HP UPS R5000/R7000 ERM
インストレーション インストラクション

製品番号 637912-191

概要
HP UPS R5000/R7000 ERMは、3Uの本体に収められた2個のバッテリ
パックから構成されています。ERMは、UPS R5000、UPS R7000、また
は他のR5000/R7000 ERMに直接接続します。接続できるERMの最大数
は、4台です。
HP推奨の80%負荷の場合、1台のERMで、UPSの稼動時間を最大30分延
長します。
本書で取り扱われている各項目、安全に関する情報、および規定に関す
るご注意について詳しくは、『 HP UPS R5000ユーザー ガイド』
（http://www.hp.com/jp/ups_manual）または『HP UPS R7000ユーザー
ガイド』（http://www.hp.com/jp/ups_manual）を参照してください。

注意事項
警告：高電圧による感電の危険があります。オプションの
取り付け、この製品の定期点検および保守については、AC
電源製品の取り扱い手順、注意事項、および危険性を熟知
している専門の担当者が行ってください。
ERMにこの記号が付いている場合は、1人で安全に
取り扱うことができる重量を超えていることを示
します。

63kg
139lb

Translated instructions
For translated instructions, see the documentation provided on the HP
website (http://www.hp.com/support/UPSR5000_Manuals).

Traductions des présentes instructions

警告：けがや装置の損傷を防ぐために、ご使用の
地域で定められた重量のある装置の安全な取り扱
いに関する規定に従ってください。

注意：必ず、一番重いものをラックの最下段に置いて、下
から上に順に取り付けてください。

ERMキットの内容
•

本書

Les versions traduites des présentes instructions sont disponibles dans un
des documents fournis sur la page d'assistance technique spécifique au
produit sur le site Web HP
(http://www.hp.com/support/UPSR5000_Manuals).

•

保証情報

•

レール（角穴および丸穴ラックで使用するマウント用ハードウェ
ア部品付き）

•

ERM

Übersetzungen dieser Anweisungen

•

フロント ベゼル

•

リア マウンティング ブラケット、プレート、および関連ハード
ウェア部品

•

正面マウント用タブおよび関連ハードウェア部品

Übersetzte Versionen dieser Anweisungen sind in einem der Dokumente
verfügbar, die auf der produktspezifischen Support-Seite der HP Website
(http://www.hp.com/support/UPSR5000_Manuals) angeboten werden.

Traduzioni di queste istruzioni
Le versioni tradotte di queste istruzioni sono disponibili in uno dei
documenti forniti nella pagina di supporto specifica del prodotto del sito
Web HP (http://www.hp.com/support/UPSR5000_Manuals).

Traducción de estas instrucciones
Existen versiones traducidas de estas instrucciones disponibles en la
documentación proporcionada en la página de soporte del producto
específico del sitio web de HP
(http://www.hp.com/support/UPSR5000_Manuals).

翻訳版インストラクション
翻 訳 版 の イ ン ス ト ラ ク シ ョ ン に つ い て は 、 HP の Web サ イ ト
http://www.hp.com/support/UPSR5000_Manuals（英語）で提供され
るマニュアルを参照してください。

工具と部品
取り付けには以下の工具が必要です。

•

プラス ドライバー

•

10mm六角ナット ドライバー

以下の品目はラックに付属しています。

•

ネジ

•

六角ナット

•

クリップ ナット

設置場所の選定

マウンティング レールの取り付け
警告：けがや装置の損傷を防止するために、次の点に注意
してください。

警告：火災や感電を防止するために、装置は温度および湿
度調整が行われ、導電性の汚染物質のない室内に設置して
ください。

•

ラックの水平脚を床まで伸ばしてください。

•

ラックの全重量が水平脚にかかるようにしてください。

設置場所を選定する際は、次の要因を検討してください。

•

•

1つのラックだけを設置する場合は、ラックに固定脚を
取り付けてください。

•

複数のラックを設置する場合は、ラックを連結してくだ
さい。

•

コンポーネントは一度に1つずつ引き出してください。
一度に複数のコンポーネントを引き出すと、ラックが不
安定になる場合があります。

動作時の周囲温度の上昇 - ドアを閉じたラックや多くの装置が
搭載されたラックに装置を取り付けると、動作時のラック環境の
周囲温度が室温を超えることがあります。装置は動作温度の要件
に準拠する環境に取り付けてください。

•

通気性の低下 - ラック内部で、装置の安全な動作に必要な換気を
維持できるようにしてください。

•

回路の過負荷 - 装置の供給回路への接続について検討してくだ
さい。 また、回路が過負荷状態になったとき過電流保護機能およ
び配線に及ぼす影響に注意してください。この問題に対応する際
は、装置の銘板に記載されている定格に基づいて適切な判断を
行ってください。

•

信頼性のあるアース接続 - ラックマウント型の装置は、必ず、信
頼できる方法でアースしてください。延長コードの使用など、分
岐回路に直接接続する以外の方法を使用する場合は、その接続部
に特に注意を払ってください。

•

電気要件 - UPSのすべてのモデルで、ユーザー ガイドの「入力仕
様」で説明されている各UPSの定格に準拠する専用（非共有）分
岐回路が必要です。

注：角穴および丸穴のラックで使用する固定用ハードウェ
アはUPSキットに付属しています。

1.

ウィング ナットまたは六角ナットを緩めて、ブラケットを適切な
長さまで引き出します。

2.

ネジをラックに通して、マウンティング レールと各マウンティン
グ ブラケットの正面側に差し込みます。

装置の準備
1.

梱包箱に添付のラベルに記載されているバッテリの再充電日を調
べます。
重要：再充電日付を過ぎたバッテリを使用しないでくださ
い。バッテリを再充電せずにバッテリ再充電日付ラベルに
示されている日付を過ぎた場合は、HPのサービス窓口にご
連絡ください。

2.

装置を梱包箱に入れたまま、設置場所に搬入します。

3.

ラックに近い場所で装置を開梱し、装置を組み立てます。
注意：必ず、一番重いものをラックの最下段に置いて、下
から上に順に取り付けてください。

3.

クリップ ナットをラックの背面に取り付けます。

6.

ウィング ナットまたは六角ナットを締めます。

4.

ネジをマウンティング レールに通して、クリップ ナットに差し
込みます。

7.

レールに含まれているナットではなく、キットに含まれている固
定用ワッシャーの六角ナットを使用してください。装置を取り付
け、ブラケットを調整してからナットを締めます。

5.

レール強化プレートを取り付け、六角ナットを使用して締め付け
ます。

UPSの電源切断
1.

負荷装置をすべてシャットダウンします。

2.

ロード セグメントのブレーカーをオフの位置に切り替えます。

3.

フロント パネルのLCDディスプレイの任意のボタンを押して、メ
ニュー オプションをアクティブにします。

4.

[TURN UPS ON/OFF]、[TURN UPS OFF]を選択し、右矢印ボ
タンを押します。

5.

選択内容を確認します。UPSのビープ音が止まるまで、右矢印ボ
タンを3秒間押し続けます。
出力リレーが開き、UPSがスタンドバイ モードに移行し、電源オ
ンLEDが消えます。

6.

HPロゴが表示されるまでESCを押し続けます。

7.

UPSを商用電源から切断します。

8.

UPSの内部回路が放電するのを（60秒以上）待ちます。

ERMの取り付け

ERMとUPSの接続

ERMを取り付ける前に、「注意事項」（2ページ）をよく読んで、記載
されているすべての警告事項に従うようにしてください。

UPSのリア パネルのERMコネクターにERMケーブルの両側を接続しま
す。追加のERMを取り付けるには、ひとつ前のERMのリア パネルのコ
ネクターに次のERMのERMケーブルの両側を接続します。接続できる
ERMの最大数は、4台です。

警告：けがや装置の損傷の危険があります。ラックに装置
をバランスよく配置しないと、ラックが不安定になること
があります。必ず、一番重いものをラックの最下段に置い
て、下から上に順に取り付けてください。

1.

マウンティング レールを取り付けます（「マウンティング レールの
取り付け」（3ページ）を参照）。

2.

梱包箱の両側に1人ずつ立って、本体を持ち上げラック正面側で床
に置きます。

3.

付属のネジを使用して、マウント用タブを本体に取り付けます。

ERMバッテリの充電
4.

両側に1人ずつ立って、本体をレールの高さまで持ち上げ、スライ
ドさせてマウンティング レールに取り付けます。必ず、ブラケッ
トをスライドさせ、リア固定ブラケットの溝に入れてください。

5.

付属のネジを使用して本体をラックに取り付けます。

ERM用フロント ベゼルの取り付け

UPSをアース付き商用電源コンセントに接続します。UPSは、接続され
ると自動的にスタンバイ モードに入り、ERMバッテリの充電を開始し
ます。UPSの運用を開始する前にUPSをスタンバイ モードにして、ERM
のバッテリを最低24時間充電してください。
注意：稼動時間を最大限に延長するために、UPSのフロント
パネルの制御ボタンを使用して、取り付けられているERM
の台数に合わせてUPSを設定してください。
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