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開始する前に

概要
このガイドでは、 HPE G2 シリーズメータリング機能付き、スイッチング機能付き、およびメータリング
機能&スイッチング機能付きパワーディストリビューションユニットをデータセンターのラックに取り付
けて構成する方法について説明します。機器を操作する前にすべての説明を読み、このガイドを保管して
後で参照できるようにしてください。

安全に使用していただくために
Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるサーバー、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の規定に関するご注意を参照してください。このデバイスに固有
の安全上の注意事項を守ってください。

この PDU は、線形の力率補正入力電流を持つ情報技術機器の負荷だけを対象としています。非線形の負
荷が接続された場合は、PDU の銘板記載の定格電流を 0.8 倍に低減する必要があります。

警告: （感電と高いエネルギーレベルによる）けがの危険性があります。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。

これらの重要な安全に関する注意事項を保存してください

複数のハードウェアコンポーネントを電源に接続する場合は、次の安全上の注意事項を守ってください。
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警告: 火事、感電、および装置の損傷を防ぐため、以下の点に注意してください。

• 高圧漏れ電流。高い漏れ電流が発生するため、感電しないように、必ずアースを確実に接続して
から配電装置を AC 電源に接続します。複数の製品を単一の PDU に接続する場合、漏れ電流の
合計量を確認するために取り付けの評価の実行が必要な場合があります。合計漏れ電流は、PDU
と関連付けられた負荷の入力電流の 5%を超えないようにする必要があります。

• 適切な電流定格の過電流保護回路を備えた回路にのみ接続してください。

• 入力電源コードは、簡単に手の届くところにある装置付近のアース付きコンセントに接続してく
ださい。

• ブレーカーがすべてオフの位置になっていることを確認してから、入力電源に接続してくださ
い。

• PDU に接続するデバイスについては、PDU に供給されているライン電圧に合わせて調整されて
いるか、そのライン電圧で動作可能であることを確認してください。電圧を確認しないと、装置
に重大な損傷が発生することがあります。

• PDU の定格負荷を超えないようにしてください。各出力に接続されるすべての装置の定格入力
電流の合計は、PDU に記載されている出力定格の合計を超えてはなりません。

• PDU に取り付けるためのハードウェアのみを使用してください。

• 火災や感電を防ぐために、この PDU は温度および湿度調整が行われ、導電性汚染物質のない室
内に設置してください。水気や過度の湿度（ 大 90%、結露しないこと）のある所で動作させな
いでください。

• 周囲の温度は、0°C～60°C（32°F～140°F）を超えてはなりません。

• 内部のコンポーネントは、動作中高温になることがあります。PDU を扱う前に、冷却のための十
分な時間を置いてください。

• どの製品構成でも、2 線式電源コードは使用しないでください。

• この装置の電気を遮断する場合は、電源コードを抜き取ってください。

危険: この PDU には致死的な電圧がかかっています。「付録 C」および「付録 D」に記載されている
管理カードの交換を除いて、この PDU の修理は行わないでください。PDU 内にユーザーが処理で
きる部品はありません。オプションの取り付け、この PDU 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。

この装置は電源に接続する必要があります。
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はじめに

分類の概要
HPE G2 シリーズメータリング機能付き、スイッチング機能付き、およびメータリング機能&スイッチン
グ機能付きパワーディストリビューションユニットは、ラックに設置された IT 機器に電力を供給するよ
うに設計されたインテリジェント PDU です。これらの PDU は、電気のメータリング機能とスイッチング
機能を備えた単相（1Ph）または三相（3Ph）モデルです。各 PDU は、C13、C19、または NEMA 5-20R
コンセントを通して IT 負荷装置に電力を供給します。コンセントの数と位置はモデルによって異なりま
す。PDU では、単一の電源に接続してこれらのコンセントの接続と管理ができます。PDU は Web イン
ターフェイスまたはコマンドラインインターフェイス（CLI）で管理され、ローカルのディスプレイに表
示されます。

HPE PDU は、HPE Standard、Advanced、および Enterprise ラックで使用するように設計されています
が、ほとんどのサードパーティ製データセンター用ラックと互換性があります。PDU のモデルにはさま
ざまなフォームファクターがあり、以下を含むいくつかのマウント構成が利用可能です。

• HPE Metered PDU：ロードセグメントごとにリアルタイムでローカルおよびリモートの電力監視が可
能で、ユーザーは電力の使用量と使用可能な回路容量に関する情報を取得できます。

• HPE Switched PDU：Metered PDU と同じ機能があり、さらに個々のコンセント、コンセントグルー
プ、電源シーケンス遅延のオン/オフの切り替えを制御して、突入電流を 小限に抑え、機器の不正な
プロビジョニングをサポートします。

• HPE Metered & Switched PDU：Switched PDU と同じ機能がありますが、ロードセグメントのメータ
リング機能の代わりに個々のコンセントのメータリング機能が用意されています。

機能
HPE G2 シリーズメータリング機能付き、スイッチング機能付き、およびメータリング機能&スイッチン
グ機能付きパワーディストリビューションユニットには、以下の特徴があります。

• さらにロープロファイルになった垂直 PDU：ラック背面の保守用エリアが広くなります。

• 複数のマウントオプションに対応する垂直 PDU：コンセントがラックの中央、前面、または背面を向
くようにマウントできます。

• さらに高くなった動作温度：すべての G2 シリーズ PDU で 60˚C（140℉）の動作温度が定格になりま
した。

• 色分けされたコンセント：ロードセグメントと相を簡単に区別できます。

• すべての C13 および C19 コンセントでコード固定機能を内蔵化：コード固定用ブラケットは不要で
す。

• すべての C13 および C19 コンセントでオプションのロックコード：電源コード接続の両端で結束バン
ドを使用する必要がなくなります。

• 1U PDU で複数のマウントオプション：RETMA レール間の U スペースまたは true 0U スペースに水平
にマウントできます。

• ホットスワップ対応ネットワーク管理モジュール：モジュール交換時も電力供給が可能で、ダウンタ
イムがなくなります。

• 1Gb Ethernet：古いネットワークスイッチを使用する必要がなくなります。

• デイジーチェーン構成：1 つの IP アドレスで 大 4 つの同じ PDU のネットワークに対応します。
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• センサーのサポート強化： 大 6 つの物理センサー（オプションのハブを使用）と PDU 当たり 8 つの
測定値（デイジーチェーンの 大構成で合計 32 の測定値）をサポートします。

• デュアルカラーの OLED ディスプレイ：ローカルで構成設定の表示が可能になり、自動的にスリープ
モードになってエネルギーを節約します。

• デュアルネットワークアクセス：冗長電力供給構成と別々のネットワーク接続を使用して、施設管理
と IT（またはテナント）の電力消費情報を提供します。

• 高密度モデル：ハーフハイト PDU で 24 のコンセント、フルハイト PDU で 48 のコンセントを提供す
るとともに、ラック背面の保守用エリアを空けておきます。

• セキュリティ：ファームウェアに自己署名のイメージと認証済みブートがあります。

フォームファクター

フォームファクター 説明

0U（垂直） 垂直 PDU の種類は、ハーフハイト、ミッドハイト、およびフルハイトがあり、ラ
ックの背面の 0U スペースに垂直に取り付けます。ラックの背面の 0U スペース
に垂直に取り付ける、ハーフハイトおよびフルハイトの高密度モデルもあります。
高密度モデルは、コンセントがラックの背面を向いた状態で横向きにマウントし
ます。

1U 1U PDU は、ラックの U 位置、または RETMA レール間のラックの側面にある true
0U スペースに取り付けます。

2U 2U PDU は、ラックの U 位置に取り付けます。

ラックマウントオプションと 大構成

Metered PDU - ラックマウントオプション

HPE P/N フォームファクター 0U（垂直） 0U（RETMA レール間）ラックの U 位置

P9R45A 1U * *

P9R46A 0U - ハーフハイト *

P9R48A 0U - ミッドハイト *

P9R49A 2U *

P9R50A 1U * *

P9R51A 1U * *

P9R52A 2U *

P9R53A 0U - フルハイト *

P9R54A 1U * *

P9R55A 2U *

P9R56A 0U - フルハイト *

P9R57A 0U - フルハイト *

表は続く
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HPE P/N フォームファクター 0U（垂直） 0U（RETMA レール間）ラックの U 位置

P9R58A 0U - ミッドハイト *

P9R59A 0U - フルハイト *

P9R60A 0U - フルハイト *

P9R61A 0U - フルハイト *

P9R77A 1U * *

P9R78A 1U * *

P9R79A 1U * *

P9R80A 1U * *

P9R81A 1U * *

P9R82A 0U - ハーフハイト
高密度 1

*

P9R83A 0U - フルハイト高
密度 1

*

P9R84A 0U - ハーフハイト
高密度 1

*

P9R85A 0U - フルハイト高
密度 1

*

P9R86A 0U - フルハイト *

P9R87A 0U - フルハイト *

1 HPE 高密度モデルは、コンセントがラックの背面を向いた状態で横向きにマウントします。

Metered 0U（垂直）PDU - 大構成

HPE 1075mm ラック奥行きへの 0U（垂直）PDU のマウント構成。これらは、ラックの側面当たりの
大 PDU 数です。

HPE P/N フォームファクター 14U 22U 36U 42U 47U 48U

P9R46A 0U - ハーフハイト 2 2 4 4 4

P9R48A 0U - ミッドハイト 2 2 2 2

P9R53A 0U - フルハイト 2 2 2

P9R56A 0U - フルハイト 2 2 2

P9R57A 0U - フルハイト 2 2 2

P9R58A 0U - ミッドハイト 2 2 2 2

P9R59A 0U - フルハイト 2 2 2 2

P9R60A 0U - フルハイト 2 2 2

P9R61A 0U - フルハイト 2 2 2

P9R82A 0U - ハーフハイト高密度 1 1 1 2 2 2

表は続く
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HPE P/N フォームファクター 14U 22U 36U 42U 47U 48U

P9R86A 0U - フルハイト 2 2 2

P9R83A 0U - フルハイト高密度 1 1 1 1

P9R84A 0U - ハーフハイト高密度 1 1 1 2 2 2

P9R87A 0U - フルハイト 2 2 2

P9R85A 0U - フルハイト高密度 1 1 1 1

1 HPE 高密度モデルは、コンセントがラックの背面を向いた状態で横向きにマウントします。

Metered 1U PDU（true 0U） - 大構成

RETMA レール間の HPE 1075mm ラック奥行きへの 1U PDU のマウント構成。これらは、ラックの側面
当たりの 大 PDU 数です。

HPE P/N フォームファクター 14U 22U 36U 42U 47U 48U

P9R45A 1U 1 2 2 6 6 6

P9R50A 1U 1 2 2 6 6 6

P9R51A 1U 1 2 2 6 6 6

P9R54A 1U 1 2 2 6 6 6

P9R77A 1U 1 2 2 6 6 6

P9R78A 1U 1 2 2 6 6 6

P9R79A 1U 1 2 2 6 6 6

P9R80A 1U 1 2 2 6 6 6

P9R81A 1U 1 2 2 6 6 6

Switched PDU - ラックマウントオプション

HPE P/N フォームファクター 0U（垂直） 0U（RETMA レール間）ラックの U 位置

P9S07A 1U * *

P9S08A 0U - ハーフハイト *

P9S09A 0U - ミッドハイト *

P9S10A 2U *

P9S11A 1U * *

P9S12A 0U - ハーフハイト *

P9S13A 2U *

P9S14A 0U - フルハイト *

P9S16A 2U *

P9S17A 0U - フルハイト *
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Switched 0U（垂直）PDU - 大構成

HPE 1075mm ラック奥行きへの 0U（垂直）PDU のマウント構成。これらは、ラックの側面当たりの
大 PDU 数です。

HPE P/N フォームファクター 14U 22U 36U 42U 47U 48U

P9S08A 0U - ハーフハイト 2 2 4 4 4

P9S09A 0U - ミッドハイト 2 2 2 2

P9S12A 0U - ハーフハイト 2 2 4 4 4

P9S14A 0U - フルハイト 2 2 2

P9S17A 0U - フルハイト 2 2 2

Switched 1U PDU（true 0U） - 大構成

RETMA レール間の HPE 1075mm ラック奥行きへの 1U PDU のマウント構成。これらは、ラックの側面
当たりの 大 PDU 数です。

HPE P/N フォームファクター 14U 22U 36U 42U 47U 48U

P9S07A 1U 1 2 2 6 6 6

P9S11A 1U 1 2 2 6 6 6

Metered & Switched PDU - ラックマウントオプション

HPE P/N フォームファクター 0U（垂直） 0U（RETMA レール間）ラックの U 位置

P9S15A 0U - フルハイト *

P9S18A 0U - フルハイト *

P9S19A 0U - フルハイト *

P9S20A 0U - フルハイト *

P9S21A 0U - フルハイト *

P9S22A 0U - フルハイト *

P9S23A 0U - フルハイト高
密度 1

*

P9S24A 0U - フルハイト *

P9S25A 0U - フルハイト高
密度 1

*

1 HPE 高密度モデルは、コンセントがラックの背面を向いた状態で横向きにマウントします。

Metered & Switched 0U（垂直）PDU - 大構成

HPE 1075mm ラック奥行きへの 0U（垂直）PDU のマウント構成。これらは、ラックの側面当たりの
大 PDU 数です。
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HPE P/N フォームファクター 14U 22U 36U 42U 47U 48U

P9S15A 0U - フルハイト 2 2 2

P9S18A 0U - フルハイト 2 2 2

P9S19A 0U - フルハイト 2 2 2

P9S20A 0U - フルハイト 2 2 2

P9S21A 0U - フルハイト 2 2 2

P9S22A 0U - フルハイト 2 2 2

P9S23A 0U - フルハイト高密度 1 1 1 1

P9S24A 0U - フルハイト 2 2 2

P9S25A 0U - フルハイト高密度 1 1 1 1

1 HPE 高密度モデルは、コンセントがラックの背面を向いた状態で横向きにマウントします。

ロードセグメントおよび相の違い
HPE G2 PDU では、異なるロードセグメントや相をユーザーが区別しやすいように、電源ソケットに色
が付いています。HPE のすべての 3Ph PDU では、異なる相を区別するために、電源ソケットの色（白、
ライトグレー、および黒）が異なっています。ブレーカー付きのすべての HPE PDU では、異なるロード
セグメントを区別するために、電源ソケットの色が異なっています。色が付いたコンセントの例外の 1 つ
を次の図に示します。ブレーカーが付いていない 1Ph PDU の場合、電源ソケットの色はすべて黒です。

図 1: 1Ph PDU の例

図 2: 3Ph PDU の例

ロードセグメントごとに電源ソケットの色が異なるということに対して、1 つの例外があります。3Ph
ハーフハイト高密度モデルには、以下の図に示すように、それぞれの相で 2 つの異なるロードセグメント
があります。
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図 3: 3Ph ハーフハイト高密度 PDU の例（P9R82A および P9R84A）

電源コードの固定機能

内蔵されたコード固定機能

PDU の各 IEC C13 と C19 コンセントには内蔵されたコード固定機能があり、この機能により、コード固
定用ブラケットを使用せずに、コードをコンセントに固定できます。

手順

1. 電源コードを差し込みます。
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2. 付属の結束バンドの 1 つを使用して、目的のコンセントの横にある PDU 上のノッチに結束バンドの端
を滑り込ませて、コードに巻き付けます。
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3. 結束バンドを固定します。
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ロック電源コード

オプションのロック電源コードは、PDU の各 IEC C13 および C19 コンセントで使用できます。任意の構
成に対応するため、いくつかの長さのコードが準備されています。以下は、ロック電源コードがコンセン
トに差し込まれている図です。

NEMA 5-20R コンセントの固定用ブラケット

5-20R コンセントが付いた PDU は、コンセントに機器の電源コードを固定するために、個別に固定用ブ
ラケットを取り付ける必要があります。フォームファクター別に固定用ブラケットを取り付ける方法に
ついては、「PDU の取り付け」を参照してください。

手順

1. 付属のネジを使用し、以下の図に示す場所（a～d）のいずれかにブラケットを取り付けます。
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a.

b.
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c.

d.

2. PDU をラックに取り付けます。

3. 固定用ブラケットの穴と入力コードのまわりに結束バンドを通します。
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PDU の取り付け

必要な工具

• プラスドライバー

• トルクスドライバー

垂直 PDU の取り付け
HPE 垂直 PDU には、以下のフォームファクターモデルがあります。

• ハーフハイト

• ミッドハイト

• フルハイト

コード固定用ブラケットの取り付け

以下の説明は NEMA 5-20R コンセントが付いた PDU 用で、コンセントに入力電源コードを固定するため
に、個別に固定用ブラケットを取り付ける必要があります。

手順

1. 付属のネジを使用して固定用ブラケットをユニットに接続します。

2. PDU をラックに取り付けます。

詳細な手順については、マウント用部品の取り付けを参照してください。
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3. 電源コードを挿し込みます。

4. 固定用ブラケットの穴と入力コードのまわりに結束バンドを通します。
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マウント用部品の取り付け

HPE 製でないラックへの取り付けのために、各垂直 PDU には、PDU の両側と背面にボタンを取り付ける
ための 2 つの取り付け用穴位置（M1 および M2）があります。取り付け用ボタンを取り付ける場合、M1
または M2 の取り付け用穴を一組として使用します。

取り付け用ボタンの取り付け - コンセントがラックの中央を向いている

手順

1. ネジ穴が電源ソケットの反対面上にある状態で、取り付け用ボタンを調整して取り付けます。

2. ラックの PDU 取り付け用ブラケット上のキーホールスロットに取り付け用ボタンを挿入して、PDU
を取り付けます。

取り付け用ボタンの取り付け - コンセントがラックの背面または前面を向いている

手順

1. ネジ穴が PDU の側面にある状態で、取り付け用ボタンを調整して取り付けます。

2. ラックの PDU 取り付け用ブラケット上のキーホールスロットに取り付け用ボタンを挿入して、PDU
を取り付けます。

垂直（0U）PDU - 単一での取り付け

単一垂直 PDU は、コンセントが次のいずれかの方向に向いている状態で取り付けることができます。

• コンセントがラックの中央に向いている状態
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• コンセントがラックの背面に向いている状態

PDU の取り付け 25



• コンセントがラックの正面を向いている状態
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注記: これらの取り付け方法は、高密度モデルを除くすべての垂直モデルに当てはまります。高密度のユ
ニットは、コンセントがラックの背面を向いた状態で横向きにのみ取り付ける必要があります。詳しく
は、「高密度 PDU の取り付け」を参照してください。

垂直（0U）PDU - 2 つ以上の取り付け

2 つのフルハイト（42U/47U/48U ラックに）、2 つのミッドハイト（36U/42U/47U/48U ラックに）、また
は 4 つのハーフハイト（42U/47U/48U ラックに）の垂直ユニットをラックの片側にマウントするには、
コンセントがラックの中央に向いた状態ですべてのユニットを取り付ける必要があります。ユニットの
取り付け方を下図に示します。

• コンセントをラックの中央に向けた状態の 2 つのフルハイト PDU。
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• コンセントをラックの中央に向けた状態の 2 つのミッドハイト PDU。
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• コンセントをラックの中央に向けた状態の 4 つのハーフハイト PDU。
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高密度 PDU の取り付け

高密度 PDU には独自のフォームファクターがあり、次のモデルで使用できます。

• フルハイト
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• ハーフハイト
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高密度 PDU は、コンセントがラックの背面を向いた状態で横向きに取り付ける必要があります。

注記: フルハイト PDU は、ラックの各側面に 1 つだけ取り付けることができます。ハーフハイト PDU
は、ラックの各側面に 2 つだけ取り付けることができます。

ラックを輸送するための PDU の輸送保持

入力電源コードが接続されている垂直 PDU の場合（ミッドハイトおよびフルハイトモデル）

ラックを輸送する場合、入力電源コードが接続された状態の垂直ミッドハイトおよびフルハイトユニット
では、入力コードとラックフレームを結束バンドで固定してください。
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入力電源コードとすべてのハーフハイトモデルが接続されていない垂直 PDU の場合

ラックを輸送する場合、入力電源コードとすべてのハーフハイトモデルが接続されていない垂直ユニット
は、輸送保持ロッキングテープで固定する必要があります。

手順

1. 輸送保持ロッキングテープの片側だけマジックテープをはがします。
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2. ロッキングテープを、ラックの PDU マウンティングブラケット上のユニットの上に直接貼り付けま
す。
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注記: PDU をラックから取り外す必要がある場合、ロッキングテープの先頭部分を剥がして、ユニッ
トをラックから取り出します。

HPE の標準的な G1 または 10K シリーズのラックへの垂直 PDU の取り付け

古い HPE 10K シリーズのラックに PDU を取り付けるには、オプションキット H6L32A（別途購入）が必
要です。

手順

1. PDU にブラケットを取り付けます。
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2. ラックフレームに PDU を取り付けます。
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1U PDU の取り付け

コード固定用ブラケットの取り付け（NEMA 5-20R コンセントが付いた PDU）

5-20R コンセントが付いた PDU は、コンセントに入力電源コードを固定するために、固定用ブラケット
を取り付ける必要があります。

手順

1. 付属のネジを使用して固定用ブラケットをユニットに接続します。
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2. PDU をラックに取り付けます。

詳しくは、「マウント用部品の取り付け」を参照してください。

3. 電源コードを挿し込みます。

4. 固定用ブラケットの穴と入力コードのまわりに結束バンドを通します。

マウントオプション

1U PDU は、ラックの 1U 位置に、または RETMA レール間の true 0U スペースに、コンセントを下に向
けて取り付けることができます。
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マウント用部品の取り付け

ラックの U 位置での 1U PDU の取り付け

手順

1. 付属のネジを使って取り付け用ブラケットをユニットに接続します。
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2. 目的の U 位置にケージナットを取り付けます。

3. ケージナットが取り付けられていた U 位置の RETMA レール面に、取り付け用ブラケットイヤーをね
じ込みます。
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RETMA レール間の U 位置での 1U PDU の取り付け

手順

1. 付属のネジを使って 0U 取り付け用ブラケットをユニットに接続します。

2. RETMA レールに沿って目的の 0U 位置に取り付けネジを挿入します。
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3. ブラケットの端のカットアウトをネジに置いて、穴がブラケット上の穴とぴったり合うまで PDU を回
転します。

4. ブラケットを介してネジをラックの RETMA レールの穴に挿入して、堅く締めます。
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2U PDU の取り付け

コード固定用ブラケットの取り付け（NEMA 5-20R コンセントが付いた PDU）

手順

5-20R コンセントが付いた 2U PDU の電源コード固定用ブラケットを取り付けます。

注記: IEC C13 および C19 コンセントが付いた 2U PDU の場合、コード固定用ブラケットは必要ありませ
ん。
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マウントオプション

このユニットは、ラックの任意の U 位置に取り付けることができます。

マウント用部品の取り付け

手順

1. 取り付け用ブラケットをユニットに取り付けます。各ブラケットには、それぞれの側面に 4 本のネジ
が必要です。

2. 目的の U 位置にケージナットを取り付けます。
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3. PDU を取り付けます。
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PDU のアース

アース用ケーブルの接続

PDU シャーシには、予備の外部接地ポイントがあります。アース用ネジは、導線の取り付け位置に使用
します。ラックに、アースされていない金属部品をアースするための導線がある場合、アース用ケーブル
を使用してください。この接地ポイントは、建物内の既知のアース参照ターミナルに PDU を結合する場
合にも使用できます。国際規制要件に基づき、プライマリ安全接地接続は、分岐回路のケーブル接続とプ
ラグの一部として PDU に含まれます。接地ポイントは、電源ソケットと一緒にすべての PDU 表面に配置
されています。ただし、例外は高密度モデルで、この場合、接地ポイントは回路ブレーカーとともに PDU
表面に配置されています。
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PDU の接続

PDU の電源への接続
PDU を取り付けるときは、必ず地域や国の規定に従ってください。PDU は、PDU の入力プラグのタイプ
と一致する分岐回路ブレーカーで保護された専用回路に接続する必要があります。

注記: PDU の電源コードが、PDU の電源に到達するのに十分な長さであることを確認します。

手順

1. 給電回路ブレーカーをオフにします。

2. PDU のすべての回路ブレーカーがオンに設定されていることを確認します。

3. PDU を適切な定格の分岐回路に接続します。

注記: 入力定格については、PDU のラベルを参照してください。

4. 給電回路ブレーカーをオンにします。

PDU のオペレーティングシステムのロード時に、OLED 画面にステータスバーが表示されます。完了
すると、OLED 画面にメインメニューが表示されます。コンセントの電源を入れると、Switched
PDU、および Metered & Switched PDU でそのコンセントに対応するランプが点灯します。

ネットワーク管理モジュール
HPE G2 シリーズメータリング機能付き、スイッチング機能付き、およびメータリング機能&スイッチン
グ機能付きパワーディストリビューションユニットには、重要なホットスワップ対応ネットワーク管理モ
ジュールがあります。ネットワーク管理モジュールには、OLED インターフェイス、制御ボタン、USB、
Ethernet、シリアル、およびセンサーの各ポート、および埋め込み型のリセットボタンが含まれます。
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リセットボタンの使用

ネットワーク管理モジュールの通信障害から復旧するには、リセットボタンを 8 秒間押したままにしま
す。

注記: リセットボタンを押すと、ネットワーク管理モジュールだけが再起動します。エネルギー（KWh）
値は変化せず、出力電圧にも影響しません。

LAN への PDU の接続
PDU を LAN に接続すると、インターネットまたはイントラネット接続を介して通信が可能です。同じ
ネットワークに接続されている任意のコンピューターから PDU を監視できます。PDU は、デフォルトで
は DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）を使用するように構成されています。IP アドレスが正
しく割り当てられると、OLED 画面に表示されます。

手順

1. Ethernet ケーブルの位置を確認します。

2. ケーブルの一方の端を PDU の Ethernet ポートに接続し、次に、ケーブルの他方の端をルーター（また
は他の LAN デバイス）の Ethernet ポートに接続します。
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コンピューターのシリアルポートへの PDU の接続
ネットワークに接続できない場合は、シリアルインターフェイスを使用してネットワーク設定を変更しま
す。
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手順

1. PDU をコンピューターのシリアルポートに接続し、ターミナルプログラムのボーレートを設定します。

2. CLI コマンドを使用して、DHCP を有効にするか、または静的 IP アドレスを設定します。

3. Web インターフェイスへのアクセスを確認します。

PDU のフロントパネルの Ethernet LED に、色やディスプレイのアクティビティによって通信ステータ
スが示されます。埋め込み型のリセットボタンを使用すると、PDU が再起動されます。

シリアル通信のセットアップ

PDU とノートパソコンの間でシリアル接続を使用して、ネットワーク設定を構成できます。オプション
の RJ45-DB9 ケーブルを使用することもできます。また一意のピン出力を作成して独自のケーブルを作
ることもできます。詳しくは、「独自のケーブルを作成するためのシリアルケーブル出力」を参照してく
ださい。

手順

1. コンピューターにシリアルポートがあることを確認します。

コンピューターに DB9 シリアルコネクターがなく、USB コネクターがある場合は、USB-DB9 アダプ
ターを入手して、コンピューターの USB ポートを DB9 シリアルポートに変換します。

2. オプションの RJ45-DB9 ケーブルを使用して、その RJ-45 端子側を PDU モデルのフロントパネルの
「Serial+RS485-1」というラベルがあるポートに接続し、ケーブルの DB9 端子側をコンピューターの
シリアルポートに接続します。

3. コンピューターで端末エミュレーションプログラム（ハイパーターミナルまたは PuTTY）を開き、シ
リアルポート接続（COM1 など）を選択します。

4. 通信ポートを設定します。
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• ビット/秒：115200

• データビット：8

• パリティ：なし

• ストップビット：1

• フロー制御：なし

5. デフォルトの初回ログイン認証情報を使用します。

ユーザー名とパスワードでは、大文字と小文字が区別されます。

• ユーザー名：admin
• パスワード：12345678（または、新しいパスワード）

ログイン後、HPE>というプロンプトが表示されます。

6. ネットワーク設定を構成するには、CLI プロンプトで適切な「net」コマンドを入力し、Enter を押し
ます。

すべてのコマンドで大文字と小文字が区別されます。「?」を入力すると、利用可能なコマンドのリス
トが表示されます。

a. IPv4 DHCP をデフォルトで有効にするには、以下を実行します。

• 次のコマンドを入力します。

net tcpip dhcp
• 「Y」を入力して確定すると、ネットワーク管理モジュールが再起動します。

b. 静的 IPv4 構成を設定するには、以下を実行します。

• 次のコマンドを入力します。

net tcpip static ip-address netmask gateway
例：net tcpip static 192.168.1.100 255.255.255.0 192.168.1.1

• 「Y」を入力して確定すると、ネットワーク管理モジュールが再起動します。
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リモート構成

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
PDU は DHCP と互換性があります。ネットワークで DHCP サーバーを使用しない場合は、「シリアル接
続による接続」を参照してください。ネットワークに接続されている場合、PDU は DHCP を介して自動
的に IP アドレスを取得します。必要に応じて、Web インターフェイスにログインし、PDU を構成して静
的 IP アドレスを割り当てます。

手順

1. 標準的な Ethernet パッチケーブルを PDU の Ethernet ポートに接続します。

2. Ethernet ケーブルのもう一方の端を LAN に接続します。

3. ネットワークに正常に接続されたことを確認するには、PDU のイーサネットポートの左側が緑色に点
灯し、右側が黄色で点滅していることを確認します。

4. メニューボタンを使用して、設定 > ネットワーク > IPv4 または IPv6（該当する場合）と選択し、OLED
画面でデバイスの IP アドレスを確認します。

5. 標準的な Web ブラウザーで PDU の IP アドレスを入力し、Web 構成に説明されているように PDU を
構成します。

Web 構成

サポートされる Web ブラウザー

• Mozilla Firefox for Windows

• Mozilla Firefox for Linux

• Mozilla Firefox for HPE-UX

• Windows Internet Explorer

• Google Chrome

Web インターフェイスへのログイン

手順

1. サポートされる Web ブラウザーを開き、PDU の IP アドレスを入力します。
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• ネットワーク構成のセットアップ時にユーザー名とパスワードが構成された場合は、そのユーザー
名とパスワードを該当するフィールドに入力します。ログインまたは Enter を押します。

• ネットワーク構成のセットアップ時にユーザー名とパスワードが構成されなかった場合は、デフォ
ルトのユーザー名 admin とパスワード 12345678 を使用します。セキュリティのために、ログイン
時にパスワードを変更します。

パスワードの変更

手順

1. 初のログイン時に、パスワードを変更します。

a. パスワード変更ウィンドウが開きます。

b. 現在のパスワードを入力し、次に、新しいパスワードを確認のために 2 回入力します。

パスワードの長さは 8～32 文字でなければなりません。

c. パスワード変更をクリックし、パスワードの変更を完了します。

2. 初のログイン後に、パスワードを変更します。

a. ユーザー管理 > パスワード変更を選択します。

パスワード変更ウィンドウが開きます。

b. 古いパスワードを入力してから、新しいパスワードを確認のために 2 回入力します。

パスワードの長さは 8～32 文字でなければなりません。

c. パスワード変更をクリックし、パスワードの変更を完了します。

Web インターフェイスを使用したパスワードの復旧

この手順は、管理者が Web インターフェイスを介してパスワードを復旧するためのものです。

手順

1. 管理者のユーザー名とパスワードを使用して Web インターフェイスにログインします。

2. アイコンをクリックし、システム管理を選択します。

3. システム管理ページから、設定に移動し、デフォルト設定を選択します。

PDU は元のデフォルト設定にリセットされ、管理者がパスワードを作成できるようになります。

ログアウト

システムに対する不正な変更を防止するため、セッションが終わるたびにログアウトしてください。

手順

1. 画面右上隅にあるユーザー名アイコンをクリックします。

2. ドロップダウンメニューからログアウトを選択します。
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アクセス権限

次の 2 つのレベルのアクセス権限があります。

• フル

• 読み取り専用

PDU には、標準フルプロファイルと標準読み取り専用プロファイルが付属しています。通常、フルプロ
ファイルはシステム管理者であり、完全な操作パーミッションを伴う管理役割があります。デフォルトの
読み取り専用プロファイルには、デフォルトのユーザーロールパーミッションが含まれます。

ユーザーはすべてフルユーザーが追加する必要があります。ユーザーは、一意のログイン証明書とユー
ザー役割で定義されます。アクセス権限のレベルによって、ユーザーに表示される内容とユーザーが実行
可能なアクションが決まります。アクセス権限のレベルによって、ユーザーがアクセス可能なメニュー項
目や、設定および構成ダイアログボックスに表示されるフィールドが決まります。ユーザーをセットアッ
プする前に、必要となるロールを決めます。各ユーザーにはロールを割り当てる必要があり、このロール
が、ユーザーに付与されるパーミッションを定義します。

ロール デフォルトパーミッション

フル 変更または削除できない完全なパーミッション。

読み取り専用 変更または削除できる制限付きのパーミッション。これらの権限には、デフォルトで
以下が含まれます。

• 入力相設定の変更

• 回路ブレーカー設定の変更

• コンセント設定の変更

• 自身のパスワードの変更

• イベント設定の変更

カスタマイズ 必要に応じてユーザーのカスタマイズロールを設定できるパーミッション。

ユーザーアカウント

ユーザー設定ページでは、新しいユーザー/役割を追加したり、LDAP および RADIUS を構成したり、セッ
ション管理を設定したり、温度の単位を変更したり、パスワードポリシーを設定したりすることができま
す。

重要: LDAP と RADIUS は同時に構成できません。

ユーザー設定にアクセスするには、admin > ユーザーアカウントを選択します。
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ユーザーの追加

手順

1. ユーザー設定ページで、右上隅のユーザーの追加をクリックします。

2. ユーザー名を追加してパスワードを設定し、目的の役割を選択して保存をクリックします。

変更内容がユーザーリストに表示されます。

ユーザーロールを追加

手順

1. ユーザー設定ページで、右上隅のロールの追加をクリックします。

2. 新しいロール名、説明を入力し、必要に応じて、管理者権限を設定します。

3. 保存をクリックします。

新しいロールが、役割リストに表示されます。
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ユーザーと役割の変更

手順

1. admin > ユーザーを選択します。

2. 変更するユーザー/役割の横の編集ボタンをクリックします。

注記: デフォルトのユーザー名 admin を除くすべての役割を編集することができます。

3. ユーザープロファイルまたは役割を更新します。

4. 保存をクリックします。

ユーザープロファイルの削除

手順

1. admin > ユーザーを選択します。

2. 削除するユーザー名またはロールを見つけます。

3. 削除するユーザーまたはロールの横の赤い X をクリックします。

注記: デフォルトの管理ユーザーは削除できません。

4. 削除をクリックします。

LDAP の構成

重要: LDAP と RADIUS は同時に構成できません。

LDAP 構成は、Active Directory にアクセスするように設定することができます。

手順

1. ユーザー設定画面で、LDAP 構成の横にある編集アイコンをクリックします。

2. 次のいずれかを選択して、Active Directory（AD）にアクセスするように LDAP を構成します。

• Open LDAP

• Microsoft Active Directory

3. 次の情報を入力します。

• サーバーアドレス（単一の IPv4 アドレスのみ入力可能）

• ポート番号（通常はポート 389）

• タイプ

• バインド DN

• バインドパスワード
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• ユーザー DN の検索

• ログイン名属性

• ユーザーエントリーオブジェクトクラス

• テスト名

• パスワード

4. バインド DN フィールドに、AD へのアクセスに使用するアカウントを入力します。

たとえば、CN=myuser,CN=Users,DC=EMEA,DC=mydomain,DC=com
5. ユーザー DN の検索フィールドに、DC=subdomain,DC=mydomain,DC=comと入力します。

6. ログイン名属性フィールドに、sAMAccountName（通常）と入力します。

7. ユーザーエントリーオブジェクトクラスフィールドに、personと入力します。

8. LDAP グループ名と一致する役割を追加し、目的の特権を選択します。

注記: 構成をテストする前に役割を追加する必要があります。

9. 設定をテストします。

テストが成功したら、LDAP 構成を有効にし、保存します。

注記: LDAP は、LDAP のみまたは SASL が有効になっている場合に機能します。

RADIUS の構成

重要: LDAP と RADIUS は同時に構成できません。

手順

1. Web UI でユーザーアカウント画面に移動します。

2. Radius 構成の RADIUS サーバーの詳細情報を入力し、RADIUS 構成を有効にします。

• サーバー - <Radiusサーバーの IP>
• シークレット - <秘密パスフレーズ>

3. 管理者権限を持つ RADIUS という名前のユーザーロールを追加します。

4. Web UI からログアウトします。

5. RADIUS サーバーがネットワークで有効になっていることを確認します。

6. RADIUS サーバーについて構成したユーザー名とパスワードを使用して Web UI にログインします。

これで、PDU にログインし、Web ページにアクセスすることができます。

証明書と秘密キーの作成

PDU 用の sha1/sha256 および 1024 ビット/2048 ビット証明書と秘密キーを作成します。

前提条件
証明書と秘密キーを作成するには、PDU に以下の環境が必要です。
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• Linux オペレーティングシステム

• アプリ—OpenSSL

手順

1. Linux オペレーティングシステムでターミナルを開きます。

2. 「mkdir cer」と入力します。

3. 「cd cer」と入力します。

4. 「openssl req -x509 -$1 - newkey rsa :$ 2 - keyout cert.key -out cert.crt -
days $3 -nodes」と入力します。

注記: 異なる$1、$2 および$3 に基づいて、さまざまな種類の証明書と秘密キーを生成できます。異
なる証明書と秘密キーを生成するには、$1、$2 および$3 を次のオプションに置き換えます。

• $1—sha1または sha256
• $2—1024または 2048
• $3—証明書の有効期間

たとえば、「openssl req -x509 -sha256 - newkey rsa:2048 - keyout cert.key -out
cert.crt -days 1024 -nodes」と入力します。この場合、1024 日間有効である sha256/2048
ビットの証明書と秘密キーを生成しようとしています。

5. 指示に従って、以下の情報を入力します。

• 国名

• 状態

• 地域名

• 組織名

• 組織ユニット名

• 共通名

• メールアドレス

6. cer フォルダーに移動し、cert.crt と cert.key を取得します。

7. GUI > ネットワーク設定 > Web/ RESTapi アクセス構成で、PDU にログインします。

8. アクセスが Web アクセス > Https と Web ポート > 443、RESTapi アクセス > 有効に設定されてい
ることを確認してください。

9. 証明書キーの設定アイコンをクリックし、SSL 証明書キーの長さ（1024/2048）ビットを選択しま
す。

10. cert.crt と cert.key をアップロードします。

11. 再起動が完了するまで待ちます。

12. https を使って PDU の IP アドレスにログインします。
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カスタマイズされた証明書によって安全な接続が確立されていることが分かります。または「net
cert」と入力することで SSH 端末で接続を確認できます。これにより証明書情報が印刷されます。

13. カスタマイズされた証明書をキャンセルするには、SSH 端末で「net cert def」と入力します。

14. PDU が自動的に再起動します。

セッション管理

ユーザー設定ページのセッション管理セクションを使用して、許容されるセッション試行回数の設定、
セッション試行の有効化/無効化、セッションタイムアウト値およびロックアウト時間の設定ができます。

手順

1. admin > ユーザーを選択します。

2. セッション管理値を編集し、次に保存をクリックします。

パスワードポリシー

パスワードポリシー設定を使用して、以下を変更できます。

• パスワードエージング間隔

• 小および 大パスワード長

• パスワードに必要な文字（小文字、大文字、数値、または特殊文字）

パスワードポリシーを編集するには、管理 > ユーザーアカウントを選択します。
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Web メニューの概要

番号 アイコン 説明

1 検索アイコンを使用すると、キーワードを入力して関連のある結果
を検索できます。

2 ホームアイコンでは PDU の概要を確認することができ、ダッシュボ
ード、アラーム、識別、および制御と管理にアクセスできます。

3 アラームアイコンでは、アクティブなクリティカルなアラームとア
クティブな警告アラームの詳細を確認できます。

4 このアイコンは、このアイコンを使用して見つけることができる
PDU に関する情報を提供します。ユーザーガイドとライセンスを
クリックして、サポートを受けることもできます。

表は続く
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番号 アイコン 説明

5 このアイコンを使用して、次の言語のいずれかを選択できます。英
語、中国語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語、日
本語。

6 このアイコンでは、表示およびダウンロードが可能な PDU のログを
提供します。

7 このアイコンでは、ネットワーク設定、システム管理、SNMP 管理、
メールセットアップ、イベント通知、トラップ受信者、およびしき
い値をセットアップできます。

8 このアイコンには、だれがログインしているかが表示されます（ユ
ーザーまたは admin）。このページからパスワードを変更し、ユーザ
ーアカウントを管理できます。

Web メニューオプション

メニュー 図

概要

アラーム

ヘルプ

表は続く
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メニュー 図

言語

ログ

表は続く
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メニュー 図

設定

Admin

Web インターフェイスの概要

概要ページ

PDU Web UI にログインすると、ダッシュボードの概要ページが表示されます。このページには、PDU の
合計ロードパーセント（ドーナツグラフで）、PDU の電力エネルギー、外部センサー情報、各ロードセグ
メントの電流、電圧、ロードパーセントが表示されます。
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PDU のページ

ダッシュボードの PDU ページには、ロードセグメントおよびコンセントのステータス、電流、電圧、電
力などが、PDU のタイプ（Metered、Switched、および Metered & Switched）に応じて表示されます。
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制御と管理ページ
コンセントグループ

コンセントグループタブは、制御と管理ページの PDU＃タブの下にあります。コンセントグループには、
作成されたコンセントグループ、電源制御オプション、および「新しいコンセントグループの追加」オプ
ションが一覧表示されます。コンセントグループには次の 2 つのタイプがあります。

• マスター PDU

• スレーブ PDU

スレーブおよびマスター PDU のコンセントをグループ化し、そのコンセントグループで電源制御オプ
ションを実行できます。

異なるタイプのコンセントをグループ化しようとすると、「異なるコンセントのタイプが選択されていま
す」という警告メッセージが表示されます。

コンセントをグループ化する際は、次の制限に注意してください。

• 低で 1 つのコンセント、 大で 12 のコンセントをそれぞれグループ化できます。

• 大で 6 つのコンセントグループを各 PDU に追加できます。

• 電源制御アクションをコンセントグループで実行すると、グループ化されている個々のコンセントで
トラップ/イベントが受信されます。

コンセントグループの作成

手順

1. サポートされている Web ブラウザーを開き、PDU の IP アドレスを入力し、PDU の認証情報を入力し
ます。

2. ホーム > 制御と管理に移動します。

3. コンセント制御の有効化をクリックし、コンセント制御を有効にします。

4. 新しいコンセントグループの追加をクリックします。
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5. グループ名を追加し、グループ化するコンセントを選択します。

低で 1 つのコンセント、 大で 12 のコンセントをグループ化することができます。

6. 保存をクリックします。

新しいコンセントグループが、コンセントグループタブに表示されます。
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コンセントグループの制御

コンセントグループに電源制御を適用できます。

手順

1. グループ名および電源制御ドロップダウンメニューから、グループ名と電源制御オプションを選択し
ます。

2. 適用をクリックします。
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グループのコンセントのオン/オフがこれに応じて切り替えられます。

コンセントグループの編集

コンセントグループ名の編集、既存のコンセントグループへのコンセントの追加、またはコンセントグ
ループからのコンセントの削除を行うことができます。

手順

1. 編集するコンセントグループを選択します。

2. 編集をクリックします。

3. コンセントグループ名の編集、既存のコンセントの消去、新しいコンセントの選択を行います。

4. 保存をクリックします。
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コンセントグループの削除

手順

1. 削除するコンセントグループを選択します。

2. 削除をクリックします。

3. はいをクリックして、コンセントグループの削除を確定します。
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デイジーチェーンセットアップでのコンセントのグループ化

コンセントグループは、デイジーチェーンセットアップで異なる PDU のコンセントをグループ化して作
成します。作成できるグループは 大で 16 です。 低で 1 つのコンセント、 大で 12 のコンセントをそ
れぞれグループ化できます。

注記: コンセントグループを作成し、コンセント制御のアクションを実行すると、Web インターフェイス
ページのロード動作時間がスローになります。しばらく待つか、この間にページを更新して完全にロード
します。

ID ページ

ID ページには、システム名、連絡先名、メールアドレス、電話番号、住所などのシステム情報が表示され
ます。また、IP アドレスの詳細や、PDU 名などの PDU 情報、モデル、部品番号、シリアル番号、ブート
バージョン、Web、ファームウェアバージョンやハードウェアバージョンも表示されます。このページに
は、PDU の外部センサー情報も表示されます。
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アラームページ

アラームページには、生成されたアラームが表示されます。アラームは、重要度レベル別に分類されま
す。

• アクティブなクリティカルなアラーム

• アクティブな警告アラーム

アラームアイコンは、クリティカルなアラームと警告アラームの数を表します。アラームがクリアされる
ごとに、この数は減少します。しきい値が予測値以下の場合、アラームページには、アクティブなアラー
ム、重要度、生成された日時が表示されます。
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ログの表示ページ

イベントログには、イベント、アプリケーション、および監査ログが、その生成時のタイムスタンプとと
もにリスト表示されます。ユーザーアクティビティはすべて、ログの表示ページに記録され、表示されま
す。イベントログを Excel シートとしてダウンロードするか、またはページの右上隅にあるダウンロード
またはクリアボタンを使用して、イベントログをクリアできます。

データログには、各レコードの時間とともにエントリーが記録されています。データログ構成では、時間
間隔を設定し、ログを有効または無効にできます。データログをクリアするには、クリアをクリックしま
す。
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ネットワーク設定ページ

ネットワーク設定ページでは、IP 構成、Web/REST API アクセス構成、SSH/FTP 構成、ネットワークタ
イムプロトコル、日付設定、夏時間を編集できます。

ネットワーク設定ページにアクセスするには、設定 > ネットワーク設定を選択します。

このページでは以下の操作も実行できます。

• Set Certificate Key - SSL 証明書キーの長さ（1024/2048 ビット）を設定します。

• Change Link Speed - Ethernet リンク速度（オートネゴシエーション、10/100 Mbps、または
1GMbps）を設定します。

• Syslog の構成 - システムログを設定します。Syslog サーバーアドレス、サーバーポートを追加し、ア
クセスを有効にします。

IP 設定

ネットワーク設定ページの IP 構成セクションで目的のオプションを選択します。

手順

1. IPv4 を使用している場合は、以下のブートモードオプションのいずれかを選択します。

• IP アドレスを手動で入力するには、静的を選択し、次の情報を入力します。

◦ IPv4 アドレス

◦ ネットワークマスク

◦ ゲートウェイ

• PDU の IP アドレスを自動構成するには、DHCP を選択します。

RESTapi アクセスの構成

手順

1. Google Chrome に PDU の IP アドレスを入力し、認証情報を使用して PDU にログインします。

2. ネットワーク設定ページに移動し、RESTapi アクセス構成を有効にします。
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3. 保存をクリックして確認し、変更内容を適用します。

PDU が再起動します。

4. POSTMAN アプリケーションを開きます。

5. すべての照会リクエストに必要な基本認証ヘッダを追加します。

• GET リクエストについては、URL リクエスト、基本認証ヘッダとともにユーザー名およびパスワー
ドを入力した後、リクエストを照会します。

• POST リクエストについては、基本認証ヘッダとともに json オブジェクト型を含めます。

a. 2 つのヘッダ（基本認証および json オブジェクト型）およびこれに続く本文とともに、URL
（http://{pdu_ip} /redfish/v1/SessionService/Sessions ）を照会します。

{ 
"username":"Admin", 
"password":"123456789" 
} 

b. 応答本体の X-Auth Token を、POST リクエストの他の 2 つのヘッダおよび基本認証とともに使
用します。

• DELETE リクエストについては、削除するセッションまたはユーザーの URL を基本認証とともに
入力し、情報を送信します。

ネットワークタイムプロトコルと日付/時刻の設定

PDU では、手動で、またはネットワークタイムプロトコル（NTP）サーバーへのリンクによって内部設
定を行うことができます。

手順

1. 内部クロックは以下のいずれかの方法で設定します。

• 手動

◦ カレンダーアイコンを使用して日付を選択するか、YYYY-MM-DD 形式で日付を入力します。

◦ HH:MM:SS 形式で時間を入力し、時間形式（たとえば 24 時間）を選択します。

• ネットワークタイムプロトコル（NTP）サーバーとのリンク

◦ 有効なプライマリおよびセカンダリ NTP サーバーアドレスを入力します。

◦ ドロップダウンリストから目的の GMT オフセットを選択します。

Web インターフェイスでの NTP の操作

NTP は、インターネット上で PDU 時間を同期させるために使用します。PDU に対して 1 つまたは 2 つ
の有効な NTP サーバーを構成できます。

手順

1. PDU Web インターフェイスにログインします。

2. ネットワーク設定>ネットワークタイムプロトコル(NTP)の編集に移動します。

3. 有効な NTP サーバーを 1 つ構成するか 2 つ構成するか選択します。

リモート構成 76



NTP サーバーを 1 つ構成するには、次の手順を実行します。

a. プライマリ NTP サーバーフィールドに有効な IP アドレスを入力します。セカンダリ NTP サー
バーを 0.0.0.0 のままにして、GMT オフセットを設定します。

b. テストをクリックします。

プライマリサーバーの IP アドレスには SUCCEEDED がリストされ、プライマリサーバーの IP ア
ドレスには FAILED がリストされます。

c. OK をクリックします。

d. 保存をクリックします。

PDU が再起動されます。

NTP サーバーを 2 つ構成するには、次の手順を実行します。

a. プライマリおよびセカンダリ NTP サーバーフィールドに 2 つの有効な IP アドレスを入力し、GMT
オフセットを設定します。

b. テストをクリックします。

プライマリサーバーの IP アドレスとセカンダリサーバーの IP アドレスに SUCCEEDED がリスト
されます。

c. OK をクリックします。

d. 保存をクリックします。

PDU が再起動されます。

夏時間

手順

1. 1 時間または 30 分のオフセットを設定することによって、PDU 時間の夏時間を有効にできます。

2. 開始月（開始月::週::日::時間）および終了月（終了月::週::日::時間）の詳細を入力し、時間オフセット
を選択します。

システム管理ページ

システム管理ページでは、システム、ラック、電源パネル、およびコア位置情報を設定できます。
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操作 説明

ファームウェアのア
ップロード

ファームウェアファイルをアップロードします。HPE.FWファイルを選択し、ア
ップロードをクリックします。

構成のアップロード 構成ファイルをアップロードします。構成ファイルを作成し、同じ SKU を使用
して PDU にファイルをアップロードします。構成ファイルの名前は、conf.ini
でなければなりません。

構成のダウンロード 同じ設定を使用して PDU の構成ファイルをダウンロードします。

既定の設定 PDU をデフォルト設定にします。

再起動 PDU を再起動します。

メール設定ページ

手順

1. 設定 > メール設定に移動します。

2. SMTP のアカウント設定を編集します。

3. メールサーバーアドレス、送信者アドレス、ポート番号を追加し、次に、許容する再試行回数を設定
します。

4. 認証を有効にし、必要に応じてユーザー名およびパスワードを設定します。

サーバー認証が無効になっている場合、ユーザー名およびパスワードは空白になっています。

5. メール受信者に移動し、メールアドレスを追加し、そのメールアドレスを有効にします。

6. テストメールの送信をクリックし、メールアドレスを入力します。

SMTP 構成のテストメールが自身のメールアドレスに送信されてきます。

リモート構成 78



イベント通知ページ

手順

1. 設定 > イベント通知に移動します。

2. メール、SNMP トラップ、および Syslog を受信したいイベント通知を有効または無効にすることがで
きます。
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PDU しきい値ページ

手順

1. 設定 > しきい値に移動します。

2. PDU の電力、位相電流、位相電圧、回路ブレーカー電流、コンセントの電源、外部センサーのしきい
値を設定します。
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PDU 電力のしきい値

手順

1. PDU しきい値ページで、PDU 電力しきい値の編集鉛筆アイコンをクリックします。

2. しきい値に高クリティカル、高警告、低警告、低クリティカルを設定します。

3. 有効にするチェックボックスを選択し、これらのしきい値でアラームをトリガーできるようにします。

4. リセットしきい値の値およびアラーム状態変更遅延値を設定します。

5. 保存をクリックします。

入力位相

手順

1. PDU しきい値ページの入力フェーズタブで、PDU の入力電流と電圧フェーズに対する編集鉛筆アイコ
ンをクリックします。

2. 各フェーズで、電流と電圧のフェーズのしきい値に高クリティカル、高警告、低警告、低クリティカ
ルを設定します。

3. これらのしきい値がアラームを受信できるようにします。

4. リセットしきい値およびアラーム状態変更遅延値を設定します。

5. 保存をクリックします。
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回路ブレーカー

手順

1. PDU しきい値回路ブレーカータブをクリックし、編集鉛筆アイコンをクリックして各ロードセグメン
トの回路ブレーカーのしきい値を設定します。

2. しきい値に高クリティカル、高警告、低警告、低クリティカルを設定します。

3. これらのしきい値がアラームをトリガーできるようにします。

4. リセットしきい値およびアラーム状態変更遅延値を設定します。

5. 保存をクリックします。
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制御管理

アラームのしきい値が有効な場合、PDU では優先度順にアラームが生成されます。

1. 電源のアラート

2. 回路ブレーカー

3. 入力フェーズ

4. 外部センサー

5. コンセントアラーム

アラームが 20 分間隔でチェックされます。

高クリティカル、高警告、低警告、低クリティカルのしきい値を個別に設定できます。2 つ以上のしきい
値を有効にするには、しきい値の条件を設定します。以下に例を示します。

低クリティカル < 低警告 < 高警告 < 高クリティカル

手順

1. コンセントの有効電力のしきい値を設定するには、編集鉛筆アイコンをクリックします。

2. しきい値に高クリティカル、高警告、低警告、低クリティカルを設定します。

3. これらのしきい値がアラームを受信できるようにします。

4. リセットしきい値およびアラーム状態変更遅延値を設定します。

5. 保存をクリックします。
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Simple Network Management Protocol (SNMP)

SNMP 構成

重要: SNMP OID（Delta PDU）Pdu3InputPhaseCurrent 1.1 の場合、値はマスターとスレーブの両
方に対して相電流* sqrt 3 として計算されます。GUI しきい値ページには、「PDU 1 にフェーズ 1 の
電流を表示」と表示されます。

SNMP のセットアップ

手順

1. Web インターフェイスにアクセスしてログインします。

2. SNMP 管理で、SNMP 一般を選択します。

SNMP 一般ページが表示され、ここに SNMP アクセスとバージョンが含まれています。

SNMP ポートの設定

手順

1. 設定 > SNMP マネージャーに移動します。

2. SNMP 一般を選択します。

SNMP 一般ページが表示されます。

3. SNMP アクセスとバージョンを編集します。

4. SNMP ポートを選択し、SNMP ポート番号を設定します。

SNMP V1/V2c ユーザーの構成

手順

1. Web インターフェイスにアクセスしてログインします。

2. SNMP 管理で、SNMP v1/v2c を選択します。

SNMP v1/v2c ページが表示されます。

3. SNMP バージョンフィールドで SNMP V1/V2c が選択されていることを確認します。

4. SNMP V1/V2c パネルのコミュニティ列で、構成する SNMP V1/V2c ユーザーを選択します。

5. SNMP V1/V2c ユーザーで、以下のいずれかのアクセス権を選択します。

• 読み込みコミュニティ：SNMP V1/V2c ユーザーは「public」を編集できます。

• 書き込みコミュニティ：SNMP V1/V2c ユーザーは「private」を編集できます。

6. 有効をクリックします。

7. アップデートをクリックします。
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SNMP v1/2c マネージャーの構成

手順

1. SNMP 管理ページで、構成する IP アドレスの編集鉛筆アイコンをクリックします。

2. 読み込みコミュニティおよび書き込みコミュニティのアクセス権を選択します。

3. 有効をクリックします。

4. 保存をクリックします。

SNMP v3 マネージャー
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トラップ受信者

SNMP トラップ受信者のセットアップ

手順

1. 設定 > SNMP マネージャーに移動します。

2. SNMP ポートを選択し、トラップのポート番号を設定します。

3. 設定 > トラップ受信者に移動します。

4. その名前、ホスト IP アドレス、コミュニティ文字列を設定することによって、SNMPV1 トラップ受信
者を編集します。

5. 有効をクリックします。

6. 保存をクリックします。

SNMP およびトラップ受信者 IP アドレスの削除

Web インターフェイスを利用して、使用されなくなった SNMP およびトラップホスト IP アドレスを削除
することができます。

手順

1. SNMP またはトラップ受信者ページでホスト IP アドレスを削除するには、編集アイコンの横にある緑
色の X ボタンをクリックします。

2. ホスト IP が削除されると、IP アドレスにはデフォルト値の 0.0.0.0 が表示されます。
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暗号化された SNMP V3 通信のユーザーの構成

手順

1. SNMP マネージャー > SNMP V3 に移動します。

SNMP V3 ページが表示されます。

2. ユーザー名を入力します。

3. ドロップダウンメニューからセキュリティレベルを選択します。

• NoAuthNoPriv - 認証もプライバシーもありません。これがデフォルトです。

• AuthNoPriv - 認証はありますがプライバシーはありません。

• AuthPriv - 認証とプライバシーがあります。

4. 認証アルゴリズムを選択します。

• MD5（転送されたデータが変更されていないことを保証するダイジェストアルゴリズム）を選択し
ます。

• SHA（データの安全性を確保するために設計された暗号化アルゴリズム）を選択します。

5. 認証パスワードとプライバシーキーを設定します。

6. プライバシーアルゴリズムを選択します。

• AES128

• AES192

AES256

7. 有効をクリックします。

8. 保存をクリックします。
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ローカルアクセスの構成

シリアル接続による接続
CLI コマンドを実行することによって、以下の PDU 情報にシリアル接続を通じてアクセスできます。

• システム構成

• ネットワーク構成

• ユーザー操作

• デバイス設定

• 電力管理

• コンセントのオン/オフの切り替え

シリアル接続には、ハイパーターミナルや、PuTTY などの SSH クライアントの使用など、端末エミュ
レーションプログラムも必要です。

シリアルポート経由の通信には、オプションの RJ45-DB9 ケーブルが必要です。または、独自のケーブル
を作成できます。独自のケーブルの作成方法については、「独自のケーブルを作成するためのシリアル
ケーブル出力」を参照してください。

コンピューターへの PDU の接続

手順

1. オプションの RJ45-DB9 ケーブルを使用して、RJ45 の端を PDU のフロントパネルの「Serial
+RS485-1」というラベルがあるポートに接続します。

2. ケーブルの DB9 の端をコンピューターのシリアルコネクターに接続します。

サポートされているコマンド

PDU を管理および監視する PDU の CLI コマンドセットには、以下のコマンドが含まれます。

?
PDU のヘルプクエリ

sys
PDU のシステム構成と設定

net
PDU のネットワークアプリケーション構成と設定

usr
PDU のユーザー操作

dev
PDU のデバイス設定

pwr
PDU の電源設定
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コマンド変数は、山カッコ（< >）で囲まれたコマンド入力構文で表されます。オプションのパラメーター
は、角カッコ（[ ]）で囲まれたコマンド入力構文で表されます。タイプ配列のデータの場合、コマンド入
力構文内の配列のインデックスとしての文字「x」は、すべてのインデックスを表します。

コマンドを送信するには、PDU にログインする必要があります。付録 A：CLI コマンドの CLI コマンドの
リストを参照してください。

CLI によるログイン

CLI は、PDU のステータスとパラメーター、および基本的な管理機能の管理と制御に使用する代替方法で
す。CLI では、次のことができます。

• PDU のリセット

• PDU とネットワークのプロパティの表示

• PDU とネットワーク設定の構成

• コンセントのオン/オフの切り替え

• ユーザー情報の表示

ハイパーターミナルを使用したログイン

ハイパーターミナルを使用してログインするには、COM 設定を以下のパラメーターに設定します。

• ビット/秒 - 115200

• データビット - 8

• パリティ - なし

• ストップビット - 1

• フロー制御 - なし

PuTTY による SSH を使用したログイン

重要: Linux マシンで SSH を直接使用するには、Linux OS で OpenSSH を 7.6p1 にアップグレード
します。OpenSSH をアップグレードすると、HPE コマンドプロンプトで SSH コマンドを直接実行
できます。

手順

1. SSH が有効になっていることを確認します。

a. GUI で、デバイス構成 > ネットワークサービス > SSH に移動します。

b. Enable SSH Access チェックボックスを選択します。

c. OK をクリックします。

2. SSH クライアント（PuTTY）を開きます。

3. Host Name フィールドに IP アドレスを入力します。

4. 接続タイプを SSH に選択し、ポートフィールドに「22」を入力します。

5. Open をクリックします。
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6. ユーザー名を入力して、Enter キーを押します。

7. パスワードを入力して、Enter キーを押します。

これで SSH にログインしました。CLI コマンドについては、「付録 A：CLI コマンド」を参照してくだ
さい。

注記: シリアル接続が有効になっている場合、SSH 接続は使用できません。
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SSH を使用したコンセントの制御

手順

1. PDU の Web UI にログインします。

2. 設定 > ネットワーク設定に移動し、デフォルトポートで SSH 構成を有効にします。

3. PuTTY 構成を開き、ホスト名とポート番号を入力します。

4. PDU の認証情報を入力し、PDU に接続します。

5.「dev ?」と入力し、デバイス設定コマンドをリスト表示します。

6. コンセントのステータスを確認し、コンセントのオン/オフを制御するには、dev outlet pduID
[status/outletindex] [on/off]と入力します。

7. PDU1 のコンセントのステータスを確認するには、「dev outlet 1 status」と入力します。

• Openはオンを意味します。

• Closedはオフを意味します。

8. コンセント 2 をオンにし、ステータスを確認するには、「dev outlet 1 1 on」と入力します。

9. コンセント 2 をオフにし、ステータスを確認するには、「dev outlet 1 2 off」と入力します。

CLI/SSH を使用したパスワードの復旧

この手順は、CLI/SSH を使用して管理者がパスワードを復旧するためのものです。

手順

1. アカウントマネージャーの資格情報を使用して CLI にログインします。

2.「sys def」と入力します。

3. リセットボタンを 8 秒間押します。

PDU は元のデフォルト設定にリセットされ、管理者がパスワードを作成できるようになります。

CLI/SSH を介した NTP の操作

NTP は、インターネット上で PDU 時間を同期させるために使用します。PDU に対して 1 つまたは 2 つ
の有効な NTP サーバーを構成できます。

手順

1. PDU Web インターフェイスにログインします。

2. ネットワーク設定に移動し、SSH アクセスを有効にします。

3. PuTTY を使用して SSH に接続します。

4. 有効な NTP サーバーを 1 つ構成するか 2 つ構成するか選択します。
NTP サーバーを 1 つ構成するには、次の手順を実行します。

a.「sys ntp ip1」と入力します。
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たとえば、「sys ntp 123108.20.0.124」のようになります。

NTP サーバーを 2 つ構成するには、次の手順を実行します。

a.「sys ntp ip1 ip2」と入力します。
たとえば、「sys ntp 123.108.200.124 95.216.192.15」のようになります。

独自のケーブルを作成するためのシリアルケーブル出力
独自の RJ45-to-DB9 シリアルケーブルを作成するには、次の図に示すように接続の配線を行います。
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ローカルディスプレイ

このセクションには、 HPE G2 シリーズメータリング機能付き、スイッチング機能付き、およびメータリ
ング機能&スイッチング機能付きパワーディストリビューションユニットの操作に関する情報が記載され
ています。

OLED ディスプレイ
OLED ディスプレイには、PDU および接続されているデバイスに関する情報が表示されます。クリティ
カルなアラームがアクティブになると、OLED ウィンドウが赤色で点滅します。一部の設定の基本構成に
関する情報は、OLED から入手できます。すべての設定の完全な構成に関する情報は、リモートインター
フェイスを使用して入手できます。OLED ディスプレイの向きは、OLED の設定を使用して変更できま
す。ディスプレイは、0°または 180°回転させることができます。

PDU には、3 つのボタンを備えた、グラフィカルな OLED インターフェイスパネルがあります。これら
のボタンを使用して、画面表示の変更、特定のパフォーマンスデータの取得、または構成値の変更を行い
ます。表示ビューは、自動的に変更することもできます。たとえば、アクティブなアラームの発生時にそ
のアラームを表示するように変更したり、動作状態の変化に伴って特定の表示を更新したりできます。

OLED 表示には、次の 2 つのモードがあります。

• スクリーンセーバーモード - 現在の PDU 値を表示する画面が一定の順序で切り替わります。現在の
値は 10 秒ごとに更新されます。ユーザーが画面のカスタムの順序を選択することはできません。起
動画面、メニュー、またはサブメニューで 30 秒間操作がないと、スクリーンセーバーが自動的に表示
されます。値は 5 秒ごとに更新されます。

• メニューモード（OLED メインメニュー） - 高レベル（メイン）の各メニューの下に表示される設定
値は、PDU のモデルによって異なります。

メニューモード

ボタン メニューモードの場合 スクリーンセーバーモードの場合

Menu 4 つのメインメニューから選択します。 スクリーンセーバーモードになる前に、前の表示
画面に戻ります。

Scroll
メニュー項目のリストを下方向にスクロー
ルします。

注記: 強調表示されているメニュー項目
は、選択の準備ができています。

スクリーンセーバーモードになる前に、前の表示
画面に戻ります。

Select 選択したメニューを開きます。 スクリーンセーバーモードになる前に、前の表示
画面に戻ります。

省電力モード

スタンバイモード

• ユーザーによるアクティビティが 30 秒間ない場合、PDU はスタンバイモードになります。

• スタンバイモード中の輝度レベルは、レベル 1 になります。

省電力モード
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• ユーザーによるアクティビティが 1 時間ない場合、PDU は省電力モードになります（OLED 画面に
HPE のテキストが表示されます）。省電力モード中にいずれかのキーを押すと、時間がリセットされま
す。

• 省電力モード中の輝度レベルは、レベル 1 になります。いずれかのキーを押すと、輝度はユーザーが
設定したレベルに戻ります。

• HPE のテキストは、各スクロールを 3 秒間隔で 1 サイクル完了し、8 回スクロールします。

たとえば、コントラストレベルを 5 に設定したままにしておくと、OLED は 30 秒後にスタンバイモード
になり、輝度レベルはこのスタンバイモード中にレベル 1 に低下します。1 時間どのキーも押されない
と、OLED は省電力モードになりますが輝度はレベル 1 のままです。1 時間後にいずれかのキーを押す
と、輝度は、以前ユーザーが設定したレベル 5 に戻ります。

LED ユニットのステータス

LED は、PDU の状態に応じて色が変化します。

LED の状態 説明

緑色で点灯 正常に動作中

赤色で点灯 クリティカルなアラーム

オレンジ色で点灯 警告アラーム

オレンジ色で点滅 ネットワークから切断

緑色、赤色、オレンジ
色で点滅

アップグレード

消灯 USB モード
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OLED のメニュー構造

メインメニューの選択項目

PDU のメニュー選択の階層は、Setup、Alarms、Power、および Sensors で構成されています。メインメ
ニューで、下方向にスクロールして Setup を強調表示し、Select を押します。下方向にスクロールして
サブメニューを選択し、Select を押してサブメニューオプションを表示します。前のメニューに戻るに
は、Menu を押します。
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Setup メニュー

Setup メニューにはユーザー構成オプションが用意されており、Network、Device、Screen、Language、
USB、および Units が含まれています。割り当てられているユーザー権限に応じて、使用可能なオプショ
ンのみが表示されます。

Network サブメニュー

Network サブメニューでは、IP アドレスの IPv4 または IPv6 の設定をカスタマイズできます。Setup メ
ニューで、Network まで下方向にスクロールします。Select を押すと、オプション画面が表示されます。
下方向にスクロールして、メニューから選択したオプションを強調表示します。選択したオプションの値
を設定するには、Select を押して画面を表示します。値を選択してから Select を押すと、画面に表示さ
れた値が設定されます。前のメニューに戻るには、Menu を押します。
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Device サブメニュー

Device サブメニューには、SKU 番号、シリアル番号、MAC アドレス、およびファームウェアバージョン
が含まれています。Setup メニューで、下にスクロールして Device サブメニューを強調表示します。
Select を押すと、オプション画面が表示されます。選択したオプションの値を設定するには、Select を
押して画面を表示します。前のメニューに戻るには、Menu を押します。
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Screen サブメニュー

Screen サブメニューでは、Contrast、Rotate、および Always On の設定をカスタマイズできます。Setup
メニューで、下方向にスクロールして Screen を強調表示します。サブメニューの値を設定する画面を表
示するには、Select を押します。値を選択してから Select を押すと、画面に表示された値が設定されま
す。前のメニューに戻るには、Menu を押します。
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Language サブメニュー

Language サブメニューでは、言語を選択できます。Setup メニューで、下方向にスクロールして Lang を
強調表示します。サブメニューの値を設定する画面を表示するには、Select を押します。値を選択してか
ら画面に表示された値を設定するには、Select を押します。前のメニューに戻るには、Menu を押しま
す。

USB サブメニュー

USB サブメニューでは、ファームウェアのファイルをアップロードしたり、イベントまたはデータのロ
グをダウンロードしたりできます。Setup メニューで、下方向にスクロールして USB を強調表示します。
サブメニューの値を設定する画面を表示するには、Select を押します。Yes を選択した後、画面に表示さ
れた値を設定するには、Select を押します。前のメニューに戻るには、Menu を押します。
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Units サブメニュー

Units サブメニューには、温度の単位が表示されます。Setup メニューで、下方向にスクロールして Units
を強調表示します。サブメニューの値を設定する画面を表示するには、Select を押します。値を選択して
から画面に表示された値を設定するには、Select を押します。前のメニューに戻るには、Menu を押しま
す。

Alarms メニュー

Alarms メニューでは、PDU のアクティブなアラートを絞り込んで表示します。アクティブアラームの画
面は、他の画面より優先されます。アラームが発生すると、現在の画面がアクティブアラーム画面に変わ
り、バックライトが点滅します。メインメニューで、下方向にスクロールして Alarms を強調表示しま
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す。 初のアクティブアラーム画面を表示するには、Select を押して、下にスクロールしてアクティブア
ラームのデータを表示します。確認が終わった後、メインメニューに戻るには、Menu を押します。バッ
クライトが赤色で点滅してアクティブなアラームを示していた場合、バックライトは正常に戻ります。

Power メニュー

Power メニューでは、デバイス、フェーズ、ブレーカー、およびコンセントの機能を管理します。メイン
メニューで下へスクロールして、電力を強調表示し、Select を押します。サブメニューオプションを表示
するには、下方向にスクロールしてサブメニューを選択し、Select を押します。前のメニューに戻るに
は、Menu を押します。
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Device サブメニュー

Device サブメニューには、電流、電圧、電力に関する情報が表示されます。Power メニューで、下方向
にスクロールして Device を強調表示します。サブメニューの値を設定する画面を表示するには、Select
を押します。前のメニューに戻るには、Menu を押します。

Phase サブメニュー

Phase サブメニューには、システムで使用されている 3 相電力の状態に関する情報が表示されます。
Power メニューで、下へスクロールしてフェーズを強調表示し、Select を押して画面を表示します。値を
選択してから Select を押すと、画面に表示された値が設定されます。前のメニューに戻るには、Menu を
押します。
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Breaker サブメニュー

Breaker サブメニューには、1Ph または 3Ph PDU のブレーカー数量が表示されます。Power メニューで、
下にスクロールしてブレーカーを強調表示し、Select を押して画面を表示します。値を選択してから
Select を押すと、画面に表示された値が設定されます。前のメニューに戻るには、Menu を押します。

図 4: ブレーカー付きの 1Ph の場合
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図 5: 3Ph の場合は 6 つのブレーカー

Outlet サブメニュー

Outlet サブメニューでは、コンセント番号 1 から 10 まで電圧、電流、および電力が表示されます。Power
メニューで、下にスクロールしてコンセントを強調表示し、Select を押し、サブメニューの値を設定する
ための画面を表示します。値を選択してから Select を押すと、画面に表示された値が設定されます。前
のメニューに戻るには、Menu を押します。
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Sensors メニュー

Sensor メニューでは、温度、湿度、ドアスイッチ、液漏れに関する情報が表示されます。メインメニュー
で、下にスクロールしてセンサーを強調表示し、Select を押します。サブメニューを選択するには下へス
クロールし、Select を押して、サブメニューオプションを表示します。前のメニューに戻るには、Menu
を押します。
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注記: PDU 当たり 大 6 つのセンサーを構成することができます。

デイジーチェーン構成

デイジーチェーンモードでは、1 つの IP アドレスで 大 4 つの PDU を接続できます。PDU を接続する
と、ユーザーは、デイジーチェーン接続されたすべての PDU の情報とデータをマスター PDU から収集で
きます。デイジーチェーン機能によって、PDU のネットワークコストが削減されます。たとえば、デー
タセンターで使用される標準的なネットワークスイッチには 24 のポートが備わっていることがありま
す。デイジーチェーン機能を使用しない場合、ポートごとに 1 つの PDU に対してネットワーク接続が提
供されます。しかし、デイジーチェーンの機能を使用すると、24 のポートを備えた標準的なネットワー
クスイッチで 大 96 の PDU にネットワーク接続を提供できます。

デイジーチェーンのセットアップ

次の手順では、1 つの IP アドレスを通じて同じ SKU の 大 4 つの PDU を接続する方法について説明し
ます。
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手順

1. 初の PDU を構成した後、構成済み PDU の RS485-2 ポートからデイジーチェーンのラインにある 2
番目の PDU の Serial+RS485-1 ポートへ Ethernet コードを接続します。

2. 手順 1 では、RS485-2 ポートから Serial+RS485-1 ポートへ PDU を接続する手順を繰り返し、 大 4
つの PDU を接続します。

注記: PDU を接続する Ethernet コードの合計長は、15m（49 フィート）未満でなければなりません。

3. Web インターフェイス（または管理ソフトウェア）に移動して、デイジーチェーン内の PDU を管理お
よび制御します。

デイジーチェーンのケーブル接続

手順

1. CAT5 ケーブルの位置を確認します。

2. ケーブルの一方の端を 1 つの PDU に接続し、ケーブルのもう一方の端を他の PDU に接続します。

3. Web インターフェイスまたは SNMP で PDU を監視します。
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オプションのハードウェアの接続と構成

ハードウェアの概要
HPE Metered, Switched, and Metered & Switched パワーディストリビューションユニット G2 Series は、
HPE のオプションの環境センサーを追加することで、ラックの環境状態を監視できます。温度、湿度、
漏れ検出、侵入などの状態は、センサーで監視できます。これらの状態はすべて、データセンターの効率
的な実行を維持するための重要な側面です。ユーザーと管理者は、PDU またはサーバーラックの内部お
よび周囲の特定の状態に関するステータスの監視、レポートおよびアラームの表示ができます。

以下の環境センサーを利用できます。

• 温度センサー

• 温度と湿度のセンサー

• 3 つの温度センサーと 1 つの湿度のセンサー

• ドア開閉のセンサー

• 漏れ検出のセンサー

• センサーポートハブ

• 漏れ検出センサーの機能拡張

センサー SKU 説明 センサーの測定値

温度センサー P9T00A ラック内の温度を監視します。 1

温度と湿度のセンサー P9T01A ラック内の温度と相対湿度を監視します。 2

3 つの温度センサーと 1
つの湿度のセンサー

P9T02A 個別の 3 つのプローブを使用して 3 つの領域
の温度を監視し、1 つのプローブを使用して相
対湿度を監視します。

4

ドア開閉のセンサー P9T03A センサーが取り付けられているドアが 10 mm
より大きく開かれるとアラームまたは通知を
送信します。このキットには、ドアに取り付る
2 つの器具（前面ドア用と背面ドア用）が付属
しています。

2

ロープ式液漏れセンサー P9T04A 監視対象領域で抵抗が 2M オームより小さい
液体（蒸留水を含む）を早期に検出するために
監視します。キットには 6m のロープが付属
しており、オプションでロープを追加できます
（P9T08A を参照）。

1

センサーポートハブ P9T07A 大 3 つの環境センサーを PDU に接続でき
ます。

なし

漏れ検出センサーの機能
拡張

P9T08A このキットには、漏れ検出センサー（P9T03A）
と組み合わせる長さ 6m の追加のロープが 1
つ付属しています。合計 4 つの機能拡張を漏
れ検出センサーに追加して、合計長を 30m に
できます。

なし

オプションの環境センサーは、PDU の取り付けまたは起動の前または後に取り付けることができ、PDU
または接続済みデバイスの電源をオフにせずに取り付けることができます。HPE Metered, Switched,
and Metered & Switched パワーディストリビューションユニット G2 Series は、PDU 当たり 大 8 つの
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環境センサー測定値を収集するように設計されています。たとえば、環境の 3 つの温度と 1 つの湿度のセ
ンサー（P9T02A）は、4 つのセンサー測定値を収集します。各環境センサーから収集されるセンサー測
定値の数については、表を参照してください。

HPE Metered, Switched, and Metered & Switched パワーディストリビューションユニット G2 Series に
はすべて 2 つの物理センサーポートがあり、各 PDU は合計 8 つのセンサー測定値（または示度）を収集
できます。たとえば、PDU にドア開閉のセンサー（P9T03A）と環境の 3 つの温度と 1 つの湿度のセン
サー（P9T02A）が接続されている場合は、両方の物理センサーポートが使用されて合計 5 つのセンサー
測定値が記録されます。オプションのセンサーポートハブ（P9T07A）を追加すると、PDU 当たり 大 6
つの物理センサーをサポートできます。

図 6: 垂直 PDU のセンサーポート
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図 7: 水平 PDU のセンサーポート

温度センサー

PDU に温度センサーが追加されている場合、センサーユニットは次のように動作します。

• 温度単位は、華氏または摂氏の間で切り替えることができます。ユーザーは、OLED ディスプレイま
たはユーザーアカウント画面のいずれかから温度単位を変更できます。

◦ 温度単位はマスター PDU からのみ変更できます。

◦ デイジーチェーン接続された PDU で温度単位が変更されると、マスター PDU とスレーブ PDU の
両方で温度値が変わります。

◦ 温度の単位が変更されると、それぞれのしきい値はその単位に変換されます。温度しきい値には、
次の範囲があります。

– 摂氏 - 0°C〜68°C

– 華氏 - 15°F～155°F

◦ 温度単位が変更されると、以下のモジュールも更新されます。

表示される値 ナビゲーション

OLED メインメニュー>センサー

Web インターフェイス ダッシュボード

しきい値 設定>しきい値

データログ ログ>データログの表示

SSH Dev センサー[pduID]

表は続く
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表示される値 ナビゲーション

シリアル Dev センサー[pduID]
SNMp pdu3TemperatureScale

pdu3TemperatureTable

• 現在の温度測定値は概要ページに表示されます。

温度センサーの接続

手順

1. 付属の結束バンドをセンサーボックス内の埋め込み型のチャネルとドアに通して、ラックエンクロー
ジャーのドアの穴の開いた領域にセンサーを固定します。

2. 残りの結束バンドを使用して、RJ45 ケーブルを目的の経路に沿って PDU に固定します。

3. RJ45 クイック接続解除カプラーと Ethernet ケーブルを使用して、センサー入力ケーブルの長さを延長
したり、ラックのドアを取り外すときの簡単な接続解除ポイントにしたりします。

4. センサーのケーブル（または接続されている Ethernet ケーブル）を、PDU のセンサー 1 またはセン
サー 2 のポートあるいはセンサーポートハブ（該当する場合）に接続します。

温度と湿度のセンサーの接続

手順

1. 付属の結束バンドをセンサーボックス内の埋め込み型のチャネルとドアに通して、ラックエンクロー
ジャーのドアの穴の開いた領域にセンサーを固定します。

2. 残りの結束バンドを使用して、RJ45 ケーブルを目的の経路に沿って PDU に固定します。

3. RJ45 クイック接続解除カプラーと Ethernet ケーブルを使用して、センサー入力ケーブルの長さを延長
したり、ラックのドアを取り外すときの簡単な接続解除ポイントにしたりします。

4. センサーのケーブル（または接続されている Ethernet ケーブル）を、PDU のセンサー 1 またはセン
サー 2 のポートあるいはセンサーポートハブ（該当する場合）に接続します。

3 つの温度と 1 つの湿度のセンサーの接続

手順

1. 付属の結束バンドをセンサーボックス内の埋め込み型のチャネルとドアに通して、ラックエンクロー
ジャーのドアの穴の開いた領域にセンサーを固定します。

2. 残りの結束バンドを使用して、RJ45 ケーブルを目的の経路に沿って PDU に固定します。

3. 付属の結束バンドを使用して、穴の開いたラックエンクロージャードアの上部と下部の近くに 2 つの
追加の温度プローブを固定します。
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4. RJ45 クイック接続解除カプラーと Ethernet ケーブルを使用して、センサー入力ケーブルの長さを延長
したり、ラックのドアを取り外すときの簡単な接続解除ポイントにしたりします。

5. センサーのケーブル（または接続されている Ethernet ケーブル）を、PDU のセンサー 1 またはセン
サー 2 のポートに接続します。

ロープ式液漏れセンサーの接続

手順

1. ロープ式液漏れセンサーアセンブリの RJ45 ジャックを PDU のセンサーポートに接続します。

2. ロープ式液漏れセンサーのケーブルをラックと目的の検出経路に通します。

3. 結束バンドまたは付属の接着マウントストリップを使用して、ロープ式液漏れセンサーのケーブルを
ラックに固定し、接地します。

注記: このキットには、6m（19.69 フィート）の漏れセンサーのロープが 1 つ付属しています。長さを
追加するには、オプションキット P9T09A（6m（19.69 フィート）の漏れセンサーロープの機能拡張
が 1 つ付属）を使用しますす。長さ 6m（19.69 フィート）の漏れセンサーロープの機能拡張を 大 4
つ一緒に接続して、合計 30m（98.43 フィート）にすることができます。

注記: 下図に示すように、ワイヤーマウントは、床面または地面に取り付けるためのものです。ワイ
ヤーマウントは、検出領域で使用する必要があります。
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注記: キャビネットまたは壁面にマウントする場合は、付属のマジックテープのマウントを使用しま
す。検出領域（床面）でマジックテープのマウントを使用すると、漏れの通知が妨げられたり遅延し
たりすることがあります。

漏れセンサー検出器の使用

手順

1. 漏れセンサーを PDU に接続します。

2. Web インターフェイスにログインし、ダッシュボードに「漏れなし」がリストされていることを確
認します。
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3. 設定>しきい値に移動し、漏れセンサーのアラームを有効にします。

4. 設定>トラップ受信者に移動し、システム IP でのトラップの受信を有効にします。

5. 設定>メール設定に移動し、受信者アドレスでのメールの受信を有効にします。

6. 設定>イベント通知に移動し、トラップとメールのイベントを有効にします。

7. ロープセンサーを水に接触させて、漏れを導入します。

8. ダッシュボードに移動します。アラームステータスに「漏れ」と表示されます。

9. トラップ受信者にトラップがリストされていることを確認します。

10. メールが生成されたことを確認します。

11. アラームが生成されたことを確認します。

12. イベントログが生成されたことを確認します。

ドアオープンセンサーの接続

手順

1. 磁気センサーをブラケットに組み付けます。接着ストリップを使用して磁気センサーをブラケットに
付けます。
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2. 背面ドアセンサーのマウント位置を下の図に示します。
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3. センサーブラケットの背面ドアへのマウント位置を下の図に示します。付属の皿ネジを使用して、磁
気センサーの付いたマウントブラケットを、ラックの中心から約 58mm（2.28 インチ）離れた背面ド
アの 2 列目の穴にマウントします。

4. 2 つの M3 ネジを使用して、センサーブラケットをラックのドアに固定します。
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5. スイッチセンサーをラックの内側のフレームに貼り付け、ドアにマウントした磁気センサーと位置を
合わせます。
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6. 接着ストリップを使用して、スイッチセンサーをラックのフレームに貼り付けます。場所を選択する
ことができますが、ドアヒンジの反対側になければなりません。
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7. フロントドアに磁気センサーを取り付けるには、接着ストリップを使用して内側のドアフレームに貼
り付けます。ラックセンサーと位置が合っていることを確認します。
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8. フロントドアへのセンサーのマウント位置を次の図に示します。
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センサーハブの接続
センサーハブには 1 から 4 のラベルが付いた 4 つのパラレル RJ45 ポートが含まれており、PDU と 大
3 つのセンサーに接続できます。どの RJ45 ポートでも、PDU またはセンサーへの接続に使用できます。
番号の付いたポートは、どのセンサーが PDU で使用されているかを文書化する際に役立ちます。

環境センサーの検出
環境センサーは、PDU に接続されると自動的に検出されます。
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手順

1. ダッシュボードを開きます。

2. ダッシュボードページの外部センサーセクションを表示します。

各センサーについて、センサーの種類、名前、PDU ID、PDU 名、および PDU の場所が表示されます。

3. センサーデバイスのシリアル番号がセンサーの表の番号と一致することを確認します。

環境センサーの構成
センサーの名前、場所、アラーム、通知、および詳細情報を構成するには、Web インターフェイスを開き
ます。

手順

1. 設定ページを開きます。

2. 設定ページのしきい値セクションを表示します。センサーを構成するには、しきい値をクリックしま
す。

3. 目的のセンサーを構成するには、編集をクリックします。

4. Edit Extension ダイアログボックスで、高クリティカル、高警告、低警告、および低クリティカルの
値を入力します。

5. センサーのセットアップを終了するには、保存をクリックします。

6. 追加のセンサーでこの手順を繰り返します。

ドアセンサーの構成
ダッシュボードページのドアセンサーステータスは、OPEN/CLOSE として表示されます。

手順

1. しきい値 > External Sensors に移動します。

2. アラーム、トラップ、イベント通知を受信するドアを選択し、アラームを有効にします。

• ドアが閉じられており、閉じた状態についてアラームが有効になっている場合、165 - binary
sensor 1 door is in CLOSE stateが、受信したトラップです。

• ドアが開いており、開いた状態についてアラームが有効になっている場合、165 - The binary
sensor 1 door is in OPEN stateが、受信したトラップです。
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交換用部品

交換用部品の注文

手順

• 交換用部品を注文する場合は、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/info/
hpparts）をご覧ください。

• 保証対象の部品を交換するには、Hewlett Packard Enterprise のサービス窓口に連絡してください。

Metered PDU のスペア部品リスト

SKU 説明 スペア部品番号

P9R45A HPE G2 Mtrd 1.9kVA/C20 1U NA/J PDU 870286-001

P9R46A HPE G2 Mtrd PDU 1.9kVA/C20 垂直 N/J
PDU

870287-001

P9R48A HPE G2 Mtrd 2.8kVA/L5-30P Vt NA/J PDU 870288-001

P9R49A HPE G2 Mtrd 2.8kVA/L5-30P 2U NA/J PDU 870289-001

P9R50A HPE G2 Mtrd 3.6kVA/IEC C20 Hz WW PDU 870290-001

P9R51A HPE G2 Mtrd Md 4.9kVA/L6-30P 1U N/J
PDU

870291-001

P9R52A HPE G2 Mtrd 4.9kVA/L6-30P 2U NA/J PDU 870292-001

P9R53A HPE G2 Mtrd 4.9kVA/L6-30P Vt NA/J PDU 870293-001

P9R54A HPE G2 Mtrd Md 7.3kVA/60309 1U INTL
PDU

870294-001

P9R55A HPE G2 Mtrd 7.3kVA/60309 2U INTL PDU 870295-001

P9R56A HPE G2 Mtrd 7.3kVA/60309 Vt INTL PDU 870296-001

P9R57A HPE G2 Mtrd 8.3kVA/CS8265C NA/J PDU 870298-001

P9R58A HPE G2 Mtrd 3Ph 8.6kVA/L15-30P NA/J
PDU

870300-001

P9R59A HPE G2 Mtrd 3Ph 8.6kVA/L21-30P NA/J
PDU

870301-001

P9R60A HPE G2 Mtrd 3Ph 10kVA/CS8365C NA/J
PDU

870302-001

P9R61A HPE G2 Mtrd 3Ph 11kVA/60309 Vt INTL
PDU

870304-001

P9R77A HPE G2 Mtrd Md 8.3kVA/CS8265C N/J
PDU

870297-001

表は続く
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SKU 説明 スペア部品番号

P9R78A HPE G2 Mtrd Md 3P 8.6kVA/1U NA/J PDU 870299-001

P9R79A HPE G2 Mtrd Md 3P 11kVA/60309 INTL
PDU

870303-001

P9R80A HPE G2 Mtrd Md 3P 17.3kVA/1U NA/J PDU 870305-001

P9R81A HPE G2 Mtrd Md 3P 22kVA/60309 INTL
PDU

870131-001

P9R82A HPE G2 Mtrd 3P 17.3kVA/18 C13 N/J PDU 870128-001

P9R83A HPE G2 Mtrd 3P 17.3kVA/C13-C19 NA/J
PDU

870130-001

P9R84A HPE G2 Mtrd 3P 22kVA/60309 Vt INTL
PDU

870132-001

P9R85A HPE G2 Mtrd 3P 22kVA/C13-C19 Vt INTL
PDU

870134-001

P9R86A HPE G2 Mtrd 3P 17.3kVA/12 C13 N/J PDU 870129-001

P9R87A HPE G2 Mtrd 3P 22kVA/ 24 C13 C19 N/J
PDU

870133-001

Switched PDU のスペア部品リスト

SKU 説明 スペア部品番号

P9S07A HPE G2 Swtd 1.9kVA/C20 1U NA/J PDU 870275-001

P9S08A HPE G2 Swtd 1.9kVA/C20 Vt NA/J PDU 870276-001

P9S09A HPE G2 Swtd 2.8kVA/L5-30P Vt NA/J PDU 870277-001

P9S10A HPE G2 Swtd 2.8kVA/L5-30P 2U NA/J PDU 870278-001

P9S11A HPE G2 Swtd 3.6kVA/IEC C20 1U WW
PDU

870279-001

P9S12A HPE G2 Swtd 3.6kVA/IEC C20 Vt WW PDU 870280-001

P9S13A HPE G2 Swtd 4.9kVA/L6-30P 2U NA/J PDU 870281-001

P9S14A HPE G2 Swtd 4.9kVA/L6-30P Vt NA/J PDU 870282-001

P9S16A HPE G2 Swtd 7.3kVA/60309 2U INTL PDU 870284-001

P9S17A HPE G2 Swtd 7.3kVA/60309 Vt INTL PDU 870285-001
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Metered & Switched PDU のスペア部品リスト

SKU 説明 スペア部品番号

P9S15A HPE G2 Mtrd/Swtd 4.9kVA/L6-30P NA/J
PDU

870283-001

P9S18A HPE G2 Mtrd/Swtd 7.3kVA/60309 INTL
PDU

870120-001

P9S19A HPE G2 Mtrd/Swtd 3P 8.6kVA/C13 NA/J
PDU

870121-001

P9S20A HPE G2 Mtrd/Swtd 3P 11kVA/60309 INTL
PDU

870122-001

P9S21A HPE G2 Mtrd/Swtd 3P 14.4kVA/C13 NA/J
PDU

870123-001

P9S22A HPE G2 Mtrd/Swtd 3P 17.3kVA/NA/J PDU 870124-001

P9S23A HPE G2 Mtrd/Swtd 3P 17.3kVA/C13 NA/J
PDU

870125-001

P9S24A HPE G2 Mtrd/Swtd 3P 22kVA/60309 INTL
PDU

870126-001

P9S25A HPE G2 Mtrd/Swtd 3P 22kVA/C13 INTL
PDU

870127-001

スペアオプション

説明 スペア部品番号

PDU 水平ネットワーク管理カードモ
ジュール

874564-001

PDU 垂直ネットワーク管理カードモ
ジュール

874565-001

DB9-RJ45 ケーブル 874724-001

ハードウェアオプション
サポートされるハードウェアについては、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://
www.hpe.com/info/rackandpower）を参照してください。
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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。
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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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付録

付録 A：CLI コマンド

ヘルプコマンド

HPE>?
説明

使用可能なすべての PDU CLI コマンドのリスト表示。

出力例

HPE>?
sys - PDUのシステム構成と設定
net - PDUのネットワークアプリケーション構成と設定
usr - PDUのユーザー操作
dev - PDUのデバイス設定
pwr - PDUの電源設定

システムコマンド

sys date [year-month-day]
説明

システム日付の照会または設定。

出力例

HPE>sys date 2013-09-19
E000
HPE>sys date
E000
Date:2013-09-10
Time:03:49:46
        

sys time [hour:min:sec]
説明

システム時間の照会または設定。

出力例

HPE>sys time
HPE>sys time 14:35:34
        

sys ntp <IP Address>
説明

システムの日付およびデータと、設定した NTP サーバーとの同期化。
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出力例

>sys ntp 69.25.96.13
        

注記: IP アドレスは有効な NTP サーバーアドレスでなければなりません。

sys ver
説明

ファームウェア、ブートローダー、言語、Web などのシステムバージョン情報の照会。

出力例

HPE>sys ver
E000
Firmware version: 0.41
Bootloader version: 2.10
LANGUAGE version: 3.01
WEB version: 6.30
        

sys def
説明

PDU のデフォルト構成の復元。

出力例

HPE>sys def
E000
Recover
Press any key to cancel
        

sys rst
説明

システムのリセット。

出力例

HPE>sys rst
E801
System Reboot now, are you sure? (Y/N):Y
        

sys upd lan
説明

既存の HPE.FWファイルを使用してシステムファームウェアをアップデートします。

出力例

HPE>sys upd lan
E801
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system will enter upgrade mode after reboot
System Reboot now, Are you sure? (Y/N):Y
        

注記: /fw ディレクトリに HPE.FWという有効なファイルが存在していなければなりません。

注記: デイジーチェーン構成の場合、マスターによってそのすべてのスレーブのファームウェアもアップ
グレードされます。

sys upd ser
説明

シリアル経由のシステムファームウェアのアップグレード。

出力例

HPE sys upd ser
E801
system will enter upgrade mode after reboot,
System Reboot now, Are you sure? (Y/N):Y
Enter PDU Serial upgrade mode, Waiting for upgrade file to be sent, make 
sure transfer with Y modem protocol, PDU will enter system operation if idle 
mode lasts 60 seconds
CCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCC
        

注記: スレーブのファームウェアが存在する場合はアップグレードしないでください。

sys upd conf
説明

システム構成の更新。

出力例

HPE sys upd conf
E801
system will enter upgrade mode after reboot
System Reboot now, Are you sure? (Y/N):Y

        

注記: /fw ディレクトリに conf.iniという有効なファイルが存在していなければなりません。

sys conf start
説明

シリアル経由でのシステム構成の更新。

出力例

HPE>sys conf start
E801
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system will enter into configure file upload mode after reboot
System Reboot now, Are you sure? (Y/N):Y
        

sys log del event
説明

イベントログファイルの削除。

出力例

HPE>sys log del event
E000
        

sys log del data
説明

データログファイルの削除。

出力例

HPE>sys log del data
E000
HPE>
        

ネットワークコマンド

net ssh [on/off]
説明

SSH の照会またはオン/オフ。

出力例

HPE>net ssh
E000,
SSH Port:22
SSH Server is running
HPE>net ssh on
E000
HPE>net ssh off
E000
        

net FTPs [on/off]
説明

FTPs の照会またはオン/オフ。

出力例

HPE>net FTPs
E000,
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FTPSS Port:21
FTPSS is running
        

net http [on/off]
説明

net http の照会またはオン/オフ。

出力例

HPE>net http
E000,
HTTP Port:80
HTTPS Port:443
WEB Protocol:HTTP
HPE>net http off
E801
WEB protocol is changed, Please reboot to validate
System Reboot now, Are you sure? (Y/N):Y
        

net mac
説明

MAC アドレスの照会。

出力例

HPE>net mac
E000
MAC Addr:C8-45-44-66-2B-26
        

net tcpip
説明

ネットワークの IP 情報の照会。

出力例

HPE>net tcpip
E000
IPv4 Addr:192.168.30.39
        

net tcpip <dhcp>
説明

DHCP モードへのネットワーク設定。

出力例

HPE>net tcpip dhcp    
E801
Network is reconfigured, Please reboot to validate
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System Reboot now, Are you sure? (Y/N): Y
        

net tcpip<static ip, mask, gateway>
説明

静的 IP、マスク、およびゲートウェイの設定。

出力例

HPE>net tcpip static 192.168.30.39
255.255.255.0
192.168.30.1    
E801
Network is reconfigured, Please reboot to validate
System Reboot now, Are you sure? (Y/N): Y
        

ユーザーコマンド

User list
説明

既存のすべてのユーザーアカウントをリスト表示。

出力例

HPE>user list
E000
Usr                Role
-------------
admin        admin
user            user
        

User unlock<ユーザー名>
説明

指定したユーザーのロック解除

出力例

HPE>usr unlock user
E000
HPE>usr unlock admin
E000
        

注記: ログインエラーが「ログインエラーの許可される 大数」を超えた場合、アカウントは一時的にロッ
クされます。このコマンドを使用すると、そのロックを解除できます。
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デバイスコマンド

dev usb [on|off]
説明

USB の照会またはオン/オフ。

出力例

HPE>dev usb
HPE>dev usb off
HPE>dev usb on

dev daisy [dna|qna]
説明

デイジーチェーンモードの照会または設定。

出力例

HPE>dev daisy
E000
daisy chain unit number:1
daisy chain address list:000
Daisy mode: DNA
HPE>dev daisy qna
E801
System reboot now, are you sure? (Y/N): N
        

dev outlet <PDUID> status
説明

指定した PDUID を使用したすべてのコンセントのステータスの照会。

例

HPE>Dev outlet 1 status
E000
Relay outlet status
Outlet#1: Close Outlet#2: Close Outlet#3: Close
Close 
Outlet#4: CLose
Outlet#5: Close Outlet#6: Close Outlet#7: Close
Outlet#8: Close
Outlet#9 Close Outlet#10: Close Outlet#11: 
Close
Outlet#12: Close

注記: Metered PDU の場合、このコマンドは無効です。

注記: PDUID は 1 からインクリメントします。デイジーチェーンモードの場合、マスター PDUID は 1、
スレーブ PDUID は 2 と 3 です。
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dev outlet <PDUID> <outlet index> [on|off]
説明

指定した PDUID とコンセントステータスの照会または設定。

例

HPE>Dev outlet 1 1 off
E000

注記: Metered PDU の場合、このコマンドは無効です。

dev sensor
説明

装着されているすべてのセンサーのリスト表示。

出力例

HPE>dev sensor
E000
Sensor count 4
-----------------
Name Type, SN Value
T1, TEMP 012345678 27.5
T3, TEMP 012345678 27.2
T2, TEMP 012345678 27.3
RH HUMI     012345678 44
        

dev ver <slipaddr>
説明

センサー、電源、遅延のファームウェアバージョンの照会。

出力例

HPE>dev ver 1
HPE>dev ver 15
HPE>dev ver 35
        

注記: リレー：1 から開始。電力：15 から開始。センサー：35 から開始。

電源コマンド

pwr unit [idx]
説明

デバイス情報の照会および指定したインデックス単位の電気情報の照会。
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出力例

HPE>pwr unit
SKU:P9S20A,,,,,
Serial: ,,,,,
FuncType; PDU Metered
Rating: 220-24-V, 16A, 3.5-3.8kVA, 50/60Hz
Mac:C8:45:44:66:2B:26
Tcpip: 102:168:30:38
HPE>pwr unit 1
E000
PDU UNIT 1 power Feature
voltage:0V
current: 0.0A
active power:0W
apparent power:0W
power factor:0.00
energy: 0.000kWh
        

pwr phase [idx]
説明

指定した相の電気情報の照会。

出力例

HPE>pwr phase 1
E000
PDU PHASE 1 power Feature
voltage:0V
current: 0.0A
active power:0W
apparent power:0W
power factor:0.00
energy: 0.000kWh
        

pwr cb [idx]
説明

指定した回路ブレーカーの電気情報の照会。

出力例

HPE>pwr cb 1
E000
PDU CB 1 power Feature
voltage:0V
current: 0.0A
active power:0W
apparent power:0W
power factor:0.00
energy: 0.000kWh
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outlet [idx]
説明

指定したコンセントの電気情報の照会。

出力例

HPE>pwr outlet 1
E000
PDU OUTLET 1 power Feature
voltage:0V
current: 0.0A
active power:0W
apparent power:0W
        

注記: Metered PDU の場合、このコマンドは無効です。

システム構成コマンド

sys date [yyyy-mm-dd]
説明

ユーザー入力日の設定。

出力例

HPE>sys date 2013-08-12
SUCCESS
        

sys date
説明

PDU の日付の設定。

出力例

HPE>sys date
SUCCESS
Date:2013-08-12
Time:04:58:16
        

sys time[hh:mm:ss]
説明

ユーザー入力時間の設定。

出力例

HPE>sys time 09:20:50
SUCCESS
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sys time
説明

PDU 時間の照会。

出力例

HPE>sys time
SUCCESS
Date:2013-08-12
Time:09:20:53
        

sys ntp [primary_ip] [secondary_ip]
説明

NTP の設定。

出力例

HPE>sys ntp 192.168.11.50 192.168.1.11
SUCCESS
        

sys ver
説明

システムバージョン、ファームウェア、Web、ブートローダー、および言語バージョンの照会。

出力例

HPE>sys ver
SUCCESS
Firmware Version: 2.0.0.A
Bootloader Version: 2.25
LANGUAGE Version 3.02
Web Version: 3.34
        

sys def
説明

デフォルト設定への PDU システムの設定。

出力例

HPE>sys def
SUCCESS
Press reset button 8 seconds to finish PDU
configuration recover
Press any key to cancel...
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sys rst
説明

PDU システムのリセット。

出力例

HPE>sys rst
Reboot required for change to take effort
System Reboot now, Are you sure? (Y/N):
        

sys upd lan
説明

PDU の言語のファイルの更新。

sys upd conf
説明

構成ファイルの更新。

例

HPE>sys upd conf
Reboot required for change to take effort
System Reboot now, Are you sure?(Y/N):

sys upd boot
説明

ブートファイルの更新。

sys upd all
説明

すべてのファイルの更新。

例

HPE>sys upd all
Reboot required for change to take effort
System Reboot now, Are you sure?(Y/N):

sys log [del/edit] [data/event]
説明

イベントおよびデータファイルの編集または削除。

例

HPE>sys log del event
SUCCESS
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HPE>sys log del data
SUCCESS

sys log edit data [on [interval] | [off]
説明

データログ構成間隔の編集。

例

HPE>sys log data on 5
SUCCESS

HPE>sys log edit data off 10
SUCCESS

ネットワークアプリケーション構成コマンド

net https [on/off]
説明

https のオン/オフの設定。

出力例

HPE>net https
SUCCESS
HTTPS Port:443
Status: OFF    
HPE>net https on 
Reboot required for change to take effort
WEB protocol is changed, Please reboot to validate
System Reboot now, Are you sure?(Y/N):
        

net redfish [on/off]
説明

Redfish のオン/オフの設定。

出力例

HPE>net redfish
SUCCESS
Status: ON
HPE>net redfish off
SUCCESS
Status: OFF
        

net ip [v4/v6/all]
説明

ipv4/ipv6 または両方の設定。
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出力例

HPE>net ip
SUCCESS
IPV4,IPv6

HPE>net ip v4
Reboot required for change to take effort
IP protocol is changed, Please reboot to validate
System Reboot now, Are you sure?(Y/N):

HPE>net ip all
Reboot required for change to take effort
IP protocol is changed, Please reboot to validate
System Reboot now, Are you sure?(Y/N):
        

net phy [auto/1gbps/10/100mbps]
説明

リンク速度をオートネゴシエーション/1gbps/10/100mbps に設定。

出力例

HPE>net phv
SUCCESS
link speed: auto negotiation

HPE>net phy 10100mbps
Reboot required for change to take effort
Phy speed is changed, Please reboot to validate
System Reboot now, Are you sure?(Y/N):
        

net cert [def]
説明

証明書ファイルの更新。

付録 B：ファームウェアのアップデート手順

USB 接続を使用した PDU ファームウェアのアップデート

手順

1. https://www.hpe.com/support/hpesc に移動し、 新のファームウェアバージョン HPE.FWをダウ
ンロードします。

このファイルを USB フラッシュドライブに保存します。

2. このフラッシュドライブをネットワーク管理モジュールの USB ポートに挿入します。

3. PDU で USB モードに入り、Select を押します。

4. Setup > USB に移動し、Yes をクリックして USB モードに入ることを確認します。
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5. 新しいファームウェアをアップロードするには、F/W Up を選択し、Yes をクリックします。

6. OLED にファームウェアアップデートの進行状況が表示されます。

7. アップデートが完了したら、USB ドライブを取り外します。

8. USB メニューから Quit を選択して、USB モードを終了します。

9. Yes をクリックして終了を確認します。

PDU が自動的に再起動します。

10. ファームウェアが正常にアップロードされたことを確認するには、Setup > Device > Firmware に移
動します。

Web インターフェイスを使用した PDU ファームウェアのアップデート

手順

1. PDU の IP アドレスを入力して、Web ブラウザーでユーザーインターフェイスを開きます。

2. 管理者の認証情報でログインします。

3. システム管理 > アップデート > ファームウェアに移動します。

4. ファームウェアアップデートダイアログボックスで、HPE.FWファームウェアファイルに移動し、OK
をクリックします。

注記: ファームウェアファイルの名前は HPE.FWです。

5. アップロードを選択します。ネットワーク管理モジュールの 新のファームウェアにアップデートさ
れます。

6. アップロードが完了すると、システムは自動的に再起動されます。

シリアル CLI を使用した PDU ファームウェアのアップデート

手順

1. シリアルハイパーターミナル接続を使用して PDU に接続し、Enter キーを押します。

2. 管理用認証情報でログインします。

3. sys upd serと入力します。

CLI に E801 メッセージが表示されます。

System will enter upgrade mode after reboot
System Reboot now
Are you sure?(Y/N) Y

4. ハイパーターミナルのメニューオプションから、Transfer > Send File に移動します。

5. アップデートされたファームウェアファイル HPE.FWに移動します。

6. Protocol を Ymodem に設定し、Send を選択します。

転送ウィンドウが開きます。このウィンドウは、転送が完了すると自動的に閉じます。

7. アップロードが完了すると、システムは自動的に再起動されます。
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FTP を使用した PDU ファームウェアのアップデート

FTP プログラムを使用して PDU にアクセスするには、PDU の Web インターフェイスまたは CLI を使用
して FTP を有効にする必要があります。

手順

1. Web インターフェイスで、ネットワークの設定 > SSH/FTP 構成に移動します。

2. FTP アクセスを有効にするには、そのチェックボックスを選択します。

3. CLI で、管理者認証情報を使用してログインし、net tcpip FTPs openコマンドを使用します。

4. 管理権限を使用して FTP プログラムにログインします。

5. fwというラベルの付いたフォルダーに、アップデートされた HPE.FWファイルを転送した後、FTP
を閉じます。

注記: HPE.FWは、使用する必要がある唯一のファイルです。アップグレードアクティビティ中に、
ファイルシステムに他のファイルがないことを確認してください。

6. ハイパーターミナルや PuTTY などのプログラムを使用して、SSH 経由で PDU に接続します。

7. 管理権限を使用してログインします。

8. sys upd allと入力します。

以下のメッセージが表示されます。

System will enter upgrade mode after reboot
System Reboot now
Are you sure?(Y/N)

9. Yを入力します。

アップロードが完了すると、システムは自動的に再起動されます。

10. ファームウェアのアップデート時に、必ずしも Web ファイルまたはブートローダーファイルをアッ
プデートする必要はありません。ただし、ユーザーは、これらのファイルタイプを SSH でアップロー
ドできます。

a. FTP プログラムにログインします。

b. 古くなったファイルをアップデートされた Web ファイル（お客様のログイン時に https://
www.hpe.com/support/hpesc から、または営業担当から入手できます）で上書きします。

ブートローダーモードでの PDU ファームウェアのアップデート

手順

1. https://www.hpe.com/support/hpesc に移動し、 新のファームウェアバージョン HPE.FWをダウ
ンロードします。

2. このファイルを USB ドライブに保存します。

3. ネットワーク管理モジュールの USB ポートに USB ドライブを挿入します。

4. Select を押して、PDU で USB モードに入ります。

5. Setup > USB に移動し、Yes をクリックして USB モードに入ることを確認します。

6. 新しいファームウェアをアップロードするには、F/W Up を選択し、Yes をクリックします。
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7. OLED にファームウェアアップデートの進行状況が表示されます。

8. アップデートが完了したら、USB ドライブを取り外します。

9. USB モードを終了するには、USB メニューから Quit を選択します。

10. 終了を確認するには、Yes をクリックします。

11. PDU が自動的に再起動します。

12. ファームウェアが正常にアップロードされたことを確認するには、Setup > Device > Firmware に移
動します。

ブートローダーモードでのファームウェアの復旧

示されている手順に従って、ファームウェア、構成ファイル、およびブートローダーファイルをアップ
デートできますが、それぞれのタイプのアップデートは個別に行う必要があります。Web ファイルは、他
の任意のアップデートと組み合わせてアップデートできます。たとえば、ファームウェアと Web ファイ
ルの組み合わせは 1 回でアップデートできますが、ファームウェアと構成ファイルの組み合わせは、個別
にアップデートする必要があります。

ブートローダーモードでのアップグレード構成

手順

1. USB ポートを介して PDU にアクセスできるようにします。

a. Device Configuration > USB Settings に移動します。

b. Enable USB Access を選択します。

2. 構成をアップロードします。

a. conf.iniを USB ドライブにコピーします。

b. USB ドライブを PDU に挿入します。

c. OLED ディスプレイで USB モードに入ります。

d. Conf up を選択します。

e. 操作が完了したら、USB ドライブを取り出します。

f. USB モードを終了します。
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付録 C：PDU のアラーム

タイプ アラーム

PDU ユニット • PDU unit Active Power Above upper critical

• PDU unit Active Power Above upper warning

• PDU unit Active Power Below lower warning

• PDU unit Active Power Below lower critical

入力フェーズ • Input Phase X Voltage Above upper critical

• Input Phase X Voltage Above upper warning

• Input Phase X Voltage Below lower warning

• Input Phase X Voltage Below lower critical

• Input Phase X Current Above upper critical

• Input Phase X Current Above upper warning

• Input Phase X Current Below lower warning

• Input Phase X Current Below lower critical

回路ブレーカー • Circuit Breaker X Current Above upper critical

• Circuit Breaker X Current Above upper warning

• Circuit Breaker X Current Below lower warning

• Circuit Breaker X Current Below lower critical

• Circuit Breaker Status ON

• Circuit Breaker Status OFF

コンセント • Outlet X Active Power Above upper critical

• Outlet X Active Power Above upper warning

• Outlet X Active Power Below lower warning

• Outlet X Active Power Below lower critical

• Outlet X Immediate ON

• Outlet X Delayed ON

• Outlet X Immediate OFF

• Outlet X Delayed OFF

• Outlet X Delayed REBOOT

• Outlet X Cancel Pending Command

表は続く
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タイプ アラーム

外部センサー • External Sensor X (numerical) Above upper critical

• External Sensor X (numerical) Above upper warning

• External Sensor X (numerical) Below lower warning

• External Sensor X (numerical) Below lower critical

• External Sensor X (state) Alarmed

• External Sensor X (state) Communication lost

システム • System Event log cleared

• System Data log cleared

• System PDU configuration file imported

• System PDU configuration file exported

• System Firmware update completed

• System Firmware update failed

• System Firmware updated started

• System Firmware validation failed

• System LDAP error occurred

• System Network interface link state is up

• System Sending SMTP message failed

• System Network Management Module reset

• System Network Management Module start

• System communication lost

• Daisy-chain state changed

• USB port

ユーザーアクティビティ • User Activity User X Authentication failure

• User Activity User X User logged in

• User Activity User X Session timeout

• User Activity User X User blocked

ユーザー管理 • User Administration Password changed

• User Administration Password settings changed

• User Administration User added

• User Administration User deleted

• User Administration User modified
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アラームリストに割り当てられているトラップコード

クリティカルなアラームに割り当てられているトラップコード

トラップのクラス トラップコード 説明

1 PDU ユニットのアクティブな電源が重要なしきい値を上
回っています。

2 PDU ユニットのアクティブな電源が重要なしきい値を下
回っています。

3
フェーズ 1 の電圧が重要なしきい値を上回っています。

4
フェーズ 2 の電圧が重要なしきい値を上回っています。

5
フェーズ 3 の電圧が重要なしきい値を上回っています。

6
フェーズ 1 の電圧が重要なしきい値を下回っています。

7
フェーズ 2 の電圧が重要なしきい値を下回っています。

8
フェーズ 3 の電圧が重要なしきい値を下回っています。

9
フェーズ 1 の電流が重要なしきい値を上回っています。

10
フェーズ 2 の電流が重要なしきい値を上回っています。

11
フェーズ 3 の電流が重要なしきい値を上回っています。

12
フェーズ 1 の電流が重要なしきい値を下回っています。

13
フェーズ 2 の電流が重要なしきい値を下回っています。

重要なトラップ 14
フェーズ 3 の電流が重要なしきい値を下回っています。

15～26
回路ブレーカー（1～12）の電流が重要なしきい値を上回って
います。

27～38
回路ブレーカー（1～12）の電流が重要なしきい値を下回って
います。

39～50
回路ブレーカー（1～12）はオフの状態です。

51～98
コンセント（1～48）のアクティブな電源が重要なしきい値を
上回っています。

表は続く
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トラップのクラス トラップコード 説明

99～146
コンセント（1～48）のアクティブな電源が重要なしきい値を
下回っています。

147～152
センサー 1～6 の温度/湿度が重要なしきい値を上回っていま
す。

153～158
センサー 1～6 の温度/湿度が重要なしきい値を下回っていま
す。

159～170 未使用

171～? xxx と xxx 間の通信が失われました。

180 PDU ファームウェアのアップデートに失敗しました。

181 PDU ファームウェアの検証に失敗しました。

182 SMTP メッセージの送信に失敗しました。

183～? ユーザー xx の認証に失敗しました。

警告アラームに割り当てられているトラップコード

トラップのクラス トラップコード 説明

200 PDU ユニットのアクティブな電源が警告しきい値を上回っ
ています。

201 PDU ユニットのアクティブな電源が警告しきい値を下回っ
ています。

202
フェーズ 1 の電圧が警告しきい値を上回っています。

203
フェーズ 2 の電圧が警告しきい値を上回っています。

204
フェーズ 3 の電圧が警告しきい値を上回っています。

205
フェーズ 1 の電圧が警告しきい値を下回っています。

206
フェーズ 2 の電圧が警告しきい値を下回っています。

207
フェーズ 3 の電圧が警告しきい値を下回っています。

208
フェーズ 1 の電流が警告しきい値を上回っています。

209
フェーズ 2 の電流が警告しきい値を上回っています。

210
フェーズ 3 の電流が警告しきい値を上回っています。

表は続く
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トラップのクラス トラップコード 説明

211
フェーズ 1 の電流が警告しきい値を下回っています。

212
フェーズ 2 の電流が警告しきい値を下回っています。

213
フェーズ 3 の電流が警告しきい値を下回っています。

警告のトラップ 214～225
回路ブレーカー（1～12）の電流が警告しきい値を上回ってい
ます。

226～237
回路ブレーカー（1～12）の電流が警告しきい値を下回ってい
ます。

238～249
回路ブレーカー（1～12）はオフの状態です。

250～297
コンセント（1～48）のアクティブな電源が警告しきい値を上
回っています。

298～345
コンセント（1～48）のアクティブな電源が警告しきい値を下
回っています。

346～350
センサー 1～5 の温度/湿度が警告しきい値を上回っていま
す。

351～355
センサー 1～5 の温度/湿度が警告しきい値を下回っていま
す。

356～379 未使用

情報アラームに割り当てられているトラップコード

トラップのクラス トラップコード 説明

380～391
回路ブレーカー 1～12 はオンの状態です。

392～439
コンセント 1～48 は即時オンになりました。

440～487
コンセント 1～48 は遅れてオンになりました。

488～535
コンセント 1～48 は即時オフになりました。

536～583
コンセント 1～48 は遅れてオフになりました。

584～631
コンセント 1～48 は即時再起動されました。

632～679
コンセント 1～48 は遅れて再起動されました。

表は続く
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トラップのクラス トラップコード 説明

680～727
コンセント 1～48 で保留中のコマンドがキャンセルされまし
た。

728～739 未使用

740 イベントログが消去されました。

741 データログが消去されました。

742 PDU の構成ファイルがインポートされました。

743 PDU の構成ファイルがエクスポートされました。

744 ファームウェアのアップデートが完了しました。

重要なトラップ 745 ファームウェアのアップデートが開始されました。

746 LDAP エラーが発生しました。

747 ネットワークインターフェイスリンクは動作状態です。

748 通信モジュールがリセットされました。

749 通信モジュールが起動しました。

750 デイジーチェーンの状態が変更されました。

751 USB ポートは?

752 ユーザー xxx がログインしています。

753 ユーザー xxx のセッションタイムアウト。

754 ユーザー xxx がブロックされました。

755 ユーザー xxx のパスワードが変更されました。

756 ユーザーパスワードの設定が変更されました。

757 ユーザー xxx が追加されました。

758 ユーザー xxx が削除されました。

759 ユーザー xxx が変更されました。

トラップのクリア 760 管理ユーザーがログアウトしました。

770 PDU ユニットのアクティブな電源アラームがクリアされま
した。

773～775 位相（1～3）電圧アラームがクリアされました。

776～778 位相（1～3）電流アラームがクリアされました。

791～838 コンセント（1～48）のアクティブな電源アラームがクリアさ
れました。

839～844 センサー（1-6）温度アラームがクリアされました。

付録 D：水平ネットワーク管理モジュールの交換

手順

1. ネットワーク管理モジュールの左右のつまみネジを反時計回りに回して緩めます。
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2. ネットワーク管理モジュールを PDU から引き出します。

3. 新しいネットワーク管理モジュールを挿入します。
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4. ネットワーク管理モジュールの位置を合わせ、つまみネジを時計回りに回して締めます。

付録 E：垂直ネットワーク管理モジュールの交換

手順

1. T10 トルクスドライバーを使って、ネットワーク管理モジュールの上部と下部のネジを外します。
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2. リボンケーブルの解除ボタンを押し、ネットワーク管理モジュールと PDU から取り外します。
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3. リボンケーブルを交換用のネットワーク管理モジュールと PDU に接続します。
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4. 交換用のネットワーク管理モジュールを PDU に挿入し、2 つのネジを締めます。
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付録 F：Systems Insight Manager との統合

PDU の検出

HPE SIM は、デバイス検出プロセスで PDU を自動検出します。SIM のすべてのシステムページには、検
出された PDU へのリンクが表示されます。SIM で PDU を検出するには、事前に、PDU を取り付けて稼
動させておく必要があります。

デフォルト値を使用しない場合、SIM のインストールディレクトリ内の CONFIG ディレクトリにある
additionalwsdisc.props ファイルに新しいエントリーを作成して、SIM が PDU を正しく検出および識別で
きるようにすることができます。additionalwsdisc.props ファイルの編集手順について詳しくは、同じ
ディレクトリにある additionalwsdisc.txt ファイルを参照してください。

次の例は、PDU エントリーを加えた ADDITIONALWSDISC.PROPS ファイルです。

# ----------------------------------------------------
# Additional Web Server Discovery Properties
#
# ----------------------------------------------------
# NOTE: See "additionalWsDisc_README.txt" for a description of entries in
# this file and how to add or remove additional web server ports used for
# discovery and identification.
# ----------------------------------------------------
#
# ----------------------------------------------------
# The following are actual web server ports enabled by default.
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# To remove them from the discovery process, comment out the line with a '#'
# or remove it. You will need to restart the HPE SIM service for 
# the changes to take effect. In addition you will need to run the Device 
# Identification task to find any new ports that were defined.
# ----------------------------------------------------
411=Director Agent, ,true,false, ,http
3201=Compaq TaskSmart, ,true,false, ,https
8008=Default Home Page, ,true,false, ,http
1311=Server
Administrator, ,true,false, ,https
1234=HP PDU, ,true,false, ,https
後のエントリーにより、SIM は、ポート 1234 で動作し HTTPS（Secure Socket Layer プロトコル）を

使用する PDU を検出します。

変更を適用するには、SIM サービスを再起動する必要があります。

Systems Insight Manager の概要

Systems Insight Manager を使用して、次の作業を実行します。

• PDU の検出 - SIM は検出プロセスの一環として、取り付けられている PDU を検出できます。検出さ
れた PDU の Web インターフェイスは、SIM のすべてのシステムページから起動できます。

• PDU からの SNMP トラップの受信 - PDU は、トラップ内に URL が含まれているイベントベースのト
ラップを SIM に送信できます。管理者は、この機能を使用して、PDU の Web インターフェイスをそ
の場で簡単に起動できます。たとえば、アラーム状態を検出した PDU は、リンク付きのトラップを
SIM に送信できます。ユーザーは、このハイパーリンクから、接続された PDU の概要画面に直接アク
セスできます。

• SIM 内から PDU Web インターフェイスを起動します。

◦ すべてのシステムページ - 検出されたすべての PDU は、すべてのシステムページに表示されます。
ブラウザーセッションを起動するには、System Name 欄のリンクをクリックします。

◦ イベントベースのトラップ - トラップが送信される原因となったデバイスの概要画面と直接リンク
付けられている URL が各トラップ内に含まれています。
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HPE SIM のトラップ受信構成

前提条件

SIM がトラップを受信するには、事前に、正しい MIB ファイル（cpqpower.mib）をコンパイルして SIM
に登録する必要があります。Power MIB をダウンロードするには、Hewlett Packard Enterprise の Web サ
イト（http://www.hpe.com/info/rackandpower）にアクセスしてください。

手順

1. MIB ファイルを HPE\Systems Insight Manager\mibsフォルダーにコピーします。

2. HPE\Systems Insight Manager\mibsフォルダーで、コマンドラインから mcompile
cpqpower.mibを実行して新しい MIB をコンパイルします。cpqpower.cfgという名前の新しい
ファイルが作成されます。

3. HPE\Systems Insight Manager\mibsコマンドラインで mxmib -a cpqpower.cfgと入力し
て、新しい MIB を登録します。

4. コマンドラインで HP\Systems Insight Manager\mibs>mxmibと入力して、新しい MIB がリス
トに示されていることを確認します。

注記: SIM での MIB のアップロードおよび登録の詳細については、Hewlett Packard Enterprise
Information Library の Systems Insight Manager テクニカルリファレンスガイドを参照してくださ
い。

PDU の SIM への SNMP トラップ送信構成

手順

1. PDU の Web インターフェイスで、Setup タブをクリックします。

2. リモート管理メニューをクリックします。

3. トラップ受信者タブで、SIM サーバーを SNMP トラップ受信先として追加します。

4. イベント通知タブで、SIM にアラート通知を送信するように PDU を構成します。

付録 G：Redfish URL のサポート
このセクションには、DMTF 標準に準拠した Redfish URL の操作情報が含まれています。

サポートされている Redfish サービス

URL：https://<ip_addr>/redfish/v1/

説明

これは Redfish サービスルートの URL です。この URI で GET を実行して、使用可能な Redfish サービス
のリストをフェッチします。

応答例

{
    "links": {
        "Session": {
            "@odata.id": "/redfish/v1/SessionService/Sessions"
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        }
    },
    "SessionService": {
        "@odata.id": "/redfish/v1/SessionService"
    },
    "@odata.type": "ServiceRoot.v1_6_0.ServiceRoot",
    "JsonSchemas": {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Schemas"
    },
    "DataService": {
        "@odata.id": "/redfish/v1/DataService"
    },
    "@Redfish.Copyright": "Copyright 2014-2018 DMTF. For the full DMTF 
copyright policy, see http://www.dmtf.org/about/policies/copyright.",
    "Id": "RootService",
    "AccountService": {
        "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService"
    },
    "Name": "Redfish Root Service",
    "@odata.id": "/redfish/v1",
    "Manager": {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Managers"
    },
    "PowerDistribution": {
        "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs"
    },
    "EventService": {
        "@odata.id": "/redfish/v1/EventService"
    },
    "RedfishVersion": "1.6.0"
}

セッション

URL：https://<ip_addr>/redfish/v1/SessionService

説明

これは PDU セッションサービスの URL です。この URL で GET を実行して、PDU セッションサービス
データを取得します。

応答例

{
    "Status": {
        "State": "Enabled",
        "Health": "OK"
    },
    "@odata.id": "/redfish/v1/SessionService",
    "@odata.type": "#SessionService.1.1.6.SessionService",
    "id": "Session Service",
    "Name": "Session Service",
    "Description": "Session Service",
    "SessionTimeout": 10,
    "ServiceEnabled": true,
    "Sessions": {
        "@odata.id": "/redfish/v1/SessionService/Sessions"
    },
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    "@Redfish.Copyright": "Copyright 2014-2018 DMTF. For the full DMTF 
copyright policy, see http://www.dmtf.org/about/policies/copyright."
}
URL：https://<ip_addr>/redfish/v1/SessionService/Sessions

説明

これは PDU アクティブセッションの URL です。この URL で GET を実行して、PDU でアクティブな
セッション数のリストを表示します。

応答例

{
    "@odata.id": "/redfish/v1/SessionService/Sessions/",
    "@odata.type": "#SessionCollection.SessionCollection",
    "Name": "Session Collection",
    "Members@odata.count": 1,
    "@Redfish.Copyright": "Copyright 2014-2018 DMTF. For the full DMTF 
copyright policy, see http://www.dmtf.org/about/policies/copyright.",
    "Members": [
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/SessionService/Sessions/1480096863"
        }
    ]
}
URL：https://<ip_addr>/redfish/v1/SessionService/Sessions/{session_ids}

説明

これは PDU アクティブセッションの URL です。この URL で GET を実行して、アクティブセッション
ID の詳細を取得します。

応答例

{
    "@Redfish.Copyright": "Copyright 2014-2018 DMTF. For the full DMTF 
copyright policy, see http://www.dmtf.org/about/policies/copyright.",
    "@odata.type": "#Session.1.0.0.Session",
    "@odata.id": "/redfish/v1/SessionService/Sessions/1480096863",
    "UserName": "admin",
    "Name": "User Session",
    "Description": "adminUser Session",
    "Id": 1480096863
}

アカウント

URL：https://<ip_addr>/redfish/v1/AccountService

説明

これは PDU アカウントサービスの URL です。この URL で GET を実行して、アカウントサービスの詳細
を取得します。

応答例

{
    "@odata.type": "#AccountService.1.7.0.AccountService",
    "AuthFailureLoggingThreshold": 3,
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    "@Redfish.Copyright": "Copyright 2014-2018 DMTF. For the full DMTF 
copyright policy, see http://www.dmtf.org/about/policies/copyright.",
    "Name": "Account Service",
    "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService",
    "Status": {
        "State": "Enabled",
        "Health": "OK"
    },
    "Description": "Account Service",
    "ServiceEnabled": true,
    "Id": "Account Service",
    "AccountLockoutDuration": 10,
    "Accounts": {
        "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Accounts"
    },
    "MinPasswordLength": 8,
    "AccountLockoutThreshold": 3,
    "Roles": {
        "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Roles"
    }
}
URL：https://<ip_addr>/redfish/v1/AccountService/Accounts

説明

これは PDU アカウントサービスの URL です。この URL で GET を実行して、存在するアカウントのリス
トを取得します。

応答例

{
    "@Redfish.Copyright": "Copyright 2014-2018 DMTF. For the full DMTF 
copyright policy, see http://www.dmtf.org/about/policies/copyright.",
    "@odata.type": "#ManagerAccountCollection.ManagerAccountCollection",
    "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Accounts",
    "Name": "Accounts Collection",
    "Members@odata.count": 3,
    "Members": [
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Accounts/1"
        },
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Accounts/2"
        },
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Accounts/3"
        }
    ]
}

URL：https://<ip_addr>/redfish/v1/AccountService/Accounts/{user_id}

説明

これは PDU アカウントサービスの URL です。この URL で GET を実行して、アカウント ID の詳細を取
得します。
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応答例

{
    "Locked": false,
    "Password": 0,
    "@odata.type": "#ManagerAccount.v1_5_0.ManagerAccount",
    "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Accounts/1",
    "Description": "User Account",
    "Id": "1",
    "Name": "User Account",
    "Username": "admin",
    "Enabled": true,
    "@Redfish.Copyright": "Copyright 2014-2018 DMTF. For the full DMTF 
copyright policy, see http://www.dmtf.org/about/policies/copyright.",
    "RoleId": "admin",
    "Links": {
        "Role": {
            "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Roles/admin"
        }
    }
}
URL：https://<ip_addr>/redfish/v1/AccountService/Roles

説明

これは PDU 役割サービスの URL です。この URL で GET を実行して、存在する役割のリストを取得しま
す。

応答例

{
    "@odata.type": "#RoleCollection.RoleCollection",
    "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Roles",
    "Name": "Roles Collection",
    "Members@odata.count": 3,
    "@Redfish.Copyright": "Copyright 2014-2018 DMTF. For the full DMTF 
copyright policy, see http://www.dmtf.org/about/policies/copyright.",
    "Members": [
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Roles/admin"
        },
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Roles/user"
        },
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Roles/manager"
        }
    ]
}

URL：https://<ip_addr>/redfish/v1/AccountService/Roles/{rolename}

説明

これは PDU 役割サービスの URL です。この URL で GET を実行して、役割の詳細と特権を取得します。
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応答例

{
    "@odata.type": "#Role.1.2.4.Role",
    "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Roles/admin",
    "Description": "admin operation",
    "Id": "admin",
    "Name": "User Role",
    "OemPrivileges": [
        "OemClearLog",
        "OemPowerControl"
    ],
    "IsPredefined": true,
    "privilege": [
        "Change Data Logging Settings",
        "Change Date/Time Settings",
        "Change Event Settings",
        "Change External Sensors Configuration",
        "Change Local User Management",
        "Change Network Configuration",
        "Change Own Password",
        "Change PDU Settings",
        "Change SNMP Settings",
        "Change Security Settings",
        "Change USB Settings",
        "Firmware Update",
        "Network Card Reset",
        "Switch Outlet",
        "Operate Configuration File",
        "Change Input Phase Setting",
        "Change Circuit Breaker Setting",
        "Change Network Service",
        "Change SMTP Setting",
        "Change Server Reachability",
        "Disconnect Other User",
        "Run Diagnostics",
        "Clear Data/Event Log",
        "Change LDAP Setting",
        "Change Outlet Setting"
    ],
    "@Redfish.Copyright": "Copyright 2014-2018 DMTF. For the full DMTF 
copyright policy, see http://www.dmtf.org/about/policies/copyright."
}

マネージャー

URL：https://<ip_addr>/redfish/v1/Managers

説明

この URL で GET を実行して、マネージャーの役割を持つユーザーのリストを取得します。

応答例

{
    "@Redfish.Copyright": "Copyright 2014-2018 DMTF. For the full DMTF 
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copyright policy, see http://www.dmtf.org/about/policies/copyright.",
    "@odata.type": "#ManagerCollection.ManagerCollection",
    "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/",
    "Oem": {},
    "Members@odata.count": 1,
    "Name": "Manager Collection",
    "Members": [
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/manager"
        }
    ]
}
URL：https://<ip_addr>/redfish/v1/Managers/manager

説明

この URL で GET を実行して、サポートされているネットワークサービスの詳細を取得します。

応答例

{
    "Name": "Manager",
    "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/manager",
    "DateTime": "22-02-07T13:58:10+00:00",
    "Status": {
        "State": "Enabled",
        "Health": "OK"
    },
    "SerialConsole": {
        "ServiceEnabled": true,
        "MaxConcurrentSessions": 1,
        "ConnectTypesSupported": [
            "Serial",
            "SSH"
        ]
    },
    "@odata.type": "#Manager.1.7.0.Manager",
    "FirmwareVersion": "2.0.0.N",
    "NetworkProtocol": {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/NetworkService"
    },
    "Id": "manager",
    "Description": "Manager View",
    "DateTimeLocalOffset": "+00:00",
    "CommandShell": {
        "ServiceEnabled": true,
        "MaxConcurrentSessions": 1,
        "ConnectTypesSupported": [
            "SSH"
        ]
    },
    "PowerState": "On",
    "@Redfish.Copyright": "Copyright 2014-2018 DMTF. For the full DMTF 
copyright policy, see http://www.dmtf.org/about/policies/copyright.",
    "GraphicalConsole": {
        "ServiceEnabled": true,
        "MaxConcurrentSessions": 1,
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        "ConnectTypesSupported": "KVMIP"
    },
    "LogServices": {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LogServices"
    },
    "Actions": {
        "#Manager.Reset": {
            "target": "/redfish/v1/Managers/1/Actions/Manager.Reset/"
        }
    }
}
URL：https://<ip_addr>/redfish/v1/Managers/manager/NetworkProtocol

説明

この URL で GET を実行して、サポートされているネットワークプロトコルと有効になっているポートの
詳細を取得します。

応答例

{
    "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/NetworkProtocol/",
    "Name": "Manager Network Protocol",
    "Status": {
        "State": "Enabled",
        "Health": "OK"
    },
    "@odata.type": "#ManagerNetworkProtocol.v1_5_0.ManagerNetworkProtocol",
    "HostName": "10.10.106.111",
    "Description": "Manager Network Service",
    "HTTPS": {
        "ProtocolEnabled": true,
        "Port": 443
    },
    "Id": "NetworkProtocol",
    "SSH": {
        "ProtocolEnabled": true,
        "Port": 22
    },
    "SSDP": {
        "ProtocolEnabled": false,
        "NotifyMulticastIntervalSeconds": 0,
        "Port": 0,
        "NotifyIPv6Scope": "no",
        "NotifyTTL": 0
    },
    "FQDN": "no",
    "IPMI": {
        "ProtocolEnabled": false,
        "Port": 0
    },
    "HTTP": {
        "ProtocolEnabled": false,
        "Port": 80
    },
    "SNMP": {
        "ProtocolEnabled": true,
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        "Port": 161
    },
    "VirtualMedia": {
        "ProtocolEnabled": false,
        "Port": 0
    },
    "Telnet": {
        "ProtocolEnabled": false,
        "Port": 0
    },
    "KVMIP": {
        "ProtocolEnabled": false,
        "Port": 0
    },
    "Oem": {},
    "@Redfish.Copyright": "Copyright 2014-2018 DMTF. For the full DMTF 
copyright policy, see http://www.dmtf.org/about/policies/copyright."
}

URL：https://<ip_addr>/redfish/v1/Managers/manager/1/LogServices

説明

この URL で GET を実行して、ログサービスの詳細を取得します。

応答例

{
    "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LogServices",
    "@odata.type": "#LogServiceCollection.LogServiceCollection",
    "Name": "Log Service Collection",
    "Description": "Collection of Log Services for this Manager",
    "Members@odata.count": 1,
    "Members": {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LogServices/Log"
    },
    "@Redfish.Copyright": "Copyright 2014-2018 DMTF. For the full DMTF 
copyright policy, see http://www.dmtf.org/about/policies/copyright."
}

URL：https://<ip_addr>/redfish/v1/Managers/manager/1/LogServices/Log

説明

この URL で GET を実行して、ログサービスの詳細を取得します。

応答例

{
    "Name": "System Log Service",
    "DateTime": "22-02-07T14:14:51+00:00",
    "Status": {
        "State": "Enabled",
        "Health": "OK"
    },
    "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LogServices/Log",
    "MaxNumberOfRecords": 500,
    "Actions": {
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        "#LogService.ClearLog": {
            "target": "/redfish/v1/Managers/1/LogServices/Log/Actions/
LogService.Reset"
        }
    },
    "@odata.type": "#LogService.v1_1_3.LogService",
    "ServiceEnabled": true,
    "Id": "Log",
    "OverWritePolicy": "WrapsWhenFull",
    "DateTimeLocalOffset": "+00:00",
    "Entries": {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LogServices/Log/Entries"
    },
    "Oem": {},
    "@Redfish.Copyright": "Copyright 2014-2018 DMTF. For the full DMTF 
copyright policy, see http://www.dmtf.org/about/policies/copyright."
}

URL：https://<ip_addr>/redfish/v1/Managers/manager/1/LogServices/Log/Entries

説明

この URL で GET を実行して、イベントログのエントリーを取得します。

応答例

04/02/2022      19:16:14        External Sensor Measurement     External sensor T1 of PDU 1  asserted above upper critical
04/02/2022      19:16:10        External Sensor Measurement     External sensor T1 of PDU 1  deasserted above upper critical
04/02/2022      19:13:56        External Sensor Measurement     External sensor T1 of PDU 1  asserted above upper critical
04/02/2022      18:51:49        External Sensor Measurement     External sensor T1 of PDU 1  deasserted above upper critical
04/02/2022      18:51:09        External Sensor Measurement     External sensor T1 of PDU 1  asserted above upper critical
04/02/2022      18:27:01        External Sensor Measurement     External sensor T1 of PDU 1  deasserted above upper critical
04/02/2022      18:26:57        External Sensor Measurement     External sensor T1 of PDU 1  asserted above upper critical
04/02/2022      18:25:56        External Sensor Measurement     External sensor T1 of PDU 1  deasserted above upper critical
04/02/2022      18:25:29        External Sensor Measurement     External sensor T1 of PDU 1  asserted above upper critical
04/02/2022      18:06:47        External Sensor Measurement     External sensor T1 of PDU 1  deasserted above upper critical
04/02/2022      18:06:03        External Sensor Measurement     External sensor T1 of PDU 1  asserted above upper critical
04/02/2022      17:11:56        External Sensor Measurement     External sensor RH of PDU 2 HPE_2.0.0.N communication OK
04/02/2022      17:11:51        External Sensor Measurement     External sensor door of PDU 2 HPE_2.0.0.N communication OK
04/02/2022      17:11:46        System                          Daisy Chain  of PDU 2 HPE_2.0.0.N connected
04/02/2022      17:11:41        External Sensor Measurement     External sensor RH of PDU 1  communication OK
04/02/2022      17:11:28        External Sensor Measurement     External sensor T1 of PDU 1  communication OK
04/02/2022      17:11:20        External Sensor Measurement     External sensor T3 of PDU 1  communication OK
04/02/2022      17:11:18        External Sensor Measurement     External sensor T2 of PDU 1  communication OK
04/02/2022      17:11:17        External Sensor Measurement     External sensor DOOR SWITCH of PDU 1  communication OK
04/02/2022      17:11:11        System                          The 10.10.106.111 network interface link of PDU 1  is now up
04/02/2022      17:11:02        System                          Network Card of PDU 1  started
04/02/2022      15:51:51        External Sensor Measurement     External sensor RH of PDU 2 HPE_2.0.0.N communication OK
04/02/2022      15:51:51        External Sensor Measurement     External sensor T3 of PDU 2 HPE_2.0.0.N communication OK
04/02/2022      15:51:50        External Sensor Measurement     External sensor T1 of PDU 2 HPE_2.0.0.N communication OK
04/02/2022      15:51:49        External Sensor Measurement     External sensor T2 of PDU 2 HPE_2.0.0.N communication OK
04/02/2022      15:51:49        External Sensor Measurement     External sensor door of PDU 2 HPE_2.0.0.N communication OK
04/02/2022      15:51:48        External Sensor Measurement     External sensor T1 of PDU 1  communication OK
04/02/2022      15:51:46        System                          Daisy Chain  of PDU 2 HPE_2.0.0.N connected

電源装置

URL：https://<ip_addr>/redfish/v1/PowerEquipment

説明

これは電源装置の URL です。この URL で GET を実行して、サポートされている電源装置の詳細を取得
します。
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応答例

{
    "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment",
    "Status": {
        "State": "Enabled",
        "HealthRollup": "OK"
    },
    "@odata.type": "#PowerEquipment.v1_0_0.PowerEquipment",
    "Id": "PowerEquipment",
    "Name": "DCIM Power Equipment",
    "Links": {},
    "RackPDUs": {
        "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs"
    },
    "@Redfish.Copyright": "Copyright 2014-2018 DMTF. For the full DMTF 
copyright policy, see http://www.dmtf.org/about/policies/copyright."
}
URL：https://<ip_addr>/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs

説明

この URL で GET を実行して、接続されているラック PDU のリストを取得します。

応答例

{
    "@Redfish.Copyright": "Copyright 2014-2018 DMTF. For the full DMTF 
copyright policy, see http://www.dmtf.org/about/policies/copyright.",
    "@odata.type": 
"#PowerDistributionCollection.PowerDistributionCollection",
    "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/",
    "Name": "RackPDU Collection",
    "Members@odata.count": 2,
    "Members": [
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1"
        },
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/2"
        }
    ]
}
URL：https://<ip_addr>/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/{pdu_id}

説明

これはラック PDU の URL です。この URL で GET を実行して、ラック PDU とサポートされている URL
の詳細を取得します。

応答例

{
    "Model": "230V, 32A, 22.1kVA, 50/60Hz",
    "@odata.type": "#PowerDistribution.v1_0_0.PowerDistribution",
    "Mains": {
        "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Mains"
    },
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    "ProductionDate": "2022-02-04T14:40:04Z",
    "UUID": "NULL",
    "FirmwareVersion": "2.0.0.N",
    "OutletGroups": {
        "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/OutletGroups"
    },
    "Outlets": {
        "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Outlets"
    },
    "Branches": {
        "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Branches"
    },
    "EquipmentType": "RackPDU",
    "Id": 1,
    "AssetTag": "NULL",
    "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1",
    "Status": {
        "State": "Enabled",
        "Health": "OK"
    },
    "Name": "",
    "Sensors": {
        "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Sensors"
    },
    "SerialNumber": "SERIAL1",
    "Version": "1.6.0",
    "Manufacturer": "CIS",
    "PartNumber": "P9S25A",
    "Location": {
        "Placement": {
            "Row": ""
        }
    },
    "Metrics": {
        "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Metrics"
    },
    "@Redfish.Copyright": "Copyright 2014-2018 DMTF. For the full DMTF 
copyright policy, see http://www.dmtf.org/about/policies/copyright."
}

分岐

URL：https://<ip_addr>/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/{pdu_id}/Branches

説明

これはラック PDU - 分岐の URL です。この URL で GET を実行して、PDU に存在する分岐（回路ブレー
カー）のリストを取得します。

応答例

{
    "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Branches/",
    "@odata.type": "#CircuitCollection.CircuitCollection",
    "Name": "Branch Circuit Collection",
    "Members@odata.count": 6,
    "@Redfish.Copyright": "Copyright 2014-2018 DMTF. For the full DMTF 
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copyright policy, see http://www.dmtf.org/about/policies/copyright.",
    "Branch": [
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Branches/A"
        },
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Branches/B"
        },
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Branches/C"
        },
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Branches/D"
        },
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Branches/E"
        },
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Branches/F"
        }
    ]
}
URL：https://<ip_addr>/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/{pdu_id}/Branches/
{Branch_ID}

説明

これはラック PDU - 分岐の URL です。この URL で GET を実行して、分岐レベルとその分岐に属するコ
ンセントから PDU の読み取り値を取得します。

応答例

{
    "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Branches/A",
    "Name": "Branch Circuit A",
    "Status": {
        "State": "Enabled",
        "Health": "OK"
    },
    "PolyPhasePowerWatts": {
        "Line1ToNeutral": {
            "DataSourceUri": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Sensors/
PowerA",
            "Reading": 0.0,
            "PowerFactor": 1.0,
            "ApparentVA": 0.0,
            "ReactiveVAR": 0.0
        }
    },
    "@odata.type": "#Circuit.v1_0_0.Circuit",
    "@Redfish.Copyright": "Copyright 2014-2018 DMTF. For the full DMTF 
copyright policy, see http://www.dmtf.org/about/policies/copyright.",
    "PolyPhaseCurrentAmps": {
        "Line1": {
            "DataSourceUri": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Sensors/
CurrentA",
            "Reading": 0.0
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        },
        "PowerWatts": {
            "DataSourceUri": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Sensors/
PowerA",
            "Reading": 0.0,
            "PowerFactor": 1.0,
            "ApparentVA": 0.0,
            "ReactiveVAR": 0.0
        }
    },
    "PhaseWiringType": "ThreePhase5Wire",
    "Id": "1",
    "CurrentAmps": {
        "DataSourceUri": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Sensors/
CurrentA",
        "Reading": 0.0
    },
    "CircuitType": "Branch",
    "RatedCurrentAmps": 32,
    "NominalVoltage": "AC230V",
    "BreakerState": "Normal",
    "PolyPhaseVoltage": {
        "Line1ToNeutral": {
            "DataSourceUri": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Sensors/
VoltageAL1N",
            "Reading": 227.41299438476564
        }
    },
    "FrequencyHz": {
        "DataSourceUri": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Sensors/
FrequencyA",
        "Reading": 50.020000457763672
    },
    "EnergykWh": {
        "DataSourceUri": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Sensors/
EnergyA",
        "Reading": 0.0
    },
    "Outlets": [
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Outlets/
OUTLET1"
        },
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Outlets/
OUTLET2"
        },
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Outlets/
OUTLET3"
        },
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Outlets/
OUTLET4"
        },
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Outlets/
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OUTLET5"
        },
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Outlets/
OUTLET6"
        },
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Outlets/
OUTLET7"
        },
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Outlets/
OUTLET8"
        }
    ],
    "Actions": {
        "#Circuit.BreakerControl": {
            "target": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Branches/A/
Circuit.BreakerControl"
        },
        "#Outlet.ResetMetrics": {
            "target": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Branches/A/
Circuit.BreakerControl"
        }
    }
}

コンセント

URL：https://<ip_addr>/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/{pdu_id}/Outlets

説明

これはラック PDU - コンセントの URL です。この URL で GET を実行して、コンセントの数とサポート
されている URL を取得します。

応答例

{
    "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Outlets",
    "@odata.type": "#OutletCollection.OutletCollection",
    "Name": "Outlet Collection",
    "Members@odata.count": 48,
    "@Redfish.Copyright": "Copyright 2014-2018 DMTF. For the full DMTF 
copyright policy, see http://www.dmtf.org/about/policies/copyright.",
    "Outlets": [
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Outlets/
OUTLET1"
        },
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Outlets/
OUTLET2"
        },
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Outlets/
OUTLET3"
        },
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        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Outlets/
OUTLET4"
        },
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Outlets/
OUTLET5"
        },
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Outlets/
OUTLET6"
        },
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Outlets/
OUTLET7"
        },
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Outlets/
OUTLET8"
        },
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Outlets/
OUTLET9"
        },
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Outlets/
OUTLET10"
        },
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Outlets/
OUTLET11"
        },
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Outlets/
OUTLET12"
        },
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Outlets/
OUTLET13"
        },
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Outlets/
OUTLET14"
        },
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Outlets/
OUTLET15"
        },
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Outlets/
OUTLET16"
        },
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Outlets/
OUTLET17"
        },
        {
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            "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Outlets/
OUTLET18"
        },
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Outlets/
OUTLET19"
        },
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Outlets/
OUTLET20"
        },
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Outlets/
OUTLET21"
        },
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Outlets/
OUTLET22"
        },
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Outlets/
OUTLET23"
        },
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Outlets/
OUTLET24"
        },
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Outlets/
OUTLET25"
        },
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Outlets/
OUTLET26"
        },
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Outlets/
OUTLET27"
        },
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Outlets/
OUTLET28"
        },
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Outlets/
OUTLET29"
        },
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Outlets/
OUTLET30"
        },
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Outlets/
OUTLET31"
        },
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Outlets/

付録 180



OUTLET32"
        },
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Outlets/
OUTLET33"
        },
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Outlets/
OUTLET34"
        },
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Outlets/
OUTLET35"
        },
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Outlets/
OUTLET36"
        },
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Outlets/
OUTLET37"
        },
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Outlets/
OUTLET38"
        },
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Outlets/
OUTLET39"
        },
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Outlets/
OUTLET40"
        },
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Outlets/
OUTLET41"
        },
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Outlets/
OUTLET42"
        },
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Outlets/
OUTLET43"
        },
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Outlets/
OUTLET44"
        },
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Outlets/
OUTLET45"
        },
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Outlets/
OUTLET46"
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        },
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Outlets/
OUTLET47"
        },
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Outlets/
OUTLET48"
        }
    ]
}
URL：https://<ip_addr>/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/{pdu_id}/Outlets/
OUTLET#

説明

これはラック PDU - コンセントの URL です。この URL で GET を実行して、照会されたコンセントの詳
細と読み取り値を取得します。

応答例

{
    "RatedCurrentAmps": 32,
    "IndicatorLED": "Lit",
    "Name": "Outlet OUTLET1, Branch Circuit A",
    "Status": {
        "Health": "OK",
        "State": "Enabled"
    },
    "@odata.type": "#Outlet.v1_0_0.Outlet",
    "PolyPhaseCurrentAmps": {
        "Line1": {
            "DataSourceUri": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Sensors/
CurrentOUTLET1",
            "Reading": 0.0
        }
    },
    "PhaseWiringType": "ThreePhase5Wire",
    "Id": "OUTLET1",
    "OutletType": "IEC_60320_C19",
    "VoltageType": "AC",
    "Actions": {
        "#Outlet.PowerControl": {
            "target": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Outlets/OUTLET1/
Outlet.PowerControl"
        },
        "#Outlet.ResetMetrics": {
            "target": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Outlets/OUTLET1/
Outlet.ResetMetrics"
        }
    },
    "PowerOffDelaySeconds": 0,
    "PowerOnDelaySeconds": 0,
    "NominalVoltage": "AC230V",
    "Links": {
        "BranchCircuit": {
            "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Branches/A"
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        },
        "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Outlets/OUTLET1",
        "@Redfish.Copyright": "Copyright 2014-2018 DMTF. For the full DMTF 
copyright policy, see http://www.dmtf.org/about/policies/copyright."
    },
    "PowerState": "On",
    "PowerEnabled": true,
    "Voltage": {
        "DataSourceUri": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Sensors/
VoltageOUTLET1",
        "Reading": 227.38600158691408
    },
    "PolyPhaseVoltage": {
        "Line1ToNeutral": {
            "DataSourceUri": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Sensors/
VoltageOUTLET1",
            "Reading": 227.38600158691408
        }
    },
    "CurrentAmps": {
        "DataSourceUri": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Sensors/
CurrentOUTLET1",
        "Reading": 0.0
    },
    "PowerWatts": {
        "DataSourceUri": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Sensors/
PowerOUTLET1",
        "Reading": 0.0,
        "PowerFactor": 0.0,
        "ApparentVA": 0.0,
        "ReactiveVAR": 13.774999618530274
    },
    "FrequencyHz": {
        "DataSourceUri": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Sensors/
FrequencyOUTLET1",
        "Reading": 50
    },
    "EnergykWh": {
        "DataSourceUri": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Sensors/
EnergyOUTLET1",
        "Reading": 0.0
    }
}

メイン

URL：https://<ip_addr>/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/{pdu_id}/Mains

説明

これはラック PDU - メインの URL です。この URL で GET を実行して、サポートされている URL の詳
細を取得します。

応答例

{
    "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Mains",
    "@odata.type": "#CircuitCollection.CircuitCollection",
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    "Name": "Branch Circuit Collection",
    "Members@odata.count": 1,
    "@Redfish.Copyright": "Copyright 2014-2018 DMTF. For the full DMTF 
copyright policy, see http://www.dmtf.org/about/policies/copyright.",
    "Members": [
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Mains/AC1"
        }
    ]
}
URL：https://<ip_addr>/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/{pdu_id}/Mains/AC1

説明

これはラック PDU - メインの URL です。この URL で GET を実行して、位相レベルの読み取り値の詳細
を取得します。

応答例

{
    "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Mains/AC1",
    "Name": "Mains AC Input",
    "Status": {
        "Health": "OK"
    },
    "PolyPhasePowerWatts": {
        "Line1ToNeutral": {
            "DataSourceUri": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Sensors/
PowerMains1-4",
            "Reading": 227,
            "PowerFactor": 0.0,
            "ApparentVA": 0,
            "ReactiveVAR": 0
        },
        "Line2ToNeutral": {
            "DataSourceUri": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Sensors/
PowerMains1-5",
            "Reading": 229,
            "PowerFactor": 0.0,
            "ApparentVA": 0,
            "ReactiveVAR": 0
        },
        "Line3ToNeutral": {
            "DataSourceUri": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Sensors/
PowerMains1-6",
            "Reading": 229,
            "PowerFactor": 0.0,
            "ApparentVA": 0,
            "ReactiveVAR": 0
        }
    },
    "@odata.type": "#Circuit.v1_0_0.Circuit",
    "@Redfish.Copyright": "Copyright 2014-2018 DMTF. For the full DMTF 
copyright policy, see http://www.dmtf.org/about/policies/copyright.",
    "PolyPhaseCurrentAmps": {
        "Line1": {
            "DataSourceUri": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Sensors/
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CurrentMains1-1",
            "Reading": 0
        },
        "Line2": {
            "DataSourceUri": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Sensors/
CurrentMains1-2",
            "Reading": 0
        },
        "Line3": {
            "DataSourceUri": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Sensors/
CurrentMains1-3",
            "Reading": 0
        }
    },
    "PhaseWiringType": "ThreePhase5Wire",
    "Id": "AC1",
    "CircuitType": "Mains",
    "RatedCurrentAmps": 32,
    "NominalVoltage": "AC230V",
    "BreakerState": "Normal",
    "PolyPhaseVoltage": {
        "Line1ToNeutral": {
            "DataSourceUri": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Sensors/
VoltageMains1-4",
            "Reading": 227
        },
        "Line2ToNeutral": {
            "DataSourceUri": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Sensors/
VoltageMains1-5",
            "Reading": 229
        },
        "Line3ToNeutral": {
            "DataSourceUri": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Sensors/
VoltageMains1-6",
            "Reading": 229
        }
    },
    "FrequencyHz": {
        "DataSourceUri": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Sensors/
FreqMains",
        "Reading": 49
    },
    "Actions": {
        "#Outlet.ResetMetrics": {
            "target": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Mains/AC1/
Circuit.ResetMetrics"
        }
    }
}

評価基準

URL：https://<ip_addr>/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/{pdu_id}/Metrics

付録 185



説明

これはラック PDU - 評価基準の URL です。この URL で GET を実行して、PDU の電力とエネルギーデー
タの読み取り値を取得します。

応答例

{
    "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Metrics",
    "Actions": {
        "#PowerDistributionMetrics.ResetMetrics": {
            "target": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Metrics/
PowerDistributionMetrics.ResetMetrics"
        }
    },
    "@odata.type": 
"#PowerDistributionMetrics.v1_0_0.PowerDistributionMetrics",
    "Id": "Metrics",
    "Name": "Summary Metrics",
    "PowerWatts": {
        "DataSourceUri": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Sensors/
PDUPower",
        "Reading": 0,
        "PowerFactor": 0.0,
        "ApparentVA": 0,
        "ReactiveVAR": 0
    },
    "EnergykWh": {
        "DataSourceUri": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Sensors/
PDUEnergy",
        "Reading": 4
    },
    "@Redfish.Copyright": "Copyright 2014-2018 DMTF. For the full DMTF 
copyright policy, see http://www.dmtf.org/about/policies/copyright."
}

センサー

URL：https://<ip_addr>/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/{pdu_id}/Sensors/
Power{Branch#}

説明

これはラック PDU - センサーの URL です。この URL で GET を実行して、分岐（回路ブレーカー）レベ
ルから PDU 電力の読み取り値を取得します。

応答例

{
    "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Sensors/PowerA",
    "Thresholds": {
        "UpperCritical": {
            "Reading": 0,
            "Activation": "NULL",
            "DwellTime": "N/A"
        },
        "UpperCaution": {
            "Reading": 0,
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            "DwellTime": "N/A"
        }
    },
    "Name": "Power Branch Circuit A",
    "Status": {
        "State": "Enabled",
        "Health": "OK"
    },
    "SensingInterval": "N/A",
    "Precision": 0,
    "ApparentVA": 932,
    "@odata.type": "#Sensor.v1_1_0.Sensor",
    "ReadingRangeMin": 536919,
    "ElectricalContext": "Line1ToNeutral",
    "Id": "PowerA",
    "ReadingRangeMax": 536919,
    "ReactiveVAR": 54,
    "ReadingUnits": "W",
    "ReadingType": "Power",
    "Reading": 931.0,
    "PowerFactor": 0.99800002574920656,
    "Accuracy": 0.0,
    "PhysicalContext": "Chassis",
    "Oem": {},
    "@Redfish.Copyright": "Copyright 2014-2018 DMTF. For the full DMTF 
copyright policy, see http://www.dmtf.org/about/policies/copyright."
}
URL：https://<ip_addr>/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/{pdu_id}/Sensors/
Current{Branch#}

説明

これはラック PDU - センサーの URL です。この URL で GET を実行して、分岐（回路ブレーカー）レベ
ルから PDU 電流の読み取り値を取得します。

応答例

{
    "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Sensors/CurrentA",
    "Thresholds": {
        "UpperCritical": {
            "Reading": 14,
            "Activation": "Decreasing",
            "DwellTime": "N/A"
        },
        "UpperCaution": {
            "Reading": 11,
            "Activation": "Decreasing",
            "DwellTime": "N/A"
        }
    },
    "Name": "Current Branch Circuit A",
    "Status": {
        "State": "Enabled",
        "Health": "OK"
    },
    "SensingInterval": "N/A",
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    "Precision": 0,
    "@odata.type": "#Sensor.v1_1_0.Sensor",
    "ReadingRangeMin": 0,
    "ElectricalContext": "Line1",
    "Id": "CurrentA",
    "ReadingRangeMax": 32,
    "ReadingUnits": "A",
    "ReadingType": "Current",
    "Reading": 4.1310000419616696,
    "Accuracy": 0.0,
    "PhysicalContext": "Chassis",
    "Oem": {},
    "@Redfish.Copyright": "Copyright 2014-2018 DMTF. For the full DMTF 
copyright policy, see http://www.dmtf.org/about/policies/copyright."
}
URL：https://<ipaddr>/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/{pdu_id}/Sensors/
Voltage{CB#}L1N

説明

これはラック PDU - センサーの URL です。この URL で GET を実行して、分岐（回路ブレーカー）レベ
ルから PDU 位相電圧の読み取り値を取得します。

応答例

{
    "Thresholds": {
        "UpperCritical": {
            "Reading": 0,
            "Activation": "NULL",
            "DwellTime": "N/A"
        },
        "UpperCaution": {
            "Reading": 0,
            "DwellTime": "N/A"
        },
        "LowerCritical": {
            "Reading": 0,
            "DwellTime": "N/A"
        },
        "LowerCaution": {
            "Reading": 0,
            "DwellTime": "N/A"
        },
            "Oem": {},
        "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Sensors/
VoltageAL1N",
        "@Redfish.Copyright": "Copyright 2014-2018 DMTF. For the full DMTF 
copyright policy, see http://www.dmtf.org/about/policies/copyright."
    },
    "Name": "Voltage Branch A Line1ToNeutral",
    "Status": {
        "State": "Enabled",
        "Health": "OK"
    },
    "SensingInterval": "N/A",
    "Precision": 0,
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    "@odata.type": "#Sensor.v1_1_0.Sensor",
    "ReadingRangeMin": 200,
    "ElectricalContext": "Line1ToNeutral",
    "Id": "VoltageAL1N",
    "ReadingRangeMax": 240,
    "ReadingUnits": "V",
    "ReadingType": "Voltage",
    "Reading": 225.0,
    "Accuracy": 0.0,
    "PhysicalContext": "Chassis"
}

URL：https://<ip_addr>/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/{pdu_id}/Sensors/
CurrentOUTLET#

説明

これはラック PDU - センサーの URL です。この URL で GET を実行して、PDU コンセント電流の読み取
り値を取得します。

応答例

{
    "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Sensors/
CurrentOUTLET3",
    "Thresholds": {
        "UpperCritical": {
            "Reading": 0,
            "Activation": "NULL",
            "DwellTime": "N/A"
        },
        "UpperCaution": {
            "Reading": 0,
            "Activation": "NULL",
            "DwellTime": "N/A"
        }
    },
    "Name": "Current Outlet OUTLET3",
    "Status": {
        "State": "Enabled",
        "Health": "OK"
    },
    "SensingInterval": "N/A",
    "Precision": 0,
    "@odata.type": "#Sensor.v1_1_0.Sensor",
    "ReadingRangeMin": 0,
    "ElectricalContext": "Line1",
    "Id": "CurrentOUTLET3",
    "ReadingRangeMax": 32,
    "ReadingUnits": "A",
    "ReadingType": "Current",
    "Reading": 4.0,
    "Accuracy": 0.0,
    "PhysicalContext": "Chassis",
    "Oem": {},
    "@Redfish.Copyright": "Copyright 2014-2018 DMTF. For the full DMTF 
copyright policy, see http://www.dmtf.org/about/policies/copyright."
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}

URL：https://<ip_addr>/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/{pdu_id}/Sensors/
VoltageOUTLET#

説明

これはラック PDU - センサーの URL です。この URL で GET を実行して、PDU コンセント電圧の読み取
り値を取得します。

応答例

{
    "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Sensors/
VoltageOUTLET3",
    "Thresholds": {
        "UpperCritical": {
            "Reading": 0,
            "Activation": "NULL",
            "DwellTime": "N/A"
        },
        "UpperCaution": {
            "Reading": 0,
            "DwellTime": "N/A"
        },
        "LowerCritical": {
            "Reading": 0,
            "DwellTime": "N/A"
        },
        "LowerCaution": {
            "Reading": 0,
            "DwellTime": "N/A"
        }
    },
    "Name": "Voltage reading for outlet OUTLET3",
    "Status": {
        "State": "Enabled",
        "Health": "OK"
    },
    "SensingInterval": "N/A",
    "Precision": 0,
    "@odata.type": "#Sensor.v1_1_0.Sensor",
    "ReadingRangeMin": 200,
    "ElectricalContext": "Line1ToNeutral",
    "Id": "VoltageOUTLET3",
    "ReadingRangeMax": 240,
    "ReadingUnits": "V",
    "ReadingType": "Voltage",
    "Reading": 225.0,
    "Accuracy": 0.0,
    "PhysicalContext": "Chassis",
    "Oem": {},
    "@Redfish.Copyright": "Copyright 2014-2018 DMTF. For the full DMTF 
copyright policy, see http://www.dmtf.org/about/policies/copyright."
}
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URL：https://<ip_addr>/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/{pdu_id}/Sensors/
PowerOUTLET#

説明

これはラック PDU - センサーの URL です。この URL で GET を実行して、PDU コンセント電力の読み取
り値を取得します。

応答例

{
    "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Sensors/
PowerOUTLET3",
    "Thresholds": {
        "UpperCritical": {
            "Reading": 0,
            "Activation": "Increasing",
            "DwellTime": "N/A"
        },
        "UpperCaution": {
            "Reading": 0,
            "DwellTime": "N/A"
        }
    },
    "Name": "Power reading for outlet OUTLET3",
    "Status": {
        "State": "Enabled",
        "Health": "OK"
    },
    "SensingInterval": "N/A",
    "Precision": 0,
    "ApparentVA": 932.0,
    "@odata.type": "#Sensor.v1_1_0.Sensor",
    "ReadingRangeMin": 19,
    "ElectricalContext": "Line1ToNeutral",
    "Id": "PowerOUTLET3",
    "ReadingRangeMax": 23,
    "ReactiveVAR": 0,
    "ReadingUnits": "W",
    "ReadingType": "Power",
    "Reading": 931.0,
    "PowerFactor": 0.99892705678939824,
    "Accuracy": 0.0,
    "PhysicalContext": "Chassis",
    "Oem": {},
    "@Redfish.Copyright": "Copyright 2014-2018 DMTF. For the full DMTF 
copyright policy, see http://www.dmtf.org/about/policies/copyright."
}
URL：https://<ip_addr>/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/{pdu_id}/Sensors/
EnergyOUTLET#
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説明

これはラック PDU - センサーの URL です。この URL で GET を実行して、PDU コンセントエネルギーの
読み取り値を取得します。

応答例

{
    "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Sensors/
EnergyOUTLET3",
    "Status": {
        "State": "Enabled",
        "Health": "OK"
    },
    "@odata.type": "#Sensor.v1_1_0.Sensor",
    "Id": "EnergyOUTLET3",
    "Name": "Energy for outlet OUTLET3",
    "PhysicalContext": "Chassis",
    "ReadingUnits": "kW.h",
    "ReadingType": "EnergykWh",
    "ElectricalContext": "Total",
    "Oem": {},
    "Reading": 0.66000002622604368,
    "@Redfish.Copyright": "Copyright 2014-2018 DMTF. For the full DMTF 
copyright policy, see http://www.dmtf.org/about/policies/copyright."
}

URL：https://<ip_addr>/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/{pdu_id}/Sensors/
PowerMains1-4

説明

これはラック PDU - センサーの URL です。この URL で GET を実行して、PDU 位相電力の読み取り値を
取得します。

応答例

{
    "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Sensors/
PowerMains1-4",
    "Thresholds": {
        "UpperCritical": {
            "Reading": 0,
            "Activation": "Decreasing",
            "DwellTime": "N/A"
        },
        "UpperCaution": {
            "Reading": 0,
            "DwellTime": "N/A"
        },
        "LowerCritical": {
            "Reading": 0,
            "DwellTime": "N/A"
        },
        "LowerCaution": {
            "Reading": 0,
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            "DwellTime": "N/A"
        }
    },
    "Name": "Mains Power L1LN",
    "Status": {
        "State": "Enabled",
        "Health": "OK"
    },
    "SensingInterval": "N/A",
    "Precision": 0,
    "ApparentVA": 932,
    "@odata.type": "#Sensor.v1_1_0.Sensor",
    "ReadingRangeMin": 19,
    "ElectricalContext": "Line1ToNeutral",
    "Id": "PowerMains1-4",
    "ReadingRangeMax": 23,
    "ReactiveVAR": 45,
    "ReadingUnits": "W",
    "ReadingType": "Power",
    "Reading": 932.73297119140624,
    "PowerFactor": 0.99800002574920656,
    "Accuracy": 0.0,
    "PhysicalContext": "Chassis",
    "Oem": {},
    "@Redfish.Copyright": "Copyright 2014-2018 DMTF. For the full DMTF 
copyright policy, see http://www.dmtf.org/about/policies/copyright."
}

URL：https://<ip_addr>/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/{pdu_id}/Sensors/
CurrentMains1-1

説明

これはラック PDU - センサーの URL です。この URL で GET を実行して、PDU 位相電流の読み取り値を
取得します。

応答例

{
    "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Sensors/
CurrentMains1-1",
    "Thresholds": {
        "UpperCritical": {
            "Reading": 28,
            "Activation": "Decreasing",
            "DwellTime": "N/A"
        },
        "UpperCaution": {
            "Reading": 22,
            "Activation": "Decreasing",
            "DwellTime": "N/A"
        }
    },
    "Name": "Current Mains Line1",
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    "Status": {
        "State": "Enabled",
        "Health": "OK"
    },
    "SensingInterval": "N/A",
    "Precision": 0,
    "@odata.type": "#Sensor.v1_1_0.Sensor",
    "ReadingRangeMin": 0,
    "ElectricalContext": "Line1",
    "Id": "CurrentMains1-1",
    "ReadingRangeMax": 32,
    "ReadingUnits": "A",
    "ReadingType": "Current",
    "Reading": 4.1290001869201664,
    "Accuracy": 0.0,
    "PhysicalContext": "Chassis",
    "Oem": {},
    "@Redfish.Copyright": "Copyright 2014-2018 DMTF. For the full DMTF 
copyright policy, see http://www.dmtf.org/about/policies/copyright."
}

URL：https://<ip_addr>/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/{pdu_id}/Sensors/
VoltageMains1-4

説明

これはラック PDU - センサーの URL です。この URL で GET を実行して、PDU 位相電圧の読み取り値を
取得します。

応答例

{
    "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Sensors/
VoltageMains1-4",
    "Thresholds": {
        "UpperCritical": {
            "Reading": 250,
            "Activation": "Decreasing",
            "DwellTime": "N/A"
        },
        "UpperCaution": {
            "Reading": 250,
            "DwellTime": "N/A"
        },
        "LowerCritical": {
            "Reading": 180,
            "DwellTime": "N/A"
        },
        "LowerCaution": {
            "Reading": 190,
            "DwellTime": "N/A"
        }
    },
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    "Name": "Voltage Mains Line1ToNeutral",
    "Status": {
        "State": "Enabled",
        "Health": "OK"
    },
    "SensingInterval": "N/A",
    "Precision": 0,
    "@odata.type": "#Sensor.v1_1_0.Sensor",
    "ReadingRangeMin": 200,
    "ElectricalContext": "Line1ToNeutral",
    "Id": "VoltageMains1-4",
    "ReadingRangeMax": 240,
    "ReadingUnits": "V",
    "ReadingType": "Voltage",
    "Reading": 225.85299682617188,
    "Accuracy": 0.0,
    "PhysicalContext": "Chassis",
    "Oem": {},
    "@Redfish.Copyright": "Copyright 2014-2018 DMTF. For the full DMTF 
copyright policy, see http://www.dmtf.org/about/policies/copyright."
}

URL：https://<ip_addr>/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/{pdu_id}/Sensors/
FreqMains

説明

これはラック PDU - センサーの URL です。この URL で GET を実行して、PDU 周波数の読み取り値を取
得します。

応答例

{
    "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Sensors/FreqMains",
    "Thresholds": {
        "UpperCritical": {
            "Reading": 0.0,
            "Activation": "NULL",
            "DwellTime": "N/A"
        },
        "UpperCaution": {
            "Reading": 0.0,
            "DwellTime": "N/A"
        },
        "LowerCritical": {
            "Reading": 0.0,
            "DwellTime": "N/A"
        },
        "LowerCaution": {
            "Reading": 0.0,
            "DwellTime": "N/A"
        }
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    },
    "Name": "Frequency Mains",
    "Status": {
        "State": "Enabled",
        "Health": "OK"
    },
    "SensingInterval": "N/A",
    "Precision": 0,
    "@odata.type": "#Sensor.v1_1_0.Sensor",
    "ReadingRangeMin": 50,
    "Id": "FreqMains",
    "PhysicalContext": "Chassis",
    "ReadingRangeMax": 60,
    "ReadingUnits": "Hz",
    "ReadingType": "Frequency",
    "Reading": 50.020000457763672,
    "Accuracy": 0.0,
    "Oem": {},
    "@Redfish.Copyright": "Copyright 2014-2018 DMTF. For the full DMTF 
copyright policy, see http://www.dmtf.org/about/policies/copyright."
}

URL：https://<ip_addr>/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/{pdu_id}/Sensors/
PDUPower

説明

これはラック PDU - センサーの URL です。この URL で GET を実行して、PDU 電力の読み取り値を取得
します。

応答例

{
    "@odata.id": "/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Sensors/PDUPower",
    "Thresholds": {
        "UpperCritical": {
            "Reading": 0,
            "Activation": "Increasing",
            "DwellTime": "N/A"
        },
        "UpperCaution": {
            "Reading": 0,
            "DwellTime": "N/A"
        }
    },
    "Name": "Power reading for the PDU",
    "Status": {
        "State": "Enabled",
        "Health": "OK"
    },
    "SensingInterval": "N/A",
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    "Precision": 0,
    "ApparentVA": 932.0,
    "@odata.type": "#Sensor.v1_1_0.Sensor",
    "ReadingRangeMin": 0,
    "ElectricalContext": "Total",
    "Id": "PDUPower",
    "ReadingRangeMax": 23040,
    "ReactiveVAR": 43.0,
    "ReadingUnits": "W",
    "ReadingType": "Power",
    "Reading": 931.0,
    "ReadingTime": "2022-02-04T14:40:04+00:00",
    "PowerFactor": 0.99892705678939824,
    "Oem": {},
    "LoadPercent": 4.212669849395752,
    "Accuracy": 0.0,
    "PhysicalContext": "Chassis",
    "@Redfish.Copyright": "Copyright 2014-2018 DMTF. For the full DMTF 
copyright policy, see http://www.dmtf.org/about/policies/copyright."
}

POST メソッド

URL：https://<ip_addr>/redfish/v1/SessionService/Sessions

説明

この URL は、X-Auth-Token を生成するために使用されます。この URL で以下の要求本文とともに POST
を実行して、X-Auth-Token を取得します。

要求本文

{
"username":"admin",
"password":"123456789" 
}

応答

201 Created ステータスで返されます。X-Auth-Token が生成され、応答ヘッダーに表示されます。この
X-Auth-Token を要求ヘッダーに追加します。
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URL：https://<ip_addr>/redfish/v1/AccountService/Accounts

説明

この URL で要求本文とともに POST を実行して、PDU のユーザーを作成します。

要求本文

{
"username":"new_user",
"password":"11223344",
"email":"superman@krypton.com",
"chkenable":true,
"frpasschk":true,
"rolename":"manager",
"temperature":1
}

応答本文

{
    "user added": "new_user"
}
URL：https://<ip_addr>/redfish/v1/PowerEquipment/RackPDUs/1/Outlets/OUTLET3/
Outlet.PowerControl

説明

この URL で要求本文とともに POST を実行して、PDU のコンセントを制御します。

要求本文

{
"OutletNumber":3,
"StartupState":"off",
"Outletname":"OUTLETThree",
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"OnDelay":5,
"OffDelay":6,
"RebootDelay":7,
"OutletStatus":"off"
}

応答本文

{
    "OutletNumber": 3,
    "OutletStatus": "off"
}

DELETE メソッド

URL：https://<ip_addr>/redfish/v1/AccountService/Accounts/{username}

説明

この URL で X-Auth-Token とともに DELETE を実行して、ユーザー名を削除します。

応答本文

{
    "User Deleted": "new_user"
}
URL：https://<ip_addr>/redfish/v1/SessionService/Sessions/{session_id}

説明

この URL で X-Auth-Token とともに DELETE を実行して、アクティブセッション ID を削除します。

応答本文

{
    "Session Deleted": 1470970371
}
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