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運用・保守編

NEC Express5800シリーズ
Express5800/S70

装置の運用および保守について説明します。

「日常の保守」（74ページ）
 日常使う上で確認しなければならない点やファイルの管理、クリーニングの方法に
ついて説明します。

「障害時の対処」（77ページ）
 故障かな？と思ったときに参照してください。トラブルの原因の確認方法やその対
処方法について説明しています。

「BIOS/FWのアップデート」（83ページ）
 BIOS/FWのアップデートについて説明しています。

「移動と保管」（84ページ）
 装置を移動・保管する際の手順や注意事項について説明します。

「ユーザーサポート」（86ページ）
 本製品に関するさまざまなサービスについて説明します。サービスは弊社、および
弊社が認定した保守サービス会社から提供されるものです。ぜひご利用ください。
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74 日常の保守

日常の保守
装置を常にベストな状態でお使いになるために、ここで説明する確認や保守を定期的に行っ
てください。万一、異常が見られた場合は、無理な操作をせずに保守サービス会社に保守を依
頼してください。

バックアップ
定期的に装置のハードディスクドライブ内の大切なデータをバックアップすることをお勧め
します。

また、ハードウェアの構成を変更したり、BIOSの設定を変更したりした後は、システム情報
のバックアップをとっていただくことをお勧めいたします。

クリーニング
装置を良い状態に保つために定期的にクリーニングしてください。

 

 

装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。人が死亡
する、または重傷を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧く
ださい。
● 自分で分解・修理・改造はしない
● 電源プラグを差し込んだまま取り扱わない
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装置のクリーニング
装置の外観の汚れは、柔らかい乾いた布で汚れをふき取ってください。汚れが落ちにくいとき
は、次のような方法できれいになります。

● シンナー、ベンジンなどの揮発性の溶剤は使わないでください。材質のいた
みや変色の原因になります。

● コンセント、ケーブル、装置背面のコネクタ、装置内部は絶対に水などでぬ
らさないでください。

1.  装置の電源がOFF（POWERランプ消灯）になっていることを確認する。

2.  装置の電源コードをコンセントから抜く。

3.  電源コードの電源プラグ部分についているほこりを乾いた布でふき取る。

4.  中性洗剤をぬるま湯または水で薄めて柔らかい布を浸し、よく絞る。

5.  汚れた部分を手順4の布で少し強めにこすって汚れを取る。

6.  真水でぬらしてよく絞った布でもう一度ふく。

7.  乾いた布でふく。

キーボードのクリーニング
キーボードは装置および周辺機器を含むシステム全体の電源がOFF（POWERランプ消灯）に
なっていることを確認した後、キーボードの表面を乾いた布でふいてください。
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CD/DVD-ROMのクリーニング
CD/DVD-ROMにほこりがついていたり、トレーにほこりがたまっていたりするとデータを
正しく読み取れません。次の手順に従って定期的にトレー、CD/DVD-ROMのクリーニング
を行います。

1.  装置の電源がON（POWERランプ点灯）になっていることを確認する。

2.  光ディスクドライブ前面のトレーイジェクトボタンを押す。

トレーが光ディスクドライブから出てきます。

3.  CD/DVD-ROMを軽く持ちながらトレーから取り出す。

CD/DVD-ROMの信号面に手が触れないよう注意してください。

4.  トレー上のほこりを乾いた柔らかい布でふき取る。

光ディスクドライブのレンズをクリーニングしないでください。レンズが傷つ
いて誤動作の原因となります。

5.  トレーを軽く押してトレーを光ディスクドライブに戻す。

6.  CD/DVD-ROMの信号面を乾いた柔らかい布でふく。

CD/DVD-ROM は、中心から外側に
向けてふいてください。クリーナをお
使いになるときは、CD/DVD-ROM
専用のクリーナであることをお確か
めください。レコード用のスプレー、
クリーナ、ベンジン、シンナーを使用
すると、ディスクの内容が読めなく
なったり、装置にそのディスクをセッ
トした結果、故障したりするおそれが
あります。

日常の保守／障害時の対処
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障害時の対処
「故障かな？」と思ったときは、ここで説明する内容について確認してください。該当するこ
とがらがある場合は、説明に従って正しく対処してください。

エラーメッセージ
装置に何らかの異常が起きるとさまざまな形でエラーを通知します。
エラーメッセージは画面に表示されたり、ビープ音が鳴って通知されます。
異常が起きたときはこれらの情報をメモし、保守サービス会社に保守を依頼してください。

POST中のエラーメッセージ
装置の電源をONにすると自動的に実行される自己診断機能「POST」中に何らかの異常を検
出すると、ディスプレイ装置の画面にエラーメッセージを表示します。また、エラーの内容に
よってはビープ音でエラーが起きたことを通知します。

AMIBIOS(C)2006 American Megatrends, Inc.
BIOS Date: 09/17/08 16:24:04 Ver:08.00.14
CPU : Intel(R) Celeron(R) CPU         440  @ 2.00GHz
 Speed : 2.00 GHz

Press F2 to Enter BIOS Setup
Press F12 to Boot on Network
・
・
・
Keyboard not found

                                                        0085

キーボードが検出できなかった
ことを示すメッセージ（例では
キーボードが未接続時に表示）

エラーコード

保守サービス会社に連絡するときはディスプレイの表示やビープ音のパターン
をメモしておいてください。アラーム表示は保守を行うときに有用な情報とな
ります。
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ビープ音によるエラー通知
POST中にエラーを検出してもディスプレイ装置の画面にエラーメッセージを表示できない
場合があります。この場合、ビープ音でエラーが発生したことを通知します。エラーはビープ
音の回数でその内容を通知します。次にビープコードとその意味、対処方法を示します。

ビープ音 意　味 対処方法

１回 メモリのリフレッシュ・エラーが検出された。 ・ メモリが正しく取り付けられているか、確認して
ください。
 回復しない場合、保守サービス会社へ連絡してく
ださい。

３回 64Kベースメモリ領域でエラーが検出された。

６回 キーボードの検出時にエラーが発生した。 ・ PS/2キーボードを使用している場合、正しく接
続されているか確認してください。
・ PS/2キーボードが故障しているかもしれませ
ん。交換してください。
 回復しない場合、保守サービス会社へ連絡してく
ださい。

７回 プロセッサーの例外割り込みエラーが検出さ
れた。

保守サービス会社へ連絡してください。

８回 ビデオ用メモリ領域への書き込みでエラーを
検出した。

・ メモリが正しく取り付けられているか、確認して
ください。
 回復しない場合、保守サービス会社へ連絡してく
ださい。

障害時の対処
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トラブルシューティング
思うように動作しない場合は修理に出す前に次のチェックリストの内容に従って本装置を
チェックしてください。リストにある症状に当てはまる項目があるときは、その後の確認、処
理に従ってください。
それでも正常に動作しない場合は、ディスプレイ装置の画面に表示されたメッセージを記録
してから、保守サービス会社に連絡してください。

本体について
［?］ 電源がONにならない

□ 電源が装置に正しく供給されていますか？

→ 電源コードが装置の電源規格に合ったコンセントに接続されていることを確認して
ください。

→ 装置に添付の電源コードを使用してください。また、電源コードの被覆が破れてい
たり、プラグ部分が折れていたりしていないことを確認してください。

→ 接続したコンセントのブレーカがONになっていることを確認してください。

□ POWER/SLEEPスイッチを押しましたか？

→ 装置前面にあるPOWER/SLEEPスイッチを押して電源をON（POWER/SLEEPラン
プ点灯）にしてください。

［?］ POSTが終わらない

□ メモリが正しく搭載されていますか？

→ 最低1枚のDIMMが搭載されていないと動作しません。

□ 大容量のメモリを搭載していますか？

→ 搭載しているメモリサイズによってはメモリチェックで時間がかかる場合がありま
す。しばらくお待ちください。

□ システムの起動直後にキーボードやマウスを操作していませんか？

→ 起動直後にキーボードやマウスを操作すると、POSTは誤ってキーボードコントロー
ラの異常を検出し、処理を停止してしまうことがあります。そのときはもう一度、起
動してください。また、再起動直後は、BIOSの起動メッセージなどが表示されるま
でキーボードやマウスを使って操作しないよう注意してください。

□ 本装置で使用できるメモリを搭載していますか？

→ 弊社が指定する機器以外は動作の保証はできません。
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［?］ 内蔵デバイスや外付けデバイスにアクセスできない（または正しく動作しない）

□ ケーブルは正しく接続されていますか？

→ インタフェースケーブルや電源ケーブル（コード）が確実に接続されていることを確
認してください。また接続順序が正しいかどうか確認してください。

□ 電源ONの順番を間違っていませんか？

→ 外付けデバイスを接続している場合は、外付けデバイス、装置の順に電源をONにし
ます。

□ ドライバをインストールしていますか？

→ 接続したデバイスによっては専用のデバイスドライバが必要なものがあります。デ
バイスに添付の説明書を参照してドライバをインストールしてください。

□ オプションボードの設定を間違えていませんか？

→ PCIデバイスについては通常、特に設定を変更する必要はありませんが、ボードに
よっては特別な設定が必要なものもあります。詳しくはボードに添付の説明書を参
照して正しく設定してください。

→ シリアルポートやパラレルポート、USBポートに接続しているデバイスについては、
I/Oポートアドレスや動作モードの設定が必要なものもあります。デバイスに添付の
説明書を参照して正しく設定してください。

［?］ キーボードやマウスが正しく機能しない

□ ケーブルは正しく接続されていますか？

→ 装置背面や前面にあるコネクタに正しく接続されていることを確認してください。

→ 装置の電源がONになっている間に接続すると正しく機能しません（USBデバイスを
除く）。いったん本体の電源をOFFにしてから正しく接続してください。

［?］ DVD/CD-ROMにアクセスできない・正しく再生できない

□ 光ディスクドライブのトレーに確実にセットしていますか？

→ トレーにはDVD/CD-ROMを保持するホルダーがあります。ホルダーで確実に保持
されていることを確認してください。

□ 本装置で使用できるDVD/CD-ROMですか？

→ DVD/CD規格に準拠しない「コピーガード付きDVD/CD」などのディスクにつきま
しては、DVD/CD再生機器における再生の保証はいたしかねます。

→ Macintosh専用のDVD/CD-ROMは使用できません。

障害時の対処
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［?］ 正しいDVD/CD-ROMをセットしたのに以下のメッセージが表示される

CD-ROMが挿入されていないか、誤った
CD-ROMが挿入されています。
正しいCD-ROMを挿入してください。

OK

□ DVD/CD-ROMのデータ面が汚れていたり、傷ついていたりしていませんか？

→ 光ディスクドライブからDVD/CD-ROMを取り出し、よごれや傷などがないことを
確認してから、再度DVD/CD-ROMをセットし、［OK］をクリックしてください。

［?］ ハードディスクドライブにアクセスできない

□ 装置で使用できるハードディスクドライブですか？

→ 弊社が指定する機器以外は動作の保証はできません。

□ ハードディスクドライブは正しく取り付けられていますか？

→ ハードディスクドライブの取り付け状態やケーブルの接続状態を確認してくださ
い。また、ハードディスクドライブを固定するネジはハードディスクドライブに添
付されているネジを使用してください。

［?］ DISKアクセスランプが青色に点灯する

→ ハードディスクドライブにアクセスしているときに青色に点灯します。このランプ
の青色表示は故障を意味するものではありません。

［?］ ネットワーク上で認識されない

□ ケーブルを接続していますか？

→ 装置背面にあるネットワークポートに確実に接続してください。また、使用するケー
ブルがネットワークインタフェースの規格に準拠したものであることを確認してく
ださい。

□ プロトコルやサービスのセットアップを済ませていますか？

→ 装置ネットワークコントローラ用のネットワークドライバをインストールしてくだ
さい。また、TCP/IPなどのプロトコルのセットアップや各種サービスが確実に設定
されていることを確認してください。

□ 転送速度の設定を間違えていませんか？

→ 装置に標準装備の内蔵ネットワークコントローラは、転送速度が1000Mbps、
100Mbpsと10Mbpsのネットワークでも使用することができます。この転送速度
の切り替えまたは設定はOS上から行えますが、「自動検出」という機能は使用せず、
1000Mbps、100Mbpsまたは10Mbpsのいずれかに設定してください。

 また、接続しているHubと転送速度やデュプレックスモードが同じであることを確
認してください。
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［?］ /3GBスイッチ使用時、OSが起動しない

→ /3GBスイッチ使用時、OSが起動しなくなる場合があります。
 その場合は以下のURLを参照し、/uservaスイッチを使用してユーザーモードの領
域を適切な値に調整してください。

 http://support.microsoft.com/kb/316739/ja

障害時の対処／ BIOS/FWのアップデート
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BIOS/FWのアップデート
本装置の情報発信サイトで配布される「各種BIOS/FWのアップデートモジュール」を使用し
て、本装置のBIOS/FW（ファームウェア）をアップデートすることができます。「各種BIOS/
FWのアップデートモジュール」については次のWebサイトに詳しい説明があります。

　http://nec8.com/s70/

各種BIOS/FWのアップデートを行う手順は、配布される「各種BIOS/FWのアップデートモ
ジュール」に含まれる「README.TXT」に記載されています。記載内容に従ってアップデート
を行ってください。「README.TXT」はWindowsのメモ帳などで読むことができます。

BIOS/FWのアップデートプログラムの動作中は装置の電源をOFFにしないで
ください。アップデート作業が途中で中断されるとシステムが起動できなくな
ります。
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移動と保管
装置を移動・保管するときは次の手順に従ってください。

 

 

 

 

装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。人が死亡
する、または重傷を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧く
ださい。
● 自分で分解・修理・改造はしない
● リチウムバッテリを取り外さない
● 電源プラグを差し込んだまま取り扱わない

 

 

装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけ
がなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の
説明をご覧ください。
● 中途半端に取り付けない
● 指を挟まない
● 高温注意

● フロアのレイアウト変更など大掛かりな作業の場合はお買い上げの販売店
または保守サービス会社に連絡してください。

● ハードディスクドライブに保存されている大切なデータはバックアップを
とっておいてください。

● ハードディスクドライブを内蔵している場合はハードディスクドライブに
衝撃を与えないように注意して装置を移動させてください。

● 再度、運用する際、内蔵機器や装置を正しく動作させるためにも室温を保て
る場所に保管することをお勧めします。

 装置を保管する場合は、保管環境条件（温度：－10℃～55℃、湿度：20%
～80%）を守って保管してください（ただし、結露しないこと）。

移動と保管
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1.  DVD/CD-ROMをセットしている場合は取り出す。

2.  装置の電源をOFF（POWERランプ消灯）にする。

3.  装置に接続している電源コードをコンセントから抜く。

4.  装置に接続しているケーブルをすべて取り外す。

5.  装置に傷がついたり、衝撃や振動を受けたりしないようしっかりと梱包する。

輸送後や保管後、装置を再び運用する場合は、運用の前にシステム時計の確認・
調整をしてください。
システム時計を調整しても時間の経過と共に著しい遅れや進みが生じる場合
は、お買い求めの販売店、または保守サービス会社に保守を依頼してください。
本装置および、内蔵型のオプション機器は、寒い場所から暖かい場所に急に持
ち込むと結露が発生し、そのまま使用すると誤作動や故障の原因となります。
装置の移動後や保管後、再び運用する場合は、使用環境に十分なじませてから
お使いください。
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ユーザーサポート
アフターサービスをお受けになる前に、保証およびサービスの内容について確認してくださ
い。

保証について
本装置には『保証書』が添付されています。『保証書』は販売店で所定事項を記入してお渡しし
ますので、記載内容を確認のうえ、大切に保管してください。保証期間中に故障が発生した場
合は、『保証書』の記載内容にもとづき無償修理いたします。詳しくは『保証書』およびこの後
の「保守サービスについて」をご覧ください。
保証期間後の修理についてはお買い求めの販売店、最寄りのNECまたは保守サービス会社に
連絡してください。

● NEC製以外（サードパーティ）の製品、またはNECが認定していない装置や
インタフェースケーブルを使用したために起きた装置の故障については、
その責任を負いかねますのでご了承ください。

● 装置に、製品の形式、SERIAL No.（号機番号）、定格、製造業者名、製造国
が明記された銘板が貼ってあります。販売店にお問い合わせする際にこの
内容をお伝えください。また銘板の号機番号と保証書の保証番号が一致し
ていませんと、保証期間内に故障した場合でも、保証を受けられないことが
ありますのでご確認ください。万一違う場合は、販売店にご連絡ください。

● 銘板は装置のサイドカバーに貼り付けてあります。

 

銘板

ユーザーサポート
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修理に出される前に
「故障かな？」と思ったら、以下の手順を行ってください。

1.  電源コードおよび他の装置と接続しているケーブルが正しく接続されていることを
確認します。

2.  「障害時の対処」（77ページ）を参照してください。該当する症状があれば記載されて
いる処理を行ってください。

3.  本装置を操作するために必要となるソフトウェアが正しくインストールされている
ことを確認します。

4.  市販のウィルス検出プログラムなどでサーバをチェックしてみてください。

以上の処理を行ってもなお異常があるときは、無理な操作をせず、お買い求めの販売店、最寄
りのNECまたは保守サービス会社にご連絡ください。その際にサーバのランプの表示やディ
スプレイ装置のアラーム表示もご確認ください。故障時のランプやディスプレイによるアラー
ム表示は修理の際の有用な情報となることがあります。保守サービス会社の連絡先について
は、「保守サービスについて」（88ページ）をご覧ください。
なお、保証期間中の修理は必ず保証書を添えてお申し込みください。

この装置は日本国内仕様のため、NECの海外拠点で修理することはできませ
ん。ご了承ください。

修理に出されるときは
修理に出されるときは次のものを用意してください。

□ 保証書

□ ディスプレイ装置に表示されたメッセージのメモ

□ 障害情報（障害情報は保守サービス会社から指示があったときのみ用意してください。）

□ 装置・周辺機器の記録

補修用部品について
本装置の補修用部品の最低保有期間は、製造打ち切り後5年です。
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保守サービスについて
保守サービスは弊社の保守サービス会社、および弊社が認定した保守サービス会社によって
のみ実施されますので、純正部品の使用はもちろんのこと、技術力においてもご安心のうえ、
ご都合に合わせてご利用いただけます。

＊ お客様の障害コールにより、技術者を派遣し、修理にあたります。保守または修理料金は
その都度精算する方式で、作業の内容によって異なります。

なお、お客様が保守サービスをお受けになる際のご相談やトラブルなどについてのお問い合
わせは下記までご連絡ください（電話番号のおかけ間違いにご注意ください）。

【IT機器の修理窓口】
修理受付センター (全国共通) 
0120-536-111（フリーダイヤル） 

携帯電話をご利用のお客さまは、
0570-064-211(通話料お客さま負担) 

受付時間： 月曜日から金曜日 午前9時から午後6時
 (土・日・祝日および当社規定の休日を除く) 
全国共通の電話番号です。電話番号をよくお確かめのうえ、おかけください。 

ユーザーサポート
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情報サービスについて
NECでは、製品ご購入のお客様に「Club Express会員」への登録をご案内しております。
インターネット(Club Expressホームページ)にてご登録ください。

　<Club Expressホームページ>　http://club.express.nec.co.jp/

本製品に関するご質問・ご相談は「ファーストコンタクトセンター」でお受けしています。
※　電話番号のかけまちがいが増えております。番号をよくお確かめの上、おかけください。

ファーストコンタクトセンター
TEL. 03-3455-5800（代表）

受付時間／ 9:00 ～ 12:00、13:00 ～ 17:00　月曜日～金曜日（祝祭日を除く）　

インターネットでも情報を提供しています。

http://nec8.com/s70/

本装置の製品情報、Q&Aなど最新情報を提供しています。

http://club.express.nec.co.jp/

『Club Express』：『Club Express会員』への登録をご案内しています。Express5800
シリーズをご利用になる上で役立つ情報サービスの詳細をご紹介しています。

http://www.fielding.co.jp/

NECフィールディング（株）ホームページ：メンテナンス、ソリューション、用品、施
設工事などの情報をご紹介しています。
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