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摘要

このガイドでは HPE Power Protector ソフトウェアのインストール、構成、および操作につい
て説明します。このガイドは、電源製品の取り付けおよびメンテナンスの担当者を対象とし、
高電圧製品の保守の資格があり、高電圧製品の危険性について理解していることを前提として
います。
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概要

はじめに
Hewlett Packard Enterprise Power Protector は、個々の HPE 製 UPS を包括的に制御することによって、
電源環境を監視、管理、および制御できるようにするソフトウェアです。HPE PP には、使い慣れたブラ
ウザーインターフェイスを使用して、ネットワーク上の任意の場所で安全にアクセスできます。ユーザー
は、電源障害設定を制御できるため、重要なサーバーの稼動時間を 大限に延長できます。

サポートされる UPS について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトでサポートされる
ハードウェアマトリックスを参照してください。

このソフトウェアは、スタンドアロンの電源管理システムとして実行することができます。このような柔
軟性により、USB ポート、シリアルポート、または取り付けられた HPE UPS ネットワークモジュールを
介して、その UPS を監視および管理し、通信することができます。このソフトウェアでは、日常のメン
テナンス作業を容易にするために、UPS のバッテリチェックを含む詳細なシステムログとシステム診断
機能が用意されています。

HPE PP パッケージには、Administrator コンポーネントと Client コンポーネントの両方が入っています。
HPE PP Administrator は、UPS のステータスを監視して、Client に電源関連のイベントを通知します。
Administrator は、USB またはシリアルポート経由で UPS と直接通信します。HPE PP Client は、電源障
害が発生すると、保護対象のサーバーを正しい順序でシャットダウンします。Client は HPE PP
Administrator または HPE UPS ネットワークモジュールとネットワーク接続を介して通信します。

HPE PP は、次の用途に使用できます。

• アラートのカスタマイズ

◦ 電子メール通知メッセージを送信する。

◦ 電源障害時に、コンピューターコマンドを発行する。

• UPS の監視、管理、および制御

◦ 商用電源の障害時に、接続されている装置の正しい手順でのシャットダウンを管理する。

◦ 装置のシャットダウンのタイミングに優先順位を付ける。また、接続されている装置をロードセグ
メント単位で再起動する。

◦ 停電後、ロードセグメント単位で再起動のタイミングをずらし、システムコンポーネントの起動を
一定の順序で行う。

◦ 分析のためにテキスト形式のログとグラフィック形式のログを表示する。

◦ UPS のステータスを監視し、UPS の診断を行う。

◦ USB ポート、シリアルポート、または取り付けられた UPS ネットワークモジュールを介して UPS
と通信する。

• ネットワークデバイス

◦ HPE UPS ネットワークモジュール

◦ HPE UPS ネットワークマネージメントモジュール（HPE Single Phase 1Gb UPS Network
Management Module）
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概要
HPE PP は、管理者がブラウザーベースの管理コンソールから Hewlett Packard Enterprise 製 UPS を管理
できるようにする Web ベースのアプリケーションです。管理者は、単一の UPS をローカルおよびリモー
トで監視、管理、制御できます。

商用電源の停電中、UPS は、バッテリモードに切り替えられます。バッテリモードに切り替えられた当
該の UPS を対象に、ユーザー定義の設定に基づいて、電子メールによるアラートをシステム管理者に発
行し、優先順位に従ってシステムのシャットダウンを開始できます。

UPS を構成して、商用電源の停電中、重要なデバイスの稼動時間を延長することもできます。ほとんど
の UPS では、リアパネルのソケットをロードセグメントと呼ばれる 2 つ以上のグループに分割し、独立
して制御できます。このため、重要度の低い装置に接続されているロードセグメントをシャットダウン
し、重要度の高い装置の稼動時間を延長して、保護のレベルを高めることができます。

アーキテクチャー

アーキテクチャーは、UPS をセットアップして管理する 2 つの方法からなります。

• 方法 1 - 複数のクライアントサーバーを持つ 1 つの管理サーバー。UPS には、HPE NM はインストー
ルされていません。

• 方法 2 - 複数のクライアントサーバーを持つ NPE NM。UPS に HPE NM がインストールされている
必要があります。

次の図に、HPE PP Administrator のアーキテクチャーを示します。
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番号 説明

1 HPE PP Administrator。UPS に HPE NM がインストールされていないことを確
認してください。

2 シリアルポートまたは USB ポートを介して HPE PP Administrator に接続される
UPS。

3 HPE PP Client サーバー

4 ネットワーク

5 ネットワーク経由でブラウザーを介して HPE PP Administrator にアクセスする
リモートのワークステーション

緑色 電源接続

赤色 通信パス

次の図に、HPE UPS ネットワークモジュールのアーキテクチャーを示します。
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番号 説明

1 HPE UPS ネットワークモジュールが挿入された UPS

2 HPE PP Client サーバー

3 ネットワーク

4 HPE UPS ネットワークモジュールからアラートトラップを受信する HPE
Systems Insight Manager（オプション）

5 ネットワーク経由でブラウザーを介して HPE PP Administrator にアクセスする
リモートのワークステーション

緑色 電源接続

赤色 通信パス

HPE PP Administrator
HPE PP が監視、管理、制御する UPS ごとに、1 台の HPE PP Administrator サーバーが必要です。この
サーバーは、シリアルポートまたは USB ポートを介して、UPS に接続できます。HPE PP Administrator
には、次のような機能があります。

• 次に示すように、セキュリティと認証を制御します。

◦ 複数のユーザーをサポートし、各ログインを特定のデバイスアクセスに関連付けます（アクセスカ
テゴリには、一般ユーザーとアドミニストレーターがあります）。

◦ SSL セキュリティオプションを提供します。

• アラームがセットまたはクリアされたとき、指定された処置を実行します。次の自動実行処理がサ
ポートされています。

◦ 電子メール通知を送信する。

◦ シャットダウン時にシステムバッチジョブを実行する（HPE PP Administrator 上または HPE PP
Client 上）。

◦ HPE PP Client にシャットダウンのタイミングを通知することで、オペレーティングシステムを
シャットダウンする。

◦ 該当する場合、ロードセグメント単位で、シャットダウンと再起動を行う。

UPS をシャットダウンする。

• 指定された時間の経過後、ローカルオペレーティングシステムをリモートから正しい順序でシャット
ダウンします。

• イベントログの維持管理。ログには、次の種類があります。

◦ UPS イベントログ。UPS のバッテリ動作への移行など、UPS 関連のイベントを記録します。

◦ アプリケーションイベントログ。ログインの失敗、設定変更など、アプリケーション関連のイベン
トを記録します。

• データ変数の記録。次のデータの値が記録されます。
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注記: UPS のモデルによっては、一部の変数がサポートされない場合があります。次の一覧は、サン
プルに過ぎません。

◦ 入力電圧

◦ 入力電流

◦ 入力周波数

◦ 出力電圧

◦ 出力電流

◦ 出力周波数

◦ 出力負荷

◦ 出力有効電力

◦ 出力皮相電力

◦ バッテリの温度

◦ 稼動時間

◦ バッテリの出力電圧

◦ バッテリ容量

• 組み込まれた Web サーバーを使用して、ユーザーインターフェイスの内容を提供します。

重要: HPE PP Administrator の電源保護は、非常に重要です。HPE PP Administrator は、電源管
理環境を制御するうえで、中心になる装置です。HPE PP Administrator が停止すると、接続され
ているサーバーを正しい順序でシャットダウンできなくなります。

注記: サポートされるオペレーティングシステムの 新情報については、Hewlett Packard Enterprise
の Web サイトを参照してください。

HPE PP Client
HPE PP Administrator は、ステータス情報とシャットダウン情報を HPE PP Client に送信します。HPE
PP Client は、サーバー上で実行され、電源障害時に、ソフトウェアが、そのサーバーのオペレーティン
グシステムを正しい順序でシャットダウンしたり、スクリプトを実行したりすることができるようにしま
す。UPS から電源を供給される任意のサーバーおよびソフトウェアがコマンドを起動するために使用す
る任意のサーバーに、HPE PP Client をインストールしてください。ただし、HPE PP Administrator コン
ポーネントを実行するサーバーには、HPE PP Client をインストールする必要はありません。

注記: サポートされるオペレーティングシステムの 新情報については、Hewlett Packard Enterprise の
Web サイトを参照してください。

サポートされるハードウェア構成

HPE PP を使用するには、HPE PP Administrator、および HPE PP Client を実行するサーバーをネットワー
クに接続する必要があります。UPS は、次のいずれかの構成内で接続できます。

• 構成 A - 1 つの HPE PP Administrator が 1 台の UPS にシリアル接続されている。

• 構成 B - UPS にシリアル接続された 1 つの HPE PP Administrator が、複数の HPE PP Client とネット
ワーク経由で通信する。
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• 構成 C - 1 つの HPE PP Administrator が、USB ポート経由で 1 台の UPS に接続されている。

• 構成 D - UPS に USB ポート経由で接続された 1 つの HPE PP Administrator が、複数の HPE PP Client
とネットワーク経由で通信する。

• 構成 E - 1 つまたは複数の HPE PP Client が UPS から電源を供給され、ネットワーク経由で 1 つの
UPS ネットワークモジュールと通信する。

• 構成 F - 1 つまたは複数の HPE PP Client が 2 台の UPS から冗長構成で電源を供給され、ネットワー
ク経由で 2 つの UPS ネットワークモジュールと通信する。

構成 A
この図は、HPE PP Administrator にシリアル接続された UPS を示します。HPE PP Administrator は、そ
の UPS のロードセグメントに接続されます。また、HPE PP Administrator は、ネットワークに直接接続
されます。リモートのワークステーションからは、ブラウザーを介してネットワーク経由で HPE PP
Administrator にアクセスできます。

番号 説明

1 ネットワーク経由でブラウザーを介して HPE PP
Administrator にアクセスするリモートのワークス
テーション

2 HPE PP Administrator

3 UPS

4 ネットワーク

表は続く
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番号 説明

緑色 電源接続

赤色 通信パス

ブラック シリアル接続

構成 B
この図では、1 台のサーバー（HPE PP Administrator）が UPS にシリアル接続されています。この HPE
PP Administrator は、ネットワーク経由で HPE PP Client サーバーと通信し、電源障害や構成された別の
シャットダウンイベントが発生すると、シャットダウンを開始し正しい順序で完了します。

注記: 1 つの HPE PP Administrator で 大 35 の HPE PP Client を管理できます。
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番号 説明

1 UPS

2 HPE PP Administrator

3 HPE PP Client サーバー

4 HPE PP Client サーバー

5 ネットワーク

6 ネットワーク経由でブラウザーを介して HPE PP
Administrator または Client にアクセスするリモー
トのワークステーション

緑色 電源接続

赤色 通信パス

ブラック シリアル接続

構成 C
この図では、UPS が USB ポートを介して HPE PP Administrator に接続されています。HPE PP
Administrator は、UPS のロードセグメントに接続され、ネットワークに直接接続されています。リモー
トのワークステーションからは、ブラウザーを介してネットワーク経由で HPE PP Administrator にアク
セスできます。
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番号 説明

1 ネットワーク経由でブラウザーを介して HPE PP
Administrator にアクセスするリモートのワークス
テーション

2 HPE PP Administrator

3 UPS

4 ネットワーク

緑色 電源接続

赤色 通信パス

ブラック USB 接続

構成 D
この図では、1 台のサーバー（HPE PP Administrator）が USB ポート経由で UPS に接続されています。
HPE PP Administrator は、ネットワーク経由で HPE PP Client サーバーと通信し、電源障害や構成された
別のシャットダウンイベントが発生すると、シャットダウンを開始し正しい順序で完了します。

注記: 1 つの HPE PP Administrator で 大 35 の HPE PP Client を管理できます。
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番号 説明

1 UPS

2 HPE PP Administrator

3 HPE PP Client サーバー

4 HPE PP Client サーバー

5 ネットワーク

6 ネットワーク経由でブラウザーを介して HPE PP
Administrator または Client にアクセスするリモー
トのワークステーション

緑色 電源接続

表は続く
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番号 説明

赤色 通信パス

ブラック USB 接続

構成 E
この図では、1 つまたは複数の HPE PP Client が UPS から電源を供給され、ネットワーク経由で 1 つの
UPS ネットワークモジュールと通信しています。この構成により、電源障害やユーザーが構成するそれ
以外のシャットダウンイベントの発生時に正しい順序でシャットダウンが行われます。

注記: 1 つの HPE UPS ネットワークモジュールで 大 35 の HPE PP Client を管理できます。

番号 説明

1 HPE UPS ネットワークモジュールが挿入された
UPS

2 HPE PP Client サーバー

表は続く

概要 17



番号 説明

3 HPE PP Client サーバー

4 HPE PP Client サーバー

5 ネットワーク

6 HPE UPS ネットワークモジュールまたは HPE PP
Client にネットワーク経由でアクセスするリモー
トワークステーション

緑色 電源接続

赤色 通信パス

構成 F
この図では、1 つまたは複数の HPE PP Client が 2 台の UPS から冗長化構成で電源を供給され、ネット
ワーク経由で 2 つの UPS ネットワークモジュールと通信しています。この構成により、電源障害やユー
ザーが構成するそれ以外のシャットダウンイベントの発生時に正しい順序でシャットダウンが行われま
す。

注記: 1 つの HPE UPS ネットワークモジュールで 大 35 の HPE PP Client を管理できます。
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番号 説明

1 HPE UPS ネットワークモジュールが挿入された
UPS

2 HPE UPS ネットワークモジュールが挿入された
UPS

3 HPE PP Client サーバー

4 HPE PP Client サーバー

5 ネットワーク

6 UPS ネットワークモジュールまたは HPE PP
Client にネットワーク経由でアクセスするリモー
トワークステーション

表は続く
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番号 説明

緑色 電源接続

赤色 通信パス

Web インターフェイスの要件

サポートされているソフトウェア動作環境の完全なリストは、Hewlett Packard Enterprise の Accessing
QuickSpecs の Web サイト（www.hpe.com/info/qs（英語））にある製品の QuickSpecs を参照してくだ
さい。

オペレーティングシステムの要件

サポートされているソフトウェア動作環境の完全なリストは、Hewlett Packard Enterprise の Accessing
QuickSpecs の Web サイト（www.hpe.com/info/qs（英語））にある製品の QuickSpecs を参照してくだ
さい。

セットアップの概要

手順

1. 新版の HPE PP をダウンロードするには、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにアクセス
します。

2. UPS から電源供給を受けるすべての装置を、UPS のリアパネルのソケットに接続します。UPS に複
数のロードセグメントがある場合は、各装置にどのロードセグメント経由で電源が供給されるかをメ
モします。

3. UPS および接続されているすべての装置の電源を入れます。

4. UPS を HPE PP に接続するシリアルまたは USB ケーブルが正しく接続されていることを確認しま
す。

5. オペレーティングシステムごとの手順に従って、HPE PP Administrator または Client ソフトウェアを
インストールします。構成に HPE UPS ネットワークモジュールが含まれない場合は、UPS ごとに
1 つの HPE PP Administrator を構成する必要があります。

6. HPE PP Administrator または Client にアクセスします。

7. HPE PP Administrator と Client の両方で、デバイス検出画面を利用して電源を構成します。まず、
Administrator の電源を構成してから、Client の電源を構成してください。

8. シャットダウンパラメーター画面を使用して、電源障害設定を構成します。

9. シャットダウンのテストを行います。

10. アクション画面で、イベントアクションを構成します。

11. ユーザーアカウント画面で、ユーザーアカウントを構成します。

12. システム画面で、システムの設定値を構成します。
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インストール

システム要件
サポートされるオペレーティングシステム、Web ブラウザーの要件、サポートされるハードウェアについ
ては、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトを参照してください。

ハードウェアおよびソフトウェア 推奨される 小要件

HPE PP Administrator

ハードウェア 500 MHz プロセッサー

ディスク容量 10 MB の空き容量

システムメモリ 300 MB の RAM

ブラウザーウィンドウの 小サイズ 1024*768

HPE PP Client

ハードウェア 500 MHz プロセッサー

ディスク容量 10 MB の空き容量

システムメモリ 300 MB の RAM

ブラウザーウィンドウの 小サイズ 1024*768

取り付けの概要
HPE PP の各コンポーネントをインストールするには、以下のガイドラインに従ってください。

• HPE PP Administrator - UPS のシリアルポートまたは USB ポートに接続されたサーバーにインス
トールしてください。

• HPE PP Client - UPS から電源を供給されている任意のコンピューターにインストールしてください。

各コンポーネントには、次の 3 つのインストールオプションが用意されています。

• GUI インストール - 一連のダイアログボックスおよびプロンプトを使用して、インストールプロセス
を順番に説明していきます。

• 非 GUI インストール - インストールを実行するには、一連のコマンドが必要です。

• サイレントインストール - インストーラーはプラットフォームのデフォルトインストールパスを使用
し、ユーザーに対する出力表示はありません。

多数のコンポーネントを同じ構成でインストールする際に、操作の手間をできるだけ省きたい場合、
システム管理者は、通常、サイレントインストールを使用します。サイレントインストールでは、HPE
PP Administrator または Client を、オペレーティングシステムに合った自動インストール方式でインス
トールします。
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次の表に、各オペレーティングシステムで利用できるインストールオプションを示します。

オペレーティング
システム

GUI 方式のインス
トール

非 GUI インストー
ル

サイレントインス
トール

ローカル/リモート
インストール

Windows 利用可 利用可 利用可 –

Linux – 利用可 利用可 –

HP-UX – 利用可 利用可 利用可

Windows オペレーティングシステムへの HPE PP のインス
トール

HPE PP は、サポートされている Windows オペレーティングシステムに GUI 方式のインストーラーまた
はサイレントインストール方式を使用してインストールできます。ご使用のシステムが 小要件を満た
していることを確認するために、「システム要件」を参照してください。

GUI 方式のインストーラーを使用した Windows システムへの HPE PP のイン
ストール

注記: ソフトウェアをインストールする前に、UPS とサーバーとの間で、シリアルまたは USB ケーブル
が正しく接続されていることを確認してください。

手順

1. サーバーが USB ポートを介して UPS に接続されている場合、オペレーティングシステムが UPS を検
出しているかどうかを確認して、[OK]をクリックします。

Hewlett Packard Enterprise の Web サイトからソフトウェアをダウンロードした場合は、指示に従っ
てファイルを展開し、HPE PP の実行可能ファイルを見つけて実行します。
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[ようこそ]画面が表示されます。

2. デバイスの通信ケーブルが接続されていることを確認して、次へをクリックします。

[パスの選択]画面が表示されます。

3. インストールしますをクリックして、デフォルトフォルダーに HPE PP をインストールします。別の
フォルダーを指定するには、フォルダーアイコンをクリックして指定するフォルダーに移動してから、
インストールしますをクリックします。
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[完了]画面が表示されます。

4. 完了をクリックして、アプリケーションを起動します。
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[エンドユーザー使用許諾契約書]画面が表示されます。

5. 使用許諾契約をよく読んで、Accept をクリックします。

インストール 25



6. デフォルト認証情報の admin/adminを使用して HPE PP にログインします。ログインすると、
Power Protector を Administrator または Client として構成するように指示されます。

[HPE Power Protector 構成]画面が表示されます。

7. このサーバーにインストールする HPE PP コンポーネントを選択して、保存をクリックします。
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サイレントインストール方式を使用した Windows システムへの HPE PP のイ
ンストール

注記: ソフトウェアをインストールする前に、UPS とサーバーとの間で、シリアルまたは USB ケーブル
が正しく接続されていることを確認してください。

サイレントインストールでは、HPE PP Administrator または Client を、オペレーティングシステムに合っ
た自動インストール方式でインストールします。

.exe ファイルを含むディレクトリで、-silent引数を指定してファイルを実行します。

x:\HPEPP_win_2_XX_XXX.exe -silent

Windows システムからの HPE PP のアンインストール

HPE PP のショートカットを使用してアンインストールするには、以下の手順に従ってくださ
い

手順

1. スタート>すべてのプログラム>HPE>Power Protector>HPE Power Protector のアンインストール
の順にクリックします。

2. ソフトウェアをアンインストールするには、表示されるメッセージに従ってください。

Windows のコントロールパネルを使用してアンインストールするには、以下の手順に従って
ください

手順

1. スタート>設定>コントロールパネルの順にクリックします。

2. [プログラムのアンインストール]を開きます。

3. HPE Power Protector を選び、アンインストール/変更をクリックします。

アンインストールウィザードが起動したら、アンインストールをクリックします。

4. ソフトウェアをアンインストールするには、アンインストールウィザードの指示に従ってください。

コマンドラインからアンインストールするには、次のコマンドを実行します。

<HPE PPのインストールパス>\mc2.exe -uninstall
例：

c:\Program Files\HP\HPE Power Protector\mc2.exe –uninstall

注記: アンインストール後も一部のファイルが残る場合がありますが、手動で削除できます。

Linux オペレーティングシステムへの HPE PP のインストー
ル

HPE PP は、ネイティブ（rpm 形式）パッケージまたは汎用（非 rpm 形式）パッケージを使用してインス
トールできます。ご使用のシステムが 小要件を満たしていることを確認するために、「システム要件」
を参照してください。
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RHEL IA64 に HPE PP をインストールする前に、次の依存ソフトウェアをインストールします。

libunwind-0.xx.x-x.elx.ia64.rpm

GUI 方式のインストーラーを使用した Linux システムへの HPE PP のインス
トール

注記: ソフトウェアをインストールする前に、UPS とサーバーとの間で、シリアルまたは USB ケーブル
が正しく接続されていることを確認してください。

Red Hat、SUSE、または派生したシステムでのネイティブ（rpm 形式）インストール

ネイティブ（rpm 形式）パッケージのインストール方式を使用して HPE PP をインストールするには、以
下の手順に従ってください。

手順

1. HPE PP .rpm パッケージをダブルクリックします。システムは root パスワードを要求してから、GUI
形式のフロントエンドを起動します。

2. インストールが完了したら、サポートされるブラウザーを起動します。ブラウザーのウィンドウが表
示されます。

3. URL フィールドに次のように入力します。

http://<ipaddress>:4679（標準的な接続の場合）

または

https://<ipaddress>:4680（安全な接続の場合）

この<ip address>は、HPE PP をホストするサーバーの IP アドレスです。[エンドユーザー使用許諾
契約書]画面が表示されます。
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4. デフォルト認証情報の admin/adminを使用して、HPE PP にログインします。

[HPE Power Protector 構成]画面が表示されます。

5. このサーバーにインストールする HPE PP コンポーネントを選択して、保存をクリックします。
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Linux システムへの CLI を使用した HPE PP のインストール

注記: ソフトウェアをインストールする前に、UPS とサーバーとの間で、シリアルまたは USB ケーブル
が正しく接続されていることを確認してください。

RedHat、SUSE、または派生したシステムでのネイティブ（rpm 形式）インストール

コマンド行から HPE PP をインストールするには、以下の手順に従います。

手順

1. 次のコマンドを root で実行します。

$ rpm -i HPE PP-linux_X.Y.Z.rpm

2. インストールが完了したら、サポートされるブラウザーを起動します。ブラウザーのウィンドウが表
示されます。

3. URL フィールドに次のように入力します。

http://<ipaddress>:4679（標準的な接続の場合）

または

https://<ipaddress>:4680（安全な接続の場合）

この<ip address>は、HPE PP をホストするサーバーの IP アドレスです。[エンドユーザー使用許諾
契約書]画面が表示されます。
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4. デフォルト認証情報の admin/adminを使用して、HPE PP にログインします。

[HPE Power Protector 構成]画面が表示されます。

5. このサーバーにインストールする HPE PP コンポーネントを選択して、保存をクリックします。

汎用（非 rpm 形式）のインストール

ご使用のシステムが（.rpm を使用する）Red Hat から派生したものでない場合、HPE PP は汎用（非 rpm
形式）パッケージを使用してインストールできます。
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コマンド行から HPE PP をインストールするには、以下の手順に従います。

手順

1. 汎用（非 rpm 形式）インストーラーの配置先から root で次のコマンドを実行します。

$ HPEPP-linux-x_yz-i386 -install
2. デバイス通信が切断されていないことを確認し、Y を入力してインストールを続行します。

3. Enter キーを押してデフォルトのインストールパスを使用するか、または新しいインストールパスを入
力して Enter キーを押します。

4. インストール先ディレクトリを確認するには、Y を入力します。

5. インストールが完了したら、サポートされるブラウザーを起動します。ブラウザーのウィンドウが表
示されます。

6. URL フィールドに次のように入力します。

http://<ipaddress>:4679（標準的な接続の場合）

または

https://<ipaddress>:4680（安全な接続の場合）

この<ip address> は HPE PP をホストするサーバーの IP アドレスです。[エンドユーザー使用許
諾契約書]画面が表示されます。
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7. デフォルト認証情報の admin/adminを使用して、HPE PP にログインします。

[HPE Power Protector 構成]画面が表示されます。

8. このサーバーにインストールする HPE PP コンポーネントを選択して、保存をクリックします。
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サイレントインストール方式を使用した Linux システムへの HPE PP のインス
トール

注記: ソフトウェアをインストールする前に、UPS とサーバーとの間で、シリアルまたは USB ケーブル
が正しく接続されていることを確認してください。

サイレントインストールでは、HPE PP Administrator または Client を、オペレーティングシステムに合っ
た自動インストール方式でインストールします。

手順

1. 次のファイルを実行します。

HPEPP-linux-x_y_z-i386 -silent

2. インストールが完了したら、サポートされるブラウザーを起動します。ブラウザーのウィンドウが表
示されます。

3. URL フィールドに次のように入力します。

http://<ipaddress>:4679（標準的な接続の場合）

または

https://<ipaddress>:4680（安全な接続の場合）

この<ip address>は、HPE PP をホストするサーバーの IP アドレスです。[エンドユーザー使用許諾
契約書]画面が表示されます。
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4. デフォルト認証情報の admin/adminを使用して、HPE PP にログインします。

[HPE Power Protector 構成]画面が表示されます。

5. このサーバーにインストールする HPE PP コンポーネントを選択して、保存をクリックします。

Linux システムからの HPE PP のアンインストール
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RedHat、SUSE、または派生したシステムでのネイティブ（rpm 形式）アンインストール

HPE PP をコマンドラインからアンインストールするには、次のコマンドを実行します。

rpm –e HPEPP-linux

汎用（非 rpm 形式）アンインストール

手順

1. コマンドラインから、次のコマンドを実行します。

<HPE PPのインストールパス>mc2 –uninstall
例：

# /usr/local/HP/Power Protector/mc2 -uninstall
2. アンインストールを続行するには、Y を入力します。

3. アプリケーションが作成したすべてのファイルを削除するには、Y を入力します。

4. Power Protector の削除を確認するには、Y を入力します。

注記: アンインストール後も一部のファイルが残る場合がありますが、手動で削除できます。
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HP-UX オペレーティングシステムへの HPE PP のインストー
ル

HPE PP は、サポートされる任意の HP-UX オペレーティングシステムに SAM または汎用（非 rpm 形式）
パッケージインストールオプションを使用してインストールできます。ご使用のシステムが 小要件を
満たしていることを確認するために、「システム要件」を参照してください。

汎用（非 rpm 形式）パッケージ方式での HPE PP のローカルインストール

注記: ソフトウェアをインストールする前に、UPS とサーバーとの間で、シリアルケーブルが正しく接続
されていることを確認してください。

手順

1. コマンドラインから、次のコマンドを実行します。

./HPE PP—hpe-ux-x_y_z-ia64 -install
2. デバイス通信が切断されていないことを確認し、Y を入力してインストールを続行します。

3. Enter キーを押してデフォルトのインストールパスを使用するか、または新しいインストールパスを入
力して Enter キーを押します。

4. インストール先ディレクトリを確認するには、Y を入力します。

5. インストールが完了したら、サポートされるブラウザーを起動します。ブラウザーのウィンドウが表
示されます。

6. URL フィールドに次のように入力します。

http://<ipaddress>:4679（標準的な接続の場合）

または
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https://<ipaddress>:4680（安全な接続の場合）

この<ip address>は、HPE PP をホストするサーバーの IP アドレスです。[エンドユーザー使用許諾
契約書]画面が表示されます。

7. デフォルト認証情報の admin/adminを使用して、HPE PP にログインします。

[HPE Power Protector 構成]画面が表示されます。

8. このサーバーにインストールする HPE PP コンポーネントを選択して、保存をクリックします。
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SAM 方式を使用した HPE PP のローカルインストール

注記: ソフトウェアをインストールする前に、UPS とサーバーとの間で、シリアルケーブルが正しく接続
されていることを確認してください。

手順

1. SAM アプリケーションで、ソフトウェア管理をダブルクリックします。

2. ローカルホストへのソフトウェアのインストールをクリックします。

3. ソースデポのパスを完全修飾パスとデポの名前に変更します。

4. インストールする HPE Power Protector を選択します。

5. トップメニューで、アクション>インストールの順にクリックします。

6. デポファイルを解析するには、OK をクリックします。

7. デポファイルをインストールするには、OK をクリックします。

8. インストールを完了して構成プロセスに移動するには、完了をクリックします。

9. インストールが完了したら、サポートされるブラウザーを起動します。ブラウザーのウィンドウが表
示されます。

10. URL フィールドに次のように入力します。

http://<ipaddress>:4679（標準的な接続の場合）

または

https://<ipaddress>:4680（安全な接続の場合）

この<ip address>は、HPE PP をホストするサーバーの IP アドレスです。[エンドユーザー使用許
諾契約書]画面が表示されます。
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11. デフォルト認証情報の admin/adminを使用して、HPE PP にログインします。

[HPE Power Protector 構成]画面が表示されます。

12. このサーバーにインストールする HPE PP コンポーネントを選択して、保存をクリックします。
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サイレントインストール方式を使用した HP-UX システムへの HPE PP のインス
トール

注記: ソフトウェアをインストールする前に、UPS とサーバーとの間で、シリアルケーブルが正しく接続
されていることを確認してください。

サイレントインストールでは、HPE PP Administrator または Client を、オペレーティングシステムに合っ
た自動インストール方式でインストールします。

手順

1. HPE PP パッケージを見つけ、コマンドラインから次のコマンドを実行します。

./HPE PP-hpe-ux-x_y_z-ia64 –install –silent

2. インストールが完了したら、サポートされるブラウザーを起動します。ブラウザーのウィンドウが表
示されます。

3. URL フィールドに次のように入力します。

http://<ipaddress>:4679（標準的な接続の場合）

または

https://<ipaddress>:4680（安全な接続の場合）

この<ip address>は、HPE PP をホストするサーバーの IP アドレスです。[エンドユーザー使用許諾
契約書]画面が表示されます。
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4. デフォルト認証情報の admin/adminを使用して、HPE PP にログインします。

[HPE Power Protector 構成]画面が表示されます。

5. このサーバーにインストールする HPE PP コンポーネントを選択して、保存をクリックします。
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HP-UX システムからの HPE PP のアンインストール

手順

1. コマンドラインから、次のコマンドを実行します。

<HPE PPのインストールパス>mc2 –uninstall

例：

# /opt/HPE/HPE Power Protector/mc2 -uninstall
2. アンインストールを続行するには、Y を入力します。

3. アプリケーションが作成したすべてのファイルを削除するには、Y を入力します。

4. Power Protector の削除を確認するには、Y を入力します。

注記: アンインストール後も一部のファイルが残る場合がありますが、手動で削除できます。
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アクセスと画面上での移動

ソフトウェアへのアクセス
ソフトウェアには、次の方法でアクセスできます。

• Web ブラウザーを通したリモートアクセス

• Windows の[スタート]メニューからローカルに

Web ブラウザー

Web ブラウザーを介して HPE PP にアクセスするには、以下の手順に従ってください。

手順

1. サポートされているブラウザーを起動します。ブラウザーのウィンドウが表示されます。

2. URL フィールドに IP アドレスを入力します。次の例に従ってください。ここで hostname は、HPE
PP がインストールされているコンピューターの IP アドレスまたはマシン名です。

• http://hostname:4679
• https://hostname:4680

重要: プロキシサーバーを使用している場合、ご使用のブラウザーのインターネット設定で、ソ
フトウェアをインストールしているサーバーを、プロキシを使用しないサーバーのリストに追加
する必要があることがあります。構成の変更について詳しくは、ブラウザーの[ヘルプ]メニュー
を参照してください。

重要: HPE PP ソフトウェアのユーザーインターフェイスでサポートされる 小のウィンドウサ
イズは、対応するどのブラウザーでも 1024*768 です。小さいサイズを使用するとメッセージが
重なる場合があります。

[スタート]メニュー

[スタート]メニューから HPE PP にアクセスするには、スタート>プログラム>HPE>HPE Power
Protector の順に移動します。

Windows および Linux システムで GUI 環境を使用できる場合、インストーラーによりシステムアプリ
ケーションメニューにショートカットが作成されます。

オペレーティングシステム アイコン 説明

Windows HPE PP Web インターフェイス
URL 上の Web ブラウザーページ
を開きます。

HPE PP サービスを開始します。

表は続く
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オペレーティングシステム アイコン 説明

HPE PP サービスを停止します。

HPE PP をアンインストールしま
す。

Linux HPE PP Web インターフェイス
URL 上の Web ブラウザーページ
を開きます。

システムトレイのアイコン

システムトレイのアイコンは、HPE PP が Windows オペレーティングシステムにインストールされてい
る場合にのみ使用できます。HPE PP の次の機能のショートカットにアクセスするには、システムトレイ
のアイコンを右クリックしてください。

• 通知ウィンドウを開きます。

• Web インターフェイスを開きます。

• HPE PP を停止します。

• HPE PP を開始します。

システムトレイアイコンで HPE PP のステータスを表示するには、以下のいずれかの操作を行います。

• ソフトウェアコンポーネントのいずれかがインストールされているコンピューター上のシステムトレ
イアイコンにマウスを重ねます。

• ソフトウェアコンポーネントのいずれかがインストールされているコンピューター上のソフトウェア
システムトレイアイコンを右クリックして、コンテキストメニューを表示します。

アイコン ステータス

電源が構成されていません。

HPE PP サービスが停止しています。

電源装置に電源が供給されています。

バッテリ動作 - バッテリ容量は 100%です。

バッテリ動作 - バッテリ容量は 80%です。

バッテリ動作 - バッテリ容量は 60%です。

バッテリ動作 - バッテリ容量は 40%です。

バッテリ動作 - バッテリ容量は 20%です。

表は続く
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アイコン ステータス

警告イベントが発生しています。

クリティカルイベントが発生しています。

電源装置との通信が切断されています。

通知ウィンドウ
電源が構成されると、["HPE Power Protector"の通知]ウィンドウが表示され、次の情報が示されます。

• 電源の名前

• 電源のステータス - 商用電源またはバッテリで動作

• バッテリ容量

• バッテリの稼動時間

• ステータスアイコン

• メッセージ - 電源で発生したイベントを新しいものから順に 10 個、次の 4 つの欄に分けて表示しま
す。

◦ イベントのステータスアイコン

◦ 電源の識別子

◦ イベントの日付

◦ イベントの説明

注記: Linux オペレーティングシステムでは、メッセージリストのイベントの数は 10 個に限定されませ
ん。また、並べ替えできます。

ステータスアイコンについて詳しくは、「[スタート]メニュー」を参照してください。

冗長構成では、電源に関する情報は省略され、メッセージリストだけが表示されます。
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ブラウザーのセキュリティ警告

注記: この項の情報は、ソフトウェアの構成時に SSL を選択した場合にのみ適用されます。

Web インターフェイスに安全にアクセスするには、SSL を使用する必要があります。SSL は、HTTP と
TCP の間に位置するプロトコル層で、サーバーとクライアント間の安全な通信を提供し、プライバシーと
メッセージの整合性を実現するように設計されています。SSL は、通常、Web ベースのトランザクショ
ンで、Web サーバーを認証するために使用されます。このトランザクションでは、ブラウザーに対して
サーバーの存在が明白に証明されます。また、SSL は、サーバーとブラウザー間の通信チャネルを暗号化
します。この暗号化チャネルにより、Web サーバーとブラウザー間のデータの整合性が確保され、データ
の転送中にデータを盗み見ることも改ざんすることもできなくなります。HPE PP は、システムが生成す
る固有の鍵を使用します。

SSL の一部の要素が、セキュリティ証明書です。セキュリティ証明書は、デバイスの存在を証明します。
デバイスにアクセスしたときにブラウザーがセキュリティに関する警告を表示する場合は、次のいずれか
の理由による可能性があります。

• 証明書が信頼されていない。つまり、ブラウザーが認識しない認証局によって署名されたものである。

• 証明書の期限が切れているか、まだ有効になっていない。これは、自身の証明書を発行してその証明
書の期限が切れている場合に発生する可能性があります。

• 証明書に記述されている名前がブラウザーのアドレスフィールドに入力されたサイト名と一致しな
い。

セキュリティに関する注意事項について詳しくは、「セキュリティに関する注意事項の概要」を参照して
ください。

Internet Explorer での安全なセッションの確立

デバイスにブラウザー経由で初めてアクセスするとき、[不明な認証局により認証された Web サイト]画面
が表示されます。安全に接続するには、目的のデバイスにアクセスしていることを確認してください。
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手順

1. 証明書の表示をクリックします。

2. [発行先]フィールドの名前が、目的のデバイスの名前であることを確認します。

3. デバイスが本物であることを確認するために、必要な手順が他にあれば実行します。

注記: 目的のデバイスであるかどうかが不明な場合は、手順を中止してください。認証されていない提
供元から証明書をインポートすると、認証されていないその提供元にログイン認証情報を転送するこ
とになります。証明書ウィンドウを終了して、システム管理者に問い合わせてください。

デバイスの確認後、以下のいずれかの手順を実行してください。

• 証明書をインポートして次に進みます。

a. 証明書の表示をクリックします。証明書が表示されます。

b. 証明書のインストールをクリックします。[証明書のインポート]ウィザードが起動します。

c. 次へをクリックします。[証明書ストア]画面が表示されます。

d. 証明書の種類に基づいて、自動的に証明書ストアを選択するを選択して、次へをクリックしま
す。

e. 完了をクリックします。ルートストアの確認を求めるメッセージが表示されます。

f. はいをクリックします。

• [セキュリティの警告]ウィンドウではいをクリックして、証明書をインポートしないで次に進みま
す。セキュリティの警告は、証明書をインポートするまで、ログインするたびに表示されます。
データは暗号化されます。

• 手順を終了し、管理者から提供されるファイルを使用して、証明書をブラウザーにインポートしま
す。

• [セキュリティの警告]ウィンドウで、いいえをクリックします。

• エクスポート済みの証明書ファイルを管理者から入手します。

注記: Internet Explorer を使用する場合は、ツール、インターネットオプション、コンテンツ、証明書、
インポートの順にクリックして、ブラウザーにファイルを手動でインポートできます。

Mozilla での安全なセッションの確立

デバイスにブラウザー経由で初めてアクセスするとき、[不明な認証局により認証された Web サイト]画面
が表示されます。安全に接続するには、目的のデバイスにアクセスしていることを確認してください。

手順

1. 証明書を審査するをクリックします。

2. [以下に発行]フィールドの名前が、目的のデバイスの名前または IP アドレスであることを確認します。

3. デバイスが本物であることを確認するために、必要な手順が他にあれば実行します。

4. デバイスの確認後、以下のいずれかの手順を実行してください。
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a. この証明書を常に受け入れるまたはこの証明書をこのセッションの間一時的に受け入れるをクリッ
クします。

b. [OK]をクリックします。

注記: Mozilla を使用する場合は、編集、設定、プライバシーとセキュリティ、証明書、証明書マネー
ジャー、認証局、インポートの順にクリックして、ブラウザーにファイルを手動でインポートでき
ます。

Firefox を使用する場合の安全なセッションの確立

デバイスにブラウザー経由で初めてアクセスするとき、[不明な認証局により認証された Web サイト]画面
が表示されます。安全に接続するには、目的のデバイスにアクセスしていることを確認してください。

手順

1. 証明書を審査するをクリックします。

2. [以下に発行]フィールドの名前が、目的のデバイスの名前または IP アドレスであることを確認します。

3. デバイスが本物であることを確認するために、必要な手順が他にあれば実行します。

4. デバイスの確認後、以下のいずれかの手順を実行してください。

a. この証明書を常に受け入れるまたはこの証明書をこのセッションの間一時的に受け入れるをクリッ
クします。

b. [OK]をクリックします。

注記: Firefox を使用する場合は、編集、設定、プライバシーとセキュリティ、証明書、証明書マネー
ジャー、認証局、インポートの順にクリックして、ブラウザーにファイルを手動でインポートでき
ます。

サインイン
このソフトウェアを使用する前に、ユーザー名とパスワードを使用してログインする必要があります。
初にログインする場合は、ユーザー名に admin、パスワードに admin と入力します。ログインするには、
ログインをクリックします。パスワードはログイン後に変更できます。詳しくは、ユーザーアカウント画
面を参照してください。

注記: Firefox を使用する場合は、編集、設定、詳細、セキュリティ、証明書を表示、認証局証明書、イン
ポートの順にクリックして、ブラウザーにファイルを手動でインポートできます。
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正常にログインすると、[電源ソース]画面が表示されます。

クイックスキャンを実行すると、使用できる電源がすべて検出されます。Administrator では、USB また
はシリアル接続されたすべての UPS が検出されます。Client では、ネットワーク経由でアクセスできる
HPE PP Administrator および UPS ネットワークモジュールがすべて検出されます。

インターフェイスの操作
Web インターフェイスは、次の 2 つのフレームに分かれています。

• メニューツリー - 画面の左側にメニューオプションのリストが表示されます。

• メインフレーム - さまざまなインターフェイス画面が表示されます。表示される画面は、左ナビゲー
ションフレームでのメニューオプションの選択によって切り替わります。

オンラインヘルプを表示するには、ヘルプをクリックします。
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注記: 画面左下隅に、アクティブなアラームの数が深刻度別に表示されます。
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構成と操作

設定
設定の下に表示されるメニューオプションは、次のとおりです。

• デバイス検出画面

• アクション画面

• シャットダウンパラメーター画面

• スケジュールシャットダウン画面

• システム画面

• ユーザーアカウント画面

デバイス検出画面

デバイス検出画面を表示するには、メニューツリーで[デバイス検出]をクリックします。管理者は、この
画面を使用して、接続されている UPS と UPS ネットワークモジュールまたは HPE PP Administrator を
検出できます。また、UPS またはアプリケーション情報の編集、検出した UPS またはアプリケーション
の削除、電源と冗長性の構成なども行えます。

デバイスの検出は、HPE PP Administrator と HPE PP Client の両方が使用できます。HPE PP
Administrator は、シリアル接続および USB 接続の UPS を検出できます。HPE PP Client は、HPE PP
Administrator と UPS ネットワークデバイスを検出できます。

ノードリストをソートするには、列見出しをクリックします。表示する列を選んでリストをカスタマイズ
するには、カラムを選択して、表示したいデータに対応するチェックボックスを選びます。次の列オプ
ションを利用できます。

52  構成と操作



• タイプ - ノードタイプを示すアイコン

• ステータス - Administrator と Client の現在の通信ステータスを示すアイコン（ 正常または 通
信消失）

• IP アドレス - ノードの IP アドレス

• MAC アドレス - ノードの MAC アドレス

• 説明 - ノードの説明

• シリアル番号 - ノードのシリアル番号

• クラス - デバイスタイプ（例：RS-232 デバイス、USB デバイス、HPE Power Protector、または UPS
ネットワークモジュール）

• OS の種類 - ノードのオペレーティングシステム

• ロケーション - ノードの設置場所

• コンタクト - ノードの連絡先の担当者

• ユーザータイプ - ユーザーが定義する値で、Web インターフェイス全体でデバイスのソートに使用で
きます。

ユーザータイプを指定するには、デバイスを編集します。

• ユーザーノート - デバイスのソートに使用できるユーザー定義メッセージ。

• アクセス - HPE PP Client の HPE PP Administrator へのログイン認証情報（管理者レベルのユーザー
名とパスワードが必要です）のステータス。
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• リンク - エージェントの Web インターフェイスへのリンク（ HTTP 接続、 HTTPS 接続、または

通信消失）

• 負荷アラームのしきい値 - ユーザーが指定するしきい値。この値を超えると、イベントがトリガーさ
れます。

デバイス検出画面では、以下の操作を行えます。

手順

1. HPE PP Administrator を使用した、USB 接続およびシリアル接続の UPS の検出。アプリケーション
の起動後に接続されている USB およびシリアルデバイスを手動で検出するには、クイックスキャンを
クリックします。

2. HPE PP Client を使用したネットワーク接続の HPE PP Administrator と UPS ネットワークモジュー
ルの検出。デバイスを手動で検出するには、次のいずれかの手順を実行します。

• アプリケーションの起動後に接続されている HPE PP Administrator および UPS ネットワークモ
ジュールを検出するには、クイックスキャンをクリックします。

• ネットワークセグメントの外部にある HPE PP Administrator および UPS ネットワークモジュール
を検出するには、範囲スキャンをクリックします。範囲スキャン画面が表示されます。

新しい範囲を追加するには、範囲の追加をクリックします。列が追加され、[開始]および[終了]セルを
選んで範囲の先頭と末尾の IP アドレスを入力できます。HPE Power Protector の今回のリリースで
は、パスワードは不要です。

スキャン対象の範囲に対応するチェックボックスを選択して、[スキャン]をクリックします。すべての
範囲を選ぶ場合は見出し列のチェックボックスを選んでから[スキャン]をクリックします。

特定の IP アドレスをスキャンするには、アドレスのスキャンをクリックします。アドレスのスキャン
画面が表示されます。
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アドレスフィールドに、IP アドレスを入力します。HPE Power Protector の今回のリリースでは、パ
スワードは不要です。

スキャンをクリックします。

3. 次の手順を実行して、検出したデバイスを編集します。

a. 編集するデバイスをダブルクリックします。また、デバイスを選択して、ノード情報の編集をクリッ
クすることもできます。ノード情報の編集画面が表示されます。

b. 名前フィールドに、デバイスの名前を入力します。

c. ユーザータイププルダウンメニューで、ユーザータイプを選択します。新しいユーザータイプを追
加するには、+アイコンをクリックします。ユーザータイプは、検出したデバイスのソートに使え
る定義値です。ユーザータイプ列は、通知アプリケーション画面でも使用できます。

d. ユーザーノートフィールドにメッセージを追加します。ユーザーノート列は、通知アプリケーショ
ン画面でも使用できます。

e. 負荷アラームのしきい値プルダウンメニューで、パーセント値を選択します。デバイスの負荷が選
択した値に到達すると、アラームが送信されます。

f. 保存をクリックします。

4. 電源を構成します。電源は、いったん選択すると、ユーザーが構成を変更するまで変わることはあり
ません。冗長構成をセットアップする場合は、2 つの電源を設定してください。冗長電源では、UPS
モデルが一致する必要があり、電源の能力も同じでなければなりません。冗長性がサポートされるの
は、UPS ネットワークデバイスについてだけです。

a. シャットダウンモジュールをホストするサーバーに電源を供給するデバイスを選択して、電源の設
定をクリックします。電源の設定画面が表示されます。

次の画面は、HPE PP Administrator 用の管理者の電源の設定画面です。
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次の画面は、HPE PP Client 用の電源の設定画面です。

b. ソース ID フィールドには、電源として現在選択されている UPS が表示されます。プルダウンメ
ニューには、ローカルまたはネットワーク経由で検出されたすべての UPS が表示されます。電源
を変更するには、別のデバイスを選択します。

c. グループプルダウンメニューで、シャットダウンモジュールをホストするサーバーに電源を供給す
るロードセグメントを選びます。

d. 電源が UPS ネットワークモジュールまたは HPE PP Administrator の場合は、ログインフィールド
にログイン名を入力します。HPE Power Protector が、UPS ネットワークモジュールにアクセスし
て、シャットダウン持続時間などの値を設定します。

e. 電源が UPS ネットワークモジュールまたは HPE PP Administrator の場合は、パスワードフィール
ドにログインパスワードを入力します。HPE Power Protector が、UPS ネットワークモジュールに
アクセスして、シャットダウン持続時間などの、値を設定します。
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f. 電源が UPS ネットワークモジュールであり、冗長 UPS 構成の一部の場合は、このサーバーを冗長
構成で保護しますか？チェックボックスを選択します。画面が拡大して、2 台目の（冗長）UPS 電
源を選択して構成するためのオプションが表示されます。

g. 保存をクリックします。

5. デバイスを削除するには、削除するデバイスを選択して Delete キーを押すか、またはノードの削除を
クリックします。

6. オンラインヘルプを表示するには、ヘルプをクリックします。

アクション画面

アクション画面を表示するには、メニューツリーでアクションをクリックします。管理者は、この画面を
使用して、UPS およびアプリケーションでイベントが発生した場合のユーザーへの通知方法を構成でき
ます。

イベントアクションの追加

イベントアクションを追加するには、以下の手順に従ってください。

手順

1. 新しいアクションの作成をクリックします。新しいアクションの作成画面が表示されます。アスタリ
スクの付いたフィールドには、データを入力する必要があります。

構成と操作 57



2. アクションを有効にするには[有効なアクション]チェックボックスを選択し、無効にするにはクリアし
ます。

3. [アクション名]フィールドに、アクションの名前を入力します。

4. 該当するイベントの深刻度のチェックボックスを選択して、アクションをトリガーするイベントを選
別します。クリティカルイベントだけを選別するようにアクションを構成すると、クリティカルイベ
ントの解決に関連付けられた通常イベントの通知は送信されません。

5. 次の手順を実行して、[イベントカテゴリー]フィールドにカテゴリを追加して、アクションをトリガー
するイベントを選別します。

a. ペンアイコンをクリックして、[イベントカテゴリーの編集]画面を表示します。

b. 含めたいカテゴリのチェックボックスを選択して、保存をクリックします。

6. [電源ソース]プルダウンメニューで、電源を選択します。この設定は、冗長構成の[電源ソース 1]、[電
源ソース 2]、および[電源ソース 1 および 2]でアクションを起動するために使用します。

7. [アクションタイプ]プルダウンメニューで、アクションタイプを選択します。選択したオプションに
よっては、これ以外のパラメーターが表示されます。

• 通知 - システムトレイでのイベント通知を含みます。

パラメーターを追加する必要はありません。

• コマンド - スクリプトを実行します。
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[コマンド]フィールドにコマンドを入力します。コマンドのカスタマイズに役立てるために[コマンド
の編集]画面を表示するには、ペンアイコンをクリックします。変数を入力するには、+アイコンをク
リックします。

UPS イベントに対してプログラムを実行するには、プログラムパスが必要です。プログラムは、シス
テムアカウントで実行されます。実行するアクションによっては、事前に、コンテキストを変更しな
ければならない場合があります。スクリプトを実行するには、フルパスを入力する必要があります。

ユーザーが特定のツールやプログラムをそのユーザーアカウントに割り当てられた権限とは異なる権
限で実行できるようにするには、Windows の RunAs コマンドを使用します。このコマンドでは、ユー
ザーがパスワードを保存できます（Windows XP SP2 以降のバージョン）。次の Windows コマンドを
使用します。

runas /profile /user:<my login> /savecred <my_program.exe>
初の実行時に、パスワードが要求されます。パスワードは、以降の実行のために保存されます。

Linux では、HPE Power Protector プロセスは root 権限で実行されるため、プログラムやシェルスクリ
プトの実行に SUDO は不要です。

メール - 電子メール通知を送信します。

HPE PP が送信する電子メールメッセージは、テキストメッセージング用に SMS 規格を使用する携帯
電話システムと互換性があります。テキストメッセージは、次の構文で送信してください。

携帯電話の番号@SMSゲートウェイ

必要なフォーマットは、携帯電話のサービスプロバイダーによって異なる可能性があります。電子
メールを SMS ゲートウェイに転送するための設定値については、携帯電話のサービスプロバイダーに
問い合わせてください。
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• SMTP サーバー - 電子メールメッセージの送信に使用する SMTP サーバーのホスト名または IP ア
ドレス。

• ログイン - SMTP サーバーの認証で使用するユーザー名。

• パスワード - SMTP サーバー認証のパスワード。

• 受信者 - 受信先の電子メールアドレス。

アドレスをカンマで区切って、複数の受信先を指定できます。

• 送信者 - 電子メールメッセージの送信元アドレス。

• 件名 - 電子メールメッセージの件名行に含まれるテキスト。

件名は、あらかじめ定義した変数でカスタマイズできます。件名のカスタマイズに役立てるために
[件名の編集]画面を表示するには、ペンアイコンをクリックします。変数を入力するには、+アイコ
ンをクリックします。

• メッセージ - メッセージを生成しているイベントを説明します。
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電子メールの本文は、あらかじめ定義した変数でカスタマイズできます。メッセージのカスタマイ
ズに役立てるために[メッセージの編集]画面を表示するには、ペンアイコンをクリックします。変
数を入力するには、+アイコンをクリックします。

• [通知間隔] - 期間を指定して電子メール通知の内容をまとめ、その期間が経過した後で初めてまとめ
た内容を通知先が受信するように構成できます。

選択できるオプションは[なし]、[10 秒ごとに]、[毎分]、[1 時間ごとに]、[毎日]です。たとえば、毎
日を選択すると、1 日に受け取る電子メールを 1 つにまとめることができます。この電子メールに
は、受信時の 24 時間前から受信時までに発生したすべてのイベントの詳しい情報が掲載されます。
なしを選択すると、イベントごとに電子メールが作成され、イベントと同じ数のたくさんのメッ
セージを受け取ることになります。

8. 保存をクリックします。

構成したアクションのコピー

構成したアクションをコピーするには、以下の手順に従ってください。

手順

1. アクションを選択して、選択したアクションのコピーをクリックします。[このアクションのコピー]画
面が表示されます。

2. [アクション名]フィールドに、アクションの名前を入力します。

3. 保存をクリックします。

構成したアクションの編集

構成したアクションを編集するには、以下の手順に従ってください。
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手順

1. アクションをダブルクリックします。また、アクションを選択して、[選択したアクションの編集]をク
リックすることもできます。[アクションの編集]画面が表示されます。

2. 必要に応じて、情報を変更します。

[電源ソース]フィールドには、次のオプションが含まれます。

• すべて—単一モードで、デフォルトの選択肢です。

• 電源ソース-冗長モードのみで、電源ソース 1 または電源ソース 2 で発生するイベントが含まれま
す。

• 電源コンポーネント-冗長モードのみで、電源ソース 1 または電源ソース 2 で発生するイベントが含
まれます。

3. 保存 をクリックします。

構成したアクションをテストするには、アクションを選択して選択したアクションのテストをクリッ
クします。選択したアクションが実行され、動作をテストできます。

構成したアクションを削除するには、アクションを選択して選択したアクションの削除をクリックし
ます。

オンラインヘルプを表示するには、ヘルプをクリックします。
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シャットダウンパラメーター画面

シャットダウンパラメーター画面を表示するには、メニューツリーで[シャットダウンパラメーター]をク
リックします。この画面は、HPE PP Administrator からも Client からも使用できます。管理者は、この画
面を使用して、電源障害発生時に HPE Power Protector が UPS および接続デバイスをシャットダウンし
て再起動する方法を構成できます。

電源の構成情報が入力されていることを確認します。シャットダウンパラメーターを構成するには、電源
の構成が完了していなければなりません。電源を構成するには、デバイス検出画面を参照してください。

シャットダウンパラメーターの入力

シャットダウンパラメーターを入力するには、以下の手順に従ってください。

手順

1. [シャットダウン設定]エントリーをダブルクリックするか、または[シャットダウン構成の編集]をク
リックします。[シャットダウン構成の編集]画面が表示されます。
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2. [シャットダウン開始までの時間(秒)]フィールドに、商用電源の障害が発生してから UPS のシャットダ
ウンシーケンスが開始されるまでの時間（秒単位）を入力します。1 つの UPS 構成について、すべて
の HPE PP Client の中で 長の時間を記録します。[シャットダウン開始までの時間]の時間は、HPE
PP Administrator 内で 長の HPE PP Client 時間より短くならないように構成します。

注記: [シャットダウン開始までの時間(秒)]フィールドは、UPS ネットワークモジュールが UPS にイン
ストールされている場合にのみ使用されます。UPS ネットワークマネージメントモジュール（HPE
Single Phase 1Gb UPS Network Management Module）が UPS にインストールされている場合、
[シャットダウン開始までの時間(秒)]フィールドはなしに設定されている必要があります。

3. [リモートシーケンスのシャットダウン遅延(秒)]フィールドに、リモートシャットダウンが開始してか
ら、UPS のシャットダウンシーケンスが開始されるまでの時間（秒単位）を入力します。1 つの UPS
構成について、すべての HPE PP Client の中で 長の時間を記録します。[シャットダウン開始までの
時間]の時間は、HPE PP Administrator 内で 長の HPE PP Client 時間より短くならないように構成し
ます。

注記: [リモートシーケンスのシャットダウン遅延(秒)]フィールドは、UPS ネットワークマネージメン
トモジュール（HPE Single Phase 1Gb UPS Network Management Module）が UPS にインストール
されている場合にのみ使用されます。UPS ネットワークモジュールが UPS にインストールされてい
る場合、[リモートシーケンスのシャットダウン遅延(秒)]フィールドはなしに設定されている必要があ
ります。

4. [OS シャットダウン時間(秒)]フィールドに、サーバーを正しい順序でシャットダウンするのに必要な
時間を入力します。UPS ネットワークモジュールは、構成済みのすべての HPE PP Client についてこ
の時間を比較し、UPS ネットワークモジュールのシャットダウンパラメーター画面の OS シャットダ
ウン時間として 長の時間を使用します。

5. [シャットダウンのタイプ]プルダウンメニューで、次のオプションのうちいずれかを選択します。

•
休止 - このオプションを選択すると、システムがシャットダウンした場合に、進行中のすべての作
業とシステム情報が自動的にディスクに保存されます。コンピューター自体の電源は切られます。
商用電源が復旧するとすべてのアプリケーションが停止前の状態で開かれ、ユーザーはその作業環
境に戻されます。

ご使用のオペレーティングシステムで休止機能を使える場合は、この機能をオペレーティングシス
テムで有効にする必要があります。スタート > コントロールパネル > 電源オプションの順に選択
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して、[休止状態]タブで[休止状態]オプションが有効になっていることを確認します。休止オプショ
ンを選択しているが使用しているコンピューターでこの機能がサポートされていない場合、HPE
Power Protector は、通常（デフォルト）のシャットダウンを実行します。

• シャットダウン - このオプションは、アプリケーションとシステムをシャットダウンしますが、コ
ンピューターの電源は切りません。システムはユーザーにコンピューターの電源を切るためのオ
プションを提供し、この場合は、UPS によって電源が切られます。商用電源の復旧後すぐにサー
バーを再起動したい場合は、ほとんどのコンピューターでこの構成が必要です。

• 遮断 - このオプションは、アプリケーションとシステムをシャットダウンし、コンピューターの電
源も切ります。システムを再起動するときその場に待機しておきたい場合（または、負荷制限のた
めの意図的な停電の場合）は、この構成をおすすめします。

• スクリプト - このオプションは、シャットダウンシーケンスのカスタマイズのためにユーザーが作
成できるカスタムスクリプトを使用してシャットダウンを管理します。ユーザーは、標準の
Windows シャットダウンコマンドをベースに独自のシャットダウンシーケンスを完成することが
できます。詳しくは、Windows のコマンドラインインタープリターで shutdown /?コマンドを実行
してください。次のフォルダーに、サンプルスクリプトがあります。

<インストールパス>\configs\scripts

6. [シャットダウンスクリプト]フィールドに、スクリプトの絶対パスを入力します。

7. [ロードセグメントのシャットオフを有効]チェックボックスを選択します。このチェックボックスは、
HPE PP Administrator、ならびに HPE PP Administrator に接続されている HPE PP Client で使用でき
ます。

8. 保存 をクリックします。

高度なシャットダウン基準の構成

高度なシャットダウン基準を構成するには、以下の手順に従ってください。

手順

1. 高度なシャットダウン基準の編集をクリックします。[高度なシャットダウン基準の編集]画面が表示
されます。

HPE PP ソフトウェアは、次のイベントが発生すると、シャットダウン構成パラメーターを自動的に
使用してデバイスを正しい手順でシャットダウンします。
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• バッテリの残量が限度より少なくなっている

• バッテリの残り稼動時間が限度より短くなっている

• 商用電源に障害が発生して、シャットダウンタイマーが時間切れになっている

• UPS のシャットダウンが近づいている

手順 2 で、追加のシャットダウンオプションを構成します。

2. 必要に応じて、次のチェックボックスを選択します。

• UPS 内部障害 - 少なくとも 1 つの電源で UPS 内部障害アラームが 初に発生した時点で、シャッ
トダウンシーケンスが開始されます。

• UPS 過負荷 - 少なくとも 1 つの電源で UPS の過負荷アラームが 初に発生した時点で、シャット
ダウンシーケンスが開始されます。

• バイパス使用時の出力 - 少なくとも 1 つの電源で UPS バイパスモードアラームが 初に発生した
時点で、シャットダウンシーケンスが開始されます。

• 通信障害 - 通信の切断アラームが 初に発生した時点で、シャットダウンシーケンスが開始されま
す。

3. 保存をクリックします。

UPS の設定値の構成（HPE PP Administrator のみ）

UPS の設定値を構成するには、以下の手順に従ってください（HPE PP Administrator のみ）。

手順

1. UPS の構成を編集をクリックします。[UPS の構成を編集]画面が表示されます。
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重要: 以下の UPS については[UPS の構成]ボタンを編集できません。

• R1500 G2

• R1500 G3

• R3000 G2

• T750 G2

• T1000 G3

• T1500 G3

2. [残りバックアップ時間が下回った場合にシャットダウン(%)]フィールドには、バッテリ寿命を割合で
入力します。UPS のシャットダウンシーケンスを開始するには、 低でもここで構成するバッテリ寿
命が残っていなければなりません（0～100%の間で構成、デフォルトでは 20%）。

3. [バッテリ容量が超えた場合再起動(%)]フィールドには、バッテリ充電の割合を入力します。AC 電源の
復旧後 UPS を再起動するには、バッテリの充電量がここで指定する割合に到達していなければなりま
せん（0～100%で構成、デフォルトでは 0%）。

4. [ロードセグメント#1 再起動遅延(秒)]フィールドには秒数を入力します。UPS は、再起動後、ここで指
定する時間待ってからロードセグメント#1 の再起動を開始します（0～99,999 秒の間で構成、デフォ
ルトでは 30 秒）。

5. [ロードセグメント#2 再起動遅延(秒)]フィールドには秒数を入力します。UPS は、再起動後、ここで指
定する時間待ってからロードセグメント#2 の再起動を開始します（0～99,999 秒の間で構成、デフォ
ルトでは 30 秒）。

重要: 再起動の設定値の構成は慎重に計画してください。商用電源が復旧しても、サーバーに電
源が入る前に、別の遅延が発生することがあります。

重要: USB 接続では、再起動遅延の設定値は 9 時間を超えてはなりません。この制限はシリアル
接続には適用されません。

オンラインヘルプを表示するには、ヘルプをクリックします。

シャットダウンパラメーターの構成

シャットダウンパラメーターを構成する際は、以下で説明するシャットダウンの原則に従ってください。

• HPE PP Administrator について入力した[シャットダウン開始までの時間]の値が、[シャットダウン開
始までの時間]が 大に構成された HPE PP Client の値より短くならないようにしてください。そうし
ないと、Client が HPE PP Administrator と同時にシャットダウンを開始します。

この値は、リセット時にデフォルトで 大値 99999 秒に設定されます。

• HPE PP Administrator について入力した[OS シャットダウン時間]の値が、[OS シャットダウン時間]が
も長く構成された HPE PP Client の値より短くならないようにしてください。

• オペレーティングシステムのシャットダウンが開始された後で、シャットダウンプロセスを取り消す
ことはできません。これは、商用電源が復旧した場合にも該当します。

• 各クライアントをそのクライアントの遅延設定に基づいてそれぞれ時間をずらしてシャットダウンし
て、負荷制限を行います。このシャットダウンにより、残ったクライアントのバックアップ時間が増
えます。
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• UPS の電源は、すべてのロードセグメントの電源が切断された後で切断されます。

• シャットダウンの開始までの時間の経過中に、バッテリ容量が下回るなどの他の状況が発生すると、
HPE PP Administrator はすべての Client にシャットダウンコマンドを送信して、開始までの時間に達
しないうちにシャットダウンプロセスを開始します。

以下では、UPS のシャットダウンパラメーターの例を示します。この UPS には、ロードセグメントが 2
つあり、HPE PP Administrator がインストールされているサーバーが 1 台と、HPE PP Client がインス
トールされているサーバーが 3 台接続されているとします。

番号 説明

1 商用電源の障害発生

2 商用電源の復旧

3 ユーティリティ

4 ロードセグメント 1 上のクライアント 1

5 ロードセグメント 1 上のクライアント 2

6 ロードセグメント 1

7 ロードセグメント 2 上のクライアント 3

表は続く
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番号 説明

8 ロードセグメント 2 上の Administrator

9 ロードセグメント 2

10 UPS

商用電源で動作

バッテリで動作（シャットダウンの開始までの時
間）

オペレーティングシステムのシャットダウン時間

t1 商用電源の障害 - UPS はバッテリ動作、およびす
べてのサーバーは通常どおり電源供給。

t2 シャットダウンプロセスの開始 - シャットダウン
スクリプトが実行され、アプリケーションが終了
し、オペレーティングシステムがシャットダウンす
る。

t3 すべてのサーバーの電源が完全に切断され、ロード
セグメントの電源が切断され、UPS の電源が切断
される

t4 商用電源の復旧

t5、t6、t7 UPS、ロードセグメント 1、およびロードセグメン
ト 2 に電源が投入される。

例の UPS は、商用電源が切断されると、次のように動作します。

1. ロードセグメント 1 に対して：

a. HPE PP Client 1 は t2 まで待ってから、OS シャットダウン時間を開始します。サーバーの電源は、
t3 の前に切断されます。

b. HPE PP Client 2 は t2 まで待ってから、OS シャットダウン時間を開始します。サーバーの電源は、
t3 の前に切断されます。

c. HPE PP Administrator は、t2 まで待ってからロードセグメント 1 とこのセグメントに接続されてい
るすべてのクライアントにシャットダウンコマンドを送信します。ロードセグメント 1 の電源は
t3 の段階で切断されます。

2. ロードセグメント 2 に対して：

a. HPE PP Client 3 は t2 まで待ってから、OS シャットダウン時間を開始します。サーバーの電源は、
t3 の前に切断されます。

b. HPE PP Administrator は t2 まで待ってから OS シャットダウン時間を開始し、次にロードセグメン
ト 2 とロードセグメント 2 に接続されているクライアントすべてにシャットダウンコマンドを送
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信します。サーバーの電源は t3 の前で切断され、ロードセグメント 2 の電源は t3 の段階で切断さ
れます。

3. 両方のロードセグメントの電源が t3 の段階で切断されるため、UPS の電源は t3 の段階で切断されま
す。

商用電源が復旧すると、例の UPS は次のように動作します。

1. t5 - [再起動に必要なバッテリ容量]フィールドで指定した条件が満たされると、UPS に電源が供給され
ます。

2. t6 および t7 - 電源オンの[遅延]フィールドで指定した条件が満たされると、ロードグループに電源が入
ります。

3. クライアントサーバーの BIOS セットアップで[自動電源オン]が有効になっている場合、サーバーには
電源が検出されるとただちに電源が投入されます。

スケジュールシャットダウン画面

スケジュールシャットダウン画面を表示するには、メニューツリーで[スケジュールシャットダウン]をク
リックします。スケジュールシャットダウンを構成するときは、必ず、以下のルールに従ってください。

• [再起動時刻]は、[シャットダウン時刻]以後でなければなりません。シャットダウン頻度に[毎日]を選択
した場合、[再起動時刻]は[シャットダウン時刻]の翌日に構成できますが、次のスケジュールシャット
ダウン以前でなければなりません。

• シャットダウンのスケジュールに[毎日]および[毎週]を構成するときは、[シャットダウン時刻]または
[再起動時刻]が重ならないことを確認してください。

スケジュールシャットダウンを構成するには、以下の手順に従ってください（HPE PP Administrator の
み）。
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手順

1. スケジュールシャットダウンの追加、編集、または削除を選択します。

• 新しいスケジュールシャットダウンを追加するには、新しいスケジュールシャットダウンの追加を
クリックします。[新しいスケジュールシャットダウンの追加]画面が表示されます。

• スケジュールシャットダウンを編集するには、構成するスケジュールシャットダウンを選択し、ス
ケジュールシャットダウンの編集をクリックします。[スケジュールシャットダウンの編集]画面が
表示されます。

• 削除したいスケジュールシャットダウンを選択し、スケジュールシャットダウンの削除をクリック
します。

2. [ステータス]フィールドで、スケジュールシャットダウンを有効にするには[有効]を選択し、スケジュー
ルシャットダウンを無効にするには[無効]を選択します。

3. スケジュールシャットダウンの実施頻度を設定するには、[頻度]フィールドで、[1 回]、[毎日]、または
[毎週]を選択します。

4. [シャットダウン時刻]フィールドで、次の操作を行います。

a. スケジュールシャットダウンを開始する日付をカレンダーから選択します。

b. スケジュールシャットダウンの開始時刻（時）を選択します。

c. スケジュールシャットダウンの開始時刻（分）を選択します。

5. [再開]フィールドで、次の操作を行います。

a. スケジュールシャットダウンを再開する日付をカレンダーから選択します。

シャットダウン周期に毎日を選択する場合、シャットダウンと再起動は同じ日付に構成するか、ま
たは、再起動の時刻がシャットダウンの時刻より早い場合、再起動はシャットダウンの翌日に構成
する必要があります。時刻の構成に応じて、カレンダーの選択が制限されます。

b. 再起動の時刻（時）を選択します。

c. 再起動の時刻（分）を選択します。

6. 保存をクリックします。スケジュールシャットダウンが競合する場合、または周期が[毎週]のときに
シャットダウンの開始と再開が 8 日以上離れている場合、警告メッセージが表示されます。
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前の画面に戻るにはキャンセルをクリックします。

オンラインヘルプを表示するには、ヘルプをクリックします。

システム画面

システム画面を表示するには、メニューツリーでシステムをクリックします。この画面には、ライセンス
情報と HPE の Web サイトへのリンクが掲載されます。管理者は、システムの連絡先情報の入力や言語の
構成、自動スキャン設定値の構成を行えます。

ライセンス情報を表示するには、HPE Power Protector についてをクリックします。

Hewlett Packard Enterprise の Web サイトに移動するには、Web サイトのリンクをクリックします。

システムの連絡先情報を入力するには、以下の手順に従ってください

システム担当者情報の入力

手順

1. [システム]ボックスをダブルクリックするか、または[システム情報の編集]をクリックします。[システ
ム情報の編集]画面が表示されます。
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2. [コンタクト]フィールドに、連絡先の担当者の名前を入力します。

3. [ロケーション]フィールドに、連絡先の担当者のロケーションを入力します。

4. 保存をクリックします。

システムの言語を選択するには、以下の手順に従ってください

システム言語の選択

手順

1. [言語設定]ボックスをダブルクリックするか、または言語の編集をクリックします。[言語の編集]画面
が表示されます。

2. [言語]プルダウンメニューから、システムの表示言語を選択します。

3. 保存をクリックします。

新しいデバイスを対象にした定期スキャンを構成するには、以下の手順に従ってください

新しいデバイスを対象にした定期スキャンを構成するには、以下の手順に従ってください。

手順

1. [スキャンの設定]ボックスをダブルクリックするか、またはスキャン設定の編集をクリックします。[ス
キャン設定の編集]画面が表示されます。

図 1: HPE PP Administrator 用の[スキャン設定の編集]画面
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図 2: HPE PP Client 用の[スキャン設定の編集]画面

2. HPE PP Client を構成している場合は、デフォルトの SNMP コミュニティ名を入力します。デフォル
ト値は、publicです。

3. 自動クイックスキャンを有効にするには、[自動スキャン]チェックボックスを選択します。

または

自動クイックスキャンを無効にするには、[自動スキャン]チェックボックスをクリアします。

4. 保存をクリックします。

5. オンラインヘルプを表示するには、ヘルプをクリックします。

ユーザーアカウント画面

ユーザーアカウント画面を表示するには、メニューツリーでユーザーアカウントをクリックします。管理
者は、この画面を使用して、ユーザーアカウントを追加、編集、または削除できます。

HPE Power Protector には、次に示すデフォルトの管理者プロファイルが含まれます。

• ユーザー名 - admin
• パスワード - admin

Hewlett Packard Enterprise では、インストール後すぐにデフォルトプロファイル設定を変更することを
おすすめします。
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HPE PP Administrator および Client 用のユーザーアカウントをそれぞれ作成します。HPE PP
Administrator は、UPS に直接接続される HPE Power Protector のインスタンスです。

ユーザーには、ここで割り当てるアカウントの種類によって異なる権限が与えられます。

• ユーザー - 監視情報を表示することはできますが、システム、UPS、またはアプリケーションの設定
値を構成することはできません。

• 管理者 - すべての画面と機能にフルアクセスでき、システム、UPS、およびアプリケーションの設定
値を構成できます。

ユーザアカウントの作成

作成できるユーザーアカウントの数に制限はありません。

手順

1. ユーザーの追加をクリックします。[ユーザーの追加]画面が表示されます。

2. ログインフィールドに、ユーザーの名前を入力します。

3. パスワードフィールドにパスワードを入力します。

4. [パスワードの確認]フィールドにパスワードをもう一度入力します。

5. [プロファイル]プルダウンメニューから、ユーザータイプ（ユーザーまたは管理者）を選択します。

6. 保存をクリックします。

ユーザーアカウントの編集

手順

1. 編集するユーザーアカウントをダブルクリックします。また、ユーザーアカウントを選択して、ユー
ザーの編集をクリックすることもできます。[ユーザーの編集]画面が表示されます。

2. パスワードフィールドにパスワードを入力します。

3. [パスワードの確認]フィールドにパスワードをもう一度入力します。
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4. [プロファイル]プルダウンメニューから、ユーザータイプ（ユーザーまたは管理者）を選択します。

5. 保存をクリックします。

6. ユーザーアカウントを削除するには、削除するユーザーアカウントを選択して、ユーザーの削除をク
リックします。

7. オンラインヘルプを表示するには、ヘルプをクリックします。

[ビュー]
[ビュー]の下に表示されるメニューオプションは、次のとおりです。

• [電源ソース]画面

• 通知アプリケーション画面

[電源ソース]画面

[電源ソース]画面を表示するには、メニューツリーで[電源ソース]をクリックします。この画面では、HPE
Power Protector を実行するサーバーに電源を供給する UPS から収集されるステータス情報とデータを
監視できます。情報は、10 秒ごとに更新されます。

冗長 UPS が構成されている場合は、UPS ごとに[電源ソース]画面を利用できます。冗長 UPS を構成する
には、デバイス検出画面を参照してください。

次に示す 6 つの情報ボックスを利用できます。

• [情報とステータス]パネル

• [UPS データ]パネル

• [グラフ]パネル
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• [電源スコープ]パネル

• [イベント]パネル

• [統計情報]パネル

画面上のパネルの表示順序は、パネルをドラッグアンドドロップして変更できます。パネルを展開するに

は アイコン、折り畳むには アイコンをクリックします。

手順

1. 右上隅の アイコン（[ログアウト]ボタンの下）をクリックします。[パネルの選択]画面が表示されま
す。

2. 表示する各パネルのチェックボックスを選択します。

3. 保存をクリックします。

4. オンラインヘルプを表示するには、ヘルプをクリックします。

[情報とステータス]パネル

このパネルでは、UPS の全体的なステータスを確認できます。このパネルに表示される UPS 情報は、
UPS のモデルによって異なります。また、HPE PP Administrator の構成かそれとも Client の構成かに
よっても異なります。ステータス情報は、10 秒ごとに更新されます。
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HPE PP Administrator

次の、UPS 情報が表示されます。

• UPS のステータスアイコン - UPS の現在のステータス

ステータスアイ
コン

説明

正常に動作しています。

アラームが生成されています。

UPS アラームを表示するには、アイコンをクリックしてください。

UPS の通信が切断されています。

• 説明 - UPS の名前

• ファームウェアバージョン - UPS のファームウェアバージョン

• 定格皮相電力 - UPS の定格皮相電力（VA または KVA 単位）

• シリアル番号 - UPS のシリアル番号

• クラス - 通信プロトコル（RS-232 デバイス、USB デバイス、HPE PP Administrator など）
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• リンク - ハイパーリンク付きのアイコン。このリンクから、HPE UPS ネットワークモジュール（取り
付けられている場合）または HPE PP Administrator の Web インターフェイスにアクセスできます

（ HTTP 接続、 HTTPS 接続、または 通信消失）。

• バッテリの状態 - UPS バッテリの現在の状態（充電中、放電中、または障害）

• 電源ソース - UPS で現在使われている電源（AC 電源またはバッテリ電源）

• 負荷レベル - UPS の現在の出力負荷レベル

• バッテリ容量 - UPS バッテリの残量

• バッテリ持続時間 - UPS バッテリによるバックアップの残り時間

• UPS 全体 - UPS のステータス（ オン、 オフ、 不明、内部障害、オン（自動バイパス）、手動
バイパス、過負荷）

• グループ - グループのステータス（ オン、 オフ、または 不明）

HPE PP Client

次の、UPS 情報が表示されます。

• UPS のステータスアイコン - UPS の現在のステータス
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ステータスアイ
コン

説明

正常に動作しています。

アラームが生成されています。

UPS アラームを表示するには、アイコンをクリックしてください。

UPS の通信が切断されています。

• 説明 - UPS の名前

• ファームウェアバージョン - UPS のファームウェアバージョン

• 定格皮相電力 - UPS の定格皮相電力（VA または KVA 単位）

• シリアル番号 - UPS のシリアル番号

• クラス - デバイスタイプ（RS-232 デバイス、USB デバイス、HPE PP Administrator など）

• リンク - ハイパーリンク付きのアイコン。このリンクから、HPE UPS ネットワークモジュール（取り
付けられている場合）または HPE PP Administrator の Web インターフェイスにアクセスできます

（ HTTP 接続、 HTTPS 接続、または 通信消失）

• バッテリの状態 - UPS バッテリの現在の状態（充電中、放電中、または障害）

• 電源ソース - UPS で現在使われている電源（AC 電源またはバッテリ電源）

• 負荷レベル - UPS の現在の出力負荷レベル

• バッテリ容量 - UPS バッテリの残量

• バッテリ持続時間 - UPS バッテリによるバックアップの残り時間

• UPS 全体 - UPS のステータス（ オン、 オフ、 不明、内部障害、オン（自動バイパス）、手動
バイパス、過負荷）

• グループ - グループのステータス（ オン、 オフ、または 不明）

[UPS データ]パネル

このパネルには、UPS の入力および出力の情報が表示されます。データは、10 秒ごとに更新されます。
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このパネルに表示される UPS 情報は、UPS のモデルによって異なります。次の、UPS データが表示され
ます。

• 入力

◦ 入力周波数 - UPS の入力周波数

◦ 入力電圧 - UPS の入力電圧

• 出力

◦ 出力周波数 - UPS の出力周波数

◦ 出力電圧 - UPS の出力電圧

◦ 出力電流 - UPS の出力電流

◦ 全皮相電力 - UPS の総皮相電力

◦ 全有効電力 - UPS の総有効電力

◦ バッテリ出力電圧 - UPS バッテリの出力電圧

3 相 UPS の場合、データは相ごとに表示されます。値について詳しくは、3 相 UPS のデータの位置にマ
ウスを重ねて表示してください。

[グラフ]パネル

このパネルでは、UPS データがグラフで表示されます。
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グラフのデータの値を表示するには、データの位置にマウスを重ねてください。

グラフにズームインするには、 アイコンをクリックします。

大 6 種類のデータをグラフに表示することができます。

手順

1. アイコンをクリックします。[グラフの設定]画面が表示されます。
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2. グラフにするデータに対応するチェックボックスを 大 6 つ選択します。

3. [時間スケール]プルダウンメニューで、グラフで再現する時間を選びます。たとえば、[12 時間]を選択
すると、グラフには 12 時間に相当する収集済みデータが表示されます。

4. 保存をクリックします。選択したタイムスケールは、グラフの上に表示されます。グラフに表されて
いるデータ値の中で も古い値の収集日時が、左下隅に表示されます。グラフに表されているデータ
値の中で も新しい値の収集日時が、右下隅に表示されます。

5. 表示されている時間枠を後退/前進させるには左下隅および右下隅の日付と時刻の値をクリックしま
す。

[電源スコープ]パネル

このパネルには、UPS の電気的トポロジ（オンライン UPS、オフライン UPS、またはラインインタラク
ティブ UPS）が表示されます。また、UPS の動作モードを動画で示す図も表示され、この図から UPS の
メインコンポーネントおよび負荷に供給される電気の流れを確認できます。

UPS データについての詳しい情報は、図の要素にマウスを重ねて確認してください。利用可能な UPS の
データは、正常モード、バッテリモード、およびバイパスモードです。利用可能な UPS のデータは、UPS
のレンジによって異なります。

UPS との通信が失われると、図はグレーに変わります。ラインインタラクティブ UPS については、図は
表示されません。
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次の表では、表示される可能性がある図について説明します。

図 UPS の動作モード

自動バイパス機能を備える UPS

自動バイパス機能がない UPS

次の表では、表示される可能性がある図の要素について説明します。

図の要素

AC 通常入力

緑色 - 許容範囲内

グレー - 許容範囲外

AC の通常の流れ

黄色 - AC-DC コンバーターに通常の AC 電源から
電源が供給されています。

表は続く
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図の要素

グレー - AC-DC コンバーターに通常の AC 電源か
らの電源が供給されていません。

AC-DC コンバーター

緑色 - 電源が供給されています。

グレー - 電源が供給されていません。

赤色 - 内部障害

バッテリ

緑色 - バッテリの残量は 50%を超えています。

オレンジ色 - バッテリの残量は 50%を切っていま
す。

赤色 - バッテリのチェックが必要です（バッテリテ
ストの結果）。

バッテリ出力の流れ

黄色 - バッテリから AC-DC コンバーターに電源が
供給されています。

グレー - AC-DC コンバーターにバッテリからの電
源は供給されていません。

DC-AC コンバーターの入力の流れ

黄色 - エネルギーフローが存在します。

グレー - エネルギーフローは存在しません。

DC-AC コンバーター

緑色 - 電源が供給されています。

グレー - 電源が供給されていません。

赤色 - 内部障害

表は続く
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図の要素

DC-AC コンバーターの出力

黄色 - エネルギーフローが存在します。

グレー - エネルギーフローは存在しません。

AC バイパスの入力

緑色 - 許容範囲内

赤色 - 許容範囲外

AC 自動バイパスの流れ

黄色 - エネルギーフローが存在します。

グレー - エネルギーフローは存在しません。

AC 自動バイパスのステータス

緑色 - 電源が供給されています。

グレー - 電源が供給されていません。

赤色 - 内部障害

AC 出力の流れ

黄色 - エネルギーフローが存在します。

グレー - エネルギーフローは存在しません。

AC 出力

緑色 - 負荷は保護されています。

赤色 - 負荷は保護されていません。

[イベント]パネル

このパネルには、UPS とアプリケーションのイベントのリストが表示されます。
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イベントリストにズームインするには、 アイコンをクリックします。

列見出しをクリックしてイベントリストをソートするか、またはカラムを選択してテーブルに示される情
報をカスタマイズします。次の列オプションを利用できます。

• ステータス - イベントの深刻度を示すステータスアイコン（ 正常、 警告、 クリティカル、

または 通信消失）

• 日付 - イベントの発生日

• メッセージ - イベントの説明

• [イベント]パネルには、確認済みのイベントは表示されません。詳しくは、[イベントリスト]画面を参
照してください。

[統計情報]パネル

このパネルには、計算済みの統計値のリストが表示されます。

統計情報は、次のカテゴリについて、指定された期間計算されます。

• 消費電力 - 消費電力の推定値

• 平均皮相電力 - 平均皮相電力

• 給電切断の回数 - 発生した商用電源の障害の回数。
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• 電源切断累計時間 - 商用電源が停電していた時間の合計。

• UPS の過負荷 - UPS が過負荷状態を検出した回数。

統計情報計算の対象期間を構成するには、以下の手順に従ってください。

手順

1. アイコンをクリックします。[日数による間隔]画面が表示されます。

2. [開始]フィールドに開始日を入力するか、または アイコンをクリックして、カレンダーから日付を選
択します。

3. [終了]フィールドに終了日を入力するか、または アイコンをクリックして、カレンダーから日付を選
択します。

4. 保存をクリックします。構成した期間は、パネルの一番上に表示されます。開始日は、左下隅に表示
されます。終了日は、右下隅に表示されます。

5. 表示されている時間枠を後退/前進させるには、左下隅および右下隅の日付と時刻の値をクリックしま
す。

6. 統計データの.csv ファイルをダウンロードするには、 アイコンをクリックします。

HPE PP 電源の再構成

HPE PP Administrator の電源の変更には、次の条件が適用されます。

• HPE PP Administrator で電源について構成が行われている。

• 1 つまたは複数の HPE PP Client が、HPE PP Administrator に接続されている。
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図 3: 電源ソース 1 で構成された HPE PP Administrator

図 4: 電源ソース 1 で構成された HPE PP Client
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HPE PP Administrator および Client の電源再構成

HPE PP Administrator の電源を再構成するには、以下の手順に従ってください。

手順

1. USB またはシリアルケーブルを使用して、新しい電源を HPE PP Administrator に接続します。

2. HPE PP Administrator の Web インターフェイスを開いて、設定>デバイス検出の順に選択します。

3. 新しい電源を検出するには、クイックスキャンをクリックします。

4. ノードリストで新しい電源を選択して、電源の設定をクリックします。

[電源の変更]画面が表示されます。

5. 現在の電源を入れ替えるには、[はい]をクリックします。

6. ノードリストで古い電源を選択して、ノードの削除をクリックします。

[ノードの削除]画面が表示されます。

7. ノードを削除するには、はいをクリックします。
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HPE PP Client 電源の再構成

HPE PP Client の電源を再構成するには、HPE PP Administrator に接続されているすべての HPE PP
Client で以下の手順を実行します。

手順

1. HPE PP Client の Web インターフェイスを開いて、設定>デバイス検出の順に選択します。

2. ノードリストで一時的な電源を選択して、電源の設定をクリックします。

[電源の変更]画面が表示されます。

3. 現在の電源を入れ替えるには、はいをクリックします。
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4. ノードリストで古い電源を選択して、ノードの削除をクリックします。

[ノードの削除]画面が表示されます。

5. ノードを削除するには、はいをクリックします。
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6. 新しい電源を検出するには、クイックスキャンをクリックします。

7. ノードリストで新しい電源を選択して、電源の設定をクリックします。

[電源の変更]画面が表示されます。

8. はいをクリックして、現在の電源を入れ替えます。

冗長構成で電源を供給されている HPE PP Client 電源の構成

冗長構成で電源を供給されている HPE PP Client の電源を構成するには、以下の手順に従ってください。

手順

1. HPE PP Client Web インターフェイスを開きます。

2. 設定を選択してから、デバイス検出を選択します。

3. ノードリストで冗長電源を選択して、電源の設定をクリックします。

[電源ソースの構成]画面が表示されます。

4. [ソース#1]の各構成フィールドに値を入力して、このサーバーを冗長構成で保護しますか？チェック
ボックスを選択します。

5. [ソース#2]の各構成フィールドに値を入力して、保存をクリックします。

6. 設定、シャットダウンパラメーターの順に選択して、シャットダウン構成の編集を選択します。
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7. [シャットダウン開始までの時間(秒)]フィールドに値を入力します。

重要: Client の[シャットダウン開始までの時間]の値を設定しないと、UPS ネットワークモジュー
ルのシャットダウン値がリセット時に自動的にデフォルトの 99999 秒に構成されます。この構
成の場合、UPS デバイスは、正しい順序でシャットダウンを行わずに、時間ぎりぎりまで待って
電源を切断します。

注記: [シャットダウン開始までの時間(秒)]フィールドは、UPS ネットワークモジュールが UPS にイン
ストールされている場合にのみ使用されます。UPS ネットワークマネージメントモジュール（HPE
Single Phase 1Gb UPS Network Management Module）が UPS にインストールされている場合、
[シャットダウン開始までの時間(秒)]フィールドはなしに設定されている必要があります。

正しい順序でシャットダウンするよう構成するには、Client に対する値を入力し、UPS ネットワーク
モジュールまたは HPE PP Admin の[シャットダウン開始までの時間(秒)]フィールドに値を入力しま
す。この値がすべての Client 間で 大値ではない場合、HPE NM または HPE PP Admin の[シャットダ
ウン開始までの時間]フィールドは、正しい順序でシャットダウンが実行されるように、自動的に構成
済みの HPE PP Client の 大値と置き換わります。

8. [リモートシーケンスのシャットダウン遅延(秒)]フィールドに、リモートシャットダウンが開始してか
ら、UPS のシャットダウンシーケンスが開始されるまでの時間（秒単位）を入力します。1 つの UPS
構成について、すべての HPE PP Client の中で 長の時間を記録します。[シャットダウン開始までの
時間]の時間は、HPE PP Administrator 内で 長の HPE PP Client 時間より短くならないように構成し
ます。

注記: [リモートシーケンスのシャットダウン遅延(秒)]フィールドは、UPS ネットワークマネージメン
トモジュール（HPE Single Phase 1Gb UPS Network Management Module）が UPS にインストール
されている場合にのみ使用されます。UPS ネットワークモジュールが UPS にインストールされてい
る場合、[リモートシーケンスのシャットダウン遅延(秒)]フィールドはなしに設定されている必要があ
ります。

9. 保存 をクリックします。

HPE PP Client は、2 台の UPS 電源に対して冗長構成されています。

次の図では、電源ソース 1 の情報とステータスを示します。
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次の図では、電源ソース 2 の情報とステータスを示します。
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通知アプリケーション画面

通知アプリケーション画面を表示するには、メニューツリーで通知アプリケーションをクリックします。
この画面を使用できるのは HPE PP Administrator からだけです。画面には、HPE PP Client に関する情報
が表示されます。HPE PP Client がその電源を HPE PP Administrator として構成している場合は、その
HPE PP Administrator の通知先アプリケーションリストに自動的に表示されます。

オンラインヘルプを表示するには、ヘルプをクリックします。

[通知アプリケーション]
通知先アプリケーションリストをソートするには、列見出しをクリックします。表示する列を選んでリス
トをカスタマイズするには、カラムを選択して、表示したいデータに対応するチェックボックスを選びま
す。次の列オプションを利用できます。

• タイプ - アプリケーションタイプを示すアイコン

• ステータス - Administrator と Client の現在の通信ステータスを示すアイコン（ 正常または 通
信消失）

• IP アドレス - アプリケーションの IP アドレス

• 名前 - 関連付けられた HPE PP Client の名前

• 説明 - アプリケーションの説明

• バージョン - アプリケーションのバージョン

• 容量がなくなるまでの持続時間 - 電源障害発生時の電源の残り稼動時間。

• シャットダウン開始までの時間 - 電源障害が発生してからシャットダウンシーケンスが開始されるま
での経過時間。
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この値は、HPE PP Client で構成され、この列に表示されます。

• シャットダウンまでの推定稼動時間 - 関連付けられた HPE PP Client のシャットダウンシーケンスが
開始されるまでに利用できる稼動時間

この値は、HPE PP Client で構成され、この列に表示されます。

• OS シャットダウン時間 - オペレーティングシステムのシャットダウンに必要な時間。

• シャットダウンダイアグラム - 関連付けられた HPE PP Client のシャットダウンシーケンスの時系列
の図

図は、さまざまなエージェント間でのシャットダウンシーケンスを視覚的に表示します。

◦ 図の全体幅は、電源障害発生時の電源の残り稼動時間を示します。

◦ 緑色の領域は、エージェントのシャットダウンシーケンスが開始されるまでに利用できる稼動時間
を示します。

◦ オレンジ色の領域は、エージェントのシャットダウンに必要な時間を示します。

◦ 赤色の領域は、エージェントの電源が切断されている時間を示します。

• 電源ソースの遮断 - 電源障害の発生時に HPE PP Client がシャットダウンした後にロードセグメント
がシャットオフされるように構成されているかどうかを示します。

• 電源ソース - デバイスに電源を供給する UPS の名前

• ロードセグメント - 関連付けられている UPS ロードセグメント

• ユーザータイプ - デバイスのソートに使用できるユーザー定義値。

ユーザータイプを指定するには、デバイス検出画面でデバイスを編集します。

• ユーザーノート - デバイスのソートに使用できるユーザー定義メッセージ。

ユーザーノートを入力するには、デバイス検出画面でデバイスを編集します。

• アクセス - HPE PP Client の HPE PP Administrator へのログイン認証情報（管理者レベルのユーザー
名とパスワードが必要です）のステータス。

• リンク - 関連付けられた HPE PP Client の Web インターフェイスへのリンク（ HTTP 接続、

HTTPS 接続、または 通信消失）

通知先アプリケーションリストのエントリーを操作するには、以下の手順に従ってください。

手順

1. アイコンをクリックします。

2. 次のいずれかを実行します。

• キーワードを使用してアプリケーションを検索します。

• アプリケーションの情報を編集します。

通知先アプリケーションリストからアプリケーションを手動で削除するには、デバイス検出画面を参
照してください。
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[選択ビュー]
[選択ビュー]に各詳細情報パネルを表示するには、[通知アプリケーション]リストでエントリーを選択しま
す。

次のパネルを選択できます。

• 情報 - 選択したアプリケーションの基本情報を表示します。

• ステータス - 選択したアプリケーションのステータス情報を表示します。

• イベント - 選択したアプリケーションのイベントリストを表示します。

画面上のパネルの表示順序は、パネルをドラッグアンドドロップして変更できます。パネルを展開するに

は アイコン、折り畳むには アイコンをクリックします。

表示するパネルを選んで画面をカスタマイズするには、以下の手順に従ってください。

手順

1. アイコンをクリックします。[パネルの選択]画面が表示されます。

2. 表示する各パネルのチェックボックスを選択します。

3. 保存をクリックします。

[選択ビュー]の表示/非表示を切り替えるには、 アイコンまたは アイコンをクリックします。
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データログ

ログ
[ログ]の下には、次のメニューオプションがあります。

• [イベントリスト]画面

• [イベントカレンダー]画面

• [システムログ]画面

[イベントリスト]画面
[イベントリスト]画面を表示するには、メニューツリーでイベントリストをクリックします。この画面に
は、UPS のすべてのイベントのリストが表示されます。

イベントリストを深刻度でフィルタリングするには、 下部のツールバーの対応するイベントの深刻度ボ
タンをクリックします。ユーザーが確認していないイベントだけが表示されます。

列見出しをクリックしてイベントリスト全体をソートするか、またはカラムを選択してテーブルに表示さ
れる情報をカスタマイズします。次の列オプションを利用できます。

• ステータス - イベントの深刻度を示すステータスアイコン（ 正常、 警告、 クリティカル、

または 通信消失）

• 日付 - イベントの発生日

• 名前 - イベントの名前
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• メッセージ - イベントの説明

• 応答 - イベントが確認されているかどうかを示すアイコン。

確認済みイベントはイベントリストにはそのまま表示されますが、[電源ソース]画面の[イベント]パネルに
は表示されなくなります。確認済みイベントの数は、 下部のツールバーのボタンに含まれる深刻度別合
計には加えられていません。

イベントリストを移動するには、以下の手順に従ってください。

• リストの 初のページに移動するには、 をクリックします。

• リストの前のページに移動するには、 をクリックします。

• リストの次のページに移動するには、 をクリックします。

• リストの 後のページに移動するには、 をクリックします。

• リストを更新するには、 をクリックします。

• [ページ毎のアイテム数]プルダウンメニューで、各ページに表示するイベントの数を選択します。選択
できるオプションは[25]、[50]、[75]、および[100]です。

リストのイベントを選択するには、次のいずれかの手順を実行します。

• イベントをクリックします。

• Shift キーを押したまま、イベントの範囲を選択します。

• Ctrl キーを押したまま複数のイベントを選択します。

• すべてのイベントを選択するには、すべて選択をクリックします。

• 選択したすべてのイベントの選択を解除するには、すべての選択を解除をクリックします。

イベントを確認するには、次のいずれかの手順を実行します。

• 確認するイベントを選択して、選択したイベントを承認するをクリックします。

• リストのイベントをすべて確認するには、すべてのイベントを承認するをクリックします。

[イベントリスト]の.csv ファイルをダウンロードするには、ログのエクスポートをクリックします。

オンラインヘルプを表示するには、ヘルプをクリックします。

[イベントカレンダー]画面
[イベントカレンダー]画面を表示するには、メニューツリーでイベントカレンダーをクリックします。こ
の画面には、UPS とアプリケーションのすべてのイベントがカレンダー形式で示されます。各エント
リーは 1 週間を示し、各列が 1 日を示します。
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オンラインヘルプを表示するには、ヘルプをクリックします。

[イベントカレンダー]
エントリーを週でソートするには、[週]列見出しをクリックします。カレンダーには、アイコンが表示さ

れ各日付で発生したイベントのタイプが示されます（ 正常、 警告、 クリティカル、または

通信消失）。

日付を選択すると、[選択ビュー]の各パネルに表示されるイベントと統計情報が更新され、選択した日付
のできごとが反映されます。選択した日付は、各パネルの一番上に表示されます。カレンダーで日付を選
択するには、次のいずれかの手順を実行します。

• 日付をクリックします。

• Shift キーを押したまま、複数の日付をクリックします。

• 選択している日付をすべてクリアするには、 アイコンをクリックしてから、すべての選択を解除を
選択します。

[選択ビュー]の各パネルに表示されるイベントと統計情報の対象期間を構成するには、以下の手順に従っ
てください。

1. アイコンをクリックしてから、日数間隔の選択を選択します。[日数による間隔]画面が表示されます。
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2. カレンダーから日付を選択するには、[開始]フィールドに開始日を入力するか、または アイコンをク
リックします。

3. カレンダーから日付を選択するには、[終了]フィールドに終了日を入力するか、または アイコンをク
リックします。

4. 保存をクリックします。構成した期間は、各パネルの一番上に表示されます。

[選択ビュー]
[選択ビュー]には、次の 2 つのパネルが表示されます。

• イベント - 選択した日付に発生したイベントのリストを表示します。

選択したイベントを確認するには、 アイコンをクリックします。

• 統計情報 - 選択した日付の統計データを表示します。

統計データの.csv ファイルをダウンロードするには、 アイコンをクリックします。

パネルを展開するには アイコン、折り畳むには アイコンをクリックします。

[選択ビュー]の表示/非表示を切り替えるには、 アイコンまたは アイコンをクリックします。

[システムログ]画面
[システムログ]画面を表示するには、メニューツリーでシステムログをクリックします。この画面には、
すべてのシステムイベントのリストが表示されます。
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システムログをソートするには、列見出しをクリックします。次の列オプションを利用できます。

• 日付 - イベントの発生日

• タイプ - イベントの深刻度を示すステータスアイコン（情報またはエラー）

• メッセージ - イベントの説明

[システムログ]を閲覧するには、以下の手順に従ってください。

• リストの 初のページに移動するには、 をクリックします。

• リストの前のページに移動するには、 をクリックします。

•
リストの次のページに移動するには、 をクリックします。

• リストの 後のページに移動するには、 をクリックします。

• リストを更新するには、 をクリックします。

• [表示件数]プルダウンメニューで、各ページに表示するイベントの数を選択します。選択できるオプ
ションは[25]、[50]、[75]、および[100]です。

エントリーをタイプ別にフィルタリングするには、次のいずれかの手順を実行します。

• エラーエントリーだけを表示するには、システムエラーの表示をクリックします。

• 情報エントリーだけを表示するには、システム情報の表示をクリックします。

• エラーエントリーも情報エントリーも表示するには、すべてを表示をクリックします。
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ログエントリーの詳しい情報を表示するには、エントリーをダブルクリックするか、または以下の手順に
従います。

• エントリーを選択します。

• [詳細なシステムログ]をクリックします。

システムログの.csv ファイルをダウンロードするには、ログのエクスポートをクリックします。

システムログをクリアするには、システムログの消去をクリックします。

オンラインヘルプを表示するには、ヘルプをクリックします。
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アラートメッセージ

UPS アラーム

• 緊急電源オフ

• 緊急電源オフのクリア

• UPS ABM コントローラー無効

• UPS ABM コントローラー有効

• UPS AC モジュール故障

• UPS AC モジュール故障のクリア

• UPS 自動バイパス過負荷

• UPS 自動バイパス過負荷のクリア

• UPS バッテリの充電器故障

• UPS バッテリの充電器故障のクリア

• UPS バッテリの放電

• UPS バッテリの放電のクリア

• UPS バッテリの切断

• UPS バッテリの切断のクリア

• UPS バッテリの残量低下

• UPS バッテリ残量低下のクリア

• UPS バッテリの過電圧

• UPS バッテリの過電圧のクリア

• UPS バッテリテストの失敗

• UPS バッテリテストの失敗のクリア

• 範囲外の UPS バイパス AC 位相

• 範囲外の UPS バイパス AC 位相のクリア

• 範囲外の UPS バイパス周波数

• 範囲外の UPS バイパス周波数のクリア

• UPS バイパス利用不可

• UPS バイパス利用不可のクリア

• 範囲外の UPS バイパス電圧

• 範囲外の UPS バイパス電圧のクリア

• UPS クライアント通信の切断

• UPS クライアント通信の復旧

• UPS DC バス高負電圧
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• UPS DC バス高負電圧のクリア

• UPS DC バス高正電圧

• UPS DC バス高正電圧のクリア

• UPS DC バス低負電圧

• UPS DC バス低負電圧のクリア

• UPS DC バス低正電圧

• UPS DC バス低正電圧のクリア

• UPS ファン故障

• UPS ファン故障のクリア

• UPS 高効率モード

• UPS AC 入力なし

• UPS AC 入力なしのクリア

• UPS AC 入力の過電圧

• UPS AC 入力の過電圧のクリア

• UPS AC 入力の低電圧

• UPS AC 入力の低電圧のクリア

• 範囲外の UPS 入力周波数

• 範囲外の UPS 入力周波数のクリア

• UPS 内部構成の障害

UPS 内部構成の障害のクリア

• UPS 内部故障

• UPS 内部故障のクリア

• UPS インバーター障害

• UPS インバーター障害のクリア

• UPS インバーターの過電圧

• UPS インバーターの過電圧のクリア

• UPS インバーター過負荷

• UPS インバーター過負荷のクリア

• UPS インバーターの低電圧

• UPS インバーターの低電圧のクリア

• UPS ロードセグメント 1 オフ

• UPS ロードセグメント 1 オン

• UPS ロードセグメント 2 オフ

• UPS ロードセグメント 2 オン

• UPS ロードセグメント 3 オフ
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• UPS ロードセグメント 3 オン

• UPS 自動バイパスモード

• UPS 自動バイパスモードのクリア

• UPS バッテリモード

• UPS バッテリモードのクリア

• UPS 昇圧モード

• UPS 昇圧モードのクリア

• UPS 降圧モード

• UPS 降圧モードのクリア

• UPS 手動バイパスモード

• UPS 手動バイパスモードのクリア

• UPS 出力オフ

• UPS 出力オン

• UPS 出力の過負荷

• UPS 出力の過負荷のクリア

• UPS 出力の過負荷レベル 1

• UPS 出力の過負荷レベル 1 のクリア

• UPS 出力の過負荷レベル 2

• UPS 出力の過負荷レベル 2 のクリア

• UPS 出力短絡

• UPS 出力短絡のクリア

• UPS 範囲外の温度

• UPS 範囲外の温度のクリア

• UPS 整流器故障

• UPS 整流器故障のクリア

• UPS 整流器の過負荷

• UPS 整流器の過負荷のクリア

• UPS 冗長化通信の切断

• UPS 冗長化通信の復旧

• UPS 緊急シャットダウン

• UPS 緊急シャットダウンのクリア

• UPS が{時間}以内にシャットダウン

• UPS のシャットダウンペンディング

• UPS 単一波負荷障害

• UPS 単一波負荷障害のクリア
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• UPS サイト配線障害

• UPS サイト配線障害のクリア
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セキュリティに関する注意事項

セキュリティに関する注意事項の概要
HPE PP にはブラウザー経由でアクセスできます。

HPE PP とその管理対象デバイスのセキュリティを向上させるには、組織のセキュリティポリシーおよび
HPE PP が動作する環境に合わせて、次の項目を検討する必要があります。

• HPE PP へのリモートアクセスには、ユーザーアカウントが必要になること。ログインには、外部に
漏れないように正しく管理されたユーザー名とパスワードを使用する必要があります。

• 各アカウントには、異なる権限の異なるアクセスレベルを付与できます。各ユーザーに、適切なアク
セスレベルを付与します。

• すべてのユーザーに対する強力なパスワードポリシーを実施すること。

• HPE PP には、SSL を使用してアクセスできるようにすること。SSL は、ブラウザーと HPE PP 間で
送受信されるデータを暗号化します。HPE PP は、128 ビットの暗号化レベルでサポートされていま
す。SSL を使用すると、デジタル証明書を使用して HPE PP を認証することもできます。HPE PP が
本物であることを確認するには、この証明書を安全にインポートする必要があります。

• 第三者 SSL 認証機関が証明する、カスタム SSL 証明書を使用します。

• HPE PP の内部ネットワークのみでの使用が推奨されていること。
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ファイアウォール設定

Windows オペレーティングシステムでのファイアウォールの
構成

注記: 他のオペレーティングシステムの場合、ファイアウォールでのポートの有効化または無効化につい
ては、オペレーティングシステムのドキュメントを参照してください。

Windows ファイアウォールは、未使用の IP ポート経由のほとんどの通信をブロックします。HPE PP
Administrator または Client がインストールされているサーバーは、デバイスとの通信にこれらのポートを
使用できません。Administrator と Client の両方で、次のポートが開いていることを確認してください。

• 4679/TCP（HTTP）

• 4680/TCP（HTTPS）

• 4679/UDP および TCP（クライアント）

• 4680/UDP および TCP（クライアント）

• 5000/TCP（アラーム）

• 5001/TCP（アラーム）

Windows ファイアウォールを構成してポート 4679、4680、5000、および 5001 を対象にした例外を作成
するには、以下の手順に従ってください。

手順

1. スタート、コントロールパネルの順にクリックし、システムとセキュリティをダブルクリックします。
Windows ファイアウォールをクリックします。次の画面が表示されます。

110  ファイアウォール設定



2. UDP および TCP の両方の HPE PP が許可されていることを確認します。

3. すべてのプロファイルを許可する受信の規則が設定されていることを確認します。

例外は、Windows オペレーティングシステムに自動的に作成されます。ただし、Linux プラットフォー
ムでは、例外を手動で作成する必要があります。
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仮想オペレーティングシステムへのインストー
ル

Microsoft Hyper-V アーキテクチャーへの HPE PP のインス
トール

この項では、HPE PP を Microsoft Hyper-V アーキテクチャーにインストールする方法について、順を追っ
て説明します。HPE PP を使用すると、内部電源システムへの電源供給の継続性が確保されます。

番号 説明

1 Hyper-V マネージャー、Hyper-V Server R1、R2、
および HPE PP を搭載する物理マシン

2 HPE UPS ネットワークモジュールが挿入された
UPS

Microsoft Hyper-V マネージャー/Hyper-V Server R1/R2 の構成

物理マシンを構成して、BIOS で起動時のオペレーティングシステムの自動起動を許可します。詳しくは、
ハードウェアのドキュメントを参照してください。Hyper-V を実行するには、BIOS の[Virtualization
Technology Enabled]を有効にする必要があります。[Virtualization Technology Enabled]を有効にするに
は、[CPU Information]>[Virtualization Technology]>[Enabled]に移動します。

仮想マシンの正しい順序でのシャットダウンを有効にするには、各仮想マシンに Guest Component
Service をインストールして構成する必要があります。Guest Component Service をインストールするに
は、以下の手順に従ってください。
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1. Hyper-V コンソールを開いて、仮想マシンを起動します。

2. アクションタブを選択し、ディスク統合サービスの挿入を選びます。

3. サービスをインストールして、仮想マシンのコントロールパネル>プログラムの追加と削除でソフト
ウェアを使用できることを確認します。

Guest Component Service を構成するには、以下の手順に従ってください。

1. Hyper-V コンソールを開いて、サービスをインストールした仮想マシンを右クリックします。

2. 設定>統合サービスの順に選択します。

3. オペレーティングシステムのシャットダウンチェックボックスを選択します。

4. 適用をクリックして、OK をクリックします。

Microsoft Hyper-V の起動時に各仮想マシンが自動的に起動するように設定するには、以下の手順に従って
ください。

1. Hyper-V マネージャーで、仮想マシンのリストを選択します。

2. 仮想マシンを選択します。
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3. パラメーター>管理>自動開始アクションの順に選択します。

4. その仮想マシンについて、各アプリケーションの起動ルールに適合するパラメーターを選択します。

5. OK をクリックします。

Microsoft Hyper-V の停止時に各仮想マシンが自動的に正しい順序でシャットダウンするように設定する
には、以下の手順に従ってください。

1. Hyper-V マネージャーで、仮想マシンのリストを選択します。

2. 仮想マシンを選択します。

3. パラメーター>管理>自動停止アクションの順に選択します。

4. その仮想マシンについて、各アプリケーションのシャットダウンルールに適合するパラメーターを選
択します。

5. OK をクリックします。
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注記: Windows Hyper-V Server では、この構成をリモートで行います。Microsoft 管理コンソール（MMC）
が Windows 2008 Server または Vista SP1 を実行するリモートコンピューターにインストールされます。

ハードウェアアーキテクチャー

HPE PP のインストールの前提条件については、「システム要件」を参照してください。

互換性のある UPS のリストは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトを参照してください。

ネットワークアーキテクチャー

すべてのハードウェアコンポーネントが、自由な通信を許可し、稼動が可能なネットワーク構成を備える
必要があります。

HPE PP 固有のポートが、メインオペレーティングシステムのファイアウォール内部で認証されていなけ
ればなりません。詳しくは、「Windows オペレーティングシステムでのファイアウォールの構成」を参照
してください。

メインオペレーティングシステムのネットワークパラメーターの構成については、オペレーティングシス
テムのユーザーマニュアルを参照してください。

仮想オペレーティングシステムへのインストール 115

http://www.hpe.com/info/rackandpower


Hyper-V Server R1/R2 および Windows Server 2008 R2（Hyper-V マネー
ジャー）への HPE PP のインストール

Hyper-V Server R1/R2 および Windows Server 2008 R2 に HPE PP をインストールするには、以下の手順
に従ってください。

手順

1. HPE PP Windows パッケージの 新バージョンを Hewlett Packard Enterprise の Web サイトからダ
ウンロードします。

2. パッケージをシステムにコピーします。

3. DOS Windows コマンドからパッケージを実行して、HPE PP を配置したディレクトリに移動します。

インストーラーを GUI モードで起動するには、次のように入力します。

HPEPP_win_x_xx_xxx.exe –install or start HPE PP_win_x_xx_xxx.exe

インストーラーをサイレントモードで起動するには、次のように入力します。

HPEPP_win_x_xx_xxx.exe –install –silent

インストールが完了すると、HPE PP の Web インターフェイスにアクセスできます。

アラームの受信

UPS のステータスが変更されると、通知ウィンドウにアラームが表示されます。

Hyper-V Server R1/R2 または Hyper-V マネージャーと組み合わせた HPE PP
の使用

HPE PP のインストールが完了したら、以下の手順に従って HPE PP を使用します。

手順

1. Windows 2008 で Hyper-V マネージャーにローカルアクセスするには、HPE PP をインストールした
システムで、スタート>プログラム>HP>Power Protector>HPE Power Protector を開くの順に選択
します。

Windows 2008 で Hyper-V マネージャーにリモートアクセスするには、Web ブラウザーに次のいず
れかの URL を入力します。

• https://<HPE PPをホストするコンピューターの名前または IPアドレス>:4680/
• http://<HPE PPをホストするコンピューターの名前または IPアドレス>:4679/

2. SSL モードでは、はいをクリックして、証明書を受け入れます。

3. 使用許諾契約をよく読んで、Accept をクリックします。

4. ログイン名とパスワード（admin/admin）を入力して、ログインをクリックします。

5. HPE PP Client コンポーネントを選択して、保存をクリックします。

クイックスキャンが実行され、ネットワーク接続されている UPS を検出します。

6. ネットワーク接続された UPS を電源として割り当てるには、ノードを選択して、電源の設定をクリッ
クします。ステータスアイコンが緑色で点灯します。
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設定>デバイス検出に、検出されたノードが表示されます。

他のノードについては、IP アドレス範囲ベースで検出を実行します。[範囲スキャン]操作を実行する
と、ネットワークセグメントの外にあるノードやクイックスキャン機能と互換性がないノードが検出
されます。

7. ローカルコンピューターに電源を供給する UPS の IP アドレスを割り当てるには、[設定]>[シャット
ダウンパラメーター]の順に選択します。

8. ログインおよびパスワードごとにアクセス権限を割り当てるには、設定>ユーザーアカウントの順に
選択します。

9. （オプション）HPE PP を実行するサーバーに電源を供給している UPS の現在の状態を監視するに
は、ビュー>電源ソースの順に選択します。

10. デバイスのイベントを表示するには、イベント>イベントリストの順に選択します。

HPE PP のアンインストール

DOS ウィンドウで HPE PP をアンインストールするには、HPE PP のインストール先ディレクトリに移
動します。デフォルトのインストールパスは、C:\Program Files\HPE\PowerProtectorです。

GUI モードでアンインストールするには、次のように入力します。

Mc2.exe –uninstall
サイレントモードでアンインストールするには、次のように入力します。

Mc2.exe –uninstall –silent

VMWare ESX アーキテクチャーへの HPE PP のインストール
この項では、HPE PP を VMware ESX アーキテクチャーにインストールする方法について、順を追って
説明します。HPE PP を使用すると、内部電源システムへの電源供給の継続性が確保されます。
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番号 説明

1 仮想マシン

2 仮想マシン

3 仮想マシン

4 VMware ESX および HPE PP を搭載する物理マシ
ン

5 HPE UPS ネットワークモジュールが挿入された
UPS

VMware ESX Server 5.0 の構成

仮想マシンを正しい順序でシャットダウンできるようにするには、各仮想マシンに VMware Tools をイン
ストールします。

物理マシンと仮想マシンの通信を可能にするには、各仮想マシンに VMware Tools をインストールします。
詳しくは、VMware ESX Server のドキュメントを参照してください。

物理マシンを構成して、BIOS で起動時のオペレーティングシステムの自動起動を許可します。詳しくは、
ハードウェアのドキュメントを参照してください。

VMware の起動時に各仮想マシンが自動的に起動するように構成するには、以下の手順に従ってくださ
い。

手順

1. Virtual Infrastructure Client で、構成タブ>仮想マシン起動/シャットダウンメニュー>プロパティ>シス
テムに連動した仮想マシンの起動および停止を許可するを選択して、有効をクリックします。
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2. 仮想マシンの[起動順序]を定義します。

• [システムに連動した仮想マシンの自動起動および停止を許可する] - 有効

• [デフォルトの起動遅延時間] - x（秒）

• [デフォルトのシャットダウン遅延時間] - x（秒）

• [起動順序] - 自動起動
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ハードウェアアーキテクチャー

HPE PP のインストールの前提条件については、「システム要件」を参照してください。

互換性のある UPS のリストは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトを参照してください。

ネットワークアーキテクチャー

すべてのハードウェアコンポーネントが、自由な通信を許可し、稼動が可能なネットワーク構成を備える
必要があります。

HPE PP 固有のポートが、メインオペレーティングシステムのファイアウォール内部で認証されていなけ
ればなりません。詳しくは、「Windows オペレーティングシステムでのファイアウォールの構成」を参照
してください。

メインオペレーティングシステムのネットワークパラメーターの構成については、オペレーティングシス
テムのユーザーマニュアルを参照してください。

VMware ESX Server 5.0 と組み合わせた HPE PP の使用

HPE PP のインストールが完了したら、以下の手順に従って HPE PP を使用します。

手順

1. リモートマシンから、サポートされる Web ブラウザーを起動します。ブラウザーのウィンドウが表
示されます。

2. URL フィールドに、次のいずれかを入力します。

https://<HPE PPをホストするサーバーの名前または IPアドレス>:4680/

http://<HPE PPをホストするサーバーの名前または IPアドレス>:4679/
3. SSL モードでは、はいをクリックして、証明書を受け入れます。

4. ログイン名とパスワード（admin/admin）を入力して、ログインをクリックします。
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5. アプリケーションを起動します。クイックスキャンが実行され、ネットワーク接続されている UPS
を検出します。

6. ネットワーク接続された UPS を電源として割り当てるには、ノードを選択して、[電源として設定]を
クリックします。

ステータスアイコンが緑色で点灯します。

設定>デバイス検出に、検出されたノードが表示されます。

他のノードについては、IP アドレス範囲ベースで検出を実行します。[範囲スキャン]操作を実行する
と、ネットワークセグメントの外にあるノードやクイックスキャン機能と互換性がないノードが検出
されます。

7. ローカルコンピューターに電源を供給する UPS の IP アドレスを割り当てるには、設定>シャットダ
ウンパラメーターの順に選択します。

8. ログインおよびパスワードごとにアクセス権限を割り当てるには、設定>ユーザーアカウントの順に
選択します。

9. （オプション）HPE PP を実行するサーバーに電源を供給している UPS の現在の状態を監視するに
は、ビュー>電源ソースの順に選択します。

10. デバイスのイベントを表示するには、イベント>イベントリストの順に選択します。

VMware ESXi アーキテクチャーへの HPE PP のインストール
この項では、HPE PP を VMware ESXi にインストールして構成するまで、その方法を順を追って説明し
ます。HPE PP を使用すると、内部電源システムへの電源供給の継続性が確保されます。
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番号 説明

1 仮想マシン

2 仮想マシン

3 HPE PP を搭載する VIMA/vMA マシン

4 VMware ESXi ブートローダーを搭載する物理マシ
ン

5 HPE UPS ネットワークモジュールが挿入された
UPS

前提条件

次のアプリケーションがインストールされていることを確認します。

• VMware ESXi Server マシン

• VMware Infrastructure Management Assistant（VIMA）1.0 または vSphere Management Assistant
（vMA）5.X がゲストとしてインストールされている

• vSphere Client が別のマシンにインストールされ、VMware ESXi Server の構成に使用できる
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• Linux 用の HPE PP

• SSH クライアント、インストールと構成に使用

• SCP クライアント、VIMA/vMA へのパッケージのアップロードに使用

• 各仮想マシンに Tools がインストールされている

ESXi ホストマシンへの VIMA/vMA のインストール

ESXi ホストマシンへの VIMA または vMA のダウンロードとインストールについて詳しくは、VMware 社
の Web サイトを参照してください。

VMware ESXi Server の構成

物理マシンと仮想マシンの通信を可能にするには、各仮想マシンに VMware Tools をインストールします。
詳しくは、VMware ESXi Server のドキュメントを参照してください。

物理マシンを構成して、BIOS で起動時のオペレーティングシステムの自動起動を許可します。詳しくは、
ハードウェアのドキュメントを参照してください。要件に基づいて、ゲストオペレーティングシステムの
自動起動とシャットダウンのプロパティを構成できます。HPE PP が正しく動作するには、VIMA/vMA を
次のように構成する必要があります。

• ESXi ホストの電源を切ったときに、VIMA/vMA が自動でシャットダウンする。

• ESXi ホストを起動したときに、VIMA/vMA が自動で起動する。

VMware の起動時に各仮想マシンが自動的に起動するように構成するには、以下の手順に従ってくださ
い。

1. Virtual Infrastructure Client インターフェイスで、画面左側のツリー階層から 上位にある ESXi ホスト
サーバーを選択します。

2. 構成タブ>仮想マシン起動/シャットダウンメニュー>プロパティの順に選択します。

[仮想マシンの起動およびシャットダウン]画面が表示されます。
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3. VIMA/vMA ゲストマシンを選択して、編集をクリックします。

[仮想マシンの自動開始設定]画面が表示されます。
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4. [起動設定]セクションで、[指定された設定の使用]を選択し、[起動遅延時間]を 120 秒に構成します。

5. [シャットダウン設定]セクションで、[指定された設定の使用]を選択し、[シャットダウン遅延時間]を
120 秒に構成します。

6. OK をクリックします。

VMware ESXi の起動時に他のゲストマシンが自動的に起動するように構成するには、以下の手順に従っ
てください。

1. Virtual Infrastructure Client で、構成タブ>仮想マシン起動/シャットダウンメニュー>プロパティ>シス
テムに連動した仮想マシンの起動および停止を許可するを選択して、有効をクリックします。
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2. 仮想マシンの[起動順序]を定義します。

• [システムに連動した仮想マシンの自動起動および停止を許可する] - 有効

• [デフォルトの起動遅延時間] - x（秒）

• [デフォルトのシャットダウン遅延時間] - x（秒）

• [起動順序] - 自動起動

ハードウェアアーキテクチャー

HPE PP のインストールの前提条件については、「システム要件」を参照してください。

互換性のある UPS のリストは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトを参照してください。

ネットワークアーキテクチャー

すべてのハードウェアコンポーネントが、自由な通信を許可し、稼動が可能なネットワーク構成を備える
必要があります。

HPE PP 固有のポートが、メインオペレーティングシステムのファイアウォール内部で認証されていなけ
ればなりません。詳しくは、「Windows オペレーティングシステムでのファイアウォールの構成」を参照
してください。

メインオペレーティングシステムのネットワークパラメーターの構成については、オペレーティングシス
テムのユーザーマニュアルを参照してください。

VMware ESXi Server 5.X への HPEPP のインストール

VMware ESXi Server 5.X に HPE PP をインストールするには、以下の手順に従ってください。

手順

1. HPE PP の 新バージョンを Hewlett Packard Enterprise の Web サイトからダウンロードします。
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ESXi Server は、自動的に検出され、シャットダウンコマンドスクリプトが生成されます。ESXi の
シャットダウン perl スクリプトは、<インストール先フォルダー>/bin（デフォルトでは、

/usr/local/HP/PowerProtector/bin/）にインストールされます。

2. SCP クライアントを使用して、パッケージを VIMA/vMA 環境にアップロードします。

3. SSH を使用して vMA に接続します。ユーザーが VIMA/vMA 上でプログラムを実行およびインストー
ルする権限を持つ必要があります。詳しくは、VMware 社の資料を参照してください。

4. インストーラーを実行しているユーザーが root ユーザーでない場合は、次のエラーメッセージが表示
されることがあります。

Error: Can't create transaction lock.
root コンソールを取得するには、sudo -sを入力し、インストーラーを再度実行します。

5. 次を入力して、HPE PP をインストールします。

[vma ~]$ rpm -i hpepp-linux-x.xx.xxx-x.x86_64.rpm
6. サポートされる Web ブラウザーを起動して、HPE PP に接続します。ブラウザーのウィンドウが表示

されます。

7. URL フィールドに、次のいずれかを入力します。

http://<vMAの IPアドレスまたは名前>:4679/

https://<vMAの IPアドレスまたは名前>:4680/

HPE PP のインターフェイスが表示されます。

VMware ESXi Server 6.5 以前と組み合わせた HPE PP の使用

HPE PP のインストールが完了したら、以下の手順に従って HPE PP を使用します。

手順

1. リモートマシンから、サポートされる Web ブラウザーを起動します。ブラウザーのウィンドウが表
示されます。

2. URL フィールドに、次のいずれかを入力します。

https://<HPE PPをホストする vMAの名前または IPアドレス>:4680/

http://<HPE PPをホストする vMAの名前または IPアドレス>:4679/
3. SSL モードでは、はいをクリックして、証明書を受け入れます。

4. ログイン名とパスワード（admin/admin）を入力して、ログインをクリックします。

5. アプリケーションを起動します。クイックスキャンが実行され、ネットワーク接続されている UPS
を検出します。

6. ネットワーク接続された UPS を電源として割り当てるには、ノードを選択して、電源の設定をクリッ
クします。ステータスアイコンが緑色で点灯します。

設定>デバイス検出に、検出されたノードが表示されます。

他のノードについては、IP アドレス範囲ベースで検出を実行します。[範囲スキャン]操作を実行する
と、ネットワークセグメントの外にあるノードやクイックスキャン機能と互換性がないノードが検出
されます。
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7. ログインおよびパスワードごとにアクセス権限を割り当てるには、設定>ユーザーアカウントの順に
選択します。

8. シャットダウン構成の編集を選択して、シャットダウンのタイプをスクリプトに設定し、シャットダ
ウンスクリプトのフィールドに次の情報を入力します。

- bin/virt_tools/shutdownESXi.pl --server @ServerIP/Name --username
Server_username --password Server_Password

重要: 

このスクリプトの許可は、chmod 755コマンドで実行権限の設定をするために変更する必要が
あります。

重要: VMA ESXi 5.5 のスクリプトエラーを防止するために、ホストには Enterprise plus ライセ
ンスを適用する必要があります。

9. このシャットダウンスクリプトのパラメーターを、ご使用の環境に合わせて変更します。次に例を示
します。

• @ServerIP/Name - ESXi サーバーの IP アドレス。たとえば、10.1.0.250 です。

• Server_username - ESXi サーバーの管理者ユーザーの名前

• Server_Password - 管理者ユーザーのパスワード

10. （オプション）HPE PP を実行するサーバーに電源を供給している UPS の現在の状態を監視するに
は、ビュー>電源ソースの順に選択します。

11. デバイスのイベントを表示するには、イベント>イベントリストの順に選択します。

VMware ESXi Server 6.7 以降と組み合わせた HPE PP の使用

HPE PP のインストールが完了したら、以下の手順に従って HPE PP を使用します。

手順

1. Linux 仮想マシン（Debian）を ESXi の下に展開します。

2. Open VM Tools を Linux 仮想マシン上に展開します。

3. sshpass ソフトウェアをインストールして（apt-get install sshpass）、SSH デーモンが実行さ
れていることを確認してください。

4. ESXi で SSH コマンドを有効にします。

5. Linux 仮想マシンのターミナルから SSH を使用して ESXi に接続します。

この手順は、Linux 仮想マシンと VMWare ホスト間の接続証明書を取得するために必須です。
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6. SSH 接続を終了して、Linux シェルに戻ります。

7. Linux 仮想マシンに HPE PP をインストールし、電源の設定を行います。

8. [設定] メニュー > [シャットダウンパラメーター] > [構成を編集]に移動します。

9. シャットダウン構成の編集を選択して、シャットダウンのタイプをスクリプトに設定し、シャットダ
ウンスクリプトのフィールドに次の情報を入力します。

sshpass -p 'password' ssh root@ESXi_IP_address poweroff
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トラブルシューティング

インストール後、HPE PP にアクセスできない

原因

同じポートを介して、別の Web サーバーまたは Web ベースのアプリケーションが実行されています。

アクション

1. HPE PP にアクセスする際、必ず、このポート番号を追加してください。例：

http://hostname:4679

https://hostname:4680

hostnameは、マシン名でも IP アドレスでもかまいません。

2. 同じポートを介して、別の Web サーバーまたは Web ベースのアプリケーションが実行されていない
ことを確認します。

3. HPE PP を実行するサーバーで正しいファイアウォール設定が有効になっていることを確認します。

4. HPE PP サービスを再開します。

HPE PP Client の電源を構成できない

症状

電源の構成後、電源のステータスアイコンが緑色で点灯しない。

原因

電源の構成前に、ノード情報の編集が更新されています。

アクション

1. 電源ノードを削除します。

2. 電源を検出するには、クイックスキャンを選択します。

3. 電源を構成します。

4. ノードを編集します。
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HPE PP Administrator の通知アプリケーション画面に HPE
PP Client が表示されない

アクション

適切な通信を確保するために、HPE PP Administrator と Client の両方のサーバーで、正しいファイア
ウォール設定が有効になっていることを確認します。

HPE PP が、電子メール通知で Linux プラットフォームについ
て無効なリンクを送信する

原因

Linux OS ホスト情報が正しく更新されていないため、HPE PP が生成する電子メールで次の無効なリンク
が表示されます。

http://hostname

アクション

1. /etc に移動し、host という名前のファイルをテキストエディターで開きます。

2. たとえば、次のように、ファイル内の情報を更新して、 新の IP アドレス、電子メール、およびユー
ザー情報を反映させます。例：

172.25.234.200, root@dev.net, root
3. コンピューターを再起動します。

RHEL IA64 で HPE PP サービスを開始するとエラーが発生す
る

症状

RHEL IA64 に HPE PP をインストールすると、端末に次のエラーメッセージが表示される。

Unable to init module ‘bin/musb.so’ (libunwind.so.7 cannot open shared object
file: No such file or directory)

原因

インストールされている RHEL IA64 オペレーティングシステムに次の依存ソフトウェアが存在しませ
ん。

Libunwind-0.98.5-5.el5.ia64.rpm

アクション

1. Redhat オペレーティングシステムの CD または DVD を DVD-ROM ドライブに挿入します。

2. 次のライブラリを見つけてインストールします。

libunwind-0.98.5-5.el5.ia64.rpm
3. HPE PP をインストールします。
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無効な IP アドレス

原因

IP アドレスが有効かどうかのチェックが行われていません。

アクション

入力された IP アドレスが有効であることを確認してください。

電子メールにあるリンクが Linux では正常に機能しない

アクション

正しいホスト名または IP アドレスで/etc/hostsファイルを更新してください。

バッテリ残量低下の警告が表示される

アクション

UPS をアース付きのコンセントに 24 時間以上接続しておき、バッテリを充電します。その後、バッテリ
をテストし、必要に応じて交換します。

電源が入っていません

アクション

UPS が正常に機能するソケットに接続されていることと UPS の電源が入っていることを確認します。

SLES 10 で通知ウィンドウを使用できない

症状

SLES 10 で通知ウィンドウが表示されない。

原因

オペレーティングシステムのこのバージョンは、通知機能に必要な GTK 2.10 依存ファイルを含んでいま
せん。

132 トラブルシューティング



アクション

SLES オペレーティングシステムを、GTK 2.10 をサポートするバージョンに更新します。

バッテリモードのアラーム

アクション

シャットダウンパラメーターにより UPS のすべてのロードセグメントの電源切断が指定されていない場
合は、バッテリが完全に放電するか、商用電源が復旧するまで、UPS が引き続きバッテリ電源で動作し
ます。

昇圧モードのアラーム

原因

UPS への入力電圧が低すぎる UPS は、電圧を許容範囲まで上げています。

アクション

[昇圧]モードについては、UPS のドキュメントを参照してください。

降圧モードのアラーム

原因

UPS への入力電圧が高すぎる UPS は、電圧を許容範囲まで下げています。

制限

アクション

[降圧]モードについては、UPS のドキュメントを参照してください。

過負荷のアラーム

原因

デバイスの負荷が UPS の電力定格を超えています。

アクション

すべての装置が定格の範囲内で電力を消費していることを確認します。必要に応じて、UPS に接続する
装置を減らします。UPS をリセットする必要がある場合があります。

セキュリティエラーを受信する

症状

セキュリティエラー：SSL を使用してアクセスしようとすると、「ドメイン名不一致」メッセージが表示
される。
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原因

IP アドレスまたはサーバー名が変更されています。

アクション

サービスを停止して、証明書ファイルを削除し、サービスを再開してください。

タスクバーのメニューがクリアされない

症状

Windows のデスクトップでタスクバーメニューをクリックオフしても、メニューがクリアされない。

原因

これは、Windows の既知の動作です。

アクション

別のアプリケーションを起動するか、または新しいウィンドウを開いてください。問題が解決されます。

UPS を検出できない

アクション

• UPS が正しい通信ポート（COM1、COM2 など）に接続されていることを確認してください。

• UPS が接続されている通信ポートに、他のソフトウェアまたはプロセスがアクセスしていないことを
確認してください。

• 必ず、UPS に付属の通信ケーブルを使用してください。

• 選択した通信ポートのリソース（I/O ポート、IRQ など）が他のデバイスと共有されていないことを確
認してください。

• 別の通信ポートに接続してみてください。

• HPE PP Administrator および Client に固定 IP アドレスが割り当てられていることを確認します。

COM 1 以外のシリアルポートに接続された UPS が RHEL5 で
検出されない

原因

オペレーティングシステムと RBSU の IRQ が異なっています。

アクション

次のコマンドを使用して、オペレーティングシステムのシリアルポートパラメーターを、RBSU でシリア
ルポートに割り当てられている IRQ およびベースアドレスと同じになるように手動で変更してください。

# setserial /dev/ttyS1 port 0x02f8, irq 3
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この方法によってのみ、通信が可能になります。

USB 通信の再起動遅延

原因

コンセントに設定されている再起動遅延の 大値は、16 ビットのカウンターで制御されます。再起動遅
延が 32,767 秒を超える値に設定されていて USB に接続されている場合、次の UPS のモデルは正常に動
作しない可能性があります。

• T750

• T1000

• T1500

• R1500

商用電源アラーム

原因

商用電源の入力電圧が UPS の動作範囲を頻繁に超えています。

アクション

1. 特定のエラー情報を取得するには、固有のエラー情報を取得する HPE PP イベントログファイルを
チェックします。

2. 入力電圧を確認して、UPS を再構成します。UPS の構成について詳しくは、UPS のドキュメントを
参照してください。

または

HPE のサービス窓口に連絡して、商用電源がこの UPS に適合しているかどうか確認を依頼してくださ
い。

3. UPS を再検出します。HPE PP が新しい定格電圧を読み込み、グラフ上に、正確な UPS の動作範囲を
表示します。
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頭字語と略語

AC

Alternating current。交流

DC

Domain controller。ドメインコントローラー

DNS

Domain name system。ドメインネームシステム

HPE PP

HPE Power Protector

HTTPS

Hypertext transfer protocol secure sockets

IRQ

Interrupt request。割り込み要求

MAC

Media Access Control。メディアアクセス制御

MMC

Microsoft Management Console。Microsoft 管理コンソール

RBSU

ROM-Based Setup Utility。ROM ベースセットアップユーティリティ

RHEL

Red Hat Enterprise Linux

SAM

System Administration Manager

SCP

Secure Copy Protocol

SMS

Short Message Service

SSH

Secure Shell。セキュアシェル

SSL

Secure Sockets Layer

UDP

User Datagram Protocol。ユーザーデータグラムプロトコル

UPS

Uninterruptible power system

USB
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Universal serial bus。ユニバーサルシリアルバス
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Web サイト

全般的な Web サイト

Hewlett Packard Enterprise Information Library
http://www.hpe.com/info/EIL

Single Point of Connectivity Knowledge（SPOCK）ストレージ互換性マトリックス

http://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

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

その他の 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/jp/ja/contact-hpe.html

• 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。

http://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

http://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

http://www.hpe.com/support/downloads
Software Depot

http://www.hpe.com/support/softwaredepot

• 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。

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

• お客様の資格を表示、アップデート、または契約や保証をお客様のプロファイルにリンクするには、
Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの More Information on Access to Support Materials
ページに移動します。

http://www.hpe.com/support/AccessToSupportMaterials
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重要: 一部のアップデートにアクセスするには、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターから
アクセスするときに製品の製品資格が必要になる場合があります。関連する資格を使って HPE パ
スポートをセットアップしておく必要があります。

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
もしくはそ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。

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。リ
モートサポートは、インテリジェントなイベント診断を提供し、ハードウェアイベントを Hewlett Packard
Enterprise に安全な方法で自動通知します。これにより、ご使用の製品のサービスレベルに基づいて、迅
速かつ正確な解決が行われます。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すすめ
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。

リモートサポートおよびプロアクティブケア情報

HPE 通報サービス

http://www.hpe.com/jp/hpalert
HPE プロアクティブケアサービス

http://www.hpe.com/services/proactivecare-ja
HPE プロアクティブケアサービス：サポートされている製品のリスト

http://www.hpe.com/services/proactivecaresupportedproducts
HPE プロアクティブケアアドバンストサービス：サポートされている製品のリスト

http://www.hpe.com/services/proactivecareadvancedsupportedproducts

保証情報
ご使用の製品の保証に関する情報を表示するには、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

http://www.hpe.com/support/ProLiantServers-Warranties
HPE Enterprise および Cloudline サーバー

http://www.hpe.com/support/EnterpriseServers-Warranties
HPE ストレージ製品

http://www.hpe.com/support/Storage-Warranties
HPE ネットワーク製品

http://www.hpe.com/support/Networking-Warranties

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。

http://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts
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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。

http://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。

http://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。

http://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
キュメントを改善するために役立てさせていただきますので、何らかの誤り、提案、コメントなどがござ
いましたら、ドキュメントフィードバック担当（docsfeedback@hpe.com）へお寄せください。このメー
ルには、ドキュメントのタイトル、部品番号、版数、およびドキュメントの表紙に記載されている刊行日
をご記載ください。オンラインヘルプの内容に関するフィードバックの場合は、製品名、製品のバージョ
ン、ヘルプの版数、およびご利用規約ページに記載されている刊行日もお知らせください。
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