults)を実

行した場合、以下のエラーメッセージが表示される場合がありますが、 iSM の工場出荷時デフォルト設定

(Factory Defaults)は正常終了していますので問題ありません。このエラーメッセージは、iSM のデフォルトアカ

ウントのパスワードをデフォルト値から変更している場合に表示されます。なお、 iSM の工場出荷時デフォルト

設定(Factory Defaults)を実行しても、証明書およびライセンスは保持されます。 

Stored default password is not valid 

 

– iSMのWiFiアクセスポイント(Wi-Fi AP)について 

iSM の WiFi アクセスポイントは、システム装置のセットアップ時にのみ使用してください。運用時には使用しな い

でください。また、iSM の WiFi アクセスポイントはデフォルトで有効ですが、セキュリティの観点から、システム装

置のセットアップ完了後は無効に設定することを推奨します。 

 

– iSMのWiFiアクセスポイント(Wi-Fi AP)のIPアドレスについて 

iSM の WiFi アクセスポイントの IP アドレスは、「192.168.37.1/24」の固定 IP アドレスです。このため、iSM の WiFi

アクセスポイントを使用する場合、PC に複数の無線 LAN インターフェースがある場合でも、iSM の WiFi アクセ

スポイントへの接続およびブラウザによる iSM Web インターフェースへのアクセスは、同時には 1 つの iSM に対

してのみ実行してください。 

また、iSM の WiFi アクセスポイントに接続した場合、PC の無線 LAN インターフェースには「192.168.37.0/24」の

範囲の IP アドレスが自動的に割り当てられます。このため、PC の他の無線 LAN インターフェースおよび有 線

LAN インターフェースに「192.168.37.0/24」の範囲の IP アドレスを設定しないでください。 
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– iSMのWiFiアクセスポイント(Wi-Fi AP)への接続について 

iSM の WiFi アクセスポイントに接続すると、PC のブラウザが起動して「http://192.168.37.1:82/」にアクセスし、

「Click here to go to the iSM.」のメッセージが表示されます。メッセージをクリックすると「https://192.168.37.1/」に

アクセスしますが、このとき、ブラウザのウィンドウ・タブが別途開いて、再度「http://192.168.37.1:82/」にアクセス

する場合があります。この場合、「http://192.168.37.1:82/」のウィンドウ・タブを閉じて、「https://192.168.37.1/」

のウィンドウ・タブで iSM Web インターフェースにログインしてください。 

な お 、 iSM Firmware Version 1.4 以 降 で は 、 「 http://192.168.37.1:82/ 」 に は ア ク セ ス せ ず 、 直 接

「https://192.168.37.1/」にアクセスします。 

 

– iSMのイベントログについて 

イベントログ ID の番号が飛び飛び（連番ではない）となる場合がありますが、問題はありません。 

 

– ライセンスの納入物について 

ライセンス(EG-LNC-R1P49AAE)を購入された場合、共通の添付紙(EMA1023518-A)が添付されます。 

ライセンス(EG-LNC-R4Q42A：iSM Advanced ライセンス、EG-LNC-R7R19A：iSM Wireless ライセンス)を購入され

た場合、お買い上げごとに異なる封筒が添付されます。 

 

– ライセンスの取得方法について 

ライセンスファイル(～.lic)は下記の URL より、装置形名、装置製造番号、出荷番号を入力の上、入手ください。 

https://hve.hv.hitachi-systems-es.co.jp/gms/ext/SupportInfoSearch.aspx 

 

装置形名、装置製造番号、出荷番号は装置添付の保証書でご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

出荷番号：0DXXXX MX0DXXXX EGAR51-P06211-B21 

装置形名、装置製造番号、出荷番号はこちらを入力してください。 

https://hve.hv.hitachi-systems-es.co.jp/gms/ext/SupportInfoSearch.aspx
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保守作業時の注意事項および制限事項 

保守作業 

HA8000E EL300 の保守サービスは、引取修理のみとなります。 

引取修理とは、障害発生時に事前に御購入頂いた代替機への切り替えをお客様自身で行い、障害機を弊社保

守拠点に送付頂き、修理・交換を実施した上で返送する保守運用になります。 

 

システム装置の障害などによる保守作業において部品交換が発生した場合、交換した部品や BIOS、ファーム

ウェアは基本的に最新のバージョンが適用されます。 

◼ 必要に応じて交換していない部位の BIOS、ファームウェアも最新のバージョンに更新することがありま す。

保守作業前と異なる場合があることをあらかじめご了承ください。 

◼ お客様にて特定のBIOS、ファームウェアバージョンをご使用されている場合は、保守作業後に適用し たバ

ージョンからお客様ご自身で変更いただくようお願いします。 

◼ 保守作業でファームウェアを更新した場合、対応するドライバの更新が必要となる場合があります。保 守作

業後にお客様ご自身でドライバ更新いただくようお願いします。 
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その他注意事項および制限事項 

HA8000E 非サポート情報 

本製品について、以下の機能をサポートしておりません。ユーザーマニュアル等に 使用方法について の説 明

等記載ありますが、ご使用にならないでください。 

 

セキュア消去機能(BIOS)/完全消去機能(iSM) 

MEBX セットアップメニュー/ Remote Assistance メニュー 

iSM Web インターフェースの「Buy License」リンク 

iSM Web インターフェース HPE Remote Device Access メニュー 

リモートサポート（HPE 通報サービス）および iSM Web インターフェース Remote 

Support メニュー 

VPU モジュール 

 

 

System ファームウェアのバージョンについて 

System ファームウェア(BIOS, iSM, CPLD)は最新版でお使いいただくことを推奨いたします。System ファームウ

ェアのダウングレードは動作に影響が出る恐れがあるため、特別な案内があった場合を除き、原則として行わな

いでください。 

また、System ファームウェア(BIOS, iSM, CPLD)のアップデートは電源オン状態で行わないでください。 

アップデート実施後は AC アダプターを取り外し、数十秒待ってから AC アダプターを取り付けてください。 

 

 

出荷時のBIOSおよびiSMの設定について 

出荷時期により、予告なく BIOS および iSM の設定を変更する場合があります。 

 

 

BIOSの設定について 

BIOS セットアップメニューにおいて、下記の項目は必要に応じて操作、変更ください。 

下記以外の項目については、工場出荷時の設定でご使用ください。 

・ Advanced > Network Stack Configuration > Network Stack 

・ Security > Secure Boot 配下の項目全て 

・ Boot > Boot Configuration を除く Boot 配下の項目全て 

 

 

Secure Boot機能のサポートについて 

HA8000E では、下記の OS で Secure Boot をサポートしています。下記以外の OS では Secure Boot をサポー

トしておりませんので、Secure Boot の設定は Disabled のままご使用ください。 

・ Windows 10 IoT Enterprise 
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POST画面のセットアップメニュー起動方法の表示について 

システム装置の POST 画面において、以下のセットアップメニュー起動方法のメッセージが表示されますが、本

システム装置は以下のセットアップメニューでの設定変更を保証しておりませんので、以下のセットアップメニュ

ーを起動しないでください。 

Press <Ctrl + P> to enter MBEX Setup Menu 

Press <Ctrl + Alt + F1> Remote Assistance 

 

 

USB CD/DVD-ROMドライブについて 

システム装置の USB3.0 ポートおよび USB2.0 ポートに USB CD/DVD-ROM ドライブを接続し、システム装置の

POST 完了後に当該ドライブの CD/DVD 媒体から起動しようとしても、システム装置が当該ドライブを認識しな

い、あるいは、当該ドライブを認識しているが CD/DVD 媒体から起動できない場合があります。この場合、代替

手段として、iSM 仮想メディアに CD/DVD 媒体イメージ(の URL)をマウントして起動する、あるいは、USB フラッ

シュメモリに CD/DVD 媒体の内容を展開して USB フラッシュメモリから起動してください。 

 

 

OS上の「Intel(R) Ethernet Connection I219-LM」について 

システム装置の OS 上に「Intel(R) Ethernet Connection I219-LM」が表示されますが、システム装置は当該 LAN

コントローラ用の RJ-45 ポートを搭載しておりません。このため、システム装置の外部との通信には当該 LAN コ

ントローラをご使用頂けません。システム装置の外部との通信には、例えば「 Intel(R) I210 Gigabit Network 

Connection」をご使用ください。システム装置は当該 LAN コントローラ用の RJ-45 ポートを搭載しております。 

 

 

UID LEDの点滅について 

システム装置の UID LED は、ファームウェアアップデート中は青色で点滅し、アップデート完了後に消灯します

が、アップデートを開始しても点滅を開始しない、あるいは、アップデートが完了しても消灯しない(＝点滅したま

まになる)場合があります。ファームウェアアップデートの開始および完了は、 UID LED の状態ではなく、アップデ

ート操作中の画面上で確認してください。また、UID LED が消灯しない(＝点滅したままになった)場合に UID LED

を消灯させるには、iSM をリセットする、あるいは、システム装置の AC アダプターを一度取り外して再度取り付

けてください。 

 

 

無線LAN／Bluetoothの電波について 

本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用さ

れている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線

局）が運用されています。次項に注意してください。 

・ 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていな

いことをご確認ください。 

・ 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに

使用周波数を変更して、電波干渉をしないようにしてください。 

・ その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合は、弊

社のお問い合わせ先にご連絡ください。 
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・ 無線 LAN は IEEE802.11a/b/g/n/ac に準拠しています。 

・ IEEE802.11a および IEEE802.11n の W52/W53 は屋内でのみ使用可能です。 

・ Bluetooth は V5.0 に準拠しています。 

 

 

2x RS232/422/485 Daughter cardの使用について 

iSM の設定および Serial port の pin assignment については、以下の URL をご参照ください。 

https://www.hitachi.co.jp/products/it/ha8000e/support/index.html 

 

 

 

https://www.hitachi.co.jp/products/it/ha8000e/support/index.html
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お問い合わせ先 

最新情報の入手先 

「HA8000E ホームページ」で、製品情報や重要なお知らせ、技術情報、ダウンロードなどの最新情報を提供して

います。 

 ■ホームページアドレス： https://www.hitachi.co.jp/ha8000e/ 

 

お問い合わせ先一覧 

 

(*1) HA8000E 製品情報システム：https://hve.hv.hitachi-systems-es.co.jp/gms/ext/SupportInfoSearch.aspx  

  

カテゴリ 総合サポートサービス契約無し 総合サポートサービス契約有り

製品検討／
購入前

納品

セッティング
導入／運用

コンピュータ製品の
ハードウェア機能や
操作方法に関する
お問い合わせ

ＨＣＡセンター
         ０１２０-２５８０-１２
受付時間 　 ９:００-１２:００
       　　　 １３:００-１７:００

(土日、祝日、年末年始、夏季休暇
など弊社指定定休日を除く)

ハードウェア
故障時の修理依頼

日立コールセンタ
         ０１２０-９２１-７８９

受付時間 　 ９:００-１８:００
(土日、祝日、年末年始、夏季休暇
など弊社指定定休日を除く)

ハードウェアに関する
技術的なお問い合わせ

ＯＳ、ソフトウェア
に関する技術的な
お問い合わせ

日立ソリューションサポートセンタ
HA8000E製品情報システム(Web)(*1)でお知ら
せします。

対応時間
一般のお問い合わせ
　　　　：平日９:００-１７:００
 障害に関するお問い合わせ
　　　　 ：平日８:００-１９:００／２４時間３６５日
 (対応時間は総合サポートサービス契約により
異なります)
※ハードウェア修理を優先したい場合は、
　「障害のためハードウェア保守希望」と
　ご連絡ください。

総合サポートサービス(有償)
「日立サポート３６０」

※お問い合わせ時はサポート３６０のサービス
IDが必要となります。

コンピュータ製品
(添付ソフトウェアを含む)に
関するお問い合わせ

ＨＣＡセンター
         ０１２０-２５８０-１２

受付時間  ９:００-１２:００、１３:００-１７:００
(土日、祝日、年末年始、夏季休暇など弊社指定定休日を除く)

・同梱品の不足
・各装置の損傷
・納入時の欠品や
 初期不良

日立コールセンタ
         ０１２０-９２１-７８９

受付時間 ９:００-１８:００
(土日、祝日、年末年始、夏季休暇など弊社指定定休日を除く)

https://www.hitachi.co.jp/ha8000e/
https://hve.hv.hitachi-systems-es.co.jp/gms/ext/SupportInfoSearch.aspx
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コンピュータ製品に関するお問い合わせ 

コンピュータ製品(添付ソフトウェアを含む)に関する購入前のお問い合わせ、または、本製品のハードウェア の機

能や操作方法に関するお問い合わせは、HCAセンター(Hitachi カスタマ・アンサ・センター) にご連絡ください。 

 

 お願い 

◼ お問い合わせになる際に次の内容をメモし、お伝えください。お問い合わせ内容の確認をスムーズに

行うため、ご協力をお願いいたします。 

形式（Product No）／製造番号（S/N）／インストール OS 

「形式」および「製造番号」は、システム装置底面に記載されていますので、ご確認ください。 

◼ 質問内容を FAX でお送りいただくこともありますので、ご協力をお願いいたします。 

◼ 明らかにハードウェア障害と思われる場合は、「お問い合わせ先一覧」に記載の連絡先にご連絡くだ

さい。 

 

欠品・初期不良・故障のお問い合わせ 

本製品の納入時の欠品や初期不良に関するお問い合わせは、日立コールセンタにご連絡ください。 

◼ お電話の際には、製品同梱の保証書をご用意ください。 

 

OS、ソフトウェア、およびハードウェアに関するお問い合わせ 

本製品のOS、ソフトウェア、およびハードウェアに関する技術的なお問い合わせには、有償サポートサービス「日

立サポート ３６０」のご契約が必要です。 

サポート窓口は、有償サポートサービスご契約時に送付される、「サービス利用ガイド」に記載されていますので
ご確認ください。 
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サポート＆サービスについて 

保守サービス 

システム装置に提供される保守サービスは、引取修理のみとなります。 

・ 引取修理を依頼する前に、次ページのフローチャートで問題解決できるかを確認し、解決できない場合は引取修

理を依頼してください。 

・ 引取修理を依頼する前に、あらかじめ必要なデータ、プログラムならびに設定情報をバックアップのうえ、データの

消去をお願いします。なお、Windows 10 IoT Enterprise プレインストールを御購入のお客様への返送時は、

Windows 10 IoT Enterprise をプレインストールした状態で返送します。 

・ 引取修理にて、装置返送時は日立の推奨するファームウェアに更新した上で返送します。その際に、ファ

ームウェアの設定値はデフォルトに戻ります。ただし、iSM の設定値については、マザーボードが交換部

位の場合に限りデフォルトに戻ります。（マザーボードが交換部位の場合は iSM Advanced ライセンス登録

も消去されます。）設定を変更してご利用の場合は、あらかじめお客様にて控えておいた設定値を再度設

定いただきますようお願いします。iSM ライセンスの取得方法は本ドキュメントの「iSM の注意事項と制

限事項」を参照ください。 

・ 引取修理の際は、納品時の梱包箱を再利用してください。 

 

引取修理を依頼されるときは、お手数ですが「HA8000E ホームページ」から最新の「修理依頼書」をダウンロードして、必要

事項を記入し、修理品に同梱して送付してください。 

なお、必要事項を記入した修理依頼書は、送付前に写し（コピー）を作成し、お客さまで保管をお願いします。 

 

サービスの概要は以下のURLをご参照ください。 

HA8000E ホームページ ： https://www.hitachi.co.jp/ha8000e/ 

 

※システムファームウェアの新規不具合の対策提供は、原則として製品販売終了後 5 年目までとなります。 

 

製品保証 

◼ 保証規定 

保証規定は保証書の裏面に記載されておりますので、よくお読みください。 

◼ 保証期間 

保証書に記載されておりますのでご参照ください。 

 

総合サポートサービス「日立サポート360」 

ハードウェアとOS を一体化したサポートサービスをご提供いたします。 

詳細は、次のURL で紹介しています。 

■ホームページアドレス http://www.hitachi.co.jp/soft/support360/ 

インストールや運用時のお問い合わせや問題解決など、システムの円滑な運用のためにサービスのご契約を推奨します。 

 

https://www.hitachi.co.jp/ha8000e/
http://www.hitachi.co.jp/soft/support360/
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修理依頼前確認フローチャート 

 

修理依頼前チェック

電源投入できる

各LEDは正常を示している

OSが起動できる

ネットワークが
正常に動作している

修理依頼書に不具合内容を
具体的に記載して，

修理依頼してください 注1

はい

はい

はい

はい

給電設備/ACケーブル/
ACアダプターに問題がないか

確認してください

修理依頼してください 注1

ブートデバイスの設定を
確認してください

いいえ

いいえ

いいえ

システム装置以外のネットワーク
環境および設定を
確認してください

いいえ

 

 

注１： 修理依頼書は、必要事項を記入後に写し（コピー）を１部作成し、お客さまで保管をお願いします。  
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重要事項および読替ガイド 

 

6 版 2021 年 10 月 

無断転載を禁止します。 

 

 

 株式会社 日立製作所 

〒100-8280 東京都千代田区丸の内一丁目 6 番 6 号 

http://www.hitachi.co.jp 
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