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摘要

本書は、HPE LCD 8500 1U コンソールの操作ガイダンスを提供します。
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はじめに

主なコンポーネント

番号 コンポーネント 機能

1 青色 LED • ディスプレイが閉じられると点灯します

• HPE LCD85001U コンソールがラック内にあること
を特定するのに役立ちます

2 OSD アクティブ化操作ボタン • OSD メニューを起動します

• メニューオプションを選択します

• メニューと OSD を終了します

3 OSD スクロールアップ/ダウンボ
タン

OSD メニュー内でスクロールして機能を調整するため
に使用します

4 ナンバーロック LED ナンバーロックがオンのときに点灯します

5 キャップロック LED キャップロックがオンのときに点灯します

6 Scroll Lock LED Scroll Lock がオンのときに点灯します

7 USB 接続 背面の USB ポートへとパススルーします

8 スクロールバー モニターをスクロールするために使用します

9 右ピックボタン 右側にあるオプションを選択するために使用します

10 中央ピックボタン 中央にあるオプションを選択するために使用します

11 左ピックボタン 左側にあるオプションを選択するために使用します

12 タッチパッド モニター上でマウスを移動するために使用します
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背面のコンポーネント

番号 説明

1 USB パススルー

2 USB パススルー

3 ディスプレイポート

4 VGA 入力ポート

5 電源接続ポート

6 USB キーボードおよびマウスポート

7 シリアルファームウェアポート

ENERGY STAR 準拠
HPE LCD8500 1U コンソールは、ENERGY STAR 準拠です。

ENERGY STAR 準拠について詳しくは、HPE の Web サイト（https://www.hpe.com/us/en/about/
environment/eco-labels.html）を参照してください。
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取り付け

キットの内容

部品 数量

HPE 液晶ディスプレイ（LCD）8500 1U コンソー
ル

1

M6 ネジ 2

6-32 ネジ 5

HPE 1U コンソールレール LH/RH 2

ケーブル管理アーム、ブレースレール付き電源アダ
プター

1

CTO ブラケット 2

USB ケーブル 1

ビデオケーブル 1

電源コード 1

USB ケーブルラベル 1

このキットには、部品によっては余分な数量が含まれている場合があります。

この製品には、C5-C14 電源コードが付属しています。C14 は、PDU および UPS の標準接続です。別の
電源を使用する場合は、地域固有のコードを別途購入する必要があります。

HPE は、環境に優しい製品の改善と開発に常に努めています。お客様とのコミュニケーションを通して、
C5-C14 ジャンパーコードを 90％使用し、C5-国固有のプラグの電源コードを廃棄しています。HPE で
は、埋立廃棄物を削減するクリーンな取り組みとして、アクセサリキットに不要な部品を含めないことを
決定しました。これにより、複数の電源コードが製品に含まれないこととなりました。

HPE LCD 8500 1U コンソールの取り付け

手順

1. 1U コンソールレールをラックにマークされた穴に合わせて、所定の位置にカチッとはめ込みます。

a. HPE 1U コンソールレールの後端を RETMA レールにはめ込みます。

b. 適切なラックの深さに合わせて HPE 1U コンソールレールの前側半分を伸ばし、所定の位置に固定
します。

注記: HPE 1U コンソールレールが所定の位置に固定されない場合は、HPE 1U コンソールレールの
位置がラックにマークされた穴と合っていることを確認します。ラックにマークされた穴は、ラッ
クの前面と背面で同じ位置である必要があります。
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2. 所定の位置にロックされるまで、内側のスライドを引き出します。

3. 伸ばした内側スライドにユニットを合わせてから、ラックに挿入します。

4. ラックの背面から、HPE 1U コンソールレールの間でブレースレールアセンブリをスライドさせます。

取り付け 8



5. ブレースレールのネジ穴を HPE 1U コンソールレールのネジ穴に合わせます。

6. 2 本の 6-32 ネジを使用して、ブレースレールを HPE 1U コンソールレールに固定します。

7. ユニットシャーシの背面にある 2 個のネジを外します。
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8. 同じ 2 本のネジを使用してケーブル管理アームをユニットの背面に取り付けます。

9. ケーブルをケーブル管理アームとユニットの開口部に接続して配線します。
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以上で取り付けは完了です。

ケーブルの接続と配線
ケーブル管理アームとケーブルトレイから HPE LCD8500 1U コンソールへとケーブルを接続して配線す
る場合、次のケーブル配線方法に従って、ケーブルがトレイに収まるようにします。

注記: ユニットをデバイスに接続するときは、USB キーボード/マウスケーブルを使用します。

ディスプレイポートケーブルオプションキット（P/N G7T29A）は、VGA ケーブルの代わりに使用できま
す。

手順

1. USB パススルーケーブル（番号 1）を接続して配線します。

2. USB パススルーケーブル（番号 2）を接続して配線します。

3. VGA ケーブル（番号 4）を接続して配線します。

4. 電源ケーブル（番号 5）を接続して配線します。

5. USB キーボード/マウスケーブル（番号 6）を接続して配線します。

次の図は、ケーブルの接続場所とトレイ内でのケーブルの配線方法を示しています。
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部品 説明

1 USB パススルーケーブル

2 USB パススルーケーブル

3 ディスプレイポート

4 VGA ケーブル

5 電源コード

6 USB キーボード/マウスケーブル

HPE LCD 8500 1U コンソールへのアクセス

手順

1. スライドがロックするまで、HPE LCD 8500 1U コンソールをゆっくりと伸ばします。

2. ディスプレイを持ち上げます。
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HPE 1U コンソールレールの取り外し

手順

1. スプリングリリースの位置を確認します。

2. HPE 1U コンソールレールの外側に手を置き、スプリングリリースを移動できるようにします。

3. HPE 1U コンソールレール（図 2）を動かしながら、スプリングリリースをラックの内側（図 1）に向
かってゆっくり動かします。

注記: HPE 1U コンソールレールの外側からスプリングリリースにアクセスできない場合は、HPE 1U
コンソールレールの内側からスプリングリリースをロック解除するためのツールが必要になる場合が
あります。

前面

背面

4. 他の HPE 1U コンソールレールでも、手順 1～3 を繰り返します。
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動作の概要

オンスクリーンディスプレイ
オンスクリーンディスプレイ（OSD）ボタンは、HPE LCD8500 1U コンソールの OSD メニューを操作す
るために使用されます。

番号 コンポーネント 機能

1 OSD アクティブ化操作ボタン • OSD メニューを起動します

• メニューオプションを選択します

• メニューと OSD を終了します

2 OSD スクロールアップ/ダウンボ
タン

OSD メニュー内でスクロールして機能を調整するた
めに使用します

OSD メニューの起動

注記: 自動構成を有効にするには、メニューボタンを 2 回押します。

手順

1. フロントパネルの OSD アクティブ化操作ボタンを押します。画面上にメインメニューが表示されま
す。

2. メニュー項目を選択するには、OSD スクロールアップ/ダウンボタンを押します。

3. OSD アクティブ化操作ボタンをもう一度押して、目的の項目を選択します。第 2 レベルでは、メ
ニュー項目が展開されます。
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OSD のナビゲート
OSD メニューと機能をナビゲートするには：

手順

1. アップ（+）またはダウン（-）ボタンを使用して、OSD メニューまたは OSD サブメニューをスクロー
ルします。

アップ（+）およびダウン（-）ボタンは、機能設定の調整または変更にも使用します。

2. OSD アクティブ化操作ボタンを使用して、サブメニューまたは機能を選択します。

例

OSD メニューを終了するには：

1. 終了機能までスクロールするには、ダウン（-）ボタンを押します。

2. 終了機能を選択し、OSD メニューを終了するには、OSD アクティブ化操作ボタンを押します。

OSD メニュー
OSD メニューからディスプレイの設定と機能にアクセスして、HPE LCD8500 1U コンソールのディスプ
レイ設定をカスタマイズできます。

自動構成

自動構成オプションを指定すると、次の 4 つの機能が自動的に実行されます。

• 自動レベル - 画面の黒レベルと白レベルを自動的に調整します。

• 自動位置 - 画面の位置を自動的に調整します。

• 自動フェーズ - フェーズを自動的に調整します。

• 自動クロック - 入力に一致するように、線ごとに出力クロックを自動的に調整します。

輝度/コントラスト

輝度/コントラストオプションには、次のメニューオプションが含まれています。

• 輝度 - バックライトの明るさを調整するためのスライダーバーが表示されます。

• コントラスト - スライダーバーを使用して画面のコントラストを調整できます。背景が白色の場合、
コントラスト調整はより認識しやすくなります。

• Exit サブメニュー - メニューを終了できます。

イメージコントロール

画像制御オプションには、次のサブメニューが含まれています。

• ディスプレイ解像度モード

◦ 画面のサイズに合わせる - 画像を引き伸ばして表示領域に合わせます

◦ アスペクト - 幅と高さの比例関係
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◦ 現在のモード - 現在の OS によって決定される設定

◦ 推奨モード - 最大解像度をサポート

• 水平位置 - スライダーバーを使用して画面の水平位置を調整できます。

バーの中心は、工場出荷時の水平位置の設定値から特定されます。value=MIN のとき、+位置合わせを
選択したときの反応は XGA パネルと SXGA パネルで異なる場合があります。これは、MIN OSD 配置
の物理的な制限が原因です。

• 垂直位置 - スライダーバーを使用して画面の垂直位置を調整できます。

バーの中心は、工場出荷時の垂直位置の設定値から特定されます。

• クロック - スライダーバーを使用して水平クロックを調整できます。

• 位相 - スライダーバーを使用してアナログ信号の位相を調整できます。

• Exit サブメニュー - メニューを終了できます。

詳細

アドバンストオプションでは、以下のオプションを選択できます。

• OSD 設定メニュー

• Exit サブメニュー

OSD 設定

OSD 設定オプションでは、以下のオプションを選択できます。

• OSD 設定のロック - OSD 設定をロックまたはロック解除します。

• タイムアウト - OSD タイムアウトを調整するためのスライダーバーが OSD ディスプレイの右側に表
示されます。タイムアウトの範囲は 1 秒間隔で 5〜60 秒です。デフォルト設定は 10 秒です。

• 垂直位置 - OSD ウィンドウの位置を画面上で上下に移動できます。

• 水平位置 - OSD ウィンドウの位置を画面上で左右に移動できます。

• Exit サブメニュー - 現在のメニューを終了するオプションを提供します。

工場出荷時の設定

工場出荷時の設定オプションでは、HPE LCD8500 を元の工場出荷時の設定に戻すことができます。工場
出荷時設定メニューリストでは、次のオプションが使用可能です。

• はい

• いいえ

• Exit サブメニュー

言語

言語オプションでは、メニューオプションを表示する言語を変更できます。提供されている言語は次のと
おりです。

• 英語

• フランス語
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• ドイツ語

• イタリア語

• 日本語

• 簡体字中国語

• スペイン語

情報

情報オプションは、以下のユニット情報を提供します。

• ラックタグバージョン

• ラック SN

• ラック部品番号

• ラック製品名

• ラック U 高さ

• コンソールの説明

◦ U ポジション

◦ U 位置

◦ コンソールの U 高さ

◦ コンソールの U オフセット

◦ コンソールの部品番号

◦ コンソールのシリアル番号

◦ コンソールの UUID

• SW バージョン

• Exit サブメニュー
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メンテナンス

保守のガイドライン
過熱やその他の損傷から装置を保護するには、以下の手順に従います。

• 外部電源は、背面およびラベルに記載されたこの装置の条件に適合するものを使用してください。

• 延長コードまたは電源ストリップを使用する場合は、コードまたはマルチソケットが製品に対して定
格であることを確認してください。また、延長コードや電源ストリップに接続される製品の定格電流
の合計が、延長コード/マルチソケットの定格電流上限の 80%を超えないようにしてください。

• 電源コンセント、電源ストリップ、または電源ソケットに過負荷をかけないでください。システム全
体の負荷は、分岐回路の定格電流の 80％を超えないようにします。電源ストリップを使用する場合は、
負荷が電源ストリップの入力定格の 80％を超えないようにしてください。

• コンセントの近く（ユーザーの手がすぐに届く場所）に装置を設置してください。プラグをしっかり
とつかみ、コンセントから抜いてユニットを取り外します。コードを引っ張ってプラグを抜かないで
ください。

• 清掃する場合は、壁からユニットを取り外してから実施してください。液体クリーナーまたはスプ
レー式クリーナーを使用しないでください。

• モニターのスロットや開口部は通気のために必要です。スロットや開口部をふさいだり覆ったりしな
いでください。また、異物を押し込んだりしないでください。

• 装置を落としたり、不安定な台の上に置いたりしないでください。

• 電源コードの上に物を置かないでください。コードを踏まないでください。

• 装置は通気の良い場所に設置し、過度の光熱や湿気にさらさないようにします。モニターは、大容量
トランスや電気モーターなど、強い磁気を発生する機器の近くに置かないでください。

• この製品を自分で修理しないでください。このマニュアルに記載されている調整方法に従ってくださ
い。ユニットが正常に動作していないか、落下または損傷させた場合は、HPE 認定ディーラー、販売
店、またはサービスプロバイダーにお問い合わせください。

モニターのクリーニング

手順

1. ユニットの電源をオフにして、電源ケーブルを抜きます。

2. 清潔なやわらかい布でスクリーンを拭き、パネルのほこりを取り除きます。

さらに画面のクリーニングが必要な場合は、帯電防止 LCD スクリーンクリーナーを使用してくださ
い。

注意: ベンゼン、シンナー、アンモニア、または揮発性物質を使用してモニター画面またはキャ
ビネットをクリーニングしないでください。これらの化学物質がモニターを傷つけるおそれが
あります。LCD スクリーンは水拭きしないでください。
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輸送手順

HPE LCD8500 1U コンソールを移動または発送する必要がある場合に備えて、元の梱包箱を保管場所に
保管しておいてください。

HPE LCD8500 1U コンソールが取り付けられたラックの移動

ラックに取り付けられた HPE LCD8500 1U コンソールを移動する場合、キットに含まれている CTO ブラ
ケットをユニットとラックの両側に取り付けることをお勧めします。

CTO ブラケットを取り付けるには：

手順

1. CTO ブラケットをスロットに入れます。

2. 6-32 ネジを CTO ブラケットの 1 番上の穴に挿入し、2 本目の 6-32 ネジで手順を繰り返して、ユニッ
トをラックに固定します。下側のネジを挿入する前にオレンジ色のタグを置きます。

3. 手順 1 と 2 を繰り返して、他の CTO ブラケットを取り付けます。

4. オレンジのタグは、ラックが最終目的場所に設置されるまで取り外さないでください。
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静電気対策

静電気による損傷の防止
システムの損傷を防ぐために、セットアップおよび部品の取り扱いの際に従わなければならない注意事項
を必ず守ってください。人間の指など、導電体からの静電気放電によって、システムボードなどの静電気
に弱いデバイスが損傷することがあります。その結果、装置の耐用年数が短くなることがあります。

静電気による損傷を防止するために、以下のことを守ってください。

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

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

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

• ピン、リード線、または回路には触れないようにします。

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

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

• すでにアースされているコンピューター本体にアースバンドをつなぎます。アースバンドは柔軟な帯
状のもので、アースコード内の抵抗は、1 MΩ±10%です。アースを正しく行うために、アースバンド
を肌に密着させてください。

• 立って作業する場合は、ヒールストラップ、トウストラップ、ブートストラップを使用してください。
導電性フロアまたは静電気拡散性フロアマット上で立ち作業をする場合は、両足にアースバンドを着
用してください。

• 導電性のフィールドサービスツールを使用してください。

• 折りたたみ式の静電気拡散性作業マット付き携帯式フィールドサービスキットを使用してください。

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

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

一般的な Web サイト

Single Point of Connectivity Knowledge（SPOCK）の Storage compatibility matrix

https://www.hpe.com/storage/spock

ストレージのホワイトペーパーおよび分析レポート

https://www.hpe.com/storage/whitepapers

上記以外の Web サイトについては、サポートと他のリソースを参照してください。
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サポートと他のリソース

Hewlett Packard Enterprise サポートへのアクセス

• ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise Worldwide の Web サイトにアク
セスします。

https://www.hpe.com/info/assistance

• ドキュメントとサポートサービスにアクセスするには、Hewlett Packard Enterprise サポートセンター
の Web サイトにアクセスします。

https://www.hpe.com/support/hpesc

ご用意いただく情報

• テクニカルサポートの登録番号（該当する場合）

• 製品名、モデルまたはバージョン、シリアル番号

• オペレーティングシステム名およびバージョン

• ファームウェアバージョン

• エラーメッセージ

• 製品固有のレポートおよびログ

• アドオン製品またはコンポーネント

• 他社製品またはコンポーネント

アップデートへのアクセス

• 一部のソフトウェア製品では、その製品のインターフェイスを介してソフトウェアアップデートにア
クセスするためのメカニズムが提供されます。ご使用の製品のドキュメントで、ソフトウェアの推奨
されるソフトウェアアップデート方法を確認してください。

• 製品のアップデートをダウンロードするには、以下のいずれかにアクセスします。

Hewlett Packard Enterprise サポートセンター

https://www.hpe.com/support/hpesc

Hewlett Packard Enterprise サポートセンター：ソフトウェアのダウンロード

https://www.hpe.com/support/downloads

マイ HPE ソフトウェアセンター

https://www.hpe.com/software/hpesoftwarecenter

• eNewsletters およびアラートをサブスクライブするには、以下にアクセスします。

https://www.hpe.com/support/e-updates

• お客様のエンタイトルメントを表示およびアップデートするには、または契約と標準保証をお客様の
プロファイルにリンクするには、Hewlett Packard Enterprise サポートセンター More Information on
Access to Support Materials ページをご覧ください。

サポートと他のリソース 22

https://www.hpe.com/info/assistance
https://www.hpe.com/support/hpesc
https://www.hpe.com/support/hpesc
https://www.hpe.com/support/downloads
https://www.hpe.com/software/hpesoftwarecenter
https://www.hpe.com/support/e-updates


https://www.hpe.com/support/AccessToSupportMaterials

重要: Hewlett Packard Enterprise サポートセンターからアップデートにアクセスするには、製品エ
ンタイトルメントが必要な場合があります。関連するエンタイトルメントで HPE パスポートを
セットアップしておく必要があります。

リモートサポート（HPE 通報サービス）
リモートサポートは、保証またはサポート契約の一部としてサポートデバイスでご利用いただけます。優
れたイベント診断、Hewlett Packard Enterprise へのハードウェアイベント通知の自動かつ安全な送信を
提供します。また、お使いの製品のサービスレベルに基づいて高速かつ正確な解決方法を開始します。
Hewlett Packard Enterprise では、ご使用のデバイスをリモートサポートに登録することを強くお勧めし
ます。

ご使用の製品にリモートサポートの追加詳細情報が含まれる場合は、検索を使用してその情報を見つけて
ください。

HPE 通報サービス

http://www.hpe.com/jp/hpalert

HPE Pointnext Tech Care

https://www.hpe.com/jp/ja/services/tech-care

HPE Complete Care

https://www.hpe.com/jp/ja/services/complete-care

カスタマーセルフリペア（CSR）
Hewlett Packard Enterprise カスタマーセルフリペア（CSR）プログラムでは、ご使用の製品をお客様ご
自身で修理することができます。CSR 部品を交換する必要がある場合、お客様のご都合のよいときに交
換できるよう直接配送されます。一部の部品は CSR の対象になりません。Hewlett Packard Enterprise
の正規保守代理店が、CSR によって修理可能かどうかを判断します。

CSR について詳しくは、お近くの正規保守代理店にお問い合わせください。

保証情報
ご使用の製品の保証情報を確認するには、以下のリンクを参照してください。

HPE ProLiant と IA-32 サーバーおよびオプション

https://www.hpe.com/support/ProLiantServers-Warranties

HPE Enterprise および Cloudline サーバー

https://www.hpe.com/support/EnterpriseServers-Warranties

HPE ストレージ製品

https://www.hpe.com/support/Storage-Warranties

HPE ネットワーク製品

https://www.hpe.com/support/Networking-Warranties
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規定に関する情報
安全、環境、および規定に関する情報については、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターからサー
バー、ストレージ、電源、ネットワーク、およびラック製品の安全と準拠に関する情報を参照してくださ
い。

https://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts

規定に関する追加情報

Hewlett Packard Enterprise は、REACH（欧州議会と欧州理事会の規則 EC No 1907/2006）のような法的
な要求事項に準拠する必要に応じて、弊社製品の含有化学物質に関する情報をお客様に提供することに全
力で取り組んでいます。この製品の含有化学物質情報レポートは、次を参照してください。

https://www.hpe.com/info/reach

RoHS、REACH を含む Hewlett Packard Enterprise 製品の環境と安全に関する情報と準拠のデータについ
ては、次を参照してください。

https://www.hpe.com/info/ecodata

社内プログラム、製品のリサイクル、エネルギー効率などの Hewlett Packard Enterprise の環境に関する
情報については、次を参照してください。

https://www.hpe.com/info/environment

ドキュメントに関するご意見、ご指摘
Hewlett Packard Enterprise では、お客様により良いドキュメントを提供するように努めています。ド
キュメントの改善に役立てるために、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターポータル（https://
www.hpe.com/support/hpesc）にあるフィードバックボタンとアイコン（開いているドキュメントの下
部にあります）から、エラー、提案、またはコメントを送信いただけます。すべてのドキュメント情報
は、プロセスによってキャプチャーされます。
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