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コンポーネントの識別
この章では、外付および内蔵のサーバーの機能とコンポーネントについて説明します。

概要
HPE G2 R8000 6U UPS は 6U のラックマウント型設計で、最大 8000 VA/7200 W の負荷に対して電源保
護を提供します。
製品の強化機能を最新の状態で利用するために、UPS ファームウェアとソフトウェアを最新バージョン
に更新してください。
注記: UPS ファームウェアとソフトウェアの最新のバージョンをダウンロードするには、Hewlett
Packard Enterprise の Web サイトを参照してください。

フロントパネルのコンポーネント

番号

説明

1

バッテリコンパートメント

2

LED ディスプレイ

3

制御ボタン

コンポーネントの識別
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UPS のフロントパネル制御

番号

説明

1

Escape ボタン

2

上ボタン

3

下ボタン

4

Enter ボタン

5

電源ボタン

フロントパネルの LED
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番号

インジケーター

ステータス

説明

1

オンラインモー
ド

点灯

UPS はオンラインモードまたは高効率モードで正常に
動作しています。

2

バッテリモード

点灯

UPS がバッテリモードで動作しています。

3

バイパスモード

点灯

UPS はバイパスモードになっています。

4

障害

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。詳しくは、トラブルシューティングの項を参照し
てください。

リアパネルのコンポーネント

図 1: G2 R8000 NA/JPN モデル

図 2: G2 R8000 INTL モデル

コンポーネントの識別
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番号

説明

1

ERM と UPS の接続

2

ERM 認識ポート

3

ターミナルブロックのリモート電源オフ（RPO）

4

UPS ネットワークマネージメントモジュール

5

ターミナルブロックのリモートオン/オフ（ROO）

6

ドライ接点通信ポート

7

USB 通信ポート
注記: このポートは UPS ファームウェアアップデートに使用します。詳しくは、
「USB 通
信ポート」を参照してください。

8

シリアル通信ポート

9

電源 I/O インターフェイス

ERM リアパネルのコンポーネント

番号

説明

1

ERM を UPS に接続するコネクター

2

ERM 認識ポート

USB 通信ポート
注記: このポートは、ファームウェアのアップグレード以外では使用しません。UPS ファームウェアを
アップデートするには、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトを参照してください。
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ドライ接点ポート
注意: ドライ接点ポートを使用する前に、以下の注意事項を遵守する必要があります。
• リレー接点出力は、ユーティリティの回路に接続できません。
• ユーティリティの絶縁を強化する必要があります。
• リレー出力接点の最大定格は 250 VAC/5 A です。
UPS には 4 つのリレー出力があります。各リレー出力は接点が開または閉のいずれかで使用できます。

ピン

説明

1

バイパスモードなし

2

ロード未保護

3

バッテリ低下なし
表は続く

コンポーネントの識別
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ピン

説明

4

バッテリモードなし

5

ユーザー共通

6

バイパスモード

7

バッテリ低下

8

ロード保護

9

バッテリモード

n.o.

常時開接点

n.c.

常時閉接点

ROO
ROO を使用すると、電源ボタンをリモート操作して UPS の電源をオン/オフすることができます。
• 接点が開から閉に変わると、UPS の電源がオンになります（またはオンのまま）。
• 接点が閉から開に変わると、UPS の電源がオフになります（またはオフのまま）。

図 3: この図は、常時開接点を示しています。
注記: 電源ボタンを使用したオン/オフ制御は、リモート制御よりも優先されます。

RPO ポート
RPO は、UPS をリモートでシャットダウンするのに使用されます。この機能は、緊急事態が発生した場
合に主に UPS の電源をリモートで切るために使用されます。RPO がアクティブ化されると、UPS は直ち
に出力とそのすべてのパワーコンバーターをシャットダウンします。UPS は障害をアラームし続けま
す。
RPO 回路は、IEC 60950 の安全特別低電圧（SELV）回路です。この回路は、絶縁を強化して危険な電圧
回路から分離する必要があります。RPO は、以下の要件に適合する必要があります。
• RPO は、ユーティリティが接続された回路に接続できません。ユーティリティの絶縁を強化する必要
があります。RPO スイッチの最低定格は 27 Vdc、20 mA で、他の回路に接続されていない専用のラッ
チタイプのスイッチである必要があります。正しく動作させるためには、RPO 信号を少なくとも 250
ms 間アクティブにしておく必要があります。
• どの動作モードでも UPS がロードへの電力供給を確実に停止するようにするには、RPO 機能がアク
ティブになったときに、入力電源を UPS から切断する必要があります。
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注記: RPO 機能が不要な場合でも、RPO コネクターを UPS の RPO ポートに取り付けた状態にしてくだ
さい。
次の画像は RPO 接続を示しています。

図 4: 内蔵電源

図 5: 外部電源

コンポーネントの識別
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注意事項
このガイドを大切に保管しておいてください。このガイドには、UPS とバッテリの取り付け、操作、お
よびメンテナンスの際に従うべき安全に関する重要な注意事項が示されています。
警告: 高電圧による感電の危険があります。オプションの取り付け、この製品の定期点検および保守
については、AC 電源製品の取り扱い手順、注意事項、および危険性を熟知している専門の担当者が
行ってください。
UPS にこの記号が付いている場合は、1 人で安全に取り扱うことができる重量を超
えていることを示します。
85 187
ERM にこの記号が付いている場合は、1 人で安全に取り扱うことができる重量を超
えていることを示します。
65 143
警告: けがや装置の損傷を防ぐために、ご使用の地域で定められた重量のある装置の安全な取り扱
いに関する規定に従ってください。
警告: 漏電による感電を防止するために、次の点に注意してください。
• 商用電源との接続が切断されている状態で UPS を操作しないでください。
• UPS と商用電源の接続を切断する前に、負荷装置の接続を切り離してください。

ハードウェアを取り付ける前に
ハードウェアを取り付ける前に、以下の手順に従ってください。
1. 必要な工具と部品がそろっていることを確認します。
2. 設置場所を選定します。
3. 装置を準備して、ラックに取り付けられるようにします。

工具と部品
取り付けには、以下の工具が必要です。
プラスドライバー
以下の品目は UPS に付属しています。
• ネジ
• ワッシャー
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設置場所の選定
警告: 火災や感電を防止するために、装置は温度および湿度調整が行われた、導電性の汚染物質のな
い室内に設置してください。
設置場所を選定する際は、次の要因を検討してください。
• 動作時の周囲温度の上昇 - ドアを閉じたラックや多くの装置が搭載されたラックに装置を取り付ける
と、動作時のラック環境の周囲温度が室温を超えることがあります。装置は、動作温度の要件に準拠
する環境に取り付けてください。詳しくは、環境仕様を参照してください。
• 通気性の低下 - ラック内部で、装置の安全な動作に必要な換気を維持できるようにしてください。
• 回路の過負荷 - 装置の供給回路への接続について検討してください。また、回路が過負荷状態になっ
たとき過電流保護機能および配線に及ぼす影響に注意してください。この問題に対応する際は、装置
の銘板に記載されている定格に基づいて適切な判断を行ってください。
• 信頼性のあるアース接続 - ラックマウント型の装置は、必ず、信頼できる方法でアースしてください。
延長コードの使用など、分岐回路に直接接続する以外の方法を使用する場合は、その接続部に特に注
意を払ってください。
• 電気要件 - すべてのモデルで、
「UPS 入力仕様」で説明されている各 UPS の定格に準拠する専用（非
共有）分岐回路が必要です。

装置の準備
手順
1. 梱包箱に添付のラベルに記載されているバッテリの再充電日を調べます。
重要: 再充電日付を過ぎたバッテリを使用しないでください。バッテリを再充電せずにバッテリ
再充電日付ラベルに示されている日付を過ぎた場合は、HPE のサービス窓口にご連絡ください。
2. 装置を梱包箱に入れたまま、設置場所に搬入します。
3. ラックに近い場所で装置を開梱し、装置を組み立てます。
注意: 最も重いアイテムがラックの最下部になるように、常にラックの取り付けを計画してくだ
さい。最も重いアイテムを最初に取り付け、下から上へとラックへの搭載を続けてください。

マウンティングレールの取り付け
警告: けがや装置の損傷を防止するために、次の点に注意してください。
• ラックの水平脚を床まで延ばしてください。
• ラックの全重量が水平脚にかかるようにしてください。
• 1 つのラックだけを設置する場合は、ラックに固定脚を取り付けてください。
• 複数のラックを設置する場合は、ラックを連結してください。
• コンポーネントは一度に 1 つずつ引き出してください。一度に複数のコンポーネントを引き出
すと、ラックが不安定になる場合があります。

インストール
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手順
1. ブラケットを適切な長さまで引き出します。
2. ネジをラックに通して、マウンティングレールと各マウンティングブラケットの正面側と背面側に差
し込みます。

バッテリの取り付け
手順
1. UPS の前面からセンターカバーを取り外します。

2. ベゼルから 4 本のねじを取り外し、その後、ベゼルを取り外します。
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3. 3 本のねじを取り外し、その後、バッテリのカバーを取り外します。

4. バッテリパックを挿入し、バッテリカバーとベゼルを再度取り付けます。

インストール
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UPS の取り付け
UPS を取り付ける前に、
「注意事項」をよく読んで、記載されているすべての警告事項に従うようにして
ください。
警告: けがや装置の損傷の危険があります。ラックに装置をバランスよく配置しないと、ラックが不
安定になることがあります。必ず、一番重い機器をラックの最下段に置いて、下から上に順に取り
付けてください。
手順
1. マウンティングレールを取り付けます。
2. 梱包箱の両側に 1 人ずつ立って、シャーシを持ち上げラック正面側で床に置きます。
3. 両側に 1 人ずつ立って、シャーシをレールの高さまで持ち上げ、スライドさせてマウンティングレー
ルに取り付けます。
4. 付属のネジを使用してシャーシをラックに取り付けます。

シリアル通信ポートの接続
注意: 通信ポートとホストコンピューターとの接続には、UPS に付属のコンピューターインター
フェイスケーブルのみを使用してください。
重要: Power Protector ソフトウェアを使用する場合は、通信ポートをホストコンピューターに正し
く接続する必要があります。
注記: このポートは、ファームウェアのアップグレード以外では使用しません。UPS ファームウェアを
アップデートするには、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトを参照してください。
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RPO ポートの接続
警告: RPO ポートのピンには極性があります。RPO ポートの接続の際には極性を確認してくださ
い。
警告: NEC（NFPA 70）の第 645-10 条および第 645-11 条の要件を満たすには、コンピューター室
に設置された UPS を、RPO 回路に接続する必要があります。
重要: 出力電源ソケットに電力を供給できるようにするには、リモートスイッチをオフ（オープン）
の位置に設定しておく必要があります。

注記: コネクターブロックの配線には、非シールドより線（AWG #22～#18 あるいはその同等品）を使用
してください。
並列接続では、1 つの常開接点に別々のケーブルペアが接続されます。Hewlett Packard Enterprise は、プ
ラス線とマイナス線には異なる色を使用するようおすすめします。

インストール
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コネクターを外して再接続する際に極性を逆にすると、RPO が開始されます。RPO ポートの接続が解除
されないようにするには、以下の手順に従ってください。
• RPO ポートに接続する際に、ケーブルになるべく張力がかからないようにします。
• ケーブルが UPS の背面に垂れ下がらないようにします。
• 結束バンドや結束バンドブロックを使用して、ラックと UPS 背面にケーブルをしっかり固定します。
RPO ポートについて詳しくは、「RPO ポート」を参照してください。

接地用ケーブルの接続
アース用ネジは、導線の取り付け位置に使用します。ラックに、アースされていない金属部品をアースす
るための導線がある場合、アース用ケーブルを使用してください。

UPS の商用電源への接続
警告: 感電や装置の損傷を防止するために、次の点に注意してください。

• 入力電源コードは、簡単に手の届くところにある装置付近のアース付きコンセントに接続してくださ
い。
• 入力電源コードのアース付きプラグは必ず使用してください。アース付きプラグは安全上必要です。
• 延長コードは使用しないでください。
UPS をアース付き商用電源コンセントに接続します。UPS は、接続されると自動的にスタンバイモード
に入り、バッテリ充電を開始します。

UPS の商用電源へのハードワイヤー接続
UPS の商用電源へのハードワイヤー接続の設置要件を以下にリストします。
• 推奨の上流側保護
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UPS の電源定格

上流側に回路ブレーカー

8000 VA

D 曲線—50 A

• 推奨のケーブル断面積
ターミナルの位置

配線の機能

L1

フェーズ

N（L2）

中性点（位相）

ターミナルワイヤ
のサイズ定格
4-25 mm1
（12-4AWG）

入力ワイヤの最小
サイズ

締め付けトルク

10 mm1（8AWG） 18 lb in/2.03 Nm
105 °C（221 °F）
16 mm1（6AWG）
90 °C（194 °F）

接地
1 銅線、単線、またはより線。

入力/出力の接続
警告: Hewlett Packard Enterprise は、ライセンスを保持した電気技師のみがこの接続を行うことを
おすすめします。

インストール

19

前提条件
• 上流側の保護デバイスが開いていることを確認します。
• 接地ワイヤが接続されていることを確認します。
手順
1. ネジを緩めてターミナルブロックカバーを取り外します。
2. ケーブルグランドを通して AC ケーブルを差し込みます。
3. 3 つの AC 商用電源コンダクターを AC 入力ターミナルブロックに接続します。
4. ケーブルグランドを通して出力ケーブルを差し込みます。
5. 3 つのロードコンダクターを出力ターミナルブロックに接続します。
6. ターミナルブロックカバーを交換し、ネジを締めます。
7. ケーブルグランドを締めます。

UPS への装置の接続
注意: UPS の出力電源ソケットに、レーザープリンターを接続しないでください。レーザープリン
ターは瞬間的に電流を消費するため、UPS が過負荷になる可能性があります。
この UPS は、IT 機器のみに電力を供給するように設計されています。
装置を接続する前に、以下の点を確認してください。
• 装置の定格が UPS の容量を超えていないかどうかを調べて、UPS が過負荷にならないことを確認しま
す。
• すべての回路ブレーカーの負荷が均等になるように、接続する装置を分散します。各電源ソケットの
最大電流定格については、「UPS の出力仕様」を参照してください。
UPS が過負荷にならないことを確認したら、以下の手順に従ってください。
手順
1. 回路ブレーカーをオンにします。
2. 装置の電源コードを、UPS のリアパネルにある適切な出力ソケットに接続します。

UPS バッテリの充電
UPS は設置後すぐに使用可能にすることができます。ただし、新しい UPS バッテリは、フル稼動時間が
利用可能になる前に充電が必要です。最初に UPS の電源を入れた後、必ずバッテリの充電状態を確認し
てください。
UPS の運用を開始する前に、UPS をスタンバイモードにしてバッテリを充電してください。
重要: UPS を最初に設置した場合、バッテリが完全に充電されていない可能性があります。Hewlett
Packard Enterprise は、バッテリのフル稼動時間を確保するために、バックアップ電源をデバイスに
供給する前に少なくとも 24 時間バッテリを充電することをおすすめします。
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バッテリテスト
バッテリテストに 2 種類あります。
自動
マニュアル—フロントパネルから、または SHUT コマンドのいずれかで行います。
重要: バッテリモード、LCD、LED、およびドライ接点の UPS は、放電テスト中はアクティブにし
ないでください。

バッテリテスト条件
バッテリテストを実行するには、次の条件をすべて満たしている必要があります。これらの条件が満たさ
れていない場合、テストのステータスは「test canceled.」として表示されます。
• UPS モードを、AC（オンライン）または HE（高効率）のいずれかにする必要があります。
UPS が HE モードの場合、UPS は自動的に AC モードに移行して、テストを開始します。テストが完
了したら、UPS は AC モードから HE モードに自動的に移行します。
• ロードは定格容量の 10 %以上でなければなりません。
• バッテリ容量は 80 ％以上充電されている必要があります。
• バッテリ故障を除いて、運転中のアラームはありません。
• ロードレベルは、初期のロードレベルから+/- 10 ％以上変動していません。

自動バッテリクイックテスト
自動バッテリクイックテストは、UPS が充電器フロートモードの場合に実行されます。
• クイックテストは 60 秒ごとにスケジュールされます。
• バッテリは充電器から 2 秒間切り離され、バッテリ電圧が測定されます。

自動バッテリフルテスト
ABM モード
• 自動バッテリテスト（デフォルトで有効）はフロートモードで実行され、テストの開始時刻 = 1.5 x 充
電時間 + 24 時間です。
• テストの後、ABM 充電サイクルは、フロートモードでさらに 24 時間継続します。
定期充電モード
バッテリテストは、毎日、毎週（デフォルト）、または毎月スケジュールされます。
どのモードでも、UPS がオンラインモードで起動してから 10 秒後にバッテリテストがスケジュールされ
ます。テスト開始時刻は、出力がオンになったときです。UPS がオンラインモードで起動すると、バッ
テリテストは手動テストを模倣します。
• ABM モードでは、テストが完了した後に ABM サイクルが再起動されます。
• 定期充電モードでは、テストが完了した後に充電フェーズは再起動されます。

インストール
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手動バッテリフルテスト
手動バッテリテストは、UPS が ABM モードで動作している場合でもすぐに実行され、テストが延期され
たり、フロートモードで実行されるようにスケジュールされたりすることはありません。
• ABM モード—ABM サイクルが停止し、テストが実行され、テストが完了した後に ABM サイクルが再
開されます。
• 定期充電モード—テストが完了した後に充電フェーズが再開されます。

負荷装置への電力供給の開始
UPS を動作モードに切り替えて、負荷装置への電力供給を開始します。
重要: 初めて UPS の動作を開始する場合は、AC 電源が供給されていなければなりません。

ERM の取り付け
ERM を取り付ける前に、
「注意事項」をよく読んで、記載されているすべての警告事項に従うようにして
ください。
警告: けがや装置の損傷の危険があります。ラックに装置をバランスよく配置しないと、ラックが不
安定になることがあります。必ず、一番重い機器をラックの最下段に置いて、下から上に順に取り
付けてください。
手順
1. マウンティングレールを取り付けます。
2. 梱包箱の両側に 1 人ずつ立って、シャーシを持ち上げラック正面側で床に置きます。
3. 付属のネジを使用して、マウント用タブをシャーシに取り付けます。

4. 両側に 1 人ずつ立って、シャーシをレールの高さまで持ち上げ、スライドさせてマウンティングレー
ルに取り付けます。
5. 付属のネジを使用してシャーシをラックに取り付けます。
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ERM と UPS の接続
UPS のリアパネルの ERM コネクターに ERM ケーブルの両側を接続します。追加の ERM を取り付ける
には、ひとつ前の ERM のリアパネルのコネクターに次の ERM の ERM ケーブルの両側を接続します。接
続できる ERM の最大数は、4 台です。

ERM バッテリの充電
UPS をアース付き商用電源コンセントに接続します。UPS は、接続されると自動的にスタンバイモード
に入り、ERM バッテリの充電を開始します。UPS の運用を開始する前に、UPS をスタンバイモードにし
て ERM バッテリを充電してください。
重要: ERM を最初に設置した場合、バッテリが完全に充電されていない可能性があります。Hewlett
Packard Enterprise は、バッテリのフル稼動時間を確保するために、バックアップ電源をデバイスに
供給する前に少なくとも 24 時間バッテリを充電することをおすすめします。
重要: 取り付けた ERM が認識されていることを確認するには、UPS フロントパネルのコントロール
を使用して、取り付けられている ERM の数を UPS ステータスメニューから確認します。

インストール
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操作モード
UPS には次の 4 つの操作モードがあります。
• スタンバイモード
• オンラインモード
• バッテリモード
• バイパスモード

スタンバイモード
• UPS の出力ソケットに電源は供給されません。
• UPS は必要に応じてバッテリを充電します。
UPS はオンラインモードにあるとき、スタンバイモードに移行させることができます。
UPS をスタンバイモードにするには、電源ボタンを押し続けます。負荷装置への電力供給が停止します。
重要: スタンバイモードにあるとき、バッテリを充電しますが、出力電源ソケットでは電力を供給し
ません。別のモードが選択されるまたは商用電源が切断されるまで、UPS はスタンバイモードのま
まです。

オンラインモード
• UPS のソケットに電源が供給されます。
• UPS は必要に応じてバッテリを充電します。
次のいずれかの条件が該当する場合は、UPS を動作モードにできます。
• UPS に電源が供給されており、スタンバイモードになっている。
• UPS に電源が供給されておらず、商用電源が利用できない。
UPS を動作モードにするには、電源ボタンを押し続けます。

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

バイパスモード
次のいずれかの条件が発生すると、UPS は自動的に自動バイパスモードに入ります。
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• 過負荷の状態が続く
• 過熱
• 出力の短絡
• ハードウェア障害

UPS の構成
UPS の構成には、UPS のフロントパネルの制御ボタンを使用します。
重要: UPS の出力電圧は、施設の供給電力と同じ定格電圧に設定する必要があります。そうしない
と、UPS は出力電圧を維持するために降圧と昇圧を繰り返すことになります。

言語の変更
手順
1. 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。
2. 下向きの矢印ボタンを押して、LCD メニュー画面に[Setting]メニューを表示します。
3. Enter ボタンを押します。
4. 下向きの矢印ボタンを押して、LCD メニュー画面に[Local settings]メニューを表示します。
5. Enter ボタンを押します。
6. 下向きの矢印ボタンを押して、LCD メニュー画面に[Language]メニューを表示します。
7. Enter ボタンを押します。
8. Enter ボタンを押し続けて、UPS の言語を変更します。

ディスプレイの機能の切り替え方法
一定時間操作を行わないと、制御パネルは自動的に暗くなります。画面を元に戻すには、任意のボタンを
押します。
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、上下方向の矢印ボタンを使用します。サブメニューに入るとき、あるいはオプションを選択す
るときは、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、ESC ボ
タンを押します。

ディスプレイの機能のメニューマップ
メインメニュ
ー

サブメニュー

ディスプレイの情報またはメニュー機能

Measurements —

ロード、入力/バイパス電圧、出力/周波数電圧、バッテリの残量の割
合、平均電力使用量、累積電力使用量

Control

Go to Bypass

UPS をバイパスモードに移行します。

Start battery
test

手動バッテリテストを開始します。
表は続く

操作
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メインメニュ
ー

サブメニュー

ディスプレイの情報またはメニュー機能

Reset fault state アクティブな障害をクリアします。

Settings

Restore factory
set

すべての設定を元の値に戻します。

Reset average
power

平均の電力使用量の測定値をクリアします。

Reset cumul.
power

累積の電力使用量測定値をクリアします。

Dry contacts
test

ドライ接点リレー出力をテストします。

Local settings

製品の一般的なパラメーターを設定します。

In/Out settings

出力パラメーターを設定します。

On/Off settings

オン/オフ状態を設定します。

Battery settings バッテリ構成を設定します。
Event log

Event filter

表示する障害アラームとイベントを選択します。

Event list

保存されたイベントを表示します。

Reset event list

イベントをクリアします。

Fault list

保存されている障害を表示します。

Reset fault list

傷害をクリアします。

Identification

—

製品タイプ、シリアル番号、UPS ファームウェア、通信カード IPv6、
通信カード MAC、検出されたアクセサリ。

Register
product

—

HPE 登録 Web サイトへのリンク。

Fault log

RPO ポートの接続確認
注記: テストの際、接続されている装置はセーフテストモードで運用し、重要な動作が阻害されないよう
にしてください。
前提条件
RPO ポートを接続します。
手順
1. RPO 接点を閉じて RPO を開始します。
2. 以下の手順を使用して、RPO ポートの接続が正しいことを確認します。
a. 電源ボタンを押して、UPS の電源を入れます。
b. RPO ポートの接続を解除します。
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c. RPO ポートを再接続します。
d. UPS がオンラインモードのままであることを確認します。

UPS の電源切断
1. 負荷装置をすべてシャットダウンします。
2. ロードセグメントの回路ブレーカーをオフの位置に切り替えます。
3. 電源ボタンを 3 秒間押し続けます。ロードセグメントから電源が切断され、オン/オフボタンが点滅し
ます。

操作
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Power Protector
Power Protector ソフトウェア
HPE UPS ネットワークマネージメントモジュールと HPE Power Protector ソフトウェアは、UPS を総合
的に制御することによって、コンピューターシステムの電源に対する信頼性を最大限に高めます。使いや
すいブラウザーインターフェイスにより、不慣れなユーザーでも電源保護機能を構成して管理できます。
HPE Power Protector ソフトウェアの最新版をダウンロードするには、Hewlett Packard Enterprise の
Web サイトを参照してください。
注記: HPE UPS ネットワークマネージメントモジュールは UPS に同梱されていますが、HPE Power
Protector クライアントはサーバーのプライマリソフトウェアです。
注記: ソフトウェアのインストールと構成については、ソフトウェアのユーザーガイドを参照してくださ
い。ソフトウェアのユーザーガイドは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトからダウンロードで
きます。
HPE Power Protector には、以下の機能があります。
• 複雑な管理システムを必要としないため、UPS により保護される環境の展開、構成、および管理が簡
素化されます。
• 商用電源停電時に、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します。
• 接続されているコンピューターのシャットダウンのタイミングに優先順位を付けます。
• ユーザー指定のスケジュールに基づいて、UPS と接続されているロードデバイスをシャットダウンし
再起動します。
• 変更可能なダイアログボックスを使用したアラート生成、コマンド実行、メールメッセージ、ブロー
ドキャストメッセージをカスタマイズします。
• UPS のステータスを監視し、アラームを報告します。
• 解析のために電源ログを表示します。
• UPS の独立したロードセグメントを管理し、各ロードセグメントに接続されている負荷装置を個別に
制御します。
• 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
定の順序で行います。
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メンテナンス
UPS の交換
手順
1. 接続されているすべての負荷装置の電源を切ります。
2. UPS の電源を落とします。
3. UPS の電源コードを抜き取ります。
4. すべてのケーブルを取り外します。
5. UPS をラックに固定しているネジを取り外します。
6. UPS をラックから取り外します。
コンポーネントを元に戻すには、取り外し手順を逆に実行します。

ERM の交換
手順
1. すべての ERM ケーブルを取り外します。
2. ERM をラックに固定しているネジを取り外します。
3. ERM をラックから取り外します。
コンポーネントを元に戻すには、取り外し手順を逆に実行します。

UPS ファームウェアの更新
UPS ファームウェアをアップデートするには、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトを参照してく
ださい。

メンテナンス
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トラブルシューティング
バイパスモード
症状
LED はオンです。
原因
• 過負荷または障害が発生しました。
• コマンドを受信し、UPS はバイパスモードになっています。
アクション
1. 機器の電源は入っていますが、UPS によって保護されません。
2. 次のアラームのいずれかが出ていないか確認します。
• 過熱
• 過負荷
• UPS の障害

バッテリ低下
症状
LED が点灯し、3 秒ごとにビープ音がします。
原因
UPS がバッテリモードになっており、バッテリが切れつつあります。
アクション
1. この警告には幅があり、シャットダ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。
2. UPS の負荷と ERM の数によっては、バッテリの容量が 20％に達する前に、
「バッテリ残量低下」警告
が発生することがあります。

バッテリなし
症状
LED が点灯し、連続ビープ音がします。
原因
バッテリが切断されています。
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トラブルシューティング

アクション
1. 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。
2. 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。

バッテリ障害
症状
LED が点灯し、連続ビープ音がします。
原因
• バッテリテストは、バッテリが不良または切断されているため、失敗しました。
• バッテリの最小電圧に達し、UPS は ABM サイクリングモードになっています。
アクション
1. 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。
2. 新しいバッテリテストを開始します。
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。

バックアップ時間
症状
UPS が示すバックアップ時間が短くなっています。
原因
バッテリに充電またはサービスが必要です。
アクション
1. 商用電源を 48 時間通電して、バッテリを充電します。
2. 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。

電源過負荷
症状
LED が点灯し、ビープ音が継続します。
原因
所要電力が UPS の容量を超えています。

トラブルシューティング

31

アクション
1. UPS から一部の装置を取り外します
2. UPS は引き続き動作しますが、ロードが増えるとバイパスモードに切り替わるか、シャットダウンす
る場合があります。
3. 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。

UPS 温度超過
症状
LED が点灯し、3 秒ごとにビープ音がします。
原因
UPS の内部温度が高すぎるか、またはファンに障害が発生しました。警告レベルでは、UPS はアラーム
を生成しますが、現在の動作状態を維持します。温度がさらに 10 ℃上昇すると、UPS はバイパスモード
に移行します。バイパスが使用できない場合は、UPS はシャットダウンします。
アクション
1. UPS がバイパスモードに移行した場合、温度が警告レベルより 5 ºC（41 ºF）下がると UPS は通常動
作に戻ります。
この状態が続く場合は、UPS をシャットダウンします。
2. 通気口周辺の障害物や熱源を取り除きます。以下の手順を実行して、UPS を冷却します。UPS 周辺の
通気が遮断されないようにします。
3. UPS を再起動します。
4. 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 が起動しない
症状
UPS に電源が入りません。
解決方法 1
原因
入力ソースが正しく接続されていません。
アクション
入力の接続状態を確認します。
解決方法 2
原因
RPO スイッチがアクティブであるか、RPO コネクターがありません。
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トラブルシューティング

アクション
UPS のステータスメニューに[Remote Power Off]との注記が表示された場合は、RPO 入力を無効にして
ください。

I/O 不良配線
症状
I/O の LED が点灯し、連続ビープ音がします。
原因
I/O ケーブルが、正しいターミナルブロックに接続されていません。
アクション
I/O ケーブルを正しく接続してください。

トラブルシューティング
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仕様
UPS の物理仕様
パラメーター

値

高さ

25.9（10.19 インチ）

奥行

76.2 cm（30.0 インチ）

幅

43.9 cm（17.3 インチ）

重さ

89.7 kg（197.7 ポンド）

ERM の物理仕様
パラメーター

値

高さ

13.0 cm（5.1 インチ）

奥行

76.2 cm（30.0 インチ）

幅

43.9 cm（17.3 インチ）

重さ

63.45 kg（139.88 ポンド）

UPS の入力仕様
UPS モデル
G2 R8000

商用電圧周波数
（Hz）
50/60

設定可能商用電圧
（VAC）

分岐回路の定格（A） 電源コード

200/208/220/230/240 40/38.4/36.3/34.7/33. 電源のハードワイ
/250
3/32
ヤー接続

UPS の出力仕様
UPS モデル

出力ソケット

G2 R8000 NA/JPN

4x L6-20R、2x L6-30R、ハードワイヤー接続

G2 R8000 INTL

6x C19、2x IEC 32A ピグテール（25 インチ + 3 インチ/0 インチ）、ハ
ードワイヤー接続

電源保護仕様
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UPS モデル

VA

定格電力（W）

出力電圧の設定

G2 R8000

8000

7200

200/208/220/230/240/25
0

仕様

電圧仕様
構成設定（VAC）

利用可能な定格出力電圧（VAC）

G2 R8000 NA/JPN

208

G2 R8000 INTL

230

出力仕様（許容範囲）
電源

変動率

商用電源

定格回線周波数の± 5 %と同期

バッテリ電源

自動選択定格周波数の± 0.5 %

出力仕様（特性）
特性

仕様

オンライン効率

94.5%（定格入力電圧時）

電圧波形

正弦波

サージ抑制

IEC62040-2 C3 4kV L-PE, 2kV L-L

ノイズフィルタリング

IEC62040-2 C3

バッテリ仕様
特性

仕様

種類

240 Vdc、メンテナンスフリーで制御弁式の再充電可能な密閉式鉛蓄電
池。25 ºC（77 ºF）で 3 年の耐用年数

電圧

バッテリモジュールの、バッテリ列電圧は 240 V

平均バッテリ稼動時間
平均バッテリ稼動時間は概算であり、接続されている装置、構成、バッテリの使用年数、温度などに依存
します。下記の概算値は、使い始めたばかりのバッテリを基準に計算しています。

表 1: G2 R8000 NA/JPN バッテリ稼動時間
負荷（%）

推定バッテリ稼動時間
（分）

ERM 1 台接続の場合の
稼動時間（分）

ERM 4 台接続の場合の
稼動時間（分）*

25

35

85

220

50

16

36

118

75

7

23

72

100

5

16

50

仕様
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表 2: G2 R8000 INTL バッテリ稼動時間
負荷（%）

推定バッテリ稼動時間
（分）

ERM 1 台接続の場合の
稼動時間（分）

ERM 4 台接続の場合の
稼動時間（分）*

25

28

72

185

50

12

29

95

75

6

18

58

100

3

12
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環境仕様
特性

仕様

動作温度

0 ºC～40 ºC（32 ºF～104 ºF）

非動作時の温度

• バッテリあり—0 ºC～40 ºC（32 ºF～104 ºF）
• バッテリなし—-15 ºC～60 ºC（5 ºF～140 ºF）

相対湿度

0～95 %、結露なきこと

動作高度

海抜 3,000 m 以下

非動作時高度

海抜 10,000 m 以下

可聴ノイズ

45 dBA 未満（通常動作時）

RPO ポートの仕様
RPO ポートは、電源遮断の方法に関して、NFPA の第 645-10 条および第 645-11 条に規定されている要
件を満たしています。
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仕様

UPS 交換用部品
説明

交換用部品の
部品番号

UPS バッテリ

P09830-001

ERM

P09833-001

ERM アクセサリキット

P10252-001

UPS/ERM CTO 取り付け棚（レール付き）

P10250-001

UPS 交換用部品

37

静電気対策
静電気による損傷の防止
システムの損傷を防ぐために、セットアップおよび部品の取り扱いの際に従わなければならない注意事項
を必ず守ってください。人間の指など、導電体からの静電気放電によって、システムボードなどの静電気
に弱いデバイスが損傷することがあります。その結果、装置の耐用年数が短くなることがあります。
手順
• 運搬や保管の際は、静電気防止用のケースに入れ、手で直接触れることは避けます。
• 静電気に弱い部品は、静電気防止措置のなされている作業台に置くまでは、専用のケースに入れたま
まにしておきます。
• 部品をケースから取り出す前に、まずケースごと、アースされている面に置きます。
• ピン、リード線、または回路には触れないようにします。
• 静電気に弱い部品に触れなければならないときには、常に自分の身体に対して適切なアースを行いま
す。

静電気による損傷を防止するためのアースの方法
アースにはいくつかの方法があります。静電気に弱い部品を取り扱うときには、以下のうち 1 つ以上の方
法でアースを行ってください。
• すでにアースされているワークステーションまたはコンピューターシャーシにアースバンドをつなぎ
ます。アースバンドは柔軟な帯状のもので、アースコード内の抵抗は、1MΩ±10%です。アースを正し
く行うために、アースバンドを肌に密着させてください。
• 立って作業する場合、かかとやつま先にアースバンドを付けます。導電性または静電気拡散性の床の
場合、両足にアースバンドを付けます。
• 作業用具は導電性のものを使用します。
• 折りたたみ式の静電気防止マットなどが付いた携帯式作業用具もあります。
上記のような、適切なアースを行うための器具がないときは、製品販売店にお問い合わせください。
静電気対策や製品の設置について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターに問い合わせ
ください。
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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。

Web サイト
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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。
http://www.hpe.com/assistance
• ドキュメントとサポートサービスにアクセスするには、Hewlett Packard Enterprise サポートセンター
の Web サイトにアクセスします。
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-ja
• お客様の資格を表示したりアップデートしたり、契約や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 ページにアクセスします。
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

サポートと他のリソース
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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。この電
子メールには、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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