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はじめに 

 

本書は運用管理装置ＰＭＡＮモデル５０／１００のマニュアルです。 

 

■ 本書の目的 

本書では、運用管理装置ＰＭＡＮモデル５０およびＰＭＡＮモデル１００をセットアップするために必要な情

報を記述しています。 

 

■ 本書の対象者 

・ 本装置を使用して運用管理を行う管理者の方 

・ 本装置を使用したシステムの構築を行う方 

 

■ 本書の構成 

１． 概要 

装置の設定概要について説明します。 

 

２． システム設計 

装置を設定するためのシステム設計について説明します。 

 

３． 設定の準備 

装置の設定を行うための準備について説明します。 

 

４． システム設定 

装置に対するシステムの設定について説明します。 

 

５． 設定の確認／バックアップ 

装置の設定確認方法及び設定のバックアップについて説明します。 

 

６． トラブルシューティング 

装置の設定で間違えやすい操作について説明します。 

 

７． システム設定例 

  装置の設定例について説明します。 

 

８． エージェントソフトのインストール／アンインストール 

  本装置に添付しているエージェントソフトのインストール／アンインストール方法について説明します。 
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■ 関連マニュアル 

以下の資料を参照する事により、本書をより深く理解する事が出来ます。 

 

 「POW-FFC-E-0031 運用管理装置ＰＭＡＮモデル５０／１００ ユーザーズガイド」 

 「POW-FFC-E-0032 運用管理装置ＰＭＡＮモデル５０／１００ コマンドリファレンス」 

 「POW-FFC-E-0034 運用管理装置ＰＭＡＮモデル５０／１００  接続サーバの tty 設定について」 

 「LA91001-0202 運用管理装置ＰＭＡＮモデル５０ 取扱説明書」 

 「LA91001-0184 運用管理装置ＰＭＡＮモデル１００ 取扱説明書」 

 「LA91001-0185 コンセントボックス１ 取扱説明書」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・ 本書を無断で複写または他に転写しないでください。 

 ・ 本書は予告なく変更することがあります。 
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Navigatorの著作権は、Netscape Communications Corporation社に 帰属します。 

Microsoft,Windows, Internet Explorerは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標
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Smart-UPSはAmerican Power Conversion社の登録商標です。 
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第１章 概要 
 

 

 運用管理装置ＰＭＡＮモデル５０およびＰＭＡＮモデル１００（以降、「ＰＭＡＮ装置」と呼びます）は、電源

制御装置とコンソール接続装置を複合化した運用管理装置です。 

ＵＮＩＸ系サーバ／Ｗｉｎｄｏｗｓ系サーバ／ＩＰＣＯＭサーバ／ＥＴＥＲＮＵＳディスクアレイ等の本体処

理装置や周辺機器といった各種装置を一元管理して運用することが可能となります。 

 

 本書ではこのＰＭＡＮ装置のシステムへの導入のために必要となる装置の設定手順について記述しております。 

 

ＰＭＡＮ装置へのシステム設定方法は、以下の方法があります。どの方法でもシステム設定は可能です。 

 

表１．１ 設定方法 

項 設定方法 説明 準備するもの 

１ ＣＯＭ管理 

コンソール設定 

ＰＭＡＮ装置前面のＣＯＮＳＯＬＥ

ポートと接続して、ターミナルソフト

ウェアを介して設定します。 

コンソール端末、ＲＳ－２３２Ｃ

（９ピン）クロスケーブル 

２ ＴＥＬＮＥＴ管理 

コンソール設定 

ＰＭＡＮ装置にＴＥＬＮＥＴクライ

アントから接続して設定します。 

ＴＥＬＮＥＴ端末 

３ ＨＴＴＰ設定ツール ＰＭＡＮ装置にブラウザで接続して

設定します。 

ブラウザ端末 

 

ＰＭＡＮ装置 

ＲＳ－２３２Ｃケーブル 

※コンソール端末とｔｅｌｎｅｔ端末の接続は、排他接続になります。どちらか一方が接続

中に、もう一方からの接続はできません。またＣＯＮＳＯＬＥポートにＲＳ－２３２Ｃケー

ブルを物理的に再接続した場合は、接続中のＴＥＬＮＥＴ管理コンソールは切断されＣ

ＯＭ管理コンソール接続を優先します。 

コンソール端末 

ブラウザ端末 ｔｅｌｎｅｔ端末 

ネットワーク 

 
図１．１ 設定のための接続図（ＰＭＡＮモデル１００） 
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ネットワーク 

ＰＭＡＮ装置 

ＲＳ－２３２Ｃケーブル 

※コンソール端末とｔｅｌｎｅｔ端末の接続は、排他接続になります。どちらか一方が接続

中に、もう一方からの接続はできません。また、ＣＯＮＳＯＬＥポートにＲＳ－２３２Ｃケ

ーブルを物理的に再接続した場合は、接続中のＴＥＬＮＥＴ管理コンソールは切断さ

れＣＯＭ管理コンソール接続を優先します。 

      

コンソール端末 

ブラウザ端末 ｔｅｌｎｅｔ端末 

 

 

図１．２ 設定のための接続図（ＰＭＡＮモデル５０） 

 

 

 ＰＭＡＮ装置の設定は、以下の手順で行います。 

 

１．システム設計 

２．設定の準備 

３．システム設定 

４．設定の確認 

５．設定のバックアップ 

６．運用開始 

ＰＭＡＮ装置を構築するための準備をします。

「２ システム設計」を参照ください。 

ＰＭＡＮ装置を設定するための準備をします。

「３ 設定の準備」を参照ください。 

ＰＭＡＮ装置の設定を行います。「４ システム設

定」を参照ください。 

ＰＭＡＮ装置の設定を確認します。「５．１ 設定

の確認方法」を参照ください。 

ＰＭＡＮ装置の設定を退避します。「５．２ 設定

のバックアップ」を参照ください。 

ＰＭＡＮ装置の運用を開始します。 
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第２章 システム設計 
 

 

ＰＭＡＮ装置を用いるシステムは、対象装置の監視・異常時の操作・復旧を考慮したシステム設計を行う必要が

あります。本項では、ＰＭＡＮ装置を用いたシステムを設計する上で必要な項目について説明します。 

 

 

２.１ 接続対象装置 
 ＰＭＡＮ装置に接続し、監視できる装置にはＵＮＩＸ系サーバ、Ｗｉｎｄｏｗｓ系サーバ、周辺装置などがあ

ります。 

 ＵＮＩＸ系のサーバ機を接続する場合には、サーバ機側にはＲＳ－２３２Ｃのコンソールポートが存在する必

要があり、ＰＭＡＮ装置とコンソールポートを接続します。サーバ機のコンセントはＰＭＡＮ装置のＡＣ出力コ

ンセント（ＰＭＡＮモデル１００の場合はコンセントボックスのＡＣ出力コンセント、ＰＭＡＮモデル５０の場

合は装置背面のＡＣ出力コンセント）に接続します。富士通製ＰＲＩＭＥＰＯＷＥＲを接続する場合は、ＰＭＡ

Ｎ装置のＡＣ出力コンセントは使用しません。ただし、ＰＣケーブルをＰＭＡＮ装置のＰＣコネクタへ接続して

ください。 

Ｗｉｎｄｏｗｓ系サーバ機を接続する場合には、ＵＮＩＸ系サーバと同様にサーバ機側にＲＳ－２３２Ｃポー

トが存在する必要があり、ＰＭＡＮ装置とＲＳ－２３２Ｃポートを接続します。サーバ機のコンセントはＰＭＡ

Ｎ装置のＡＣ出力コンセント(ＰＭＡＮモデル１００の場合はコンセントボックスのＡＣコンセント、ＰＭＡＮ

モデル５０の場合は装置背面のＡＣ出力コンセント)に接続します。 

 周辺装置を接続する場合には、周辺装置側にＲＳ－２３２Ｃポートが存在していればＰＭＡＮ装置とＲＳ－２

３２Ｃポートを接続することが可能です。周辺装置のコンセントはＰＭＡＮ装置のＡＣ出力コンセント(ＰＭＡ

Ｎモデル１００の場合はコンセントボックスのＡＣ出力コンセント、ＰＭＡＮモデル５０の場合は装置背面のＡ

Ｃ出力コンセント)に接続します。 

 接続に関しては、各ＰＭＡＮ装置の取扱説明書をご参照ください。 

 各装置を接続するさいには以下の点にご注意ください。 

 

（１） 最大入力電流 

 ＰＭＡＮモデル５０とコンセントボックス１に接続する装置の最大入力電流は、最大で１５Ａ（１０５０Ｗ）

です。また、１コンセント当たり、１０Ａ（７００Ｗ）までです。従って、監視する装置の最大入力電流は、接

続装置全体（ＰＭＡＮモデル５０で最大２台、ＰＭＡＮモデル１００で最大８台）で１５Ａ（１０５０Ｗ）以下

でかつ１コンセント１０Ａ（７００Ｗ）以下にしてください。最大入力電流以上の電流を通電すると過電流状態

となり、強制的に電源が切断されます。 

 

 

（２）停電・復電の動作 

 ＰＭＡＮ装置に接続する装置では、停電・復電時の動作はＵＰＳの設定とコンセント設定に従います。ＵＰＳ

の容量と全接続装置の容量を計算し、設計する必要があります。特に、接続した装置間に関連した電源切断時間

の設定があれば、その時間も考慮する必要があります。 

 ※ＰＷ－ＵＰ＊＊、Ｆ９８７シリーズのＵＰＳ（ＵＰＳ ＯＦＦに対応していないＵＰＳ）は停電後、接続し

た装置の電源切断を確認した上でＵＰＳのメインスイッチを切ってください。（放置するとバッテリがなく

なります。） 

 ※ＵＰＳ接続時にはＰＭＡＮ装置とコンセントボックス１（ＰＭＡＮモデル１００の場合）の電源は必ず接続

されたＵＰＳから供給するようにしてください。 
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２.２ 異常発生時の通知 
 ＰＭＡＮ装置で監視できる項目は、ＩＣＭＰ監視（ＰＩＮＧ監視）とＤＳＲ監視（シリアルポート監視）とサ

ーバ起動完了監視（Ｗｉｎｄｏｗｓ系サーバのみ）とウォッチドッグ監視（Ｗｉｎｄｏｗｓ系サーバのみ）です。

監視で異常を判断するとブザー、ＬＥＤ表示により異常を通知します。ネットワークからはＳＮＭＰのトラップ

通知を行います。従って、ネットワーク上で装置異常を監視するにはＳＮＭＰマネージャを準備する必要があり

ます。 

※サーバ起動完了監視やウォッチドッグ監視を行うには付属のエージェントソフトを 

Ｗｉｎｄｏｗｓ系サーバにインストールする必要があります。詳しくはユーザーズガイドを参照してくださ

い（エージェントソフトのインストール、アンインストール方法については「第８章 エージェントソフトの

インストール／アンインストール」を参照ください）。 

 

 

２.３ 状況確認・復旧 
 ＰＭＡＮ装置により異常を検出した場合、現場に赴き、目視にて異常状況を判断する方法とネットワークから

透過通信の機能を使用して異常の装置に接続する方法があります。透過通信を行う場合は、ＴＥＬＮＥＴクライ

アント端末を準備する必要があります。 

 ＰＭＡＮ装置は、接続された異常状態の装置を復旧させるために、電源のＯＦＦ／ＯＮを行います。ＰＭＡＮ

装置を操作するためには、ブラウザを搭載した端末、又はＴＥＬＮＥＴクライアント端末が必要になります。 

 

 

２.４ ネットワーク構成 
 ＰＭＡＮ装置は、ＬＡＮ接続する端末です。ＰＭＡＮ装置にＩＰアドレスを設定する必要があります。ルータ

を介する場合は、デフォルトゲートウェイを設定する必要があります。 

 また、ＰＭＡＮ装置１台にネットワーク接続する装置は、接続する装置（サーバや周辺機器）やＮＴＰサーバ

も含め、最大で６８台接続可能（ＰＭＡＮモデル１００の場合。ＰＭＡＮモデル５０では２６台接続可能）です。

ＰＭＡＮ装置は、そのうち４０台までの接続が現実的です。以下の装置の中から４０台を選択し、設定してくだ

さい。 

 

 ＰＭＡＮモデル５０ ＰＭＡＮモデル１００ 

接続装置 ２台 ８台 

ゲートウェイ装置 １台 １台 

ＮＴＰサーバ １台 １台 

ＳＮＭＰマネージャ １０台 １０台 

アプリ電源投入・切断端末 １２台 ４８台 

計 ２６台 ６８台 
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第３章 設定の準備 
 

 

 ＰＭＡＮ装置の設定の準備は、設定方法によって違います。以下にそれぞれの準備について説明します。 

 

 

３.１ 共通ハードウェア設定 
 ＰＭＡＮ装置は、接続形態によってハードウェアのディップスイッチを設定する必要があります。 

 ＰＭＡＮモデル１００をご使用の場合にＰＭＡＮ装置にＰＲＩＭＥＰＯＷＥＲのみを接続する場合に

はコンセントボックス１を接続する必要がありません。この場合にはディップスイッチの１番をＯＮにし

てご使用ください。（詳細は、取扱説明書をご参照ください。） 

 

 

３.２ ＣＯＭ管理コンソール設定 
 ＰＭＡＮ装置前面のＣＯＮＳＯＬＥポートに接続して設定を行う場合は、以下の準備が必要です。 

（１） ＰＭＡＮ装置とコンソール端末の接続 

 ＰＭＡＮ装置のＣＯＮＳＯＬＥ接続コネクタとコンソール端末は、ＲＳ－２３２Ｃのクロスケーブルで

接続してください（詳細は、取扱説明書をご参照ください）。パソコンで端末エミュレータをご使用の場

合、ＣＯＭ１ またはＣＯＭ２ へのダイレクトな接続に設定してください。 

 

（２） ターミナルソフトウェアの設定 

ターミナルソフトウェアをご使用の場合は、下記の設定をご確認ください。 

ボーレート  ： ９６００ｂｐｓ 

データビット ： ８ビット 

ストップビット： １ビット 

パリティ   ： なし 

フロー制御  ： なし 

 

（３） 電源投入 

ＰＭＡＮ装置の電源を投入します。起動が完了すると装置ブザーが鳴動後、ターミナル端末に以下の

プロンプトが表示されます。 

UserName : 
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３.３ ＴＥＬＮＥＴ管理コンソール 
 ＰＭＡＮ装置とＴＥＬＮＥＴ接続にての設定を行う場合は、以下の準備が必要です。 

（１） ＰＭＡＮ装置とＴＥＬＮＥＴ端末の接続 

ＰＭＡＮ装置とＴＥＬＮＥＴ端末は、ネットワーク接続してください。ツイストペアケーブルのクロ

スケーブルを用いてＰＭＡＮ装置のＬＡＮコネクタとＴＥＬＮＥＴ端末のＬＡＮコネクタを直接接続し

ます。または、ＨＵＢを用いてツイストペアケーブルのストレートケーブルでＰＭＡＮ装置とＴＥＬＮＥ

Ｔ端末を接続します。 

 

（２） 電源投入 

ＰＭＡＮ装置の電源を投入します。起動が完了するとブザー音が鳴動します。 

 

（３） ターミナルソフトウェアの起動 

ＴＥＬＮＥＴ端末のターミナルソフトウェアを起動します。接続するＩＰアドレスは、以下のアドレ

スを指定してください。 

１９２．１６８．１．１（工場出荷時のデフォルト設定） 

 

※接続ポート番号は、２３番です。 

 

 

３.４ ＨＴＴＰ設定ツール 
 ＰＭＡＮ装置とＨＴＴＰ接続にて設定を行う場合は、以下の準備が必要です。 

（１） ＰＭＡＮ装置とブラウザ端末の接続 

ＰＭＡＮ装置とブラウザ端末は、ネットワーク接続してください。ツイストペアケーブルのクロスケ

ーブルを用いてＰＭＡＮ装置のＬＡＮコネクタとブラウザ端末のＬＡＮコネクタを直接接続します。また

は、ＨＵＢを用いてツイストペアケーブルのストレートケーブルでＰＭＡＮ装置とブラウザ端末を接続し

ます。 

 

（２） 電源投入 

ＰＭＡＮ装置の電源を投入します。起動が完了するとブザー音が鳴動します。 

 

（３） ブラウザの起動 

ブラウザ端末のブラウザを起動します。接続するＵＲＬは、以下のＵＲＬを指定してください。 

http://192.168.1.1

※ブラウザの設定は、以下の設定をご確認ください。 

・プロキシの設定 ： 全てなし 

 

３.５ ＵＮＩＸ系サーバ側の設定 
 ＰＭＡＮ装置がＵＮＩＸ系サーバの電源を切断する場合は、ＰＭＡＮ装置と接続しているＵＮＩＸ系サ

ーバのシリアルポートからＰＭＡＮ装置がログインしシャットダウンコマンドを発行します。そのために

は、該当のシリアルポートからログインできるように事前にＵＮＩＸ系サーバ側で該当のシリアルポート

を端末設定にする必要があります。 

 端末設定にする手順ついては、ＵＮＩＸ系サーバのマニュアルをご参照ください。または、「ＰＭＡＮ

モデル５０／１００ 接続サーバの tty 設定について」をご参照ください。 
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第４章 システム設定 
 

 

 ＰＭＡＮ装置のシステム設定を行います。システム設定を行うには、ログインが必要になります。 

出荷時のデフォルトログインユーザＩＤは、ルート権限のものです。ログイン後、必ずログインＩＤとパスワー

ドは変更してください。（ユーザ権限については、ユーザーズガイドをご参照ください。） 

以下に、デフォルトユーザＩＤとパスワードを示します。 

ユーザＩＤ ： root 

パスワード ： carrot 

 

 以下にＰＭＡＮ装置のシステム設定について説明します。 

 

 

４.１ 設定の流れ 
ＰＭＡＮ装置の設定は、次の流れで行います。 

ルート権限又は管理者

権限でログイン 

項目の設定 

設定のセーブ 

再起動 

 
 

 

４.１.１ ルート権限又は管理者権限でのログイン 
ＰＭＡＮ装置には、ルート権限又は管理者権限のユーザＩＤでログインします（ユーザ権限でのログイ

ンは、設定項目の表示のみ可能となります。権限についての詳細は、ユーザーズガイドをご参照ください。）。 

出荷直後は、ルート権限のユーザＩＤのみ設定されていますので、そのユーザＩＤでログインしてくだ

さい。但し、セキュリティを考慮し、必ずルート権限のユーザＩＤを変更することをお勧めします。 

 

４.１.２ 項目の設定 
 ＰＭＡＮ装置のＩＰアドレスや接続装置の種類等の設定を行います。ＣＯＭ管理コンソール、ＴＥＬＮ

ＥＴ管理コンソールからの設定は、コマンド形式で設定します。ＨＴＴＰ設定ツールからの設定は、ブラ

ウザからＧＵＩで設定します。 
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４.１.３ 設定のセーブ 
 各項目を設定後、ＮＶＲＡＭに設定をセーブします。ＮＶＲＡＭは、ＰＭＡＮ装置の電源を切断しても

データが消去されないメモリです。設定のセーブを行わないとＰＭＡＮ装置の電源が切断された場合に、

設定が消去されてしまいます。設定のセーブは、必ず行ってください。 

 

４.１.４ 再起動 
 ＰＭＡＮ装置を再起動します。再起動後、ＰＭＡＮ装置はＮＶＲＡＭ上の設定データをもとに運用を開

始します。ＰＭＡＮ装置の再起動は、再起動前の状態を記憶しているため、運用中に行っても接続してい

る装置には影響ありません。再起動前に電源投入中の装置は、再起動中、再起動後も電源投入状態を保ち

ます。 

 

 

４.２ ＣＯＭ管理コンソールとＴＥＬＮＥＴ管理コンソール 
 ＣＯＭ管理コンソール、ＴＥＬＮＥＴ管理コンソールの項目設定の流れについて説明します。 

 

４.２.１ ログイン 
 ＰＭＡＮ装置にＣＯＭ管理コンソール又はＴＥＬＮＥＴ管理コンソールから設定を行う場合は、まず

「ＵｓｅｒＮａｍｅ ：」プロンプトにつづいて、ユーザＩＤを入力し、「Ｐａｓｓｗｏｒｄ ：」プロ

ンプトにつづいて、パスワードを入力してログインします。下記にログインの入力例を示します。 

 

UserName : root<cr> 

Password : carrot<cr> 

 

 

 

 

 

 

※下線部は、入力を示します。＜ｃｒ＞は、エンターキー入力を示します。 
 

 

４.２.２ 項目の設定 
 ログイン後、ＰＭＡＮ装置の設定を行います。ＣＯＭ管理コンソール、ＴＥＬＮＥＴ管理コンソールの

各コマンドについての詳細は、「ＰＭＡＮモデル５０／１００ コマンドリファレンス」をご参照くださ

い。 
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４.２.３ 設定のセーブ 
ＰＭＡＮ装置に項目を設定した後、設定項目をセーブします。設定のセーブには、「ｓａｖｅ」コマン

ドを使用します。下記に使用例を示します。 

> save<cr> 

Command execution?[Yes:Enter No:Esc] 

<cr> 

※下線部は、入力を示します。＜ｃｒ＞は、エンターキー入力を示します。 
 

４.２.４ 再起動 
 設定のセーブ後、本装置を再起動します。再起動には、「ｒｅｓｅｔ」コマンドを使用します。下記に

使用例を示します。 

> reset<cr> 

Command execution?[Yes:Enter No:Esc] 

<cr> 

※下線部は、入力を示します。＜ｃｒ＞は、エンターキー入力を示します。 
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４.３ ＨＴＴＰ設定ツール 
 ＨＴＴＰ設定ツールの項目設定の流れについて説明します。 

 

４.３.１ ログイン 
ＰＭＡＮ装置の設定にＨＴＴＰ設定ツールを行う場合は、「ユーザ名」にユーザＩＤを入力し、「パス

ワード」にパスワードを入力します。下記にログイン入力例を示します。 

 

 

  
 図４．１：ログイン画面（ＰＭＡＮモデル１００） 

 

 

 

 

 図４．２：ログイン画面（ＰＭＡＮモデル５０） 

 

４.３.２ 項目の設定 
 ログイン後、ＰＭＡＮ装置の設定を行います。ＨＴＴＰ設定ツールの詳細は、「ＰＭＡＮモデル５０／

１００ ユーザーズガイド」をご参照ください。 
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４.３.３ 設定のセーブ 
 ＰＭＡＮ装置に項目を入力し「設定」ボタンをクリックした後、設定項目をセーブします。メニューフ

レームから「設定反映」を選択し、プルダウンメニューから「ＮＶＲＡＭに現在の設定をセーブする」を

選択します。「設定反映」ボタンをクリックして設定をセーブします。下記に「設定反映」画面を示しま

す。 

 
 図４．３：設定反映画面（ＰＭＡＮモデル１００） 

 

 
 

 図４．４：設定反映画面（ＰＭＡＮモデル５０） 
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４.３.４ 再起動 
 設定のセーブ後、本装置を再起動します。再起動には、メニューフレームから「再起動」を選択します。

「再起動」ボタンをクリックして、ＰＭＡＮ装置を再起動します。下記に「再起動」画面を示します。 

 

  
 図４．５：再起動画面（ＰＭＡＮモデル１００） 

 

 
 図４．６：再起動画面（ＰＭＡＮモデル５０） 
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４.４ 必ず設定が必要な項目 
 ＰＭＡＮ装置の設定に必ず設定しなければならない項目があります。本装置を動作させるには、ＬＡＮ

設定のＩＰアドレス及びサブネットマスクを設定します。 

項 設定項目 説明 デフォルト 

１ ＩＰアドレス 装置のＩＰアドレス 192.168.1.1 

２ サブネットマスク 装置のサブネットマスクアドレス 255.255.255.0 

 

４.４.１ ＣＯＭ管理コンソール、ＴＥＬＮＥＴ管理コンソールでの設定例 
 ＩＰアドレスとサブネットマスクの設定例を示します。 

 ＩＰアドレス：１９２．１６８．１００．１１０ 

 サブネットマスク：２５５．２５５．２５５．０ 

>setlan pman100,192.168.100.110,255.255.255.0<cr> 

>setlan<cr> 

[Command Format] 

  SETLAN <hostname>,<IP>,<subnet>,<gateway1>,<gateway2>,<gateway3>,<gateway4>,<g 

ateway5> 

 

[NOW SETTING] 

  SETLAN pman100,192.168.100.110,255.255.255.0,0.0.0.0,0.0.0.0,0.0.0.0,0.0.0.0,0 

.0.0.0 

> 

※下線部は、入力を示します。＜ｃｒ＞は、エンターキー入力を示します。 
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４.４.２ ＨＴＴＰ設定ツールからの設定例 
 ＨＴＴＰ設定ツールでのＩＰアドレスとサブネットマスクの設定例を示します。メニューフレームから

「ＬＡＮ設定」を選択し、設定します。 

ＩＰアドレス：１９２．１６８．１００．１１０ 

 サブネットマスク：２５５．２５５．２５５．０ 

 
 

 図４．７：ＬＡＮ設定画面（ＰＭＡＮモデル１００） 

 

 

 
 

 図４．８：ＬＡＮ設定画面（ＰＭＡＮモデル５０） 
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４.５ 設定項目一覧 
ＰＭＡＮ装置に設定する項目は、機能ごとにまとめられています。下記に設定内容の概要と設定の一覧に

ついて説明します。 

 

・セキュリティ設定：装置に対するログイン情報および、リモートからの電源投入および切断の設定を

行います。 

・許可端末設定  ：アプリケーション起動許可端末として使用する通信端末情報の設定を行います。 

・時刻設定    ：装置内の時計機能に時刻を設定します。 

・コンセント動作設定：電源操作のタイミングや装置動作に関する設定を行います。 

・監視設定    ：サーバ監視を行う際に使用する設定を行います。 

・装置動作設定   ：装置内共通の動作関連する項目(ＬＡＮ関係除く)の設定を行います。 

・装置ＬＡＮ設定 ：装置内のＩＰアドレス、ＳＮＭＰ関連、ＮＴＰ関連の設定を行います。 

・スケジュール動作設定：スケジュールによる電源操作の設定を行います。 

 

以下に、設定項目について説明します。
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設定項目 内容 備考 

ログイン名 本装置のルートユーザ用ログイン名を半角で最長８文字

設定します。 

デフォルト値：ｒｏｏｔ 

ルート 

ユーザ 

パスワード ルートユーザ用ログイン名に対応するパスワードを半角

で最長８文字設定します。 

デフォルト値：ｃａｒｒｏｔ 

１件 

固定 

ログイン名 本装置の管理者用ログイン名を半角で最長８文字設定し

ます。 

デフォルト値：なし。 

管理 

ユーザ 

パスワード 管理者用ログイン名に対応するパスワードを半角で最長

８文字設定します。 

デフォルト値：なし。 

最大 

５件 

ログイン名 本装置の一般用ログイン名を半角で最長８文字設定しま

す。 

デフォルト値：なし。 

ユーザ 

パスワード 一般用ログイン名に対応するパスワードを半角で最長８

文字設定します。 

デフォルト値：なし。 

装置

内共

通 

設定

最大 

５件 

リモート電源投入設定 リモートからによる電源投入の許可／禁止を設定します。

デフォルト値：許可 

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ 

リモート電源切断設定 リモートからによる電源切断の許可／禁止を設定します。

デフォルト値：許可 

コンセント毎

に設定 

注1) 

ＩＰアドレス 電源投入／切断を許可する相手のＩＰアドレスを指定し

ます。 

デフォルト値：なし（０．０．０．０）。 

ポート番号 電源投入／切断を許可する相手からの電文受信用ポート

番号を指定します。 

デフォルト値：なし。 

許
可
端
末
設
定 

アプリケ

ーション

設定 

手順 電源投入／切断を許可する相手の通信手順を指定します。

指定できる手順としては 

“ＵＤＰ／ＩＰ”と“ＴＣＰ／ＩＰ”があります。 

デフォルト値：なし。 

コンセント毎

に電源投入／

切断を最大３

件づつ設定可

能 

注1) 

時
刻
設
定 

カレンダ時刻設定 本装置のカレンダ値（西暦／月／日）と時刻（時／分）を

設定します。 

装置内共通設

定 
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設定項目 内容 備考 

コンセント名称 各コンセントの名称を設定します。 

デフォルト値：なし  

接続選択 コンセントに接続されている装置タイプを“Ｗｉｎｄｏｗ

ｓ系サーバ／ＵＮＩＸ系サーバ／ＵＰＳ装置インタフェ

ース／周辺機器／接続なし”のいずれかから選択して設定

します。 

デフォルト値：周辺機器  

コンセント電源投入指示

から電源投入までの時間 

電源投入指示からＡＣ出力の開始までの遅延時間値を秒

単位で設定。（１０～１８００までの数値・秒単位） 

デフォルト値：コンセント１＝１０秒 

     コンセント２＝１１秒 

        ：    ： 

     コンセント８＝１７秒 

※ＰＭＡＮモデル５０ではコンセント２まで。 

電源切断指示からシャッ

トダウン開始までの時間 

電源切断指示から接続機器にシャットダウンを通知する

までの待ち時間を秒単位で設定。（０～１８００までの数

値・秒単位） 

デフォルト値：０秒 

シャットダウン開始から

電源切断までの時間 

接続機器のシャットダウン処理開始からＡＣ出力を停止

するまでの待ち時間を分単位で設定。（０～１２０までの

数値・分単位） 

デフォルト値：３分 

シャットダウン開始時の

ログオンスクリプト 

接続選択に“ＵＮＩＸ系サーバ”を選択した場合に有効と

なる。シャットダウンを通知するタイミングで接続されて

いるＵＮＩＸ系サーバにログオンするためのコマンド文

字列と制御マクロ等を定義する。 

デフォルト値：なし 

ログオン後通常電源切断

を行うシャットダウン用

スクリプト 

接続選択に“ＵＮＩＸ系サーバ”を選択した場合に有効と

なる。接続されているＵＮＩＸ系サーバに対して「シャッ

トダウン開始時のログオンスクリプト」で定義されたスク

リプト動作後に発行するためのシャットダウン用のコマ

ンド文字列と制御マクロ等を定義する。 

デフォルト値：なし 

コ
ン
セ
ン
ト
動
作
設
定 

ログオン後停電による電

源切断を行うシャットダ

ウン用スクリプト 

接続選択に“ＵＮＩＸ系サーバ”を選択した場合に有効と

なる。接続されているＵＮＩＸ系サーバをシャットダウン

するためのコマンド文字列と制御マクロ等を定義する。停

電を原因とするシャットダウン処理の場合にはこのスク

リプトファイルを使用する。 

デフォルト値：なし 

コンセント毎

に設定 

注1) 
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設定項目 内容 備考 

ＴＥＬＮＥＴ透過通信 

許可／禁止設定 

接続選択に“ＵＮＩＸ系サーバ”、または“周辺機器”を

選択した場合に有効。ＴＥＬＮＥＴ透過通信接続の許可/

禁止を設定します(許可/禁止)。 

デフォルト値：許可 

接続ＵＰＳ種別 接続選択に“ＵＰＳインタフェース”を選択した場合に有

効。エミュレートを行うＵＰＳ装置のタイプを設定します

(Ｓｍａｒｔ－ＵＰＳ／接点型ＵＰＳ)。 

ＩＰＣＯＭシリーズ、またはＥＴＥＲＮＵＳディスクアレ

イの接続時に選択します。詳細は、「４．６．３ ＩＰＣ

ＯＭサーバ」、および「４．６．４ ＥＴＥＴＮＵＳディ

スクアレイ」の項を参照ください。 

デフォルト値：Ｓｍａｒｔ－ＵＰＳ型 

電源障害信号 

 

接続選択に“ＵＰＳインタフェース”を選択した場合で且

つ、接続ＵＰＳ種別を接点型に設定した場合のみ有効。電

源障害信号の信号論理を設定します(正論理/負論理)。 

デフォルト値：正論理 

バッテリ低下信号 接続選択に“ＵＰＳインタフェース”を選択した場合で且

つ、接続ＵＰＳ種別を接点型に設定した場合のみ有効。バ

ッテリ低下信号の信号論理を設定します(正論理/負論

理)。 

デフォルト値：正論理 

ＵＰＳ出力停止信号 接続選択に“ＵＰＳインタフェース”を選択した場合で且

つ、接続ＵＰＳ種別を接点型に設定した場合のみ有効。Ｕ

ＰＳ出力停止信号のタイプを設定します(正論理/負論

理)。 

デフォルト値：正論理 

ＵＰＳ停止信号によるシ

ャットダウン許可 

接続選択に“ＵＰＳインタフェース”を選択した場合で且

つ、接続ＵＰＳ種別を接点型に設定した場合のみ有効。サ

ーバからのＵＰＳ出力停止信号を検出した際のシャット

ダウンの許可/禁止を設定します(許可/禁止)。 デフォル

ト値：許可 

通信設定 

・ボーレート 

接続機器とのシリアル通信条件（ボーレート）を各ポート

毎に設定します。 

（１２００／２４００／４８００／９６００／１９２０

０ｂｐｓ） 

※接続選択に“ＵＰＳインタフェース”を選択した場合で

且つ、接続ＵＰＳ種別を“Ｓｍａｒｔ－ｍｏｄｅ”に設定

した場合は２４００ｂｐｓに設定してください。 

デフォルト値：９６００ｂｐｓ 

コ
ン
セ
ン
ト
動
作
設
定 

通信設定 

・データ長 

接続機器とのシリアル通信条件（データ長）を各ポート毎

に設定します。（５～８ｂｉｔ） 

デフォルト値：８ｂｉｔ 

コンセント毎

に設定 

注1) 
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設定項目 内容 備考 

通信設定 

・パリティ 

接続機器とのシリアル通信条件（パリティ）を各ポート毎

に設定します。（偶数／奇数／なし） 

デフォルト値：なし 

通信設定 

・ストップビット長 

接続機器とのシリアル通信条件（ストップビット）を各ポ

ート毎に設定します。 

１／１．５（データ長５ｂｉｔ選択時のみ使用可）／ 

 ２（データ長６～８ｂｉｔ選択時のみ使用可） 

デフォルト値：１ｂｉｔ 

コ
ン
セ
ン
ト
動
作
設
定 

通信設定 

・フロー制御 

接続機器とのシリアル通信条件（フロー制御）を各ポート

毎に設定します。 

（なし／ハードウェア／Ｘ－ｏｎＸ－ｏｆｆ） 

※接続選択に“ＵＰＳインタフェース”を選択した場合に

は“なし”に設定してください。 

デフォルト値：Ｘ－ｏｎＸ－ｏｆｆ 

コンセント毎

に設定 

注1) 

停電発生からシャットダ

ウン開始までの待ち時間 

本装置がＵＰＳから停電信号を受けてから接続機器のシ

ャットダウンシーケンスを開始するまでの待ち時間を分

単位で指定します。（０～ １８０までの数値・分単位）。

（待ち時間内に復電した場合にはシャットダウンしな

い。） 

接続機器のシャットダウンシーケンスは、各コンセント動

作設定に従います。 

デフォルト値：５分 

ＵＰＳの電源出力停止設

定 

ＵＰＳ停電を検出後、全ＡＣコンセントの出力を停止した

後にＵＰＳの出力を停止するかを選択します。（有効／無

効） 

この設定が無効（出力継続）の場合はＵＰＳは放電終了ま

で動作しつづけます。 

デフォルト値：有効（停止） 

全コンセント電源切断か

らＵＰＳの電源出力停止

までの待ち時間 

ＵＰＳの電源出力停止設定が有効な場合にＵＰＳ停電を

検出し、全ＡＣコンセントの出力を停止したタイミングか

らＵＰＳ出力の停止を実行するまでの待ち時間を秒単位

で設定します。 

（０～１８００までの数値・秒単位） 

デフォルト値：１０秒 

装
置
動
作
設
定 

全コンセント自動投入 停電によりエージェントへのＡＣ出力を停止した後に復

電した場合、自動的にＡＣ出力を開始するかを指定します

デフォルト値：有効（ＡＣ出力再開） 

装置内共通 

設定 

 

26



POW-FFC-E-0030-R06 
運用管理装置ＰＭＡＮモデル５０／１００ スタートアップガイド 

設定項目 内容 備考 

停電時にバッテリ低下発

生後の復電による全コン

セント自動投入 

停電によるシャットダウン処理中にバッテリ低下が発生

してＡＣ出力を停止後に復電した場合、自動的にＡＣ出力

を開始するかを指定します（有効／無効）。復電直後に再

度停電が発生する場合はＵＰＳのバッテリ容量が不足す

る場合が考えられますので、十分注意して設定してくださ

い。 

デフォルト値：有効 

ＵＰＳ復電検出時動作 停電によりエージェントへのＡＣ出力を停止した後に復

電した場合、全コンセント停止後に自動的にＡＣ出力を開

始するか、停止したコンセントから自動的にＡＣ出力を開

始するかを指定します。(一括投入／個別投入) 

デフォルト値：個別投入 

異常時のブザー鳴動設定 本装置の異常発生時に鳴動させるかどうかを設定します

（有効／無効）。 

デフォルト値：有効（ブザー鳴動） 

電源ＯＮ／ＯＦＦ 

スイッチ 

電源ＯＮ／ＯＦＦスイッチからの電源投入／電源切断操

作を許可するかどうかを設定します（有効／無効）。※Ｐ

ＭＡＮモデル５０のみ設定可能 

デフォルト値：有効 

装
置
動
作
設
定 

コンセントボックススイ

ッチＯＦＦ検出時動作 

コンセントボックススイッチＯＦＦ検出時にコンセント

の状態を停止するかどうかを設定します。(コンセント状

態保持／コンセント即停止) 

※ＰＭＡＮモデル１００のみ設定可能 

デフォルト値：コンセント即停止 

装置内共通 

設定 

監視するサーバＩＰ

アドレス 

ＰＩＮＧ通信監視を行うためのサーバおよび周辺機器の

ＩＰアドレスを設定します。 

デフォルト値：なし 

サーバ監視動作 サーバおよび周辺機器に対してのＰＩＮＧ通信を使用し

ての通信監視を行うかを設定します。（有効／無効）ＰＩ

ＮＧ監視は、サーバ起動完了監視が有効であればサーバ起

動が完了してから監視します。サーバ起動完了監視が無効

であれば電源操作を行った時点から監視します。 

デフォルト値：無効 

サーバ監視開始待ち

時間 

コンセントの電源投入後にサーバおよび周辺機器に対し

てＰＩＮＧ通信を開始するまでの待ち時間を秒単位で設

定します。(０～７２００までの数値・秒単位) 

デフォルト値：０秒 

監
視
設
定 

サ
ー
バ
監
視
（
Ｐ
Ｉ
Ｎ
Ｇ
） 

サーバ監視間隔 サーバおよび、周辺機器に対してＰＩＮＧ通信を行う間隔

を秒単位で設定します。（１～１８００までの数値・秒単

位） 

デフォルト値：６０秒 

コンセント毎

に設定 

注1) 
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設定項目 内容 備考 

サーバ応答待ち時間 サーバおよび、周辺機器に対してＰＩＮＧ 通信を行った

後に応答が返ってくるまでの待ち時間を秒単位で設定し

ます。（５～１８００までの数値・秒単位） 

 

デフォルト値：１０秒 

サ
ー
バ
監
視
（
Ｐ
Ｉ
Ｎ
Ｇ
） 

サーバ応答タイムア

ウト時の監視リトラ

イ回数 

サーバおよび、周辺機器に対してＰＩＮＧ通信のレスポン

ス待ちタイムアウトを検出した際にＰＩＮＧ通信を再実

行する回数を設定します。（０～１０までの数値・回数単

位） 

 

デフォルト値：５回 

サーバ監視動作 接続選択に“Ｗｉｎｄｏｗｓ系サーバ”を選択した場合に

のみ選択できます。サーバ起動完了監視を行うかを設定し

ます。（有効／無効） 

 

デフォルト値：無効 

サ
ー
バ
起
動
完
了
監
視 サーバ起動完了待ち

時間 

サーバに対して電源投入してから起動完了通知を受け取

るまでの監視時間を設定します。（０～１２０までの数

値・分単位） 

 

デフォルト値：１０分 

サーバ監視動作 接続選択に“Ｗｉｎｄｏｗｓ系サーバ”を選択した場合に

のみ選択できます。ウォッチドッグ監視を行うかを設定し

ます。（有効／無効）ウォッチドッグ監視はサーバ起動が

完了してから監視します。 

 

デフォルト値：無効 

サーバ監視間隔 サーバに対して、ウォッチドッグ監視を行う間隔を秒単位

で設定します。（１～１８００までの数値・秒単位） 

 

デフォルト値：６０秒 

サーバ応答待ち時間 サーバに対して、ウォッチドッグ監視を行った後に応答が

返ってくるまでの待ち時間を秒単位で設定します。（５～

１８００までの数値･秒単位） 

 

デフォルト値：１０秒 

監
視
設
定 

ウ
ォ
ッ
チ
ド
ッ
グ
監
視 

サーバ応答 

タイムアウト時の 

監視リトライ回数 

ウォッチドッグ監視のタイムアウトを検出した際に再監

視する回数を設定します。（０～１０までの数値・回数単

位） 

 

デフォルト値：５回 

コンセント毎

に設定 

注1) 
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設定項目 内容 備考 

シリアル信号監視 

動作 

シリアルポートのＤＳＲ信号監視を行うかを設定します。

（有効／無効）シリアル信号監視は、サーバ起動完了監視

が有効であればサーバ起動が完了してから監視します。サ

ーバ起動完了監視が無効であれば電源操作を行った時点

から監視します。 

 

デフォルト値：無効 

サーバ監視開始 

モード選択 

サーバ監視開始の方法を選択します。 

以下のいづれかの動作から選択します。 

・サーバのＤＳＲ信号ＯＮを検出後監視開始 

コンセントの電源投入後にサーバのＤＳＲ信号のＯＮ

を一度検出してからＤＳＲ信号の監視を開始します。 

この動作モードは接続機器として“Ｗｉｎｄｏｗｓ系サ

ーバ”を選択した場合のみ使用できます。 

・サーバ監視開始待ち時間 

指定した時間待った後にＤＳＲ信号の監視を開始しま

す。この動作を選択した場合には“サーバ監視開始待ち

時間”を設定する必要があります。 

 

デフォルト値：「サーバ監視開始待ち時間」 

監
視
設
定 

シ
リ
ア
ル
ポ
ー
ト
（
Ｄ
Ｓ
Ｒ
信
号
）
監
視 

サーバ監視開始 

待ち時間 

コンセントの電源投入後にサーバおよび周辺機器のＤＳ

Ｒ信号の監視を開始するまでの待ち時間を秒単位で設定

します。(０～７２００までの数値：秒単位) 

 

デフォルト値：０秒 

コンセント毎

に設定 

注1) 

 

ホスト名 本装置をネットワークに接続する際に使用するホスト名

を設定します。 

 

デフォルト値：なし 

ＩＰアドレス 本装置をネットワークに接続する際に使用するＩＰアド

レスを設定します。 

 

デフォルト値：１９２．１６８．１．１ 

装
置
Ｌ
Ａ
Ｎ
設
定 

サブネットマスク 本装置をネットワークに接続する際に使用するサブネッ

トマスクを設定します。 

 

デフォルト値：２５５．２５５．２５５．０ 

装置内共通 

設定 
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設定項目 内容 備考 

ゲートウェイアドレス 本装置をネットワークに接続する際に使用するゲートウ

ェイアドレスを設定します。 

 

デフォルト値：なし（０．０．０．０） 

コミュニティ名 ＳＮＭＰアクセスで使用するコミュニティ名を設定しま

す。 

デフォルト値：なし 

トラップ通知先 ＳＮＭＰトラップ通知で使用する通知先を設定します。 

デフォルト値：なし（０．０．０．０） 

アクセス制限アドレ

ス 

ＳＮＭＰアクセスを許可するＩＰアドレスを指定します。

デフォルト値：なし（０．０．０．０） 

最大

５件

登録

可能

装置設置場所 ＳＮＭＰアクセスで使用する装置設置場所を設定します。

デフォルト値：なし 

Ｓ
Ｎ
Ｍ
Ｐ 

連絡先 ＳＮＭＰアクセスで使用する連絡先を設定します。 

デフォルト値：なし 

装置内

共通 

設定 

 

時刻同期設定 ＮＴＰを使用しての時刻同期の有効／無効を設定します。

デフォルト値：無効 

時刻同期間隔 時刻同期の間隔を分単位で設定します。 

（０～１４４０までの数値・分単位） 

※０指定時にはＰＭＡＮ装置起動時に１回だけ時刻同期

処理を行います。 

デフォルト値：１４４０分（２４時間） 

装
置
Ｌ
Ａ
Ｎ
設
定 

Ｎ
Ｔ
Ｐ 

ＮＴＰサーバアドレ

ス 

時刻同期に用いるサーバのＩＰアドレスを指定します。 

 

デフォルト値：なし（０．０．０．０） 

装置内共通 

設定 

スケジュール設定 各コンセントに対して、スケジュールによる電源投入／切

断を行うかを設定します。（有効／無効） 

 

デフォルト値：無効 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
動
作
設
定 

スケジュール追従設定 本装置の電源投入時またはＵＰＳ停電後に復電を検出し

た際、現在時刻からさかのぼって最も間近に実行済みとな

ったスケジュールを検索し、そのスケジュールを実行する

かを設定します。（有効／無効）停電発生後に復電した場

合についてのスケジュール追従動作の詳細はユーザーズ

ガイドを参照ください。 

 

デフォルト値：無効 

装置内共通 

設定 
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設定項目 内容 備考 

運用パター

ン名 

設定する運用パターンを選択します。 

（運用パターンＡ／運用パターンＢ／運用パターンＣ／

運用パターンＤ／運用パターンＥ／運用パターンＦ／運

用パターンＧ／運用パターンＨ／運用パターンＩ／運用

パターンＪ） 

運用パター

ン名称 

各運用パターンの名称を設定します。 

デフォルト値：なし 

 

動作時刻 スケジュールが起動する時刻（時／分）を設定します。 

デフォルト値：なし 

運用パター

ン設定 

コンセント コンセント毎に電源投入／切断するかを設定します。 

（－－／ＯＦＦ／ＯＮ）接続選択が“接続なし”の場合は

設定しても電源投入が行われません。 

デフォルト値：－－  

運用

パタ

ーン

毎に

設定

最大 

２０件

登録 

可能 

設定日 スケジュールを実行する日付（月／日）を設定します。 

運用パター

ン 

特定日に実行するスケジュールパターンを設定します。 

（－－／運用パターンＡ／運用パターンＢ／運用パター

ンＣ／運用パターンＤ／運用パターンＥ／運用パターン

Ｆ／運用パターンＧ／運用パターンＨ／運用パターンＩ

／運用パターンＪ／平日運用パターン／休日運用パター

ン／休止） 

デフォルト値：－－ 

特定日スケ

ジュール 

設定 

スケジュー

ル実行後設

定を保持す

る 

毎年同じ日付に指定したスケジュールを実行するか設定

します。 

デフォルト値：なし 

日付毎に設定

曜日 スケジュールを設定する曜日を選択します。 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
動
作
設
定 

週間スケジ

ュール設定 スケジュー

ル 

曜日毎に実行するスケジュールパターンを設定します。 

（運用パターンＡ／運用パターンＢ／運用パターンＣ／

運用パターンＤ／運用パターンＥ／運用パターンＦ／運

用パターンＧ／運用パターンＨ／運用パターンＩ／運用

パターンＪ／平日運用パターン／休日運用パターン／休

止） 

デフォルト値：日曜日＝休日運用パターン 

月曜日＝平日運用パターン 

       火曜日＝平日運用パターン 

       水曜日＝平日運用パターン 

       木曜日＝平日運用パターン 

       金曜日＝平日運用パターン 

       土曜日＝休日運用パターン 

曜日毎に設定
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設定項目 内容 備考 

平日用設定 

パターン 

平日に実行するスケジュールパターンを設定します。 

（－－／運用パターンＡ／運用パターンＢ／運用パター

ンＣ／運用パターンＤ／運用パターンＥ／運用パターン

Ｆ／運用パターンＧ／運用パターンＨ／運用パターンＩ

／運用パターンＪ） 

デフォルト値：－－ 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
動
作
設
定 

平日・休日

スケジュー

ル設定 

休日用設定

パターン 

休日に実行するスケジュールパターンを設定します。 

（－－／運用パターンＡ／運用パターンＢ／運用パター

ンＣ／運用パターンＤ／運用パターンＥ／運用パターン

Ｆ／運用パターンＧ／運用パターンＨ／運用パターンＩ

／運用パターンＪ） 

デフォルト値：－－ 

装置内共通 

 

注１）ＰＭＡＮ装置モデル毎に設定可能なコンセント数が異なる。 

  ・ＰＭＡＮモデル５０ 

   コンセント１～コンセント２ 

  ・ＰＭＡＮモデル１００ 

   コンセント１～コンセント８ 
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４.６ 各種サーバ装置毎の設定項目について 
 ＰＭＡＮ装置から接続されている各種サーバ装置を安全にシャットダウンするためには、必ず以下の項目を設

定するようにしてください。 

 

４.６.１ ＵＮＩＸ系サーバ 
 ＳｏｌａｒｉｓやＬｉｎｕｘ ＯＳで動作するサーバ機をＰＭＡＮ装置に接続する場合にはコンセントの「接

続選択」として「ＵＮＩＸ系サーバ」を設定してください。 

 

 ＵＮＩＸ系サーバを選択した場合にはかならず下表の項目を設定してください。 

 

・コンセント設定 

設定項目 設定値 

接続選択 “ＵＮＩＸ系サーバ” 固定値 

シャットダウン開始から 

電源切断までの時間 

推奨値：３分 

この値はカスタマイズ可能です。 

ご使用のサーバにあわせてシャットダウンを開始してから終

了するまでに充分な値を設定してください。 

ユーザ任意値 

シャットダウン開始時の 

ログオンスクリプト 

ユーザ任意値 

ログオン後通常電源切断を行う 

シャットダウン用スクリプト 

ユーザ任意値 

ログオン後停電による電源切断を行う 

シャットダウン用スクリプト 

装置添付のＣＤ－ＲＯＭにサンプルが入っています。ご使用

のサーバ環境にあわせてカスタマイズしてご使用ください。 

 

※スクリプトの詳細については、「ＰＭＡＮモデル５０／１

００ ユーザーズガイド」の”第18章 スクリプトについて”を
参照してください。 

ユーザ任意値 

シリアルポート設定 推奨値： 

ボーレート      ：９６００ 

  データ長        ：８ ｂｉｔ 

  パリティ        ：なし  

  ストップビット長：１ｂｉｔ 

  フロー制御      ：Ｘ－ＯＮ Ｘ－ＯＦＦ 

※サーバ側の通信設定にあわせてカスタマイズしてご使用く

ださい。 

ユーザ任意値 

 

 

 

・監視設定 

設定項目 設定値 

サーバ監視（ＰＩＮＧ） この値はカスタマイズ可能です。ご使用になるシステム構成

にあわせてご使用ください。監視機能を使用されない場合に

は“サーバ監視動作”設定を無効にしてご使用ください｡ 

ユーザ任意値 

サーバ起動完了監視 サーバ監視動作：無効 

ＵＮＩＸ系サーバでは､この機能は使用できません。 

固定値 

ウォッチドッグ監視 サーバ監視動作：無効 

ＵＮＩＸ系サーバでは､この機能は使用できません。 

固定値 

シリアルポート（ＤＳＲ信号）監視 この値はカスタマイズ可能です。監視機能を使用されない場

合には設定を無効にしてご使用ください｡ 

ユーザ任意値 
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４.６.２ Ｗｉｎｄｏｗｓ系サーバ 
 

 Ｗｉｎｄｏｗｓサーバ系ＯＳで動作するサーバ機をＰＭＡＮ装置に接続する場合にはコンセントの「接続選

択」として「Ｗｉｎｄｏｗｓ系サーバ」を設定してください。 

 

 Ｗｉｎｄｏｗｓ系サーバを選択した場合にはかならず下表の項目を設定してください。 

 

・コンセント設定 

設定項目 設定値 

接続選択 “Ｗｉｎｄｏｗｓ系サーバ” 固定値 

シャットダウン開始から 

電源切断までの時間 

推奨値：３分 

この値はカスタマイズ可能です。 

ご使用のサーバにあわせてシャットダウンを開始してから終

了するまでに充分な値を設定してください。 

ユーザ任意値 

シリアルポート設定 推奨値： 

ボーレート      ：９６００ 

  データ長        ：８ ｂｉｔ 

  パリティ        ：なし  

  ストップビット長：１ｂｉｔ 

  フロー制御      ：Ｘ－ＯＮ Ｘ－ＯＦＦ 

※サーバ側の通信設定にあわせてカスタマイズしてご使用く

ださい。 

ユーザ任意値 

 

 

 

・監視設定 

設定項目 設定値 

サーバ監視（ＰＩＮＧ） この値はカスタマイズ可能です。ご使用になるシステム構成

にあわせてご使用ください。監視機能を使用されない場合に

は“サーバ監視動作”設定を無効にしてご使用ください｡ 

ユーザ任意値 

サーバ起動完了監視 この値はカスタマイズ可能です。ご使用になるシステム構成

にあわせてご使用ください。監視機能を使用されない場合に

は“サーバ監視動作”設定を無効にしてご使用ください｡ 

ユーザ任意値 

ウォッチドッグ監視 この値はカスタマイズ可能です。ご使用になるシステム構成

にあわせてご使用ください。監視機能を使用されない場合に

は“サーバ監視動作”設定を無効にしてご使用ください｡ 

ユーザ任意値 

シリアルポート（ＤＳＲ信号）監視 この値はカスタマイズ可能です。監視機能を使用されない場

合には設定を無効にしてご使用ください｡ 

ユーザ任意値 

 

 

Ｗｉｎｄｏｗｓ系サーバをＰＭＡＮ装置からシャットダウンするには、あらかじめ装置添付のエージェントソ

フトをＷｉｎｄｏｗｓ系サーバにインストールする必要があります。 

エージェントソフトはＰＭＡＮ装置とシリアル通信を介して連携しＯＳのシャットダウン処理を実行するソフ

トウェアです。詳しくはユーザーズガイドを参照してください 

 

エージェントソフトのインストール、アンインストール方法については「第８章 エージェントソフトのイン

ストール／アンインストール」を参照ください。 
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４.６.３ ＩＰＣＯＭサーバ 
 ＩＰＣＯＭサーバをＰＭＡＮ装置に接続する場合にはコンセントの「接続選択」として「ＵＰＳ装置インタフ

ェース」を設定してください。 

 

  また、接続するＩＰＣＯＭ装置に会わせて「接続ＵＰＳ種別」を変更する必要があります。 

・ 接続ＵＰＳ種別：Ｓｍａｒｔ－ＵＰＳ 

－ＩＰＣＯＭ１００／１５０ 

 

・ 接続ＵＰＳ種別：接点型ＵＰＳ 

－ＩＰＣＯＭ ３００／３１０ 

－ＩＰＣＯＭ Ｓ２０００／Ｓ２２００／Ｓ２４００ 

－ＩＰＣＯＭ ＥＸ１０００／ＥＸ１２００／ＥＸ２０００ 

 

 ＩＰＣＯＭサーバ側の設定としてＵＰＳ連携機能を必ず有効に設定して使用してください。 

  ※ＩＰＣＯＭ１５０をご使用の場合にはＩＰＣＯＭ側の設定としてＵＰＳの種別を“ＵＰＳ－Ａ”を選択して

使用してください。 

 

 ＰＭＡＮ装置にてＵＰＳ装置インタフェースを選択した場合にはかならず下表の項目を設定してください。 

１）Ｓｍａｒｔ－ＵＰＳモードにて使用する場合 

対象：ＩＰＣＯＭ１００／１５０ 

・コンセント設定 

設定項目 設定値 

接続選択 “ＵＰＳ装置Ｉ／Ｆ” 固定値 

シャットダウン開始から 

電源切断までの時間 

推奨値：３分 

この値はカスタマイズ可能です。 

ご使用のサーバにあわせてシャットダウンを開始してから終

了するまでに充分な値を設定してください。 

ユーザ任意値 

シリアルポート設定 ボーレート      ：２４００ 

  データ長        ：８ ｂｉｔ 

  パリティ        ：なし  

  ストップビット長：１ｂｉｔ 

  フロー制御      ：なし 

固定値 

 

ＵＰＳ装置Ｉ／Ｆ設定  

 

接続ＵＰＳ種別    ：ＳＭＡＲＴ－ＵＰＳ  

電源障害信号     ：正論理 

バッテリ低下信号   ：正論理 

ＵＰＳ出力停止信号  ：正論理 

ＵＰＳ停止信号によるシャットダウン許可：許可  

固定値 

 

 

 

・監視設定 

設定項目 設定値 

サーバ監視（ＰＩＮＧ） この値はカスタマイズ可能です。ご使用になるシステム構成

にあわせてご使用ください。監視機能を使用されない場合に

は“サーバ監視動作”設定を無効にしてご使用ください｡ 

ユーザ任意値 

サーバ起動完了監視 サーバ監視動作:無効 

この機能は使用できません。 

固定値 

ウォッチドッグ監視 サーバ監視動作:無効 

この機能は使用できません。 

固定値 

シリアルポート（ＤＳＲ信号）監視 シリアル監視動作：無効 

この機能は使用できません。 

固定値 
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２）接点型ＵＰＳにて使用する場合 

対象：ＩＰＣＯＭ ３００／３１０ 

ＩＰＣＯＭ Ｓ２０００／Ｓ２２００／Ｓ２４００ 

ＩＰＣＯＭ ＥＸ１０００／ＥＸ１２００／ＥＸ２０００ 

 

・コンセント設定 

設定項目 設定値 

接続選択 “ＵＰＳ装置Ｉ／Ｆ” 固定値 

シャットダウン開始から 

電源切断までの時間 

推奨値：３分 

この値はカスタマイズ可能です。 

ご使用のサーバにあわせてシャットダウンを開始してから終

了するまでに充分な値を設定してください。 

ユーザ任意値 

シリアルポート設定 ボーレート      ：９６００ 

データ長        ：８ ｂｉｔ 

パリティ        ：なし  

ストップビット長：１ｂｉｔ 

フロー制御      ：なし 

固定値 

 

ＵＰＳ装置Ｉ／Ｆ設定  

 

接続ＵＰＳ種別       ：接点型ＵＰＳ  

電源障害信号        ：正論理 

バッテリ低下信号      ：正論理 

ＵＰＳ出力停止信号     ：正論理 

ＵＰＳ停止信号によるシャットダウン許可：許可  

固定値 

 

 

 

・監視設定 

設定項目 設定値 

サーバ監視（ＰＩＮＧ） この値はカスタマイズ可能です。ご使用になるシステム構成

にあわせてご使用ください。監視機能を使用されない場合に

は“サーバ監視動作”設定を無効にしてご使用ください｡ 

ユーザ任意値 

サーバ起動完了監視 サーバ監視動作:無効 

この機能は使用できません。 

固定値 

ウォッチドッグ監視 サーバ監視動作:無効 

この機能は使用できません。 

固定値 

シリアルポート（ＤＳＲ信号）監視 シリアル監視動作：無効 

この機能は使用できません。 

固定値 
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４.６.４ ＥＴＥＲＮＵＳディスクアレイ 

 ＥＴＥＲＮＵＳディスクアレイをＰＭＡＮ装置に接続する場合にはコンセントの「接続選択」として「ＵＰＳ

装置Ｉ／Ｆ」を、ＵＰＳ装置Ｉ／Ｆ設定の「接続ＵＰＳ種別」は「接点型ＵＰＳ」を必ず設定してください。 

 

 ＥＴＥＲＮＵＳディスクアレイ側の設定として、下記の設定を行ってください。詳細については、ＥＴＥＲＮ

ＵＳディスクアレイ取扱説明書およびSA/SEハンドブックを参照してください。 

  ※ＡＣ自動連動モードを“有効”に設定。 

※設定／保守プログラムを起動し、「各種設定」→「Ｓｙｓｔｅｍ」→「電源連動」タブ内の下記項目を設定。 

   ・外部入力機器によるシャットダウン機能 

   ・シャットダウン開始までの待ち時間 

   ・インターフェース設定 

 

 ＰＭＡＮ装置でＥＴＥＲＮＵＳディスクアレイを接続する場合には、必ず下表の項目を設定してください。 

 

・コンセント設定 

設定項目 設定値 固定／任意 

接続選択 “ＵＰＳ装置Ｉ／Ｆ” 固定値 

コンセント電源投入指示から電源投入ま

での時間 

・ドライブエンクロージャを接続するコンセント：１０秒 

（複数台の場合は、１０、１１、１２秒・・と時間をずらし

た値をそれぞれのドライブエンクロージャに設定） 

・コントローラーエンクロージャを接続するコンセント： 

２０秒以上 

（ドライブエンクロージャが複数台の場合は、最後に起動さ

れるドライブエンクロージャのコンセン設定時間に１０秒

以上を加えた値を設定） 

・サーバを接続するコンセント：６２０秒以上 

（サーバも電源投入連動させる場合はサーバの電源投入前に

ETERNUSが起動完了している必要があるため、コントローラ

ーエンクロージャのコンセント設定時間に６００秒以上の

値を加えた値を設定） 

ユーザ任意値 

電源切断指示からシャットダウン開始ま

での時間 

０秒 固定値 

 

シャットダウン開始から 

電源切断までの時間 

上述の ETRENUS ディスクアレイ側の設定である「シャットダ

ウン開始までの待ち時間」に設定した値に、５分以上を加え

た値を設定してください。 

ユーザ任意値 

シリアルポート設定 ボーレート      ：９６００ｂｐｓ 

データ長        ：８ ｂｉｔ 

パリティ        ：なし  

ストップビット長：１ｂｉｔ 

フロー制御      ：なし 

固定値 

 

ＵＰＳ装置Ｉ／Ｆ設定  

 

接続ＵＰＳ種別       ：接点型ＵＰＳ  

電源障害信号        ：正論理 

バッテリ低下信号      ：正論理 

ＵＰＳ出力停止信号     ：正論理 

ＵＰＳ停止信号によるシャットダウン許可：禁止  

固定値 
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・監視設定 

設定項目 設定値 

サーバ監視（ＰＩＮＧ） サーバ監視動作:無効 

この機能は使用できません。 

固定値 

サーバ起動完了監視 サーバ監視動作:無効 

この機能は使用できません。 

固定値 

ウォッチドッグ監視 サーバ監視動作:無効 

この機能は使用できません。 

固定値 

シリアルポート（ＤＳＲ信号）監視 シリアル監視動作：無効 

この機能は使用できません。 

固定値 
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４.７ 留意事項 
 

４.７.１  ＣＯＭ管理コンソールとＴＥＬＮＥＴ管理コンソール 
 ＰＭＡＮ装置設定のためのＣＯＭ管理コンソールとＴＥＬＮＥＴ管理コンソールは、排他接続となって

います。ＣＯＭ管理コンソールと接続してログインしている最中は、ＴＥＬＮＥＴ管理コンソールへの接

続は拒否されます。ＴＥＬＮＥＴ管理コンソールへ接続してログインしている最中にコンソールからはロ

グインできません。但し、ＴＥＬＮＥＴ管理コンソールに接続してログイン中にターミナルソフトウェア

を起動した端末とＰＭＡＮ装置前面のＣＯＮＳＯＬＥポートをシリアルケーブルで接続する（又は、接続

しなおす）とＣＯＭ管理コンソール設定が優先され，接続中のＴＥＬＮＥＴ管理コンソールは強制切断さ

れます。 

  

４.７.２  ＨＴＴＰ設定ツール 
 ＰＭＡＮ装置設定のためのＨＴＴＰ設定ツールは、複数からの接続が可能なため、後設定優先（ＮＶＲ

ＡＭへの設定タイミング）になります。また、ＨＴＴＰ設定ツールとＣＯＭ管理コンソール、ＨＴＴＰ設

定ツールとＴＥＬＮＥＴ管理コンソールも同時接続可能なため、後設定優先になります。但し、ＨＴＴＰ

接続の場合は、性質上ユーザ管理情報の設定が「設定」ボタンのクリックで即時反映されるため、矛盾が

生じることがあります（ＨＴＴＰでログインできるユーザでは、コンソールからのログインで拒否される）。

従って、必ず「ＮＶＲＡＭへの設定反映」を行った後に再起動を行ってください。 

 

４.７.３ 設定のバックアップとリストア 
 ＰＭＡＮ装置における現在の設定のバックアップとリストアは、設定方法毎に行います。ＣＯＭ管理コ

ンソールやＴＥＬＮＥＴ管理コンソールでバックアップした設定ファイルは、ＣＯＭ管理コンソール、Ｔ

ＥＬＮＥＴ管理コンソールでリストアできますが、ＨＴＴＰ設定ツールではリストアできません。逆に、

ＨＴＴＰ設定ツールでバックアップした設定ファイルは、ＨＴＴＰ設定ツールでリストアを行えますが、

ＣＯＭ管理コンソールやＴＥＬＮＥＴ管理コンソールではリストアできません。 

 

 

 

 

39



POW-FFC-E-0030-R06 
運用管理装置ＰＭＡＮモデル５０／１００ スタートアップガイド 

第５章 設定確認 
 

 ＰＭＡＮ装置の設定が完了したら、動作の確認を行います。 

 

５.１  設定の確認方法 
 ＰＭＡＮ装置の設定の確認は、実際に動作させて確認します。 

 

（１） セキュリティ設定 

 ユーザ管理情報は、実際ログインできるかどうか確認します。リモート電源投入／切断設定は、ブラ

ウザやアプリ電源投入／切断での電源投入／切断操作を行ってＬＥＤの点灯／消灯状態を確認します。 

 

ＰＭＡＮモデル１００の場合には装置前面のキーの状態（ＬＯＣＫ／ＯＰＥＲＡＴＥ）とリモート電源

投入／切断設定状態でリモートでの電源操作ができない場合があります。それぞれの関係は下表のよう

になります。 

        前面キー状態 

設定状態 

ＬＯＣＫ ＯＰＥＲＡＴＥ 

有効 リモート電源操作可 リモート電源操作不可 リモート電源 

投入／切断設定 無効 リモート電源操作不可 リモート電源操作不可 

 

（２） 許可端末設定 

 サンプル提供されているアプリ電源投入／切断コマンドを利用して確認します。サンプルプログラム

については、ユーザーズガイドをご参照ください。 

 

（３） 時刻設定 

 設定した時刻は、ＣＯＭ管理コンソール、ＴＥＬＮＥＴ管理コンソール、ＨＴＴＰ設定ツールのそれ

ぞれの設定方法で確認できます。 

 

（４） コンセント動作設定 

 前面スイッチの操作やブラウザ等からのリモート電源操作で動作を確認します。特に、スクリプトの

設定の確認には、透過通信を利用します。以下にスクリプトの確認手順を示します。 

 

【手順１】 動作確認するコンセントに接続しているサーバにＴＥＬＮＥＴ透過通信接続します。 

【手順２】 電源操作（前面スイッチ、ブラウザ等）で電源切断を行います。 

【手順３】 透過通信上で流れるべきスクリプトの文字列が確認できます。 

 ※この状態では、キー入力は効きません。 

 

（５） 装置動作設定 

 ＵＰＳの設定確認は、接続したＵＰＳへの供給電源を擬似停電として停止させて確認します。但し、

各コンセントに接続されるサーバのシャットダウン時間等の設定は、各コンセントの設定に依存するの

で、先にコンセント設定の確認が必要になります。 

 通信設定は、各コンセント毎に確認します。接続するサーバと透過通信接続を行い、設定が正しい場

合は、サーバのコンソールとして利用できます。 
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（６） 監視動作設定 

 各コンセントに接続される機器との接続を確認します。監視異常が発生すると装置前面のＬＥＤが点

滅して、アラームＬＥＤが点灯します。ＬＡＮケーブルをはずしたり、ＣＯＭケーブルをはずすことで

監視状況を確認できます。 

 

（７） 装置ＬＡＮ設定 

 装置自身のネットワーク設定は、装置に対するＰＩＮＧ通信、ＳＮＭＰマネージャからのアクセス、

時刻同期サーバとの時刻合わせを確認します。 

 

（８） スケジュール動作設定 

 スケジュール動作の設定確認はスケジュール動作時間に各ポートに対して電源投入／切断操作が行

われていることをＬＥＤの点灯／消灯状態で確認します。 

 

５.２ 設定のバックアップ 
 設定の動作確認が完了したら、現在の設定のバックアップを行います。この作業は重要な作業です。例

えば、ログインユーザ名、パスワードを忘れてしまった場合、設定を工場出荷時の設定に戻さない限り再

度ログインすることはできません。工場出荷時の設定から簡単に現在の設定に戻すための手段が、設定の

バックアップとリストアです。 

 ここで、設定をバックアップしておけば、再度設定を戻すことは容易です。 

 

５.２.１ ＣＯＭ管理コンソールとＴＥＬＮＥＴ管理コンソール 

５.２.１ ＣＯＭ管理コンソールとＴＥＬＮＥＴ管理コンソール 

 ＣＯＭ管理コンソールとＴＥＬＮＥＴ管理コンソールでの設定のバックアップは、ターミナルソフトウ

ェアのテキストのログ機能を使用します（Ｗｉｎｄｏｗｓに添付のハイパーターミナルの場合は、「テキ

ストのキャプチャー」機能です）。 

 ＣＯＭ管理コンソールとＴＥＬＮＥＴ管理コンソールでの設定のバックアップ

は、ターミナルソフトウェアのテキストのログ機能を使用します（Ｗｉｎｄｏｗｓ

に添付のハイパーターミナルの場合は、「テキストのキャプチャー」機能です）。

 設定のバックアップ手順を以下に示します。 

 設定のバックアップ手順を以下に示します。 

【手順１】 ターミナルソフトウェアで接続したＣＯＭ管理コンソール又はＴＥＬＮＥＴ管理コンソー

ルで「ａｌｌｇｅｔ」（設定バックアップコマンド）と入力します。リターンキーは入力し

ません。 

【手順１】 ターミナルソフトウェアで接続したＣＯＭ管理コンソール又はＴＥ

ＬＮＥＴ管理コンソールで「ａｌｌｇｅｔ」（設定バックアップコマ

ンド）と入力します。リターンキーは入力しません。 

>allget

【手順２】 ターミナルソフトウェアのテキストのログ機能を有効にします。ハイパーターミナルソフ

トウェアの場合は、「転送」メニューの「テキストのキャプチャー」を選択し、ログファイ

ルを設定します。 

【手順３】 ＣＯＭ管理コンソール又はＴＥＬＮＥＴ管理コンソールの設定バックアップコマンドを実

行します。【手順１】の状態からリターンキーを入力します。 

【手順４】 設定が表示され、表示が完了してコマンドプロンプトが表示されたらターミナルソフトウ

ェアのログ機能を終了させます。 

※ 設定をリストアする時は、このファイルを使用します。ターミナルソフトウェアによってはログ機

能でファイルに格納したデータの1行の区切りが８０文字で自動的に改行されている場合があります
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ので、その場合はその改行を削除して１行にしてください。 
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 バックアップを行なったファイルのリストア手順を以下に示します。 

【手順１】ターミナルソフトウェアで接続したＣＯＭ管理コンソール又はＴＥＬＮＥＴ管理コンソール

で「ａｌｌｓｅｔ」（設定リストアコマンド）と入力しリターンキーを入力します。 

>allget<CR>

【手順２】 ターミナルソフトウェアにてバックアップファイルを送信します。ハイパーターミナルソ

フトウェアの場合は、「転送」メニューの「テキスト ファイルの送信」を選択し、バックア

ップファイルを指定します。 

【手順３】設定を装置に保存します。ターミナルソフトウェアで「save」コマンドを実行します。 

【手順４】装置を再起動します。ターミナルソフトウェアで「reset」コマンドを実行します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

43



POW-FFC-E-0030-R06 
運用管理装置ＰＭＡＮモデル５０／１００ スタートアップガイド 

 

５.２.２ ＨＴＴＰ設定ツール 
 ＨＴＴＰ設定ツールでの設定バックアップは、「装置設定バックアップ」メニューを選択して行います。

「装置設定バックアップ」画面に表示された設定をカット＆ペーストして「メモ帳」等のテキストエディ

タに貼り付け、ファイルに格納することでバックアップします。 

 バックアップした装置設定を、また装置にリストアする場合には、「設定のリストア」メニューを選択

して行います。「設定のリストア」画面でバックアップファイルを指定して、装置に転送することにより

リストアできます。 
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第６章 トラブルシューティング 
 

６.１  ログインユーザ名、パスワードを忘れた場合 
 管理者権限のユーザを憶えていれば、工場出荷時の設定に戻し、デフォルト設定されているルートユー

ザ権限でログインできます。但し、現在設定済みのデータもデフォルト値に戻ってしまうので、必ず設定

はバックアップしておきましょう。 

 

 完全に忘れてしまった場合は、ディップスイッチの５番をＯＮに設定してＰＭＡＮ装置を起動します。

起動後、設定は全てデフォルト値に戻ってしまうので、デフォルト設定されているルートユーザ権限でロ

グインできます。起動が完了したら、必ずディップスイッチの５番をＯＦＦに設定しておきます。 

 

６.２  ブラウザで接続できない場合 
 ブラウザにプロキシの設定が行われているとＵＲＬは、プロキシ経由で接続しに行きます。その場合は、

ＰＭＡＮ装置のアドレスをプロキシを使用しないようにブラウザを設定してください。 

 

 コンピュータのアドレス及びサブネットマスク、デフォルトゲートウェイアドレスの設定を確認してく

ださい。 
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第７章 システム設定例 

 
 システム設定例を示します。ご参考ください。 

 

１）ＰＭＡＮモデル１００での設定例 

ネットワーク 

ＰＭＡＮ装置 

192.168.1.11 

255.255.255.0 

192.168.1.1 

192.168.1.12 

255.255.255.0 

192.168.1.1 

192.168.1.1 

255.255.255.0 
172.0.3.1 

255.255.255.0 

172.0.3.10 

255.255.255.0 

172.0.3.1 

サーバ＃１(UNIX系） サーバ＃２（ＵＮＩＸ系） 

192.168.1.13 

255.255.255.0 

192.168.1.1 

サーバ＃３（Ｗｉｎｄｏｗｓ系） 

 

         図７．１ システム構成例（ＰＭＡＮモデル１００） 

 

 上図のＣＯＭ管理コンソール、またはＴＥＬＮＥＴ管理コンソールからの設定例を示します。 

SETHARD ON 

SETLAN PMAN100,172.0.3.10,255.255.255.0,172.0.3.1 

SETOUTLET 1,SERVER#1,WS,ON,ON,10,10,3 

SETOUTLET 2,SERVER#2,WS,ON,ON,11,10,3 

SETOUTLET 3,SERVER#3,PC,ON,ON,12,10,3 

SETWATCH 1,ON,192.168.1.11,60,10,5,OFF,60,10,5,OFF,10,ON 

SETWATCH 2,ON,192.168.1.12,60,10,5,OFF,60,10,5,OFF,10,ON 

SETWATCH 3,ON,192.168.1.13,60,10,5,ON,60,10,5,ON,10,ON 

SETCOM 1,9600,NON,8,1,SOFT 

SETCOM 2,9600,NON,8,1,SOFT 

SETCOM 3,9600,NON,8,1,SOFT 

SETSCRIPT 1,LOGON 

timeout=60 

sleep=1 

send= 

sleep=1 

send= 

sleep=1 

send= 

wait=login: 

 

＜続く＞
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＜続き＞

sleep=5 

send=root 

timeout=60 

wait=Password: 

sleep=5 

send=carrot 

/eot 

SETSCRIPT 1,SHUTDOWN 

timeout=120 

sleep=10 

interval=10 

retry=3 

sleep=1 

send= 

sleep=1 

send= 

sleep=1 

send= 

wait=]# 

sleep=5 

send=shutdown -y -g0 -i0 

/eot 

SETSCRIPT 1,POWERFAIL 

timeout=120 

sleep=10 

interval=10 

retry=3 

sleep=1 

send= 

sleep=1 

send= 

sleep=1 

send= 

wait=]# 

sleep=5 

send=shutdown -y -g0 -i0 

/eot 

SETSCRIPT 2,LOGON 

timeout=60 

sleep=1 

send= 

sleep=1 

send= 

sleep=1 

send= 

wait=logn: 

sleep=5 

 

＜続く＞
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＜続き＞

send=root 

timeout=60 

wait=Password: 

sleep=5 

send=carrot 

/eot 

SETSCRIPT 2,SHUTDOWN 

timeout=120 

sleep=10 

interval=10 

retry=3 

sleep=1 

send= 

sleep=1 

send= 

sleep=1 

send= 

wait=]# 

sleep=5 

send=shutdown -y -g0 -i0 

/eot 

SETSCRIPT 2,POWERFAIL 

timeout=120 

sleep=10 

interval=10 

retry=3 

sleep=1 

send= 

sleep=1 

send= 

sleep=1 

wait=]# 

sleep=5 

send=shutdown -y -g0 -i0 

/eot 
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２）ＰＭＡＮモデル５０での設定例 

 

ネットワーク 

ＰＭＡＮ装置 

192.168.1.11 

255.255.255.0 

192.168.1.1 

192.168.1.1 

255.255.255.0 
172.0.3.1 

255.255.255.0 

172.0.3.10 

255.255.255.0 

172.0.3.1 

サーバ＃１(UNIX系） 

192.168.1.12 

255.255.255.0 

192.168.1.1 

サーバ＃2（Ｗｉｎｄｏｗｓ系） 

 

         図７．２ システム構成例（ＰＭＡＮモデル５０） 

 

 上図のＣＯＭ管理コンソール、ＴＥＬＮＥＴ管理コンソールからの設定例を示します。 

SETHARD ON 

SETLAN PMAN100,172.0.3.10,255.255.255.0,172.0.3.1 

SETOUTLET 1,SERVER#1,WS,ON,ON,10,10,3 

SETOUTLET 2,SERVER#3,PC,ON,ON,11,10,3 

SETWATCH 1,ON,192.168.1.11,60,10,5,OFF,60,10,5,OFF,10,ON 

SETWATCH 2,ON,192.168.1.12,60,10,5,ON,60,10,5,ON,10,ON 

SETCOM 1,9600,NON,8,1,SOFT 

SETCOM 2,9600,NON,8,1,SOFT 

SETSCRIPT 1,LOGON 

timeout=60 

sleep=1 

send= 

sleep=1 

send= 

sleep=1 

send= 

wait=login: 

sleep=5 

send=root 

timeout=60 

wait=Password: 

sleep=5 

send=carrot 

/eot 

SETSCRIPT 1,SHUTDOWN 

 

＜続く＞
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＜続き＞

timeout=120 

sleep=10 

interval=10 

retry=3 

sleep=1 

send= 

sleep=1 

send= 

sleep=1 

send= 

wait=]# 

sleep=5 

send=shutdown -y -g0 -i0 

/eot 

SETSCRIPT 1,POWERFAIL 

timeout=120 

sleep=10 

interval=10 

retry=3 

sleep=1 

send= 

sleep=1 

send= 

sleep=1 

send= 

wait=]# 

sleep=5 

send=shutdown -y -g0 -i0 

/eot 
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第８章 エージェントソフトのｲﾝｽﾄｰﾙ／ｱﾝｲﾝｽﾄｰﾙ 
 

 

 本装置に添付のエージェントソフトをインストール／アンインストールする手順について説明します。 

WindowsServer2008以降と、それ以前のOSではインストーラ／アンインストーラの操作が異なるため、それぞれ

について説明します。 

 

 

８.１ エージェントソフトのインストール（Windows NT 4 Server～WindowsServer2003） 
 

８.１.１ Ｗｉｎｄｏｗｓ系サーバにログオン 
エージェントソフトをインストールするコンピュータにＡｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｏｒｓ権限に所属する 

ユーザ名で、ログオンします。 

 

８.１.２ インストールを開始 
インストールを行うコンピュータに本ＣＤ－ＲＯＭをセットし、エージェントソフトディレクトリ 

（\Agent Soft）配下のインストールプログラム（Install.exe）を実行します。 

  ［ようこそ］ダイアログが表示されたら、［次へ］ボタンをクリックします。 

 

  

※ Install.exeを実行した際、「PMANエージェント未対応OSです。インストールできません。」というメッセ

ージのダイアログが表示される場合は、「\Agent Soft\W2k3\」配下のインストールプログラムSetup.exeを実

行してください。 
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８.１.３ インストール先を指定 
 ［インストール先フォルダの選択］ダイアログでインストール先ディレクトリ（デフォルトは C:\Carrot）を

確認し、［次へ］ボタンをクリックします。 

 

 

 

８.１.４ ファイルコピー前の確認 
 ［ファイルのコピー］ダイアログが表示されます。［次へ］ボタンをクリックすると、ファイルのコピーを開始

します。インストール項目を変更する場合は、［戻る］ボタンをクリックしてください。 
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８.１.５ インストール完了 
  インストールが完了すると、［インストールの完了］ダイアログが表示されます。［完了］ボタンをクリック

して、インストールを完了してください。 

  

 

 

 

８.１.６ コンピュータの再起動 
  インストール完了後、［インストール］ダイアログが表示されます。コンピュータの再起動の確認が行われる

ので、[ＯＫ]ボタンを押して再起動を行ってください。 
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８.２ エージェントソフトのインストール（WindowsServer2008以降） 
 

８.２.１ Ｗｉｎｄｏｗｓ系サーバにログオン 
エージェントソフトをインストールするコンピュータにＡｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｏｒｓ権限に所属する 

ユーザ名でログオンします。 

 

８.２.２ インストールを開始 
インストールを行うコンピュータに本ＣＤ－ＲＯＭをセットし、エージェントソフトディレクトリ（\Agent 

Soft）配下のインストールプログラム（Install.exe）を実行します。 

 

※ OSの設定でUAC(ユーザーアカウント制御)が有効になっていて、インストール実行時にログインしてい

るユーザ名が「Administrator」以外の場合は以下のようなユーザーアカウント制御確認画面が表示され

ます。 

 

 

ユーザーアカウント制御画面では「許可」を選択してインストールを実行してください。 

 

※Install.exeを実行した際、「PMANエージェント未対応OSです。インストールできません。」というメッセ

ージのダイアログが表示される場合は、「\Agent Soft\W2k8\」配下のインストールプログラム setup_L30.exe

を実行してください。 
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インストーラが起動すると以下の［ようこそ］ダイアログが表示されます。ここで［次へ］ボタンをクリッ

クします。 
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８.２.３ インストール先を指定 
［インストール先フォルダの選択］ダイアログでインストール先ディレクトリ（デフォルトはC:\Program 

Files\PMANAgentSoft）を確認し、［次へ］ボタンをクリックします。 

 

 

８.２.４ ファイルコピー前の確認 
［ファイルのコピー］ダイアログが表示されます。［次へ］ボタンをクリックすると、ファイルのコピーを開始

します。インストール項目を変更する場合は、［戻る］ボタンをクリックしてください。 
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８.２.５ インストール完了 
インストールが完了すると、［インストールの完了］ダイアログが表示されます。［完了］ボタンをクリッ

クして、インストールを完了してください。 

 

 

 

 

８.２.６ コンピュータの再起動 
インストール完了後、［インストール］ダイアログが表示されます。コンピュータの再起動の確認が行われ

るので、[はい]ボタンを押して再起動を行ってください。 
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８.３ エージェントソフトのアンインストール（Windows NT 4 Server～WindowsServer2003） 
 

 

 アンインストールファイルを実行する場合、２通りのアンインストール方法［自動アンインストール］、

［詳細アンインストール］を選択できます。 

 ※［自動アンインストール］ではファイルを自動的にアンインストールします。 

   ［詳細アンインストール］では削除するファイルを選択してアンインストールします。 

  

８.３.１ 自動アンインストール 
 

自動アンインストールの手順について説明します。 

 

  （１）アンインストール オプションの選択 

エージェントソフトをインストールしたフォルダ配下のアンインストールプログラム（UNINST.EXE）を実

行します。 

［アンインストール オプション］ダイアログが表示されたら、「自動アンインストール」を選択し、［次

へ］ボタンをクリックします。 
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（２）アンインストールの開始 

［アンインストール開始］ダイアログが表示されたら、［アンインストール］ボタンをクリックし、アンイ

ンストールを開始します。 

アンインストールのオプションを変更する場合は［戻る］ボタンを、アンインストールを中止したい場合

は［キャンセル］ボタンをクリックしてください。 
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８.３.２ 詳細アンインストール 
 

詳細アンインストールの手順について説明します。 

 

 

   （１）アンインストール オプションの選択 

エージェントソフトをインストールしたフォルダ配下のアンインストールプログラム（UNINST.EXE）を実

行します。 

［アンインストール オプション］ダイアログが表示されたら、「詳細アンインストール」を選択し、［次

へ］ボタンをクリックします。 
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（２）プライベートファイルの削除 

 ［プライベートファイルを削除］ダイアログが表示されたら、削除するファイルを選択し、［次へ］ボタン

をクリックしてください。 

 

 

（３）ディレクトリの削除 

 ［ディレクトリの削除］ダイアログが表示されたら、インストール時に作成されたディレクトリを削除する

か選択します。削除するディレクトリを選択し、［次へ］ボタンをクリックしてください。 

※この項目を選択しアンインストールを行うと、デイレクトリ配下のファイルは全て削除されます。
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（４）ＩＮＩファイルの編集 

［ＩＮＩファイルの編集］ダイアログが表示されたら、元に戻したいＩＮＩエントリを選択し、［次へ］ボ

タンをクリックしてください。 

 

 

（５）レジストリキーの削除 

 ［レジストリキーの削除］ダイアログが表示されたら、インストール時に作成されたレジストリキーを削除

するか選択します。削除するレジストリキーを選択し、［次へ］ボタンをクリックしてください。 

 

 

62



POW-FFC-E-0030-R06 
運用管理装置ＰＭＡＮモデル５０／１００ スタートアップガイド 

 

（６）レジストリキーの編集 

 ［レジストリキーの編集］ダイアログが表示されたら、インストール時に更新されたレジストリキーを元に

戻すか選択します。元に戻すレジストリキーを選択し、［次へ］ボタンをクリックしてください。 

 ※本画面は、表示されない場合があります。表示されない場合は、「（７）サブシステムの削除」へ進ん

でください。 
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（７）サブシステムの削除 

 ［サブシステムの削除］ダイアログが表示されたら、インストールされたサブシステムを削除するか選択し、

［次へ］ボタンをクリックしてください。 
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（８）アンインストールの開始 

［アンインストール開始］ダイアログが表示されたら、［アンインストール］ボタンをクリックし、アンイ

ンストールを開始します。 

アンインストールのオプションを変更する場合は［戻る］ボタンを、アンインストールを中止したい場合

は［キャンセル］ボタンをクリックしてください。 
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８.４ エージェントソフトのアンインストール（WindowsServer2008以降） 
 

コントロールパネルの「プログラムと機能」の中の「プログラムのアンインストールまたは変更」画面で

「アンインストール」、「変更」、「修復」を行なうことができます。 

「アンインストール」の選択でエージェントソフトのアンインストール、「修復」の選択でエージェント

ソフトのインストール構成の修復、「変更」ではアンインストールまたは修復を行うことができます。 

 

８.４.１ アンインストール 
 

アンインストールの手順について説明します。 

 

（１）アンインストール 確認ダイアログ 

「プログラムのアンインストールまたは変更」画面で「PMAN装置用電源制御エージェント」を選択し 

「アンインストールボタン」を押すと確認ダイアログが表示されます。 

 

 

 

確認ダイアログで「はい」を選択しアンインストールを実行します。 
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（２）アプリケーション終了メッセージ 

アンインストールが開始されるとプログレスバーでアンインストールの進捗が表示されます。 

 

アンインストール中に以下の画面が表示されます。 

 

 

「セットアップの完了後、アプリケーションを自動的に終了して再起動する」を選択して「OK」を押すと

アンインストールが完了します。 

「アプリケーションを終了しない」を選択して「OK」を押すとアンインストール後サーバ再起動でアンイ

ンストールが完了します。 

 

８.４.２ 修復 
 

誤ってインストールされたファイルを削除してしまった場合に、「プログラムのアンインストールまた

は変更」画面で「PMAN 装置用電源制御エージェント」を選択し「修復」を押すとインストール構成が修

復されます。修復された際、エージェントソフトの設定は初期状態になります。 
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８.４.３ 変更 
 

変更画面について説明します。 

 

 

（１）変更 オプションの選択 

「プログラムのアンインストールまたは変更」画面で「PMAN 装置用電源制御エージェント」を選択し

「変更」を押すと次のオプションダイアログが表示されます。 

 

 

 

「修復」を選択し「完了」ボタンを押すとエージェントソフトのインストール構成が修復されます。 

修復された際、エージェントソフトの設定は初期状態になります。 

 

「削除」を選択し「完了」ボタンを押すとエージェントソフトがアンインストールされます。 

 

 

８.５ 留意事項 
 

エージェントソフトのインストール後にインストール先のディレクトリ名を変更しないでください。 

 エージェントソフトは起動できなくなります。 

  また、この状況でアンインストールを実行するとレジストリ情報とインストール情報ログファイル

(INSTALL.log)のみ削除され、インストールディレクトリ配下のファイルは削除されません。このような状況に 

 陥った場合には手動でインストールディレクトリ配下の全ファイルを削除してください。 
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