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安全に関する重要な注意事項
このガイドを大切に保管しておいてください。このマニュアルには、UPS とバッテリの取り付けおよびメンテナン
スの際に従うべき重要な注意事項が記載されています。

本書に記載されているモデルは、導電性の汚染物質のない 0°C～40°C（32°F～104°F）の環境に設置するため
のものです。

Class B equipment (米国)
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to
Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses,
and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual,
may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is
likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own
expense.

認定基準
•

UPS 指令：UL 1778（UL リスト済み）。

•

性能：IEC 62040-3: 2001。

•

放射妨害波：FCC CFR 47 パート 15 サブパート、Class B。

•

サージ耐性：IEEE ANSI C62.41 カテゴリ A2（UL リスト済み）。

特殊記号
重要な情報に注意を促すために UPS またはアクセサリで使用されている記号の例を以下に示します。

感電の危険 - 感電の危険に関連した警告記号です。

必ず従わなければならない重要な注意事項。

UPS または UPS バッテリをゴミ箱に廃棄しないでください。
この製品には密閉型鉛酸バッテリが内蔵されているため、本マニュアルの記載どおりに処分する必要がありま
す。詳細については、地域のリサイクル/再利用センターまたは危険物廃棄センターにお問い合わせください。

この記号は、廃電気電子機器（WEEE）をゴミ箱に廃棄してはいけないことを示します。適切な処分について
は、地域のリサイクル/再利用センターまたは危険物廃棄センターにお問い合わせください。

情報、アドバイス、ヘルプ。
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身の安全
•

システムには、バックアップ電源として内蔵バッテリが搭載されています。そのため、システムが AC 電源から外さ
れている場合でも、電源コンセントは通電しています。

•

システム内には危険な電圧レベルが存在します。システムの開閉は、資格のあるサービス員のみが行ってください。

•

システムは適切にアースしなければなりません。

•

システムに付属のバッテリには少量の有害物質が含まれています。事故を回避するために、以下の指示に従ってくだ
さい。
- バッテリのサービス作業は、バッテリおよび必要な予防措置を熟知した担当者が実施するか監督してください。
- バッテリ交換の際は、タイプおよび番号が同一のバッテリまたはバッテリパックを使用してください。
- バッテリを焼却処理しないでください。バッテリが爆発するおそれがあります。
- バッテリには危険な性質があります（感電、火傷）。短絡回路電流は非常に高くなる可能性があります。

取り扱う際には必ず予防措置を講じてください。
•

ゴム製の手袋とブーツを着用してください。

•

バッテリの上に工具や金属製の部品を置かないでください。

•

バッテリ端子の接続/接続解除の前に、充電元の接続を切断してください。

•

バッテリを誤ってアースしていないかどうか確認してください。誤ってアースしている場合は、アースを取り外して
ください。アース付きバッテリの一部に触れると、感電する可能性があります。設置およびメンテナンス時にアース
を取り外すと、感電の可能性を低減できます（電源回路をアースしていない装置およびリモートのバッテリ電源に適
用可能）。

製品の安全性
•

本マニュアルに記載されている UPS 接続の手順と操作は、順序どおりに実施する必要があります。

•

保護回路ブレーカーは、上流のアクセスしやすい場所に設置してください。この回路ブレーカーを開くと、システム
を AC 電源から取り外すことができます。

•

定格プレートの表示が、お使いの AC 電源システムに対応していること、またシステムに接続するすべての装置の実際
の電力消費量に対応していることを確認してください。

•

プラグ着脱可能な装置の場合、コンセントは装置近くのアクセスしやすい場所に設置してください。

•

システムを液体の近くや極度に湿気の多い環境に設置しないでください。

•

異物がシステム内部に侵入しないようにしてください。

•

システムの換気口の格子を遮断しないでください。

•

システムを直射日光や熱源にさらさないでください。

•

システムを設置する前に保管する必要がある場合は、乾いた場所に保管してください。

•

許容保管温度範囲は、-15°C～+50°C（5°F～122°F）です。

•

システムは、Standard for the Protection of Information Technology Equipment、ANSI/NFPA 75（米国での設置の
み）に定義されるコンピュータールームで使用するためのものではありません。
ANSI/NFPA 75 要件を満たす必要がある場合は、Hewlett Packard Enterprise リセラーに連絡して、特殊なバッテリ
キットをご注文ください。

特別な注意事項
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•

取扱作業は必ず 2 人以上で行ってください（開梱、ラックシステム内の設置）。

•

設置の前後に、UPS に電源を入れていない期間が 6 か月以上になる場合は、少なくとも 6 か月に 1 回、24 時間 UPS
の電源を入れておいてください（通常の保管温度は 25°C/77°F 以下）。これによりバッテリが充電され、回復不能な
障害の発生を回避できます。

•

バッテリモジュールの交換時、最適な性能および安全レベルを維持するために、UPS に付属の元のバッテリモジュー
ルと同じタイプと番号のエレメントを使用してください。疑念がある場合には、Hewlett Packard Enterprise の担当者
にお問い合わせください。
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1. はじめに
お使いの電気装置を保護するために、Hewlett Packard Enterprise の製品をお選びいただきありがとうございます。
一連の UPS（無停電電源装置）は細心の注意を払って設計されています。Hewlett Packard Enterprise は、時間を割いて
このマニュアルを読み、UPS のさまざまな機能を最大限に活用することをお勧めします。
UPS を設置する前に、安全に関する注意事項を記載した小冊子をお読みください。次に、本マニュアルの指示に従って
ください。
すべての製品と使用可能なオプションについては、Hewlett Packard Enterprise の担当者に問い合わせるか、当社 Web サイト
（http://www.hpe.com/jp/info/rackandpower）をご覧ください。

1.1 環境保護
Hewlett Packard Enterprise は、環境保護ポリシーを実施しています。製品は、エコデザインアプローチに従って開発さ
れています。

材料
本製品には、CFC、HCFC、またはアスベストは含まれていません。

梱包
廃棄物処理を改善しリサイクルを促進するために、さまざまな梱包材を分別しています。
•

使用される段ボールの 50%以上は、リサイクルされた段ボールで作られています。

•

サックと袋はポリエチレン製です。

•

梱包材はリサイクル可能で、適切な識別記号

01

が貼付されています。

PET

素材

略称

記号内の
番号

テレフタル酸ポリエチレン

PET

01

高密度ポリエチレンポリ塩

HDPE

02

化ビニル

PVC

03

低密度ポリエチレンポリプ

LDPE

04

ロピレン

PP

05

ポリスチレン

PS

06

01
PET

梱包材の廃棄は現地の法規に従ってください。

サポート終了
Hewlett Packard Enterprise は、耐用年数 が終了した製品を現地の法規に従って処理します。Hewlett Packard Enterprise
は、耐用年数が終了した製品の収集と撤去を行う会社と連携しています。

製品
製品はリサイクル可能な素材で作られています。
解体と破壊は、廃棄物に関する現地の法規に従う必要があります。
耐用年数に達した製品は、電気電子廃棄物処理センターに搬送する必要があります。

バッテリ
製品には鉛酸バッテリが内蔵されており、バッテリに関して適用される現地の法規に従って処理する必要があります。
バッテリは、法規に従い、適切な廃棄を念頭に取り外すことができます。
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2. プレゼンテーション
標準的な設置
タワー型モデル
D

H

W

説明
HPE T750 G5 NA/JP Tower UPS
HPE T1000 G5 NA/JP Tower UPS
HPE T1500 G5 NA/JP Tower UPS
HPE T750 G5 INTL Tower UPS
HPE T1000 G5 INTL Tower UPS
HPE T1500 G5 INTL Tower UPS

881629-191 第 1 版

重量
（ポンド/kg）
22.7 / 10.3
24.4 / 11.05
35.3 / 16.01
21.9 / 9.9
35.2 / 15.9
35.2 / 15.9

寸法（インチ/mm）
奥行き x 幅 x 高さ
13.6 x 5.9 x 9.1 / 345 x 150 x 233
13.6 x 5.9 x 9.1 / 345 x 150 x 233
17.5 x 5.9 x 9.1 / 445 x 150 x 233
13.6 x 5.9 x 9.1 / 345 x 150 x 233
17.5 x 5.9 x 9.1 / 445 x 150 x 233
17.5 x 5.9 x 9.1 / 445 x 150 x 233
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2. プレゼンテーション
2.2 リアパネル
HPE T750/T1000 G5 NA/JP
6a
5

3
2

6b

1

8

4

7

9

HPE T1500 G5 NA/JP

(1)
(2)
(3)
(4)

USB 通信ポート
RS-232 通信ポート
オプションの通信カード用スロット
ROO（リモートオン/オフ）または RPO
（リモート電源オフ）制御用コネクター
(5) クリティカルな機器の接続用コンセント（プラ
イマリグループ）
(6a) グループ 1：装置接続用のプログラム可能なコン
セント
(6b) グループ 2：装置接続用のプログラム可能なコン
セント
(7) AC 電源用の 6 フィートの入力電源コード付属
（5-15P）
(8) サイト配線障害（SWF）アラームを示す LED
(9) アースネジ

6a
5

3
2

6b

1
4
9
7
8

HPE T750/T1000 G5 INTL
5

6b

6a
3
2
1

7

4
8

(1)
(2)
(3)
(4)

USB 通信ポート
RS-232 通信ポート
オプションの通信カード用スロット
ROO（リモートオン/オフ）または RPO
（リモート電源オフ）制御用コネクター
(5) クリティカルな機器の接続用コンセント
（プライマリグループ）
(6a) グループ 1：装置接続用のプログラム可能な
コンセント
(6b) グループ 2：装置接続用のプログラム可能な
コンセント
(7) AC 電源への接続用ソケット
(8) アースネジ

HPE T1500 G5 INTL
6a
5

3
2

6b

1
4
8
7

8

注記：HPE Tower G5 UPS には、プログラム可能な出力ロードセグメン
トが 3 つあります。これらは、グループ 1、グループ 2、およびプライマ
リグループと定義されています。ロードセグメント/グループは、ソフト
ウェアとユニットのユーザーインターフェイスを使用して構成できま
す。ソフトウェアを使用した構成については、HPEPP ソフトウェアまた
は UPS 管理カードのドキュメントを参照してください。フロントパネル
を使用して UPS を構成するには、11 ページの「2.6 ユーザー設定」を参
照してください。ロードグループ 1 および 2 は、個別にオン/オフを切り
替えるようにプログラムできます。プライマリロードグループは指定さ
れたコンセントを制御し、ユニットのシャットダウンを開始します。プラ
イマリロードグループは、最も重要な負荷機器を対象にしています。
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2.3

コントロールパネル
UPS には、5 つのボタンが付いたグラフィック液晶ディスプレイがあります。UPS そのもの、ロードステータ
ス、イベント、測定値、設定に関する役立つ情報が表示されます。

電源オン
インジ
ケーター
（緑色）

バッテリ
モードイン
ジケーター
（黄色）

アラームイン
ジケーター
（赤色）

Normal mode
100%
720W
800VA

100%
10min

Efficiency: ~98%

Escape

上

下

Enter

オン/オフ
ボタン

次の表に、各インジケーターのステータスと説明を示します。
インジケーター
緑色
黄色

赤色

881629-191 第 1 版

ステータス 説明
点灯

UPS は正常に動作しています。

点灯

UPS がバッテリモードで稼動しています。

点灯

UPS にアクティブアラームまたは障害が発生していま
す 。 詳 細 に つ い て は 、 17 ペ ー ジ の 「 5.1 ト ラ ブ ル
シューティング」を参照してください。
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2. プレゼンテーション

2. プレゼンテーション
2.4 液晶ディスプレイの説明
動作ステータス

Normal mode
100%
720W
800VA

ロード/装置ステータス

100%
10min

バッテリステータス

Efficiency：～98%
効率およびロードグループに関する情報

使用停止から 5 分が経過すると、LCD ディスプレイにはスクリーンセーバーが表示されます。
使用停止から 10 分が経過すると、液晶ディスプレイのバックライトは自動的に薄暗くなります。画面を元に戻
すには、任意のボタンを押します。

次の表では、UPS によるステータス情報について説明します。

注記：別のインジケーターが表示される場合は、17 ページの「5.1 トラブルシューティング」を参照してください。
動作ステータス
スタンバイモード

考えられる原因
アクション
UPS がオフになっており、ユーザー
ボタンを押すまで装置は電源オン
のスタートアップコマンドを待機して になりません。
いる。

通常モード

UPS は正常に動作しています。

AVR モード

UPS は正常に動作しているが、ユー UPS は、自動電圧調整器によって装
ティリティの電圧が通常のモードしき 置に給電しています。
い値の範囲外である。
装置は引き続き正常に保護されてい
ます。

UPS は電源がオンになっており、
装置を保護しています。

ビープ音なし
バッテリモード

バッテリ LED が点灯している
10 秒おきに 1 回のビープ音
バックアップ時間の終了

3 秒おきに 1 回のビープ音
10

ユーティリティに障害が発生し、UPS UPS はバッテリ電源で装置に給電し
がバッテリモードになっている。
ています。
装置をシャットダウンする準備をし
ます。

UPS が バ ッ テ リ モ ー ド に な っ て お この警告には幅があり、シャットダ
り、バッテリが切れつつある。
ウンまでの実際の時間は大きく異な
る可能性があります。
UPS ロードに応じて、「バッテリ残
量低下」警告は、バッテリ容量 が
20%になる前に出されます。
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2.5

ディスプレイ機能
メニューオプションを使用できるようにするには、Enter（
）ボタンを押します。メニュー構成をスクロール
するには、2 つの中ボタン（ と ）を使用します。オプションを選択するには、Enter（
）ボタンを押しま
す。操作を取り消すとき、あるいは前のメニューに戻るときは、
ボタンを押します。

ディスプレイ機能のメニューマップ
メインメニュー
Measurements

サブメニュー

Control

Load Segments

Settings

Fault log
Identification

2.6

Start battery test
Reset fault state
Restore factory settings
Reset power usage
Local settings
Input / output settings
ON / OFF settings
Battery settings

ディスプレイ情報またはメニュー機能
Load W VA / Load A pf / Output V Hz / Input V Hz /
Battery V min / Efficiency / Power usage
Group 1: ON / OFF
Group 2: ON / OFF
これらのコマンドはロードセグメントのユーザー設定をオーバー
ライドします。
手動バッテリテストを開始します。
アクティブな障害をクリアします（UPS の再起動が必要）。
すべての設定を元の値に戻します。
電力使用測定値をクリアします。
製品の一般的なパラメーターを設定します。
入力および出力パラメーターを設定します。
オン/オフ状態を設定します。
バッテリ構成を設定します。
イベントログまたはアラームを表示します。
UPS タイプ / 部品番号 / シリアル番号 / ファームウェアリリース /
通信カードアドレス

ユーザー設定
次の表は、ユーザーが変更できるオプションを示します。
説明
Language

Local Settings

LCD settings
Audible alarm

Output voltage
Input thresholds

In/Out Settings

Sensitivity

Load segments Auto start delay
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利用可能な設定
[English] [Français] [Deutsch] [Italiano]
[Português] [Español] [Русский]
メニュー、ステータス、通知とアラー
ム 、 UPS 障 害 、 イ ベ ン ト ロ グ デ ー
タ、および設定は、サポートされてい
るすべての言語で表示されます。
室内の照明条件に適合するように、
液晶ディスプレイ画面の輝度とコント
ラストを変更します。
[Enabled] [Disabled on battery]
[Always disabled]
アラームが発生した場合のブザーを有
効または無効にします。
[100 V] [120 V] [125 V]
INTL モデルの場合：[200 V] [208 V]
[220 V] [230 V] [240 V]
[Normal mode] [Extended mode] 拡張
モードでは、UPS がバッテリに切り
替えるまで入力電圧が 70 V に低下し
ます。
これは、負荷機器が低電圧供給に耐え
られる場合に使用できます。
[High] [Low]
High：高感度の装置向け。AC ユー
ティリティの状態が悪化すると、UPS
はバッテリに切り替えます。
Low：ユーティリティの状態悪化に耐
えることができる装置向け。AC ユー
ティリティの状態が悪化しても、UPS
はバッテリに切り替えません。
[No Delay] [1 s] [2 s]…[65354 s]
接続されたロードは、指定した遅延の
経過後に電源がオンになります。

デフォルト設定
英語
ユーザーが UPS に初めて電源
を入れたときに選択できます。

Enabled

ユーザーが UPS に初めて電源を
入れたときに選択できます。
Normal mode

High

Group 1: 3 s
Group 2: 6 s

11
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2. プレゼンテーション

2. プレゼンテーション
説明
Load segments
- Auto shutdown
delay

In/Out settings
Overload prealarm
Cold start

Forced reboot

Auto restart
ON/OFF settings
Energy saving

Sleep mode

Remote command

RPO delay
Automatic battery
test
Low battery
warning

Battery settings

Restart battery
level

Battery charge
mode
Deep discharge
protection

12

利用可能な設定
[Disable] [0 s] [1 s] [2 s]…[65354 s]
停電時、UPS は、グループ 1 やグルー
プ 2 のコンセントに接続された装置の
電源をオフにできます。
この機能により、プライマリグループ
に接続された重要な負荷機器のバッテ
リ電源を節約するために、重要な負荷
機器以外の機器を削減できます。
[10 %] [15 %] [20 %] ... [100 %] [105 %]
過負荷アラームが発生するロードのクリ
ティカルパーセンテージを設定します。
[Disable] [Enable]
バッテリ電源での製品の起動を有効に
します。
最初のコールドスタートは常に無効に
なっています。
[Disable] [Enable]
シャットダウンシーケンス中に AC
電源が復旧した場合：
- 有効にすると、シャットダウンシー
ケンスが完了し、10 秒待機した後に再
起動します。
- 無効にすると、シャットダウンシーケ
ンスは完了せず、直ちに再起動します。
[Disable] [Enable]
バッテリの充電が完了した後に AC
電源が復旧した際、製品の自動再起動
が有効になります。

デフォルト設定
Group 1: Disable
Group 2: Disable

[105 %]
Enable

Enable

Enable

Disable
[Disable] [Enable]
有効にすると、UPS は出力にロード
が検出されないときには、バック
アップ時間の 5 分後にシャットダウ
ンします。
Disable
[Disable] [Enable]
無効になっている場合、UPS をオフに
するとすぐに液晶ディスプレイと通信
がオフになります。
有効になっている場合、UPS をオフに
してから 1 時間半の間、液晶ディスプ
レイと通信はオンになっています。
Enable
[Disable] [Enable]
有効にすると、ソフトウェアからの
シャットダウンまたは再起動コマンド
が許可されます。
[0 s]
[0 s] [1 s] [2 s]...[180 s]
リモートの電源オフコマンドが遅延し
[No test] [Every day] [Every week]
Every week
[Every month]
（定期充電）それ以外の場合は
バッテリ充電モードを定期充電に設定 ABM に続く
した場合にのみ利用できます。
20 %
[1 %] [2 %] ... [100 %]
バックアップ時間中にバッテリ容量の
設定パーセンテージに達すると、
アラームがトリガーされます。
0%
[1 %] [2 %] ... [100 %]
設定すると、バッテリ残量のパーセン
テージに達した場合にのみ自動再起動
が発生します。
[ABM cycling] [Constant charge]
ABM cycling
[Yes] [No]
[Yes]に設定すると、UPS は、バック
アップ時間の終了時の電圧しきい値を
適用して、バッテリの重放電を自動で
防ぎます。

Yes
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3.1

開梱と内容物の確認

(1) タワー型 UPS
(2) クイックスタートと安全に関する説明書
(3) 保護装置用の接続ケーブル 2 本
(4) RS-232 通信ケーブル
(5) USB 通信ケーブル

梱包材は、廃棄物に関する現地の法規に従って処分しなければなりません。分別しやすくするために、梱包材に
はリサイクル記号が印刷されています。

881629-191 第 1 版
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3. 取り付け

3. 取り付け
3.2 バッテリモジュールの接続
注意：UPS を起動する前に、内蔵バッテリを接続してください。
注記：バッテリを接続する際に、多少のアーク放電が発生することがあります。
これは正常な現象であり、UPS が損傷したり安全上の問題を示したりするものではありません。
A - フロントパネルを取り外します。

B - バッテリモジュールを接続します。
ケーブルを引っ張らないでください。
Hewle

14

C - フロントパネルを取り付けます。
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4.1

起動と通常の操作
UPS を起動するには、以下の手順に従ってください。
1. UPS の電源コードが差し込まれていることを確認します。
UPS のフロントパネルが点灯し、HPE ロゴが表示されます。
2. UPS のステータス画面に

が表示されていることを確認します。

3. UPS のフロントパネルにある

ボタンを 2 秒以上押します。

UPS フロントパネルのステータスが「UPS starting...」に変わります。
4. UPS フロントパネルに、アクティブアラームまたは通知が表示されているかどうかを確認します。アクティブ
アラームが表示されていれば、続行する前に解決します。17 ページの「5.1 トラブルシューティング」を参照
してください。
インジケーターが点灯している場合は、すべてのアラームがクリアされるまで続行しないでください。
アクティブアラームを表示するには、フロントパネルで UPS ステータスを確認します。アラームを修正し、
必要に応じて再起動します。
5.

インジケーターが点灯しており、UPS が正常に動作し、ロードの電源が投入されて保護されていることを確
認します。
UPS は通常モードになっている必要があります。

4.2

バッテリモードで UPS を起動する
この機能を使用する前に、出力を少なくとも 1 回有効にした商用電源で、UPS に電源を入れておく必要があります。
バッテリ起動は無効にすることができます。12 ページの「ON/OFF settings」の「Cold start」設定を参照してくだ
さい。
バッテリモードで UPS を起動するには、以下の手順に従います。
1. UPS フロントパネルが点灯し、「UPS starting...」というステータスが表示されるまで、UPS フロントパネル
の ボタンを押し続けます。
UPS は、スタンバイモードからバッテリモードに切り替わります。
ら装置に給電されます。

インジケーターが点灯します。UPS か

2. UPS フロントパネルで、アクティブアラームまたは「バッテリモード」以外の通知と商用電源未検出の通知が
あるかどうかを確認します。アクティブアラームが表示されていれば、続行する前に解決します。17 ページの
「5.1 トラブルシューティング」を参照してください。

4.3

UPS シャットダウン
UPS をシャットダウンするには、以下の手順に従います。
フロントパネルの

ボタンを 3 秒間押します。

UPS からビープ音が鳴り、「UPS shutting OFF...」というステータスが表示されます。このとき、UPS はス
タンバイモードに切り替わり、
インジケーターが消灯します。

4.4

バッテリ電源での操作
バッテリ電源への切り替え
•
•
•

AC 入力電源が利用できなくなると、接続装置は UPS によって引き続き給電されます。必要なエネルギーは
バッテリによって給電されます。
インジケーターと

インジケーターが点灯します。

アラームのビープ音が 10 秒おきに鳴ります。

接続装置はバッテリから給電されます。

881629-191 第 1 版
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4. 操作

4. 操作
バッテリ残量低下警告
•
•

インジケーターと

インジケーターが点灯します。

アラームのビープ音が 3 秒おきに鳴ります。

バッテリ電源の残量が低下しています。自動 UPS シャットダウンがまもなく行われるため、接続装置のアプリケーショ
ンをすべてシャットダウンします。

バッテリバックアップ時間の終了
•

LCD ディスプレイに「End of backup time.」と表示されます。

•

LED が消灯します。

•

アラーム音が止まります。

4.5 AC 入力電源の回復
機能停止後、AC 入力電源が回復すると、UPS が自動的に再起動し（再起動機能が無効になっている場合を除く）、負荷
機器に再び給電されます。

4.6 UPS リモート制御機能
UPS には 2 つのリモート制御機能があります。
•

ROO：リモート オン/オフを使用すると、 ボタンのリモートのアクションにより UPS をシャットダウンできます。

•

RPO：リモート 電源 オフを使用すると、リモートの接続状態を利用して、UPS に接続されたすべての装置の電源を
切断できます。UPS の再起動には手動操作が必要です。

これらの機能は、UPS のリアパネルにある適切なコネクターピン（4）間で接続された接点を開くことで利用できます
（下図を参照）。

4

リモート制御接続とテスト
1.UPS がオフになっており、AC 入力電源から切断されていることを確認します。
2. コネクター（4）を取り外します。
3. 2 つのコネクターピン（4）間で正常に閉じられた無電圧接点（最大 60 Vdc / 30 Vac、最大 20 mA、0.75 mm2
（18 AWG）ケーブル断面）を接続します（下図を参照）。
4

接点が開いた状態：UPS がシャットダウンします。
接点が閉じた状態：UPS が起動します（AC 電源に接続された UPS および AC 電源を使用可能）。
注記：
ます。
4

ボタンを使用したローカルオン/オフ制御により、リモート制御機能がオーバーライドされ

接点が開いた状態：UPS がシャットダウンし、

LED が点灯します。

正常な動作に戻すには、リモートの外部接点を非アクティブ化し、
動します。

ボタンを押して UPS を再起

4. UPS の背面にコネクター（4）を差し込みます。
5. UPS を接続して、再起動します（15 ページの「4.1 起動と通常の操作」を参照）。
6. 外部のリモートシャットダウン機能の接続状態をアクティブ化して、機能をテストします。
警告! このコネクターは、SELV（安全超低電圧）回路にのみ接続する必要があります。
16
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5.1

トラブルシューティング
動作ステータス
バッテリが取り外されている

過負荷

考えられる原因
UPS が内蔵バッテリを認識
していない。
バッテリが切断されている。

所要電力が UPS 容量を超えている
（通常の 105%以上）。

バッテリ寿命の終わり

バッテリ寿命が終わった。

イベント

UPS イベントが発生した。

UPS の故障

例：
リモート電源をオフにすると、RPO
接続状態がアクティブ化して、UPS
をシャットダウンし、再起動が妨げ
られる。
UPS 内部で障害が発生した。

アクション
状態が改善されない場合は、サービス
窓口にお問い合わせください。
すべてのバッテリが適切に接続されて
いることを確認します。状態が改善さ
れない場合は、サービス窓口にお問い
合わせください。
UPS か ら 一 部 の 装 置 を 取 り 外 し ま
す。UPS は引き続き動作しますが、
ロードが増えると
シャットダウンする可能性がありま
す。状態が周囲に影響を及ぼさなくな
ると、アラームはリセットされます。
バッテリ交換については、サービス窓
口にお問い合わせください。

接点を通常の位置に戻し、
を押して再起動します。

ボ タ ン

UPS はこれ以上装置を保護しません。
アラームメッセージと UPS シリアル
番号を控えて、サービス窓口に問い合
わせます。

881629-191 第 1 版
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5. メンテナンス

5. メンテナンス
5.2 バッテリモジュールの交換
安全に関する推奨事項
バッテリは、感電死や高短絡電流の原因となる可能性があります。バッテリコンポーネントのサービス作業を行う前
に、次の安全に関する注意事項を守ってください。
•

手や腕から時計、指輪、ブレスレット、その他の金属性のものをすべて取り外してください。

•

絶縁ハンドルが付いた工具のみを使用してください。

バッテリトレイの取り外し

A - フロントパネルを取り外します。
A

B - コネクターを切り離してバッテリモジュールを
取り出します。ケーブルを引っ張らないでくだ
さい。

B

C

C - バッテリ前面のプラスチック製保護カバーを取
り外します（ネジ 1 本）。

D

D - プラスチックタブを引っ張り、バッテリブロッ
クを取り出して交換します。

新しいバッテリモジュールのマウント
前の手順を逆の順序で行います。
• 安全性と高性能を確保するために、Hewlett Packard Enterprise が提供するバッテリのみを使用してください。
• 再マウントする際には、コネクターの 2 つの部品を一緒にしっかりと押し込んでください。

18
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5.3

交換用部品の注文
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。
アイテム
SPS-UPS T750 G5 NA/JP（バッテリなし）
SPS-UPS T750 G5 INTL（バッテリなし）
SPS-UPS T1000 G5 NA/JP（バッテリなし）
SPS-UPS T1000 G5 INTL（バッテリなし）
SPS-UPS T1500 G5 NA/JP（バッテリなし）
SPS-UPS T1500 G5 INTL（バッテリなし）
SPS-Battery T750 G5 UPS
SPS-Battery T1000 G5 UPS
SPS-Battery T1500 G5 UPS
SPS-Accessories Tower G5 UPS WW

881629-191 第 1 版

スペア部品番号
881759-001
881760-001
881761-001
881762-001
881763-001
881764-001
P02748-001
P02749-001
P02750-001
P02751-001
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5. メンテナンス

6. 技術仕様
6.1 NA/JP 技術仕様
フィルター
フィ

トランスフォー
トランス
マー(AVR)
フォーマー

インバーター
イン
バ

充電器

バッテリ

タワー
出力電力（120 V）
出力電力（125 V）
出力電力（100 V）
• 定格入力電圧
• 出力電圧範囲
• 入力周波数域
• 電圧
• 頻度
• 標準

• 動作温度範囲
• 保管温度範囲
• 相対湿度
• 騒音レベル

HPE T750 G5 NA/JP
HPE T1000 G5 NA/JP
HPE T1500 G5 NA/JP
750 VA
1000 VA
1440 VA
600 W
770 W
1100 W
750 VA
1000 VA
1440 VA
600 W
770 W
1100 W
625 VA
833 VA
1080 VA
500 W
641 W
825 W
AC 入力電源
単相 100～125 V
80～162 V（1）
47～70 Hz（50 Hz システム）、56.5～70 Hz（60 Hz システム）（2）
バッテリ電源での出力
100/120 V（-10%/+6%）（3）
50/60 Hz ±0.1 Hz
バッテリ（密閉型鉛酸、メンテナンスフリー）
2 x 12 V
2 x 12 V
3 x 12 V
7 Ah
9 Ah
9 Ah
環境
0°C～35°C
0°C～40°C
（32°F～95°F）
（32°F～104°F）
-15°C～+50°C
（5°F～122°F）
20%～90%（結露なし）
40 dBA 未満

(1) しきい値の上限と下限は、UPS の設定を使用して調整できます。
(2) 低感度モードで最大 40 Hz（UPS 設定を使用してプログラム可能）
(3) 100/120/125 V に調整可能、最適な AC 電源値に設定する必要があります。

注意：火災の危険を防ぐために、NEC（National Electric Code）、ANSI/NFPA 70 に準拠する最大 20 A の過電流保護分
岐回路を備えた回路にのみ接続してください。
本製品は、IT 機器の電力分配システム用に設計されています。

20
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6.2

INTL 技術仕様
フィルター
フィ

トランスフォー
トランス
マー(AVR)
フォーマー

充電器

インバーター
イン
バ

バッテリ

タワー
出力電力（230 V）
出力電力（208 V）
出力電力（200 V）
• 定格入力電圧
• 出力電圧範囲
• 入力周波数域
• 電圧
• 頻度
• 標準

• 動作温度範囲
• 保管温度範囲
• 相対湿度
• 騒音レベル

HPE T750 G5 INTL
HPE T1000 G5 INTL
HPE T1500 G5 INTL
750 VA
1000 VA
1440 VA
600 W
770 W
1100 W
750 VA
1000 VA
1440 VA
600 W
770 W
1100 W
625 VA
833 VA
1080 VA
500 W
641 W
825 W
AC 入力電源
単相 200～240 V
160～294 V（1）
47～70 Hz（50 Hz システム）、56.5～70 Hz（60 Hz システム）（2）
バッテリ電源での出力
200/208/220/230/240 V（-10%/+6%）（3）
50/60 Hz ±0.1 Hz
バッテリ（密閉型鉛酸、メンテナンスフリー）
2 x 12 V
2 x 12 V
3 x 12 V
7 Ah
9 Ah
9 Ah
環境
0°C～35°C
0°C～40°C
（32°F～95°F）
（32°F～104°F）
-15°C～+50°C
（5°F～122°F）
20%～90%（結露なし）
40 dBA 未満

(1) しきい値の上限と下限は、UPS の設定を使用して調整できます。
(2) 低感度モードで最大 40 Hz（UPS 設定を使用してプログラム可能）
(3) 200/208/220/230/240 V に調整可能、最適な AC 電源値に設定する必要があります。

注意：この UPS は、5 kRMS 未満の対称アンペア、最大 240 V を供給できる回路で使用するよう規定されています。
アプライアンスを EU 地域で使用する場合は、IEC/EN 60898-1 規格に準拠した定格 16 A、250 V 回線の前で外
部回路ブレーカーを使用してください。
アプライアンスを米国で使用する場合は、定格 20 A、250 V 回線の前で外部回路ブレーカーを使用してください。
本製品は、IT 機器の電力分配システム用に設計されています。
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6.3 用語集
Backup time
（バックアップ
時間）

バッテリ電源で動作する UPS によって負荷機器に給電できる時間。

Battery test
バッテリステータスを確認するための UPS 内部テスト。
（バッテリテスト）
Cold start（コー
ルドスタ ート）
Deep discharge
（重放電）

AC 入力電源を使用できない場合でも、UPS に接続された装置を起動できます。UPS は、
バッテリ電源のみで動作します。
許容限度を超えたバッテリの放電。バッテリに回復不可能な損傷をもたらします。

Load（負荷機器） UPS 出力に接続されたデバイスまたは装置。
これは、バッテリ電源が低下し、負荷機器への給電がまもなく中断されることを考慮して、
Low-battery
Warning（バッテ ユーザーが措置を講じる必要があることを示すバッテリ電圧レベルのことです。
リ残量 低下警告）
UPS

無停電電源装置

ソフトウェア
による
UPS オン/オフ
制御

この機能を使用して、コンピューターの電源管理ソフトウェアによる UPS オン/オフ制御
シーケンスの開始を有効または無効にします。

通常の AC 入力

通常の条件で UPS に給電する AC 電源回線。

パーソナル化

工場出荷時に設定された特定の UPS パラメーターを変更できます。ユーザーのニーズに合
わせて、特定の UPS 機能をソフトウェアを使用して変更することもできます。

負荷率

負荷機器によって UPS の最大出力まで効率良く引き出される電力の割合。

プログラム可能な 自動ロード制限、リモートシャットダウン機能、順次再起動を制御できるコンセント（ソフ
トウェアを使用してパーソナル化されている）。
コンセント
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7.1

Hewlett Packard Enterprise サポートへのアクセス
•
•

ライブアシスタンスが必要な場合は、「Contact Hewlett Packard Enterprise Worldwide」の Web サイト
（www.hpe.com/assistance）をご覧ください。
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（www.hpe.com/support/hpesc）をご覧ください。

ご用意いただく情報

7.2

•

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（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
（www.hpe.com/support/downloads）
* ソフトウェアデポの Web サイト（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、www.hpe.com/support/eupdates をご覧ください。
お客様の資格を表示または更新したり、契約と保証をお客様のプロファイルにリンクしたりするには、
Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの「More Information on Access to Support Materials」ページ
（www.hpe.com/support/AccessToSupportMaterials）をご覧ください。

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。関連する資格情報を使って HPE パスポートをセット
アップしておく必要があります。

7.3

カスタマーセルフリペア
Hewlett Packard Enterprise CSR（カスタマーセルフリペア）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。
CSR の詳細については、お近くのサービスプロバイダーにお問い合わせになるか、CSR の Web サイト
（http://www.hpe.com/support/selfrepair）をご覧ください。
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7.4 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詳細情報が含まれている場合は、検索機能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（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
（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
（www.hpe.com/services/proactivecareadvancedsupportedproducts）

7.5 保証情報
ご使用の製品の保証、または参考資料の「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」に関するドキュメントをご覧になるには、エンタープライズの安全と準拠に関する Web サイト
（www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts）をご覧ください。
追加保証情報：
•

HPE ProLiant と x86 サーバーおよびオプション（www.hpe.com/support/ProLiantServers-Warranties）

•

HPE エンタープライズサーバー（www.hpe.com/support/EnterpriseServers-Warranties）

•

HPE ストレージ製品（www.hpe.com/support/Storage-Warranties）

•

HPE ネットワーク製品（www.hpe.com/support/Networking-Warranties）

7.6 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
（http://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts）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。
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。
* 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。
* 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。
* www.hpe.com/info/environment
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