
 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

このたびは、ＧＳユアサ ミニＵＰＳ関連製品をお買いあげいただき、 

誠にありがとうございます。 

 

   

         注意 

 操作を行う前に必ず取扱説明書をお読みください。 

 お読みいただいた後は大切に保管し、必要なときにご活用ください。 

 誤った操作は装置故障及び事故のおそれがあります。 
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安全上のご注意 

 

 本装置の据え付け、運転・操作、保守・点検を行う前に、必ずこの取扱説明書及び注

意書きをお読みください。本項目では、安全のための注意事項を「危険」、「警告」、

「注意」の３つに区分してランク付けしてあります。図記号の意味は次のとおりです。 

 

 

     危険 

   取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う 

  危険が切迫して生じる場合。 
   

  

 

     警告 

   取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う 

  可能性が想定される場合。軽傷または物的損害が発生する 

  頻度が高い場合。 

  

 

     注意 

   取り扱いを誤った場合、使用者が重傷を負う可能性は 

  少ないが、障害を負う危険が想定される場合、ならびに 

  物的損害のみの発生が想定される場合。 

 

 なお、「注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性が

あります。いずれも重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。 



 

 

安全上のご注意 

                                 

          警告 

 

【禁止】公共的、社会的に重大な影響を与える可能性のある機器には 

使用しないでください。 

 

 

【禁止】医療機器など人命および人身の損傷に影響のある可能性のある

用途には使用しないでください。 

 

 

本装置を設置される場所は、仕様書で定められた使用環境で使用してく

ださい。装置故障、部品劣化により寿命を短縮させる原因となるおそれ

があります。 

 

 

仕様書に定められた入出力仕様の範囲でご使用ください。装置故障の原

因となるおそれがあります。 

 

 

【禁止】【感電】ビス等を外しての分解は絶対にしないでください。感

電及び装置故障の原因となるおそれがあります。 

 

 

【禁止】【感電】運転中、停止中にかかわらず、装置内部品に触れない

でください。また、運転中、停止中にかかわらず、本体はあけないでく

ださい。装置故障及び感電の原因となるおそれがあります。 

 

 

【禁止】本装置を保守できる当社のサービスマン以外は内部の修理など

は行わないでください。誤点検・誤操作・誤修理は装置の故障及び事故

の原因となるおそれがあります。 

 

 

【感電】乳幼児の手の届かないところで使用・保管してください。感

電、けがの原因となるおそれがあります。 

 

 



 

 

安全上のご注意 

                                 

          警告 

 

【禁止】稲妻が発生しているとき、本製品やケーブルの設置を行わない

でください。落雷による感電のおそれがあります。 

 

 

【禁止】本製品の設置、ケーブル配線、移動など行う場合は、必ずＵＰ

Ｓの電源をオフにしてから行ってください。ＵＰＳの誤動作または      

破損の原因になるおそれがあります。 

 

 

【禁止】次のような場所での使用や管理はしないでください。 

 

・ 直射日光の当たる場所 

・ 暖房器具の近くなどの高温になる場所 

・ 急激な温度変化のある場所 

・ 湿気の多い場所や、水などの液体がかかる場所や、結露するよう

な場所 

・ 振動の激しい場所 

・ ほこりが多い場所や、ジュータンを敷いた場所（静電気障害の原因

となります） 

・ 腐食性ガスの発生するような場所 

・ スピーカ付近などの強磁界 

 

本製品は指定された動作温度範囲および湿度の範囲で使用してくださ

い。周囲温度および湿度の範囲は本マニュアルの付録Ａに記載されて      

います。 

 

 



 

 

安全上のご注意 

                              

          注意 

 

装置の外観、ケーブル等に損傷が無いことを確認してください。装置故

障の原因となるおそれがあります。 

 

 

【禁止】本装置は、湿気や粉塵の多い場所で使用しないでください。装

置故障の原因となるおそれがあります。 

 

 

（ボックス型の場合） 

本装置は水平な床に設置してください。地震時の装置移動、転倒、装置

故障、事故の原因となるおそれがあります。 

 

 

【禁止】本装置には衝撃を与えないでください。装置故障の原因となる

おそれがあります。 

 

 

【禁止】装置の絶縁抵抗を測定しないでください。装置故障、及び事故

の原因となるおそれがあります。 

 

 

【禁止】装置を異常状態のままで使用しないでください。とくに、煙・

音・においに異常のある場合は速やかに本装置を停止してください。装

置故障及び事故の原因となるおそれがあります。 

 

 

火災・地震などが発生した場合は、速やかに装置の状況を確認してくだ

さい。装置故障及び事故の原因となるおそれがあります。 

 

 

推奨された期間内に定期的に点検を行ってください。部品劣化等により

装置故障の原因となるおそれがあります。 

 

 



 

 

安全上のご注意 

                              

          注意 

 

【禁止】清掃時はシンナーなどの有機溶剤は使用しないでください。化

学変化により装置故障及び事故の原因となるおそれがあります。 

 

 

装置の移動、移設、用途変更する場合はお買い上げの販売店にご相談く

ださい。装置故障、設備の破損及び事故の原因となるおそれがあります。 

 

 

保管後再使用するときは、点検を必ず行ってください。部品劣化し装置

故障の原因となるおそれがあります。 

 

 

保管時の環境は仕様書で決められた環境を維持すると同時に結露しな

いようにしてください。絶縁劣化、部品劣化の原因となるおそれがあり

ます。 

 

 

本書の記載事項について 

 

（１） “Yuasa-mib”は、”YUPCON-MIB”を表しています。 

（２） UPSマネージメントLANカード（Acroware-LAN Agent：アクロウエアランエージェントまたはAcroware-LAN 

AgentPRO：アクロウエアランエージェントプロ）は、”LAN Agent”として記載されます。 

（３） 本ソフトウエア及び本書に記載した社名及び商品名は、各社の商標及び登録商標です。 

（４） 本書の内容の全部及び一部を無断で複製、転載することは、固くお断りいたします。 

（５） 本書の内容は、予告なく変更される場合があります。 

Copyright © 2011-2015 GS Yuasa International Ltd., All rights reserved. 

 



 

 

安全対策情報 

 本機を利用する場合は、必ず、UPSの操作、Windowsの操作及びネットワークの知識が

十分にあるシステム管理者が行って下さい。 

 本機をUPSへ差し込む、または引き抜く前に、UPSの電源がオフになっていることを確

認してください。本機のホット・スワップ（コンピュータを停止させたり、電源を落

とすことなく周辺装置の取り外しや接続が行える機能）は禁じられています。 
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第１章 
 

概要 

 
はじめに 

“Acroware-LAN AgentPRO”（以下“LAN Agent”）は、ＵＰＳの状態情報をモ

ニターし、ＵＰＳを制御することができます。ＨＴＴＰプロトコルとＳＮ

ＭＰプロトコルの両方に対応していますので、ＷｅｂブラウザまたはＳＮ

ＭＰマネージャのどちらでも、イーサネットを介してＵＰＳを監視すること

が可能です。また、添付のシャットダウン・ソフトウエアにより、停電時

にサーバなどのＯＳを連携してシャットダウンさせることも可能です。そ

れぞれのホストやサーバにインストールされているシャットダウン・ソフ

トウエアと LAN Agent がネットワークを介して通信して、ＵＰＳのバッテ

リ保持電力が低下すると、LAN Agent はホストまたはサーバのシャットダ

ウン・ソフトウエアに対してシャットダウン命令を出し、電力供給が停止

する前にホストまたはサーバをシャットダウンすることができます。 

 

LAN Agentのシステム構成は以下の通りです。 

 

図 1-1 LAN Agentのシステム構成図 
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システム構成 

LAN Agent はＵＰＳとネットワークをつなぐインタフェースです。LAN 

Agentは主に以下の機能を提供します。 

 

① ターミナルまたは Telnetによる設定 

RS232 経由でターミナルクラアントからまたはネットワーク経由で

Telnetクライアントから LAN Agentの基本設定を行うことができます。 

② ブラウザからの設定、状態確認、操作 

HTTP/HTTPS によりブラウザからの LAN Agent 及びＵＰＳの設定、ＵＰ

Ｓの状態確認及び操作を行うことができます。LAN Agent のメインイン

タフェースです。 

③ ターミナルまたは Telnetによる設定 

RS232 経由でターミナルクラアントからまたはネットワーク経由で

Telnetクライアントから LAN Agentの設定を行うことができます。 

④ ＳＮＭＰによる状態監視、操作 

SNMPv1 及び v3 のエージェントとトラップにより、SNMP マネージャに

よる UPSの状態監視および操作を行うことができます。 

⑤ クライアントシャットダウンソフトウエアによるサーバシャットダウ

ン 

サーバにインストールしたクラアントシャットダウンソフトウエアに

より、停電時や設定したスケジュール停止時にサーバを連携してシャッ

トダウンを行うことができます。クラアントシャットダウンソフトウエ

アは本製品に添付されている CD-ROM または弊社ホームページより配布

しています。 

⑥ リモートログインによるサーバシャットダウン 

停電時や設定したスケジュール停止時に、RSH、SSHv1/v2, Telnetおよ

びターミナル（シリアル）によりサーバにログインして、指定したコマ

ンドを実行することでサービスの停止、OSのシャットダウン等を行うこ

とができます。 
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図 1-2 LAN Agentのシステム構成図 

 

お知らせ： シリアルログインによるサーバのシャットダウン機能とターミ

ナルからの LAN Agentの設定機能は同時には使用できません。 
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LAN Agentの外観 

 カード全体 

 
  

図 1-3 カード外観略図 
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フロントパネル部 

下記の通りフロントパネルは、UPS のオプションスロット用のタイプと

UPSへの組込みタイプの２種類があります。 

 

図 1-4 オプションタイプのフロントパネル略図 

 

 

 

図 1-5 UPS組込みタイプのフロントパネル略図 

 

 

① DIPスイッチ（２極ピアノタイプ） 

② リセット・ボタン 

③ パソコンケーブル用シリアルポート・コネクタ 

（Status（黄色）と Power（緑色）の LED付） 

④ 10/100BASE-Tイーサネット用コネクタ 

（10（黄色）と 100（緑色）の LED付） 

 

 

 

 

① ② 

③ ④ 

① ② 

③ ④ 
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第２章 

 
LAN Agent のインストール 

 

準備 
LAN Agent をご使用の前に、LAN Agent をセットアップするパソコンをご

準備ください。LAN Agent をセットアップするには３種類の方法がありま

す。 

 

1．シリアルポートから LAN Agentを設定する 

2．Telnetから LAN Agentを設定する 

3．Webブラウザ（＊）から LAN Agentを設定する 
      

    （＊）使用する Webブラウザにはインターネットエクスプローラ Ver6.0以降 

 またはネットスケープナビゲータ Ver7.0以降が必要です。 

 
 
ハードウェアのインストール 

1. UPS を完全に停止してください。（UPS を完全に停止する操作方法は、

UPSの取扱説明書をご覧ください） 

2. カード型を UPSのスロットに挿入してください。（図 2-1参照） 

3. 取付け固定金具のネジを締めてください。 

4. UPSのスイッチを入れてください。 

 
図 2-1 UPSの接続 

 
 

 
本機を UPS へ差込または引抜く場合、UPS の電源が          

オフになっていることを確認してください。UPS の誤動作          

または故障の原因となるおそれがあります。          

（注）LAN インターフェース装備のジーエス・ユアサ ミニ 
UPS では、あらかじめカードは差し込まれて出荷されている

場合があります。 

UPS

カード

警告 
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通信ポートによるLAN Agentの設定 

 
ハードウェアの準備 

1. パソコン(*1)をご準備ください。 

*1: ハイパーターミナルまたは一般的なターミナルクライアントで

セットアップされたもの。 

2. 専用通信ケーブルを、バックパネルのパソコン・ケーブル用のシリア

ルポート・コネクタとパソコンのＣＯＭポート間に接続してください。 

3. バックパネルの DIPスイッチ１・２が共にオフ（運転モード）である

ことを確認してください。 

DIPスイッチ１・２共にオフでなければ DIPスイッチを操作し、スイ

ッチ１・２が共にオフ（運転モード）になるように設定してください。 

 

 

図2-2シリアルケーブル接続 

 

1  2
ＯＮ

↑ オン

オフ

パソコンのＣＯＭポートへ

パソコンケーブル用シリアルポートへ

1  2
ＯＮ

↑ オン

オフ

パソコンのＣＯＭポートへ

パソコンケーブル用シリアルポートへ
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LAN Agentの設定をセットアップする 

１． パソコンのスイッチを入れ、プログラムメニュー”アクセサリ”-“通
信”-“ハイパーターミナル”を実行してください。（図 2-3） 

 

お知らせ： WindowsServer2003 等の OS では、デフォルトインストールで

は、ハイパーターミナルがインストールされていない場合があ

ります。その場合は、 ” アプリケーションの追加と削

除”-“Windows コンポーネントの追加と削除”からハイパータ

ーミナルを追加（”アクセサリとユーティリティ” -“通信”- “ハイ

パーターミナル”）してください。追加には、Windows のセット

アップ CD-ROMが必要になります。 

尚、ハイパーターミナルの他に、一般的なターミナルクライア

ントでも本項以降の同様のターミナル操作が行えます。 
 

 

 

図2-3.ハイパーターミナル 
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２．任意の名前を入力し、接続するアイコンを選択してください。（図 2-4） 

 

図2-4 ハイパーターミナルの新しい接続先 

 

３．ＣＯＭポートへ直接接続するように設定してください。（図 2-5） 

 

図2-5 COMポート接続先を設定する 
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４．ＣＯＭポートのパラメータを下図のように設定します。（図 2-6） 

 

ビット/秒 9600 

データビット 8 

パリティ なし 

ストップビット 1 

フロー制御 なし 

 

 

図2-6 COMポートのパラメータを設定する 

 

５． UPSの電源を入れて、LAN Agentが起動するまでお待ちください。 
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６．メッセージ“Acroware-LAN AgentPRO[V5.*****](SN *************) 

Ready”が画面に表示されます。ここで、スペースキーまたはリターン

キーを押してください。パスワード入力要求が表示されるので、パスワ

ードを入力してください。（デフォルトは半角小文字で admin です。な

お入力した文字は*で表示されます。）LAN Agent 設定ユーティリティの

メインメニューが画面に表示されます。（図 2-7） 

 

 
 

図 2-7 LAN Agentのメインメニュー、設定モード 

 
  メインメニュー画面の項目内容は次のとおりです。 
 

１．System Date/Time Setting ······· 時計設定 
２．Agent Group Configuration ······  

ネットワーク設定（ＩＰ・サブネットマスクなど） 
 ３．Control Group Configuration ····  

ネットワーク設定（プロトコル、パスワードなど） 
４．Set Write Access Managers 

 ·········· アクセス権設定(IPアドレス指定) 
 
５．Set Write Access Managers(Domain name) 

 ············· アクセス権設定(ホスト名指定) 
６．Set Tarp Receivers ···········  

ＳＮＭＰトラップサービス設定 
７．SNMPv3 USM Table ············· ＳＮＭＰv3設定 
 
８．Battery Group Configuration ····  

ＵＰＳバッテリの最終交換日設定 
 
０．Exit ··························· ユーティリティ設定の終了 
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時計設定 (System/Time Setting Utility) 
メインメニュー画面から”１”（”System/Time Setting Utility”）を選択し、

リターンキーを押します。 

（図 2-8） 

 

 
図 2-8 LAN Agentの時間設定画面 

 
任意の項目を選択し、その項目の書式に従って値を設定してください。“０”
を選択することで前画面に戻ることができます。 

 

System Date , System Time 

年月日及び時刻を指定する項目です。表示直後は現在設定されている値が

表示されます。最新時刻は、時計設定画面を再表示させてください。 

 
NTP Server, NTP Time Zone, Daylight Saving Time Control, NTP control 

NTPサーバと時刻を同期させる場合の設定を行う項目です。 

NTP Serverで、NTPサーバの IPアドレスと NTP Time Zoneで同期する時刻

帯（タイムゾーン）(＊1)を指定し、NTP Controlで機能を有効（”Enable”）

にしてください。機能を有効に設定した直後に指定した NTP サーバと時刻

を同期します。その後は、1 時間に一度または LAN Agent の起動時に時刻

同期が行われます。最新時刻は、時計設定画面を再表示させてください。 

Daylight Saving Time Controlは、サマータイムに時刻を合わせる場合に

有効（”Enable”）にします。同期した値より 1 時間、進んだ時刻が表示

されます。 

＊１：+9:00 は GMT+09:00 を表します。日本では通常デフォルト+9:00のま

まにしてください。 
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Primary Time Server, Secondly Time Server 

LAN Agent には付属のシャットダウン・ソフトウエアをインストールした

パソコンから自動的に時間調整を行うタイムサーバー機能があります。こ

の機能を有効にするには、Primary Time Server にシャットダウン・ソフ

トウエアをインストールしたパソコンの IP アドレスを追加してください。

2 台以上、シャットダウン・ソフトウエアをインストールしたパソコンが

ある場合は、Secondly Time Server にも 2 台目以降のいずれかの IP アド

レスを設定してください。 

 

注意：上記”NTP Control”が有効(“Enable”)になっている場合は、本機

能は無効になります。 

 

 

お知らせ：時刻設定は、WEB画面からも行えます。 
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ネットワーク設定 (Agent Group Configuration) 
メインメニュー画面から”２”を選択し、リターンキーを押します。（図

2-9） 

 
図 2-9 LAN Agentのネットワーク設定画面 

 
IPv4 の設定 

図 2-9 のサブメニューより“１”を選択し、ＩＰアドレス・ゲートウェイア

ドレス、サブネットマスクを設定します。 

 

お知らせ： デフォルト値は以下の通りです。 

IP Address            : 192.168.7.18 

Gateway Address       : 0.0.0.0 

Network Mask          : 255.255.255.0 

 

IPv6 の設定 

この設定は IPv6の自動取得の有効/無効、グローバルアドレス、グローバ

ルアドレス・プレフィックス・ビット長、ルータアドレスを設定します。 

お知らせ： デフォルト値は以下の通りです。 

IPv6 Link-local Address   : LAN Agentごとに異なります 

Address Status            : Manual Configuration 

Address Autoconfiguration : Disable 

IPv6 Global Address       : FD00::192.168.7.18 

IPv6 Global Prefix Length : 64 

IPv6 Default Router       : FD00::192.168.1.254 

 

お知らせ： Ver5.01 以下のバージョンでは IPv6 の機能は未サポ

ートになります。 
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System Contact（管理責任者）の設定 

この設定はシステム（LAN Agent）の管理責任者を示す管理情報項目です。

文字長は最大 32 文字（半角）です。この情報はＳＮＭＰマネージャ、Web

ブラウザで見ることが出来ます。 

System Name(システム名)の設定 

この設定はシステム管理用の名前（ドメイン名）を示す管理情報項目です。

文字長は最大 32 文字（半角）です。この情報はＳＮＭＰマネージャ、Web

ブラウザで見ることが出来ます。 

System Location（システム設置場所）の設定 

この設定はシステムの設置場所を示す管理情報項目です。文字長は最大 32

文字（半角）です。この情報はＳＮＭＰマネージャ、Web ブラウザで見る

ことが出来ます。 
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ネットワーク設定 (Control Group Configuration) 
 

メインメニューから”３”を選択し、リターンキーを押します（図 2-10） 

 
図 2-10 LAN Agent のコントロール設定画面 

 

BOOTP/DHCP（ＩＰアドレスの自動所得）の設定 

この設定は、IPv4上でサーバから自動的にＩＰアドレス・サブネットマス

クなどの接続に必要な設定を割当てる機能です。この機能を利用するには

ＤＨＣＰサーバまたはＢＯＯＴＰサポートのサーバ直下に接続する必要が

あります。 

 

Telnet Control の設定 

telnetのアクセスを有効・無効にする項目です。 

 

TFTP Upgrade Control(ネットワークアップグレード)の設定 

この設定は、ネットワーク経由で（TFTPサーバから）ファームウェアのア

ップグレードを有効・無効にする項目です。アップグレードについてはフ

ァームウエアアップデート手順書を参照してください。 

 

HTTP Language Type（Web言語）の設定 

この設定は、Web上での言語設定を行います。選択項目は”Auto, English, 
Japanese”で、“Auto”を設定すると、LAN Agentの HTTPにアクセスしたブラ

ウザの地域設定により日本語・英語表示します。 

 

Yuasa MIB Control（ユアサオリジナル MIB）の設定 

この設定は、ユアサオリジナルＭＩＢ（YUASA-MIB）の利用設定です。選

択項目は”Full, Minimum”です。”Full”を選択すると、全 YUASA-MIB が利用

可能です。”Minimum”を選択すると、”extManagement”のみ利用可能です。 

 

SNMP Versionの設定 

この設定は、SNMPのバージョンを SNMPv1/SNMPv3より選択する項目です。 
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Suspend communication with UPS（UPS状態監視）の設定 

この設定は、UPSの状態監視を有効・無効にする項目です。 

 

Security Control（ログイン）の設定 

この設定は、HTTP・telnetのログイン設定です。 

HTTP のログイン名、パスワードの変更方法は、アクセス権の設定 (Set 
Write Access Managers)を参照してください。 

 

Shutdown Parameter  

この設定は、UPSのシャットダウンイベント時の UPS停止、再起動の 

時間設定を行う項目です。 

 

Restart Acroware-LAN AgentPRO（再起動）の設定 

この設定は、LAN Agent の再起動を行う項目です。再起動すると再度ログ

インできるまでに約 10秒かかります。 

 

Reset Configuration to default（初期化）の設定 

この設定は、各項目の初期化を行う項目です。 

 

Email Groupの設定 

   Email Groupの設定を参照してください。 

 

Protocol Portの設定 

   各ポートの設定が変更を行う項目です。 

Telnet(デフォルト：23)、HTTP(デフォルト：80)、SNMP(デフォルト:161)、 

SMTP(デフォルト：25) 

 

 

注：ＩＰアドレス、サブネットマスクなどが全て初期値に戻りますので 

注意してください。 
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Email Groupの設定 

Control Group Configuration Utilityから”c”を選択し、リターンキーを

押します（図 2-11） 

 
図 2-11 LAN Agent の E-Mail 設定画面 

 

この設定は、イベントを E-mailで通知するための各種設定です。 

Mail Server  

 使用する SMTPメールサーバの IPアドレスまたはホスト名を指定しま

す。IPアドレスを指定した場合は、DNSの項目は設定する必要はあり

ません。ホスト名を指定する場合は、DNSを設定する必要があります。 

 

User Account  

  SMTPサーバにログインするためのアカウント名を指定します。 

 

User Password  

  SMTPサーバにログインするためのユーザのパスワードです。 

 

Sender's Email Address  

 送信者のメールアドレス（From xxx@xxxxxx)を指定します。指定しな

い場合、"アカウント名＠IPアドレス"になります。 

 

Mail Subject Prefix  

 送信するメールの題名(Subject)を指定します。 

 

Daily Status Report  

 "Event type"で"Daily Status"及び"Events/Status"を選択した場合

に、定期的に送信するする時間を指定します。入力のフォーマットは

"hh:mm"です。 

 

Mail Receivers  

Email Group Configuration Utilityから”7”を選択し、リターンキー

を押します（図 2-12） 
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図 2-12 LAN Agent の E-Mail アカウント設定画面 

この設定は、E-Mailを送信する相手のアドレスと送信フィルタを設

定します。 

 

Mail Account  

 送信先のメールアドレスを指定する項目です。 

Event Type  

[None]：メール送信は行われません。  

[Events]：イベント発生時にメール送信を行います。  

[Daily Status]：毎日、" Daily Status Report"に設定した時

間にメール送信を行います。メールには UPSの

イベントログファイルが添付されます。  

[Events/Status]：イベント発生時にメール送信を行います。メ

ールには UPS のイベントログファイルが添付

されます。 
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Event Level 

メールタイプに" Events "または" Events/Status "を設定した

場合、メール送信するイベントのレベルを指定します。 

Information : 全てのイベント発生時にメール送信を行います。 

Warning : 停電時などの警告レベル以上（警告レベルと危険レ

ベル)のイベント発生時にメール送信を行います。 

Critical : UPS の故障など危険レベルのイベント発生時のみ、

メール送信を行います。 

 

Mail Description  

  メールアカウント毎に注釈の設定を行います。 

 

Test Email Configuration  

 アカウントリストで E-Mail 送信が有効になっているユーザに対して

SMTPサーバを利用してテストメールの送信を行います。 
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アクセス権の設定 (Set Write Access Managers) 
メインメニューから”4”を選択し、リターンキーを押します(図 2-13) 

（図 2-13） 

 
図 2-13 LAN Agent アクセス権の設定画面 

 
この設定は LAN Agentへのアクセスを許可する相手および、許可しない相

手を設定します。 

 
IP Address  

  HTTP、SNMPからのアクセスを許可する IPアドレスを設定します。 

  0.0.0.0は未設定を意味します。 

Community String  

SNMP用の設定です。また HTTPではアクセスのパスワードに使用しま

す。SNMPマネージャなどからのアクセスに必要です。 

SNMPv3の場合は、ユーザ名となります。 

(但し、telnet時の画面表示は、セキュリティー上 ”*” となります。) 

Access  

  HTTP、SNMPのアクセス設定をします。 

NotAccess : HTTPの場合はパスワード入力で有効なパスワードを入力し

てもアクセスできません。SNMPの場合は全くアクセスでき

ません。 

Read Only : HTTP の場合は表示のみの操作になります。ただし管理者

(admin)でログインした場合はパラメータ変更や UPS 操作

が可能になります。SNMP の場合 GET は可能ですが、SET は

できません。 

Read/Write : HTTPの場合は初めにパスワードを要求されます。 

ユーザ名を記入し、パスワードはコミュニティーで設定し

た文字列を入力してください。SNMPの場合は、SET/GET共

にできます。 
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アクセスコントロール(制限)の補足事項： 

 

HTTP アクセスポリシーの構成及びログイン名、パスワード設定 

設定手順として、以下の Step1、Step2 があります。設定を有効にする

には Step1、Step2の両方の設定が必要となります。 

 

Step1: アクセスポリシーの構成(設定) 

メインメニューの 4. Set Write Access Managersにてアクセス 

ポリシーを構成(設定)します。ポリシーの構成ルールは以下の通 

りです。変更する場合は、2. Modify - Modify a table entry 

で設定してください。(図 2-13) 

       アクセスポリシーの構成は、ブラウザの SNMP/HTTPアクセス設定 

      画面（図 2-27）でも構成できます。 

 

ルール１： Step2の HTTP Security Controlを”Enable”にした 

場合、指定したネットワークアドレスのみアクセ 

スが可能になります。(*1) 

ルール２： サブネット全体を指定する場合は、以下のように 

指定します。 

192.168.1.0/255.255.255.0の場合は、 

192.168.1.255と指定します。 

192.168.0.0/255.255.0.0の場合は、 

192.168.255.255を指定します。 

 

*1：HTTP Security Controlを”Enable” にした時、ネット 

ワークアドレスを指定していない場合は、どのアドレスか 

らもアクセスできません。 

 

 

構成例 1：IPアドレス指定の場合 

ネットワークアドレス ：192.168.1.255 

サブネットマスク ：255.255.255.0 

LAN Agentへの HTTPアクセスポリシー 

フルコントロールを与える IP ：192.168.1.11 

読み取り専用を与える IP ：192.168.1.15 

 

指定内容(例)：許可が必要な IPを指定。 

       指定のない IPからはログインできません。 

   IP Address     Community String  Access 

[1] 192.168.1.11 password   Read/Write 

[2] 192.168.1.15 public  Readonly 
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構成例 2：サブネット全体の指定の場合(ルール 2) 

ネットワークアドレス ：192.168.255.255 

サブネットマスク ：255.255.0.0 

LAN Agentへの HTTPアクセスポリシー 

フルコントロール ：192.168.1.0/255.255.0.0 

読み取り専用    ：192.168.2.0/255.255.0.0 

 

指定内容(例)：許可が必要なサブネット全体を指定。 

       指定のないサブネットの IPからはログイン 

できません。 

   IP Address     Community String  Access 

[1] 192.168.1.255 password   Read/Write 

[2] 192.168.2.255 public  Readonly 

 

構成例 3：IPアドレスとサブネット全体の指定の場合 

ネットワークアドレス ：192.168.255.255 

サブネットマスク ：255.255.0.0 

LAN Agentへの HTTPアクセスポリシー 

フルコントロール ：192.168.1.11 

アクセス不可  ：192.168.1.15 

読み取り専用    ：192.168.1.0/255.255.0.0 

読み取り専用    ：192.168.2.0/255.255.0.0 

 

指定内容(例)： 192.168.1.11のみ Read/Write。 

               192.168.1.15はアクセス不可。 

        上記以外の 192.168.1.xxは Readonly。 

        192.168.2.xxは Readonly。 

   IP Address     Community String  Access 

[1] 192.168.1.11 password   Read/Write 

[2] 192.168.1.15 public   NotAccess 

[3] 192.168.1.255 public  Readonly 

[4] 192.168.2.255 public  Readonly 
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HTTPログインパスワードデフォルト：publicを変更する場合は、 

１、Please Enter Your Choice => 2 

Modify - Modify a table entryを選択。 

２、Entry Number :1 

    設定したい番号を入力。 

３、Enter IP/CIDR mask address : [] 192.168.1.11 

    追加の場合は、設定する IPアドレスを入力。 

４、Enter Community String : [public] password 

  パスワード(デフォルト：public)を変更する場合は、 

  任意のパスワードを設定してください。 

５、Select Access Type -  [NotAccess] 

    1. No Access 

    2. Read Only 

    3. Read/Write 

Please Enter Your Choice => 3 

追加の場合は、アクセス設定を入力。 

 

尚、上記の構成を有効にする場合は、Step2の HTTP Security  

Controlを”Enable”に設定する必要があります。 

 

  Step2: ログイン名及び全エントリーのデフォルトパスワードの設定 

メインメニューの 3. Control Group Configuration → 

8. Security Controlにて設定します。各設定項目を変更する 

場合は、変更したい番号を指定してください。(図 2-13A) 

  

 
図 2-13A LAN Agentログイン設定画面 

 

HTTP Login Username  

    HTTPのログイン名（デフォルトは、”admin”）を変更する場合は、 

    任意のログイン名を設定してください。尚、ログイン名は、 

       LAN Agent設定ユーティリティでのみ変更可能です。 
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Community Read-Only  

    Read-Only(デフォルト：public)のパスワードを変更する 

場合は、任意のパスワードを設定してください。 

Community Read/Write  

    Read/Write (デフォルト：admin 表示:*)のパスワードを 

変更する場合は、任意のパスワードを設定してください。 

HTTP Security Control  

   Step1のアクセスポリシーの構成を有効にする場合は、 

HTTP Security Control(デフォルト：Disable)を”Enable”に 

設定します。 

 

 

注意：HTTP Security Control を”Enable”に設定した場合は、アクセス

ポリシーの構成が必須となります。また、Community Read-Only 及び

Community Read/Write で設定したパスワードでは、ログイン出来ませ

ん。 

 

 

SNMP の設定 

Step1: メインメニューの 4. Set Write Access Managersにてアクセス

権を指定します。また、Read/Writeまたは ReadOnlyの全エント

リーのデフォルトコミュニティ名を変更する場合は、8. 

Security Control Set の Community Read-Only(デフォルト：

public)または Community Read/Write(デフォルト：”admin”)を
変更します。画面説明につきましては、図 2-13A LAN Agent ロ

グイン設定画面を参照。 
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ＳＮＭＰトラップサービス設定 (Set Trap Receivers) 
メインメニューから”6”を選択し、リターンキーを押します（図 2-14） 

 
図 2-14 LAN Agent SNMPトラップサービスの設定画面 

 

この設定は、SNMP トラップを送信する相手（OpenView などが稼動してい

るパソコン）のアドレスとトラップの送信フィルタを設定します。 

 

Receiver IP Address  

 SNMPトラップ監視を行っている PCの IPアドレスを設定します。 

Community String  

 SNMPコミュニティの設定。SNMPv3は、ユーザ名を設定します。 

(但し、telnet時の画面表示は、セキュリティー上 ”*” となります。) 

Severity  

 LAN Agent から指定の IP アドレスへ送信するトラップ情報のフィ

ルタ設定です。 

 Information : 発生した全トラップを送信します。 

 Warning : 警告要因以上のトラップを送信します。 

Critical : 異常要因トラップのみを送信します。 

 

各トラップのレベルについては、本書第 4章トラップ・イベント

の収集(4-10)のトラップの一覧表を参照ください。 

Type  

  利用するトラップの種類（MIB）を設定します。 

 None : トラップを利用しない。 

 Jema Mib : JEMA-MIBのトラップを利用します。 

 Yuasa Mib : YUASA-MIBのトラップを利用します。 

RFC 1628  :  RFC1628(UPS-MIB) を利用します。 

 All : 指定しないでください。（個別検証用です。） 
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ＳＮＭＰｖ３ユーザ設定 (SNMPv3 USM Table) 
メインメニューから”7”を選択し、リターンキーを押します（図 2-14A） 

          
                 図 2-14A SNMPv3 USM Tableの設定画面 
 

User Name  

 ユーザ名称を設定します。 

Auth Password 

  認証用のパスワードを設定します。 

Priv Password 

  暗号化用のパスワードを設定します。 

Security Level 

 要求するセキュリティのレベルの設定です。 

 noAuthNoPriv  :  認証及び暗号化を共に行いません。 

 authNoPriv  :  認証のみ行う。暗号化は行いません。 

 authPriv  :  認証及び暗号化を共に行います。 

Authentication 

  ユーザ認証アルゴリズムを設定します。 

  HMAC-MD5または、HMAC-SHAが設定できます。 

User Status 

  ユーザ設定した内容が有効・無効の状態を表示します。 
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ＵＰＳバッテリの最終交換日設定 (Battery Group Configuration) 
メインメニューから”8”を選択し、リターンキーを押します（図 2-15） 

 
図 2-15 LAN Agent バッテリ交換日の設定画面 

 

この設定は、UPS のバッテリを新規設置または交換を実施した日時を  

設定します。 

 
ユーティリティ設定の終了 

メインメニューから”0”を選択することで LAN Agent 設定ユーティリテ

ィ・メニューを終了します。そしてハイパーターミナルを終了してくださ

い。 
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Telnetによる LAN Agent の設定 

LAN Agentのネットワークへの接続 

1. Telnetクライアントがインストールされているパソコン（イーサネッ

ト・カード付き）をご準備ください。以降はWindowsでの操作例です。 

2. イーサネット・ケーブル（ツイストペア線）を、パソコンのLANポー

トからハブ（10/100BASE-T対応）のLANポートへ接続してください。 

3. 別のイーサネット・ケーブル（ツイストペア線）を、本機のNETWORK

ポートからハブのLANポートへ接続してください。（図2-16） 

4. 本機のDIPスイッチを調節して、スイッチ1・2が共にオフ（運転モー

ド）状態であるのを確認してください。 

5. UPSの１次側のACケーブルをAC電源に入れて、本機が起動するまでお

待ちください。（約10秒） 

1  2
ＯＮ

↑ オン

オフ

HUB

イーサネット・ツイストペア線

パソコンのＬＡＮボード

NETWORKポート

 

図2-16 イーサネット・ケーブルをカード型のLANポートから接続する方法 

 

 

注意： 本機をオートネゴシエーションが設定されているスイッチングハブに接続し

た場合、本機及びスイッチングハブの起動のタイミングによっては、正常に通

信が行えない場合があります。これは本機とスイッチングハブのオートネゴシ

エーションの相性の問題です。この現象を回避するためには、スイッチングハ

ブで本機が接続するポートを半２重固定に設定する必要があります。スイッチ

ングハブの設定につきましては、スイッチハブ本体の取扱説明書を参照してく

ださい。2011年 1月現在、弊社で確認しているこの相性問題のあるスイッチン

グハブは以下の通りです。㈱バッファロー社製 BS-2108M, アライドテレシス㈱

社製 FS808TP V1 

 

警告：本機とパソコンの間にあるスイッチングハブ等のネットワーク機器は、全て UPS

でバックアップしてください。もし、UPSでバックアップできていないネット

ワーク機器があると停電時に、パソコンから本機の状態を監視できなくなり又

は、シャットダウン・ソフトウエアとの通信も断してしまい、シャットダウン

が行えなくなりますのでご注意ください。  
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ネットワーク接続準備 
初めて LAN Agent を使用する場合、パソコンの IP アドレスは LAN Agent

のサブネットと一致しません。LAN Agent のデフォルト設定は次の通りで

す。 

IPアドレス :  192.168.7.18 

  サブネットマスク : 255.255.255.0 

このため、「ROUTE.EXE」を使用して、パソコンにルーティング情報をセッ

トアップし、次に LAN Agent をセットアップする必要があります。パソコ

ンの IP アドレスが LAN Agent のサブネットマスクと一致している場合は、

直接 Webブラウザを実行してください。 

 

１．パソコンの電源を入れて、必要があれば TCP/IP プロトコルを設定    

してください。 

２．ルーティング条件を追加するには、以下のコマンドを DOS プロンプト

から入力してください。（図 2-17） 

 

  “route add [destination_ip] [source_ip]” 
  

destination_ip : 接続する LAN Agentの IPアドレス 

 source_ip :  パソコンの IPアドレス 



取扱説明書：第２章 インストール                  -Acroware-LAN AgentPRO - 

 2-26 

 
下図は、パソコンの IPアドレスが 210.67.192.147、かつ LAN Agentの IP

アドレスがデフォルトの 192.168.7.18である場合です。 

図2-17 異なるIPアドレスに接続する方法 

 

接続が可能であるか確認するには DOSプロンプトで、 

 

“ping [LAN Agent の IPアドレス]” 
 
と入力し、接続状態を確認します。 
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Telnetの起動 

   以降は Windows2000の Telnetでの操作説明です。 

 

1. 「スタート」-「ファイル名を指定して実行する」を開く。 

2. 「名前」に次のように入力する。（図 2-18） 

  

”Telnet [destination_ip]” 
destination_ip : 接続する LAN Agentの IPアドレス 

 

デフォルト状態の場合、IPアドレスは“192.168.7.18”です。 

 

 
図2-18 Telnetを起動する方法 

 
3. 初期画面が表示されます。（図 2-19） 

 

 
図2-19  LAN AgentのTelnet接続直後の状態 

以降の表示・操作は第２章「通信ポートによる LAN Agentの設定」を参照

してください。なお、60 秒以上パスワード要求が無い場合、LAN Agent が

正常に起動しているか、ネットワークが切断されていないかを確認してく

ださい。 
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Webブラウザによる LAN Agent の設定 

 LAN Agent のネットワークへの接続 

 UPSを所定の場所に設置し、LANケーブル（ツイストペア線）を LAN 

Agent の”NETWORK”ポートに接続してください。UPS と LAN Agent の接

続については第２章の「ハードウェアのインストール」以降を参照し

てください。LAN Agent のネットワークへの接続については第２章の

「Telnetによる LAN Agent の設定」を参照してください。 
 

 ネットワーク接続準備 

ネットワーク接続準備については第２章の「Telnetによる LAN Agent

の設定」-「ネットワーク接続準備」を参照してください。 
 
ブラウザのキャッシュ設定の変更 

ブラウザの設定（プロパティ）を開き、キャッシュ設定を変更しま

す。インターネットエクスプローラ（IE）では”ページを表示するごと

に確認する”に設定します。（図 2-20） 

 
図 2-20 インターネットエクスプローラのキャッシュ設定 
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ネットスケープナビゲータ（Netscape）では”しない”に設定します。

（図 2-21） 

 
図 2-21 ネットスケープナビゲータのキャッシュ設定 

 

キャッシュ設定を終了させてください。再度起動させることにより、

設定が反映します。 
 
ブラウザの起動 

アドレスバーに”http://192.168.7.18”と入力すると LAN Agent のメ

イン画面が表示されます。（図 2-22） 

 

図2-22 メイン画面 
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初期設定 
メインメニューから[システム]-[Acroware-LAN AgentPRO基本設定]

を選択してください。（図2-23） 

 

図2-23 基本設定画面 

 

“ログインして変更”ボタンを選択して、管理者のユーザ名とパスワー

ドを入力してください。（図2-24） 

（デフォルトのユーザ名はadmin、パスワードもadminです。） 

 

図2-24 パスワード入力画面 

注意：ユーザ名とパスワードの変更については、アクセス権の設定 
(Set Write Access Managers)を参照してください。 
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パスワード入力により、次のような表示に変わります。（図2-25） 

    

図2-25 パスワード入力後の基本設定画面 

 

LAN AgentのIPアドレス・ゲートウェイアドレス・サブネットマスク

を変更してください。また、BootP/DHCPによるIPなどの自動設定を行

う場合はメインメニューから[システム]-[Acroware-LAN AgentPRO動

作設定]を選択してください。（図2-26） 
 

変更完了したら“設定”ボタンを押してください。この操作でLAN 

Agentは設定を自動的に保持し、再起動を開始します。（再起動の所要

時間は約10秒間です。） 
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 BootP/DHCP設定 
 

 
図2-26 動作設定画面 

     

BootP/DHCP を使用する場合はこのページの“BootP/DHCP の使用”の

項目を”有効”に変えて”設定”ボタンを押してください。 

 
 Telnetの設定 

同じく[Acroware-LAN AgentPRO動作設定]のページから“Telnet接続”

の項目を”有効”または”無効”にすることにより Telnet の利用設定が

できます。 
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 アクセス権設定 
メインメニューから[システム]-[SNMP/HTTPアクセス設定]を選択し

てください。（図2-27） 

 
図 2-27 SNMP/HTTPアクセス設定画面 
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第３章 

 

Web ブラウザを使用した操作 

 

 

ブラウザからのアクセスの準備 
LAN Agentのネットワークへの接続  

UPSを所定の場所に設置し、イーサネットケーブルを、LAN Agentの“ＮＥＴＷ

ＯＲＫ”ポートに接続してください。（UPSと LAN Agentの接続については２章

の「ハードウェアのインストール」以降を参照してください）  

 

使用可能なＷｅｂブラウザ  

 

LAN Agentのホームページへアクセス可能な Webブラウザは次の通りです。  

 

 インターネットエクスプローラ Ver6.0以降  

 ネットスケープナビゲータ Ver6.0以降  

 

これら以外では正常に機能しませんのでご注意ください。  

 

Webブラウザによる LAN Agent のホームページへのアクセス  

必要に応じてＴＣＰ／ＩＰプロトコルを設定してください。  

Webブラウザを起動しキャッシュ設定の変更を行います。  

（２章「WEB ブラウザによる LAN Agentの設定」-「ブラウザのキャッシュ設定

の変更」参照）  

ＩＰアドレスをアドレスバーに記入します。  

（２章「WEB ブラウザによる LAN Agentの設定」参照）  

LAN Agentのメインページが表示されます。（図 3-1）  

ホームページ左側にあるメインメニューから表示したい項目を選択してくださ

い。  

サブメニューを選択すると右側の画面に詳細表示されます。各項目の詳細につ

いてはページの下の欄にあるヘルプを選択してください。 
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Ｗｅｂブラウザで使用できる機能 

Ｗｅｂブラウザを使用して利用できる機能の一覧（メニュー）は以下の通りで

す。 
メイン画面 

 -システム 

  -ＵＰＳシャットダウン 

  -冗長システム設定 

  -冗長システム状態確認 

  -冗長システム起動設定 

  -UNIX/Linuxリモートシャットダウン(1) 

  -UNIX/Linuxリモートシャットダウン(2) 

  -Telnetログイン文字設定 

  -UNIX/Linuxリモートシャットダウンテスト 

  -手動ＵＰＳシャットダウン 

  -出力系統制御設定(*1) 

  -日付・時刻設定 

  -Acroware-LAN AgentPRO 基本設定 

  -Acroware-LAN AgentPRO 動作設定 

  -SNMP/HTTP アクセス設定 

  -SNMP トラップ設定 

  -SNMPv3ユーザ設定(*2) 

  -ホームページ更新間隔 

  -メール設定 

  -ダイナミック DNS設定 

 -スケジュール 

  -週間スケジュール(*4) 

  -指定日スケジュール(*4) 

  -接続クライアント 

  -WakeOnLAN設定 

 -ＵＰＳマネジメント  

  -UPS 設定 

  -UPS コントロール 

  -UPS 情報 

  -UPS 入力計測 

  -中大容量 UPS計測情報(*3) 

  -UPS 出力計測 

  -異常警告情報 

  -中大容量 UPS状態情報(*3) 

  -スケジュール時刻制御 

 -バッテリマネジメント 

  -UPS バッテリテスト 

  -バッテリ寿命情報 

  -バッテリ計測 

 -ログビューア 

  -UPS計測データ 

  -中大容量 UPS計測データ一覧(*3) 

  -UPS計測データ(グラフ) 

  -中大容量 UPS計測データ一覧(グラフ) (*3) 

  -UPS拡張計測データ 

  -中大容量 UPS拡張計測データ一覧(*3) 

  -UPS拡張計測データ(グラフ) 

  -中大容量 UPS拡張計測データ一覧(グラフ) (*3) 

  -UPSイベントログデータ 

  -UPS内部ログ(日付時刻付)データ 
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  -UPS内部ログ(簡易)データ 

  -接続 UPS情報データ 

  -Agentイベントログデータ 

  -冗長システムログ 

  -ログ読込(UPS内部ログ) 

  -ログ消去 

  -ログ保存 

 -モニタリング 

*1:出力系統制御機能のある UPSをご利用時のみ表示されるメニューです。 
*2:SNMPバージョンを SNMPv3に設定しているときだけ表示されるメニューです。 
*3:中大容量 UPSの場合のみ表示されるメニューです。 
*4:THNの場合、このメニューは表示されません。 
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メイン画面 

このページに表示されている項目は LAN Agent および UPS の状態が

表示されます。（図 3-1） 

 

図3-1 メイン画面 

 

各項目の表示内容(1/2) 

項目名 内容 

システム名(sysName) LAN Agentのシステム名 

SNMPマネージャで管理する場合に、MIBⅡ（System

グループ）に定義されている "システム名

（sysName）"にセットする値です。Acroware-LAN 

AgentPRO基本設定で変更可能です。デフォルト：

Acroware-LAN AgentPRO 

Agent情報 LAN Agent の製品名、FW バージョン、シリアル番

号 

Agent IP/MACアドレス LAN Agentの IPアドレス、IPv6グローバルアドレ

ス及び MACアドレス 

UPSモデル UPSのモデル名 

UPS状態 UPSの状態 （正常/警告/異常等） 

出力モード UPSの運転状態 (インバータ、バイパス、トリム、

ブースト、バッテリ運転、出力停止等) 

バッテリ状態 バッテリの状態及び充電状態 (正常/異常, 満

充電/充電中/放電中等) 
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各項目の表示内容(2/2) 

項目名 内容 

バッテリ交換時期[残月] バッテリの次回交換予定月及び交換までの残月数 

バッテリマネジメント→バッテリ寿命情報で設定

内容の確認及び変更が可能 

Agent状態 LAN Agentの状態 (動作中、シャットダウン開始、

出力停止中等) 

システム時計 LAN Agent内で保持されている現在時刻 

日付・時刻設定で変更可能です。 

次回スケジュール停止時間 週間及び指定日スケジュールで設定した次回シャ

ットダウン時刻(*1) 

次回スケジュール起動時間 週間及び指定日スケジュールで設定した次回起動

時刻(*2) 

異常警告情報 現在発生中の異常または警告情報(*3) 

*1: UPSの出力停止はこの時刻から、UPS停止遅延時間がさらに経過した時間です。 

*2: UPSの出力開始時刻です。 

*3: 入力停電発生時の表示例 (図3-1-1 ) 

 

図3-1-1 メイン画面 (停電シャットダウン中) 

 

お知らせ： メイン画面の自動更新間隔は、デフォルトで 15秒です。ホー

ムページ更新間隔の”トップページ”で変更することができます。 
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メニュー：システム 

このメニューは、LAN Agentに関する動作設定を行う項目です。（図

3-2-1） 

 
図 3-2-1 システムメニュー画面 

*「SNMPv3 ユーザ設定」は、「SNMPバージョン指定」を「SNMPv3」に設定している時のみ表示されます。 

 

お知らせ： メニューがＵＰＳシャットダウン、日付・時間、Acroware-LAN 

AgentPRO基本設定のみ表示されている場合は、ＵＰＳシャットダウ

ン画面等で“ログインして変更”をクリックして、ログイン画面より

管理者ユーザになると全てのメニューが表示されます。 
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ＵＰＳシャットダウン 

メインメニューから[システム]-[ＵＰＳシャットダウン]のページ

を開いてください（図 3-2-2） 

 

図 3-2-2 ＵＰＳシャットダウン画面 

   

このページではＵＰＳにシャットダウンイベント（停電・バッテリ

低下・過負荷・内部温度上昇・週間／指定日スケジュール等）が発生

した場合の動作処理を設定します。 
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シャットダウンイベント 

対象のシャットダウンイベントと発生条件は以下の通りです。 

イベント名 発生条件 

入力電源異常  UPS が入力電源異常を検出しバックアップ運

転中時に発生します。 

バッテリ低下 UPS が入力電源異常等を検出しバックアップ

運転中にローバッテリを検出した時に発生

します。 

ＵＰＳ過負荷 (＊1) UPSが過負荷を検出した時に発生します。 

ご使用の UPSの種類により未サポートの場合

があります。 

ＵＰＳ内部温度上昇(＊1) UPS が温度の異常を検出した時に発生しま

す。 

バイパス運転(＊1)(＊2)(*5) UPSがバイパス運転時に発生します。 

異常/警告(＊1) (＊2)（＊3）(*5) UPSが異常または警告状態時に発生します。 

週間スケジュール(＊1) (＊4) 週間スケジュールで指定したシャットダウ

ン時刻に発生します。 

指定日スケジュール(＊1) (＊4) 指定スケジュールで指定したシャットダウ

ン時刻に発生します。 

＊1:ご使用の UPS の種類により未サポートの場合があります。 

＊2: v5.01以下のバージョンでは未サポートです。 

＊3: ご使用の UPS の種類により異常または警告の条件が異なります。詳細は UPS

の取扱説明書等を参照お願いします。 

＊4: THN では、この機能は使用できません。 
＊5:現在、この機能は使用できません。 
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動作 

シャットダウンイベントが発生した時の動作を指定します。 

 

動作チャート概要 

 

 

 

 

 

①:イベント発生、遅延時間のカウントダウン開始 

②: 遅延時間終了、UPS停止遅延時間カウントダウン開始 

③: UPS出力停止 

④：UPS出力再開 

 

各動作の概要(1/2) 

動作名 内容 

UPSシャットダウン 動作①: イベント発生後の遅延時間中にクライア

ントソフトウエアへ警告信号を送信します。 

動作②: 遅延時間終了後、クライアントソフトウ

エアへシャットダウン信号を送信します。また、

UNIX/Linux リモートシャットダウンで指定した

コマンドを実行します。 

動作③：UPS 停止遅延時間経過後に UPS の出力を

停止します。 

動作④: 各イベント回復時の起動条件によって

UPSの出力は再開されます。 

注意：UPS 過負荷及び、ＵＰＳ内部温度上昇の場

合、④は実施されません。 

クライアントシャットダウ

ン 

動作①: イベント発生後の遅延時間中にクライア

ントソフトウエアへ警告信号を送信します。 

動作②: 遅延時間終了後、クライアントソフトウ

エアへシャットダウン信号を送信します。また、

UNIX/Linux リモートシャットダウンで指定した

コマンドを実行します。 

動作③：UPSの出力は停止しません。 

動作④: - 

警告のみ 動作①: イベント発生後の遅延時間中にクライア

ントソフトウエアへ警告信号を送信します。 

動作②:ククライアントソフトウエアへシャット

ダウン信号を送信及び UNIX/Linux リモートシャ

ットダウンのコマンドは実行されません。 

遅延時間 

動作① 動作③ 

UPS 停止遅延時間 

動作② 動作④ 
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動作③：UPSの出力は停止しません。 

動作④: - 

 

各動作の概要(2/2) 

動作名 内容 

無効 動作①: クライアントソフトウエアへ警告信号は

送信されません。 

動作②: クライアントソフトウエアへシャットダ

ウン信号を送信及び UNIX/Linux リモートシャッ

トダウンのコマンドは実行されません。 

動作③：UPSの出力は停止しません。 

動作④: - 

 

遅延時間(分) 

イベント発生から警告時間の終了、UPS 停止遅延時間開始までの猶

予時間を設定します。単位:分、設定範囲:0-9999 

 

お知らせ： 本時間以内にイベントが回復した場合、回復処理が行われます。 

 

初回警告時間(秒) 

イベント発生からクライアントソフトウエアへ最初の警告を送信す

るまでの遅延時間を設定します。単位:秒、設定範囲:0-9999 

 

警告間隔(秒) 

クライアントソフトウエアへの警告の繰返し送信間隔を設定します。

単位:秒、設定範囲:0-9999 

 

UPS停止遅延(分) 

イベント発生から警告時間終了後、UPS の出力を停止するまでの遅

延時間を設定します。単位:分、設定範囲:1-99 

 

警告： 本時間開始後、UPS は必ずこの時間経過後に出力を停止します。この時間中

は、メイン画面の Agent 状態が”シャットダウン中”に変更されます。この状態にな

った場合は、UPS に接続されている機器への電源供給がなくなりますのでご注意

ください。 
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UPS再起動（休止）時間(分) 

UPS の出力停止後、次回再開まで(*1)の再出力遅延の最短時間を設

定します。単位:分 もし UPS が停電で出力を停止した後、この時間

以内に停電が回復しても、UPS はこの時間が経過するまでは出力を開

始しません。単位:分、設定範囲:0-9999 

*1上記動作チャート概要の動作③から動作④の時間。 

 

UPS停止コマンドリトライ回数 

LAN Agent が UPS の出力を停止する命令に失敗した時にリトライを

する最大回数を指定します。単位:回数、設定範囲:3-999 

 
注意：特に設定変更する必要はありませんので、デフォルト値から変更し

ないでください。本時間以内にイベントが回復した場合、回復処理が行

われます。 
 

停電時回復時の再起動 

入力電源異常が原因で UPS の出力を停止した後、停電が回復した時

に出力を自動で再開するかを指定します。 

 

デフォルト値 一覧 

シャットダウンイベント 動作 
遅延時間 

(分) 
初回警告発信 

(秒) 
警告発信間隔 

(秒) 

入力電源異常 警告のみ 3 30 30 

バッテリ低下 警告のみ 0 0 0 

ＵＰＳ過負荷 警告のみ 5 15 30 

UPS 内部温度上昇 警告のみ 0 0 60 

バイパス運転 警告のみ 60 20 60 

異常/警告 警告のみ 30 20 60 

週間スケジュール 無効 10 0 60 

指定日スケジュール 無効 10 0 60 

 
ＵＰＳ停止遅延 (分) 5 

UPS 再起動（休止）時間（分） 0 

UPS 停止コマンドリトライ回数 19 

停電回復時の再起動 有効 
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冗長システム設定 

メインメニューから[システム]-[冗長システム設定]のページを開

いてください（図 3-2-A-1） 

 

図 3-2-A-1 冗長システム設定 画面 

 

このページは、複数台の UPS を冗長構成にて運用するための設定を

行うページです。 

 

お知らせ：最大 3台までの冗長構成が行えます。  

本機能は、v5.04.03以上でサポートされています。 

 

冗長機能 

冗長機能を有効または無効を指定します。デフォルト: 無効 

 

注意：冗長機能を有効にした場合、以下の設定が必要です。 

また、制限機能及び、操作不可の機能があります。 

 ・設定必須項目 

   「UPSマネジメント設定」→「スケジュール制御」＝有効 

 ・制限機能 

   「停電回復時の再起動」 

       冗長システム起動設定を有効にした場合、この機能は 

    使用できません。 

 ・操作不可 

   「週間スケジュール」「指定スケジュール」 

   「手動 UPSシャットダウン」 
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冗長グループID  

参加する冗長グループの IDを指定します。 

設定範囲:0-65535、デフォルト：0 

 

グループ内権限 

グループ内のプライオリティ権限を指定します。  

 

[プライマリマスタ]: 最上位のマスタです。グループ内に1台だけ設

定することができます。 

[セカンダリマスタ]: プライマリマスタが存在しない場合にプライ    

マリマスタに昇格することができます。グルー

プ内に2台設定することができます。 

[ノーマル]： マスタにはなりません。 

必ず、1台は[プライマリマスタ]を設定する必要が有ります。 

 

システム稼働可能台数 

グループ内のシステムを稼働させるために必要な最小UPS台数を指定

します。グループ内にマスタが存在し、設定した台数未満になった場

合、下記の「縮退時処理」が実行されます。 

設定範囲:1-3、デフォルト:1 

 

縮退時処理  

縮退時処理の機能を指定します。  

[ログ記録のみ]: 冗長システムログに記録だけを残します。デフォル

ト 

[クライアントシャットダウン]: クライアントソフトウェアのシャ

ットダウン処理(第 5 章参照)や

UNIX/Linux リモートシャットダウ

ン処理(第 6 章参照)が実行されま

す。 
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縮退時処理のクライアントシャットダウンについて 

・プライマリマスタが存在する場合、設定した台数未満になった時点

で処理が実行されます。 

・プライマリマスタが不在でセカンダリマスタが存在する場合、プラ

イマリマスタに昇格し、以下の「システム待機遅延時間」で設定し

た待機遅延時間経過後に処理が実行されます。 

・ノーマルのみ存在する場合、「マスタ不在時のシャットダウン」の

設定に従い処理を実行します。 

 

マスタ不在時のシャットダウン 

ノーマルに設定した場合のみ有効な機能です。マスタが不在の場合

に、クライアントシャットダウンを実行するかしないかを設定します。

有効にした場合、以下の「システム待機遅延時間」で設定した待機遅

延時間経過後にクライアントシャットダウンが実行されます。デフォ

ルト：無効 

 

システム待機遅延時間（分） 

セカンダリマスタまたはノーマルに設定した場合のみ有効な時間

です。プライマリマスタまたは、マスタがグループ内に不在の場合に

設定する待機遅延時間です。待機遅延時間は、グループ内の UPSが存

在しない場合に、プライオリティ権限の高い UPSが不在の UPSを確認

できた時点から待機遅延時間をカウントします。マスタが不在になっ

た場合、ノーマルの UPS がカウントします。（冗長システムログにて

不在になった UPSを確認できます。） 

単位：分 設定範囲：1-99 デフォルト：30 
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冗長システム設定の例 

      2台の UPSを冗長化し、2台ともにシャットダウンイベント 

が発生した時にクライアントシャットダウンを実行したい場合。 

前提条件：クライアント側 PC が 2 電源の場合でプライマリマスタ、     

セカンダリマスタの UPS出力よりそれぞれ電源供給する場

合とします。 

 

2台ともに以下の値を設定してください。（各時間等は例です） 

設定後、必ず LAN Agentの再起動を実施してください。 

（リセットボタン押下又は、動作設定内の「Acroware-LAN AgentPRO 

再起動」） 

LAN Agent再起動後、正常に冗長化している事を[冗長システム状態確 

認]のページにて確認してください。 

 

 ・UPS側設定 

   UPSシャットダウン設定 

シャットダウンイベント:入力電源異常 

動作： UPSシャットダウン 

          遅延時間（分）： 3  

       UPS 停止遅延 (分)： 5 

UPSマネジメント設定 

      スケジュール時刻制御 ： 有効 

      冗長システム設定 

冗長機能： 有効 

冗長グループ ID： 1 

（2台ともに同じグループIDで設定する必要があります) 

グループ内権限：1台をプライマリマスタ、もう 1台を 

セカンダリマスタまたはノーマルで設定 

 

      ・クライアント PC側（クライアントシャットダウンソフトウェア）設定 

         IP Address：冗長する 2台の UPSの IPアドレス 

Redundancy Number： 1 

 

上記設定の場合、プライマリマスタ、セカンダリマスタのどちらか 

でシャットダウンイベントが発生してもクライアントシャットダウン

は実行されません。 
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注意：Redundancy Numberを 2にした場合、1台でもシャットダウンイベントが 

発生するとクライアントシャットダウンが実行されます。 

 

 

 2台の UPSで縮退処理によりクライアントシャットダウンを実行 

したい場合は、以下を設定する必要が有ります。 

・UPS側設定 

システム稼働可能台数： 2 

縮退時処理： クライアントシャットダウン 

システム待機遅延時間（分）：1（例、デフォルト：30） 

 

1台をノーマルで設定した場合は、マスタ不在時のシャットダウン 

を有効にしてください。 

 

各項目の詳細につきましては、各項目の説明をご覧ください。 
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冗長システム状態確認 

メインメニューから[システム]-[冗長システム状態確認]のページ

を開いてください（図 3-2-A-2） 

 
図 3-2-A-2 冗長システム状態確認 画面 

 

このページは、複数台の UPS を冗長構成にて運用設定した場合に、

その構成状態を確認するためのページです。 

 

お知らせ： 冗長システムの構成については、冗長システム設定メニ

ューにて行います。 

 

現在のUPS台数 

現在グループに参加している UPSの台数とその詳細を表示します。 

 

担当クライアント数  

自 UPS がシャットダウンを担当しているシャットダウンクライアン

トソフトウエアの数とその詳細を表示します。 

設定範囲:0-65535、デフォルト：0 

 

冗長システムログ  

冗長システム管理のログを表示します。 
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冗長システム起動設定 

メインメニューから[システム]-[冗長システム起動設定]のページ

を開いてください（図 3-2-A-3） 

 

 

図 3-2-A-3 冗長システム起動設定 画面 

 

このページは、複数台の UPSを冗長構成にて出力開始の制御を運用 

するための設定を行うページです。この機能を使用する場合は、冗長 

機能を有効にする必要が有ります。 

 

出力開始制御 

出力開始制御機能を有効または無効を指定します。 

デフォルト: 無効 

有効にした場合、UPSシャットダウン内の「UPS 再起動(休止)時間 

(分)」は使用できません。 

 

出力開始遅延時間(秒)  

下記の出力開始条件成立後の出力開始遅延時間を指定します。 

単位: 秒、設定範囲:0-99999、デフォルト：0 
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以下の設定は、セカンダリマスタ・ノーマルのUPSに設定します。 

プライマリマスタのUPSには設定しないでください。(デフォルト値) 

 

条件確認リトライ回数 

他の UPSの出力開始条件成立を待つリトライ回数を指定します。 

単位: 回数, 設定範囲:0-99、デフォルト：20 

 

条件確認リトライ間隔(秒)  

他の UPSの出力開始条件成立を待つリトライ間隔を指定します。 

単位: 秒  設定範囲:0-99999、デフォルト：3 

 

リトライ後の処理 

リトライ回数失敗後に行う処理を指定します。 

デフォルト:出力開始 

[出力開始]:  自 UPSの出力を開始します。 

[出力待機]:  自 UPSの出力を行いません。 

 

出力開始条件 

  IPアドドレス 

自 UPSの出力開始条件の対象となる UPSの Acroware-LAN 

AgentPRO IPアドレスを指定します。 

 

開始条件 

設定した対象の IP アドレス(UPS)の条件を選択します。自 UPS が対

象となる IP アドレス（UPS）の条件成立を確認後に、設定した内容に

従い出力開始処理を行います。 

     デフォルト：無効 

[無効]:  起動条件を無効にします。 

[待機状態]: 対象 UPS の出力可能な状態（待機状態）確認後、

自 UPSの出力開始処理を行います。 

[出力開始状態]: 対象 UPSの出力開始状態を確認後、自 UPSの

出力開始処理を行います。 
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冗長システム起動設定の例 

プライマリマスタの UPSが 60秒後に出力開始、プライマリ 

マスタの出力開始状態から 120秒後にセカンダマスタの UPS 

が出力開始する設定の例です。その他の設定は各機能の詳細 

を参照ください。 

 

条件：2台の UPS(冗長機能=有効) 

 プライマリマスタ：192.168.xx.1 

 セカンダリマスタ：192.168.xx.2 

 

2台共通設定内容 

[出力開始制御]:有効 

 

   プライマリマスタ： 

[出力開始遅延時間(秒) ]:60 

以下プライマリマスタは設定する必要がない為、 

デフォルト値のままにしてください。 

[条件確認リトライ回数]:20 

[条件確認リトライ間隔(秒)]:3 

[リトライ後の処理]：出力開始 

[IPアドドレス]：設定なし 

[開始条件]:無効 

セカンダリマスタ： 

[出力開始遅延時間(秒) ]:120 

[条件確認リトライ回数]:20 

[条件確認リトライ間隔(秒)]:3 

[リトライ後の処理]：出力開始 

[IPアドドレス]:192.168.xx.1 

[開始条件]:出力開始状態 

 

上記リトライ処理は、プライマリマスタのUPSの開始条件をセカ

ンダリマスタがリトライ回数、取得失敗した場合に、セカンダリマ

スタのUPSを出力開始される設定です。 
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UNIX/Linuxリモートシャットダウン(1)及び(2) 

メインメニューから[システム]-[UNIX/Linuxリモートシャットダウ

ン(1)]または[UNIX/Linux リモートシャットダウン(2)]のページを開

いてください（図 3-2-3） 

 

図 3-2-3 UNIX/Linux リモートシャットダウン(1)画面 

 

この二つのページは、シャットダウンイベント発生時に、UNNIX お

よび Linux 系の OS をシャットダウンするための設定を行うページで

す。最大 24 エントリーを設定できページ(1)に 1 から 12、ページ(2)

に 13から 13のエントリを指定できます。 

設定の詳細は、“第 6 章 UNIX/Linux リモートシャットダウン”を

参照ください。 
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 Telnetログイン文字設定 

メインメニューから[システム]-[Telnet ログイン文字設定]のペー

ジを開いてください（図 3-2-B-1） 

 

 

図 3-2-B-1 Telnetログイン文字設定 画面 

 

このページは、[UNIX/Linux リモートシャットダウン(1)]または

[UNIX/Linuxリモートシャットダウン(2)]で設定したOSに接続時にロ

グインを完了させる文字列の設定を行うページです。（№は

[UNIX/Linux リモートシャットダウン(1)]または[UNIX/Linux リモー

トシャットダウン(2)]の№と一致しています。） 

 

文字列 

ログインを完了させる文字列を指定します。 

(4文字以上、63文字以下で英数字） 
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UNIX/Linuxリモートシャットダウンテスト 

メインメニューから[システム]-[UNIX/Linuxリモートシャットダウ

ンテスト]のページを開いてください（図 3-2-4） 

 

図 3-2-4  UNIX/Linuxリモートシャットダウンテスト画面 

 

このページでは UNIX/Linux リモートシャットダウンで設定した内

容をテストすることができます。”テスト実行”ボタンをクリックする

と各コマンドが順次発行されます。コマンドの発行のみで UPSの出力

停止は行われません。“更新”ボタンをクリックすることで結果が更新

されます。 

 

通信トレース 

コマンドの実行内容を Acroware-LAN AgentPPO の COM ポートへ出力

することができます。デバッグ用の機能です。デフォルト：無効 
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お知らせ：出力系統制御が有効な場合、本値は無効になります。

遅延時間は、[システム]-[出力系統制御]で設定した

値が有効になります。  

 

 手動ＵＰＳシャットダウン 

メインメニューから[システム]-[手動ＵＰＳシャットダウン]のペ

ージを開いてください（図 3-2-5） 

 

図 3-2-5 手動ＵＰＳシャットダウン画面 

 

 

UPS再起動（休止）時間(分) 

停電シャットダウン開始を実行した場合の UPS の出力停止後、次回

再開までの再出力遅延時間の最短時間を設定します。単位:分 もし

UPS の出力停止後、この時間以内に停電が回復しても、UPS はこの時

間が経過するまでは出力を開始しません。 

 

 

 

 

 

シャットダウン開始  

UPS の出力を停止させます。出力停止は UPS 停止遅延時間(UPS シャ

ットダウン画面で設定)になります。出力再開は、UPSのボタン操作か、

UPSコントロールの再起動を実行する必要があります。 

UPS再起動(休止)時間(分)が"0"の場合、再起動しません。 

 

停電シャットダウン開始  

UPS の出力を停止させます。出力停止は UPS 停止遅延時間(UPS シャ

ットダウン画面で設定)になります。出力再開は、上記 UPS再起動(休

止)時間(分)経過後に入力電源異常が発生していない場合は自動で行

われます。異常継続時、出力は再開されません。 
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警告：手動ＵＰＳシャットダウンの操作を実行する前にＵＰ

Ｓにバックアップされているサーバをシャットダウ

ンする必要があるかを必ず確認してください。もしシ

ャットダウンする必要があるサーバがあった場合に、

クライアント連動シャットダウンを”しない”にした

状態でシャットダウンを実行した場合、即 UPSの出力

が停止されてサーバがダウンし、ハードディスク破損

等予期せぬ障害が発生する可能性があります。 

 

クライアント連動シャットダウン  

クライアントシャットダウンソフトウエア(第 5 章参照)及び

UNIX/Linux リモートシャットダウン機能(第 6 章参照)と連動させて

UPS の出力停止及び再起動を行えます。”する”を設定した後に送信ボ

タンをクリックするとソフトウエアにシャットダウン命令が送信さ

れまたリモートコマンドが実行されます。その後、”UPS停止遅延時間”
（UPSシャットダウン画面）経過後に UPSの出力が停止します。 

（デフォルト：する） 

 

出力系統の選択  

*本項目は、出力系統制御機能のあるＵＰＳをご利用の場合にのみ表示さ

れます。（図 3-2-5A） 

 

図 3-2-5A 出力系統の選択項目 

 

操作する出力系統を選択することができます。[全て]全系統を同時

に実行します。[1]出力 1系統(Output1)に対して実行します。[2]出力

2 系統(Output2)に対して実行します。出力系統の状態は、表示セルの

緑の場合はオン、グレーの場合はオフとして表示されます。注意：各

出力系統の遅延時間に関しては、[システム]-[出力系統制御]頁を参照

ください。UPSの機種により制御できない場合があります。 
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 出力系統制御設定 

メインメニューから[システム]-[出力系統制御設定]のページを開

いてください。*本項目は、出力系統制御機能のあるＵＰＳをご利用

の場合にのみ表示されます。（図 3-2-5-6-S1） 

 
図 3-2-5-6-S1 出力系統制御設定 

 

このページは、ＵＰＳシャットダウン時に、各出力系統の動作を設

定するページです。 

 

ＵＰＳモデル名  

UPSのモデル名を表示します。 

 

出力系統数  

UPSの出力系統数を表示します。 

 

出力系統制御機能  

出力系統制御機能を有効または無効に設定することができます。無

効の場合、全出力が同時にオンまたはオフします。デフォルト：無効 

 

出力ディレー時間設定 *チャートイメージ内  

各出力系統の出力オフ遅延時間または出力オン遅延時間を設定する

ことができます。単位：分、デフォルト：0分 
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出力系統制御モード  

出力系統を制御する方法を設定できます。[全遅延有効]全ての系統

でオンオフの遅延時間が有効になります。[メイン制御無効]メイン出

力系統のオンまたはオフの遅延が無効になります。例えば、停電シャ

ットダウン等で出力 2 または出力 1 がオフしたあともメイン出力はバ

ッテリが放電終止レベルになるまでは出力を継続します。デフォル

ト：全出力有効 
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 日付・時刻設定 

メインメニューから[システム]-[日付・時刻設定]のページを開いて

ください（図 3-2-6） 

 

図 3-2-6 日付・時刻設定画面 

 

このページは LAN Agent の時計を設定するページです。時計を設定

する方法は以下の 4通りです。 

 

現在のローカルコンピュータ時刻に同期  

ローカルコンピュータ（WEBブラウザ起動中のコンピュータ)の時刻

を LAN Agentに設定します。 
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お知らせ：同期は、”設定”ボタンをクリックした時に行われ

ます。同期が行われた場合は、Agent イベント  

ログ([ログビューア]-[Agentイベントログ])に、

イベント”タイムサーバによる時計変更”が記録 

されます。同期しない場合（＊１）は、イベント

はログされません。 

＊１：タイムサーバのＩＰアドレスが不正であっ

たり、接続できなかった場合等で正常に同期が 

できない場合とタイムサーバとの時刻差が 5 秒 

以内である場合も同期は行われません。 

 

 

NTPサーバと同期  

指定した NTP サーバと時刻を同期します。設定後は、1 時間毎に同

期が行われます。また、LAN Agent の起動時にも同期が行われる。設

定する項目は以下の通りです。  

 

ＩＰアドレス（NTPサーバ）  

同期する NTPサーバの IPアドレスを設定してください。  

タイムゾーン  

同期するタイムゾーンを選択してください。 通常日本では、”GMT 
+9:00 Tokyo, Osaka, Sapporo”を選択します。 

サマータイム  

上記で同期した時刻を 1時間進めて、サマータイムにあわせること

ができます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直接日付・時刻を設定する  

直接日付及び時刻を設定することができます。 

入力形式:YYYY-DD-MM, HH:MM:SS  

 

Client Shutdown Software と同期  

指定したクライアントシャットダウンソフトウエアのインストール

されているコンピュータと同期します。プライマリー及びセカンダリ

ーが指定できます。 
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 Acroware-LAN AgentPRO 基本設定 

メインメニューから[システム]-[Acroware-LAN AgentPRO 基本設定]

のページを開いてください（図 3-2-7） 

 

図 3-2-7  Acroware-LAN AgentPRO 基本設定画面 

 

このページは LAN Agentの基本設定をするページです。 

 

Acroware-LAN AgentPRO IP アドレス 

IPアドレスを設定します。 

 

Acroware-LAN AgentPRO ゲートウェイアドレス 

ゲートウェイアドレスを設定します。 

 

Acroware-LAN AgentPRO サブネットマスク値 

サブネットマスクを設定します。 
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IPv6 自動設定機能 

IPv6のネットワークアドレスをNetwork上から自動に取得します。デ

フォルト：無効 

 

IPv6 自動設定状態 

 

 

IPv6リンクローカルアドレス 

IPv6のリンクローカルアドレスを表示します。デフォルト：MACアド

レスから自動的に作成されたアドレスです。 

 

IPv6グローバルアドレス 

IPv6のグローバルアドレスです。デフォルト：FD00::192.168.7.18 

 

IPv6プレフィクス長 

IPv6のグローバルアドレスに対するプレフィクスの bit長です。デ

フォルト：64 

 

IPv6ルータアドレス 

IPv6側のルータアドレスです。デフォルト：:: 

 

DNSアドレス 

 "メール設定"項でメールサーバにホスト名を指定した場合は、この

項目に DNS の IP アドレスを指定する必要があります。 (最大 127

バイト) 

 

システム名(sysName) 

ＭＩＢⅡ（System グループ）に定義されている"システム管理者

(sysContact)"にセットする値です。入力範囲：半角３１文字 

 

システム設置場所(sysLocation)  

ＭＩＢⅡ（System グループ）に定義されている"システム設置場所

(sysLocation)"にセットする値です。入力範囲：半角３１文字 デフ

ォルト：GS Yuasa International Ltd.   
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ＵＰＳ計測ログデータ更新間隔  

この値は、入力電圧、出力電圧、出力負荷、バッテリー容量、入力

周波数、ＵＰＳ内部温度を[ＵＰＳ計測データ]へ保存する間隔（秒単

位）です。 

ただし、入力電源異常、ローバッテリ、過負荷及びその他の警告異

常をＵＰＳが検出している場合は、10秒間隔でデータが保存されます。 

単位：秒 入力範囲：3-3600 デフォルト：900 

 

ＵＰＳ拡張計測データ更新間隔  

ＵＰＳ計測ログデータの各項目の最小値、最大値、平均値をこの値

の間で、[ＵＰＳ拡張計測データ]として保存します。 

単位：分 入力範囲：1-1440 デフォルト：180 

 

デフォルト値 一覧 
Acroware-LAN AgentPRO IP アドレス 192.168.7.18 

Acroware-LAN AgentPRO ゲートウェイアドレス 0.0.0.0 

Acroware-LAN AgentPRO サブネットマスク値 255.255.255.0 

IPv6 自動設定機能 無効 

IPv6 自動設定状態 手動設定 

IPv6 リンクローカルアドレス (*1) 

IPv6 グローバルアドレス FD00::192.168.7.18 

IPv6 プレフィクス長 64 

IPv6 ルータアドレス  

システム名(sysName) Acroware-LAN AgentPRO 

システム管理者(sysContact) GS Yuasa 

システム設置場所(sysLocation) GS Yuasa International Ltd. 

UPS 計測データ記録間隔 (秒) 900 

UPS 拡張計測データ記録間隔 (分) 180 
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 Acroware-LAN AgentPRO 動作設定 

メインメニューから[システム]-[Acroware-LAN AgentPRO 動作設定]

のページを開いてください（図 3-2-8） 

  
図 3-2-8 Acroware-LAN AgentPRO 動作設定画面 

 

このページでは Acroware-LAN AgentPRO 動作設定をします。 

 

BootP/DCHPの使用  

Boot Protocol(BOOTP)/Dynamic Host Configuration Protocol(DHCP)

を有効または無効に設定します。 

デフォルト：無効 

 

Telnet接続  

Terminal to Server Application (Telnet)クライアントからの LAN 

Agent基本設定を変更することを有効または無効に設定します。また、

有効時のポートを指定します。 

デフォルト：有効、TCPポート： 23 

 

ネットワークアップグレード  

Trivial File Transport Protocol(TFTP) による LAN Agent のファ

ームウェアアップグレード機能を有効または無効に設定します。 

ネットワーク経由で、添付ＣＤ内にあるアップデートツール

(Windows版）を使用することで、Acroware-LAN AgentPROのファーム

ウェアを最新のものに更新することができます。最新ファームウエア
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については、弊社「ミニ UPS サービス相談室」へご連絡いただきますよう

お願いいたします。ご連絡方法につきましては巻末の問合せ先を参照の

上、ご連絡いただきますようお願いいたします。 

デフォルト：無効 

 

HTTP 設定 

  HTTPのポートを指定します。 

  デフォルト：80 

 

SMTP 設定 

  SMTPのポートを指定します。 

  デフォルト：25 

 

CSS通信設定 

  クライアントシャットダウンソフトウェア(ClientShutdown 

Software)間の UDP通信ポートを設定します。 

本設定を変更した場合は、クライアントシャットダウンソフト 

ウェア側でも同じ通信ポートを設定する必要があります。 

デフォルト：200 

      

YUASA-MIBの使用  

YUASA-MIB(Yupcon-MIB)とは、JEMA-MIB に無い機能を補っている弊

社オリジナルのＭＩＢです。 

YUASA-MIB(Yupcon-MIB)には Agent の機能に関するオブジェクト

（extManagement）とＵＰＳ制御オブジェクト（upsControl）、 

バッテリテストオブジェクト（upsTest）、YUASA-MIB トラップから

構成されています。 

(設定内容） 

全部：YUASA-MIBの全体全機能有効。 

最小：extManagementオブジェクトのみ有効。 

オブジェクトの詳細については Yupcon.mib ファイルを参照してく

ださい。 

（注：MIB とは、ネットワーク管理システム上で、管理ソフト（マ

ネージャ）が管理情報を効率的に検索・設定できるようにツリー上に

番号付けして並べた仮想的なデータベースです。）  

デフォルト：最小 
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SNMP バージョン指定  

SNMPのバージョンを設定する機能です。SNMPv1、SNMPv3を選択でき 

ます。また、UDP 通信ポートの設定も行えます。 
デフォルト：SNMPv1  UDPポート 161 

 

SNMPv3 Engine ID 

SNMPv3で監視する場合に使用する Engine IDを表示します。 

 

UPS状態監視  

UPSの状態監視機能を無効（監視しないよう）にする機能です。 

デフォルト：監視する。 

 



取扱説明書：第３章 WEB ブラウザを使用した操作         -Acroware-LAN AgentPRO - 

3-36 

Acroware-LAN AgentPRO の再起動  

Acroware-LAN AgentPRO をリセット（再起動）させる機能です。有

効を選択して設定ボタンを押下すると Acroware-LAN AgentPROの再起

動が開始されます。再起動までに約 20 秒かかります。再起動時、Ｕ

ＰＳの出力状態は継続されます。 

デフォルト値一覧 
BooｔP/DHCP 無効 

Telnet 接続（ポート） 有効 (23) 

ネットワークアップグレード(ポート) 無効 (69) 

HTTP 設定 80 

SMTP 設定 25 

CSS 通信設定 200 

YUASA-MIB の使用 最小 

SNMP バージョン指定 SNMPv1(161) 

SNMPv3 Engine ID *1 

UPS 状態監視 監視する 

Acroware-LAN AgentPRO BX の再起動 無効 

*1: 各エージェントにより異なります。 
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 SNMP/HTTP アクセス設定 

メインメニューから[システム]-[SNMP/HTTP アクセス設定]のペー

ジを開いてください（図 3-2-9） 

 
図 3-2-9 SNMP/HTTP アクセス設定画面 

 

このページは LAN Agent への SNMP および HTTP によるアクセス制限

を設定するページです。 

設定の詳細は、本書第 2章アクセス権の設定(2-16)を参照ください。 

 
お知らせ：”NMS Domain name” は v5.02以下のバージョンでは未サポ

ートです。 
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 SNMP トラップ設定 

メインメニューの[システム]-［SNMP トラップ設定］のページを開

きます。（図 3-2-10） 

 

図 3-2-10 SNMPトラップ設定画面 

 

この設定項目には最大８エントリまで設定保持が可能です。トラッ

プを送る必要があるネットワーク管理システムの指定を行います。 

 

NMS IPアドレス: ネットワーク管理システムのＩＰアドレスを記

入します。 

 

コミュニティ名：コミュニティ名を記入します。（初期値は”public”）
SNMPv3を選択している場合にはユーザ名となります。 

（但し、画面表示は、セキュリティ上”*”となりま

す。） 

 

レベル：トラップのフィルタ設定です。 

[情報]：発生する全てのトラップを発信します。 

[警告]：警告レベルのトラップ以上を発信します。 

[危険]：危険レベルのトラップのみ発信します。 

 

各トラップのレベルについては、本書第 4 章トラップ・イ

ベントの収集(4-10)のトラップの一覧表を参照ください。 
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トラップタイプ：送信するトラップの種類（MIB）を設定します。 

[無効]：どのトラップも利用しません。 

[JEMA-MIB]：JEMA-MIBを利用します。 

[YUASA-MIB]：YUPCON(GYPEオリジナル)MIBを利用します（*）。 

[RFC-1628]：RFC1628(UPS-MIB)を利用します。 

[全て]：指定しないでください。（個別検証用です。） 

  

 

備考：備考欄です。 

 

（*）YUASA-MIB(YUPCOM-MIB)の使用制限はメインメニューの 

[システム]-［Acroware-LAN AgentPRO動作設定］の［YUASA-MIB 

の使用］を参照してください。 
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 SNMPv3ユーザ設定 

メインメニューから[システム]-[SNMPv3 ユーザ設定]のページを開

いてください（図 3-2-10A） 

     

図 3-2-10A  SNMPv3ユーザ設定画面 

 

このページは SNMPv3ユーザの設定をするページです。 

 

ユーザ名  

 ユーザ名称を設定します。 

 

認証パスワード 

  認証用のパスワードを設定します。 

 

暗号パスワード 

  暗号化用のパスワードを設定します。 

 

セキュリティレベル 

 要求するセキュリティのレベルの設定です。 

 認証及び暗号なし(noAuthNoPriv) 

 認証のみ(authNoPriv) 

 認証及び暗号あり(authPriv) 

 

認証方式 

  ユーザ認証アルゴリズムを設定します。 

  HMAC-MD5-96/HMAC-SHA1-96 

設定状況 

  ユーザ設定した内容が有効・無効の状態を表示します。 
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ホームページ更新間隔 

メインメニューから[システム]-[ホームページ更新間隔]のページ

を開いてください（図 3-2-11） 

 

図 3-2-11 ホームページ更新間隔画面 

 

このページは LAN Agent のホームページ更新間隔を設定するページ

です。 

 

デフォルト値一覧 
トップページ (秒) 15 

バッテリ寿命及び計測ページ (秒) 30 

入力計測ページ (秒) 15 

出力計測ページ (秒) 15 

異常警告情報ページ (秒) 15 

接続クライアントページ (秒) 15 
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 メール設定 

メインメニューの[システム]-［メール設定］のページを開きます。

（図 3-2-12） 

 

図 3-2-12 メール設定画面 

 

この設定項目には最大８エントリまで設定保持が可能です。メールを

送る必要があるユーザ（メールアドレス）の指定を行います。 

 

メールサーバ: 

使用する SMTPメールサーバの IPアドレスまたはホスト名 

を指定します。IPアドレスを指定した場合は、 

“Acroware-LAN AgentPRO 基本設定”の DNSアドレスの項目 

は設定する必要はありません。ホスト名を指定する場合は、 

”Acroware-LAN AgentPRO 基本設定”の DNSアドレスを設定 

する必要があります。(最大 127バイト)  
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ユーザアカウント：SMTP サーバにログインするためのアカウント名

を指定します。(最大 63バイト) 

 

ユーザパスワード：SMTP サーバにログインするためのユーザのパス

ワードです。(最大 31バイト) 

 

送信者のメールアドレス： 

送信者のメールアドレス（From xxx@xxxxxx）を

指定します。指定しない場合、"アカウント名＠

IPアドレス"になります。(最大 127バイト) 

 

メールの題名(Subject)： 

送信するメールの題名(Subject)を指定します。 

(最大 31バイト) 

 

定期メール送信時刻(hh:mm)： 

"メールタイプ"で"ステータス選択した場合に、定期的

に送信するする時間を指定します。入力のフォーマッ

トは"hh:mm"です。 

 

送付先メールアドレス：送信先のメールアドレスを指定します。 

(最大 127バイト) 

 

補足：メールアカウント毎に注釈を設定することができます。 

(最大 32バイト) 
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メールタイプ：UPS状態をメール送信する条件を指定します。タイプの

種類は、[無効],[イベント],[ステータス],[イベント/

ステータス]の 4種類です。 

[無効]：メール送信は行われません。  

[イベント]：イベント発生時にメール送信を行います。  

[ステータス]：毎日、"定期メール送信時刻"に設定した

時間にメール送信を行います。メールには

UPSのイベントログファイルが添付されま

す。  

[イベント/ステータス]： 

イベント発生時にメール送信を行います。

メールには UPSのイベントログファイルが

添付されます。定期メール送信は行いませ

ん。 

 

イベントレベル：メールタイプに"イベント"または"イベント/ステー

タス"を設定した場合、メール送信するイベントのレ

ベルを指定します。 

[情報]：全てのイベント発生時にメール送信を行います。  

[警告]：停電時などの警告レベル以上（警告レベルと危

険レベル)のイベント発生時にメール送信を行

います。  

[危険]：UPS の故障など危険レベルのイベント発生時の

み、メール送信を行います。 

 

お知らせ： メール内容は、英語表示になります。送信メールイベント一

覧は次項の”E-mailイベント一覧”を参照お願いします。 
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E-mailイベント一覧 

No. トリガーイベント名 レベル メール送信内容 

1 ＵＰＳバックアップ運転中 Warning Acroware-LAN AgentPRO Trap #1: UPS is on back up 
mode 

2 バッテリテスト終了 Information Acroware-LAN AgentPRO Trap #2: Battery test is 
completed 

3 入力電源異常発生 Warning Acroware-LAN AgentPRO Trap #3: AC powerfailure is 
detected : %1 

4 入力電源異常回復 Information Acroware-LAN AgentPRO Trap #4: 
AC power has been restored 

5 バッテリ電圧低下発生 Warning Acroware-LAN AgentPRO Trap #5: Battery level is low 

6 過負荷発生 Warning Acroware-LAN AgentPRO Trap #6: Overload is detected 

7 過負荷回復 Information Acroware-LAN AgentPRO Trap #7: Over load has been 
removed 

8 バッテリテスト異常終了  Critical Acroware-LAN AgentPRO Trap #8: Battery test result is 
abnormal 

9 UPS 環境温度上昇発生 Warning Acroware-LAN AgentPRO Trap #9: UPS temp up was 
detected : %1 

10 UPS 温度異常上昇回復 Information Acroware-LAN AgentPRO Trap #10: UPS temp up has 
been removed 

11 UPS 通信断発生 Warning Acroware-LAN AgentPRO Trap #11: Communication 
with UPS has been lost 

12 UPS 通信開始 Information Acroware-LAN AgentPRO Trap #12: Communication 
with the UPS has been established 

13 UPS 重故障発生 Critical Acroware-LAN AgentPRO Trap #14: UPS Fatal 
Fault : %1 

14 UPS 状態変化検出 Warning Acroware-LAN AgentPRO Trap #17: UPS status 
high : %1 

15 UPS 状態変化回復 Information Acroware-LAN AgentPRO Trap #18: UPS status high 
removed : %1 

16 UPS 注意発生 Warning Acroware-LAN AgentPRO Trap #19: UPS status 
caution : %1 

17 バッテリ電圧低下解除 Information Acroware-LAN AgentPRO Trap #21: Battery low has 
been removed 

18 UPS 異常解除 Information Acroware-LAN AgentPRO Trap #22: UPS status 
abnormal removed 

19 UPS 正常運転中(バックアッ

プ運転解除) 
Information Acroware-LAN AgentPRO Trap #24: UPS back up mode 

is restored 

20 "UPS 出力停止状態 Information Acroware-LAN AgentPRO Trap #32: UPS turn off 

21 待機状態解除 Information Acroware-LAN AgentPRO Trap #34: UPS awoke sleep 
mode 

23 シャットダウン警告送信 Information Acroware-LAN AgentPRO Trap #37: Start client 
shutdown 

%1:各状態の詳細情報が代入されます。 
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ダイナミック DNS設定 

メインメニューの[システム]-［ダイナミック DNS 設定］のページを開きます。

（図 3-2-13） 

 
このページは、ダイナミック DNSサーバの指定を行います。 

 

ドメイン名：ダイナミック DNSで利用するドメイン名を設定

します。 

 

ホスト名：ダイナミック DNSサーバのホスト名を設定します。 

 

認証キー名：ダイナミック DNSサーバの認証キー名をして指

定します。 

 

認証キー値：ダイナミック DNSサーバの認証キー値を指定し

ます。 

 

TTL 値：ダイナミック DNS サーバの TTL 値（DNS 情報の更新

間隔）を指定します。 
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メニュー: スケジュール 

このメニューは、ＵＰＳの起動・停止スケジュールとそのシャット

ダウンプログラムが常駐管理されているパソコンの状態の一覧表示 

及び、WakeOnLANの項目です。（図 3-3-1） 

     
図 3-3-1 スケジュールメニュー画面 

 

  注意： THNでは、週間スケジュール/指定日スケジュールはメニューに表示されません。 
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 週間スケジュール 

メインメニューから[スケジュール]-[週間スケジュール]のページ

を開いてください（図 3-3-2） 

 

図 3-3-2 週間スケジュール画面 

 

このページでは曜日ごとの停止/起動スケジュールの設定を行いま

す。最大７エントリまで設定が可能です。 

 

お知らせ： 起動時刻だけのスケジュール設定を行った場合、そのスケジュールは無

効となります（動作なし）。 設定可能な形式は、停止時刻のみ、停止時

刻＋起動時刻の組合せです。 

 

注意： メニュー[システム]-[UPSシャットダウン]で週間スケジュールイベントの動

作が、”クライアントシャットダウン”または”ＵＰＳシャットダウン”が

指定されていない場合、スケジュール動作は行われませんのでご注意してく

ださい。もし正常にスケジュール登録された場合、メイン画面の次回スケジ

ュール停止時間/起動時間に時刻は表示されますので確認してください。 

 

  注意： THNでは、週間スケジュールはメニューに表示されません。 
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 指定日スケジュール 

メインメニューから[スケジュール]-[指定日スケジュール]のペー

ジを開いてください（図 3-3-3） 

 
図 3-3-3 指定日スケジュール画面 

 

このページでは、任意の日付で、停止/起動スケジュールの設定を行

います。最大８エントリまで設定が可能です。同一日に複数スケジュ

ールを設定することも可能です。 

 

お知らせ： 起動時刻だけのスケジュール設定を行った場合、そのスケジュールは無

効となります（動作なし）。設定可能な形式は、停止時刻のみ、停止時刻

＋起動時刻の組合せです。 

 

注意： メニュー[システム]-[UPSシャットダウン]で週間スケジュールイベントの動

作が、”クライアントシャットダウン”または”ＵＰＳシャットダウン”が

指定されていない場合、スケジュール動作は行われませんのでご注意してく

ださい。もし正常にスケジュール登録された場合、メイン画面の次回スケジ

ュール停止時間/起動時間に時刻は表示されますので確認してください。 

 

  注意： THNでは、指定日スケジュールはメニューに表示されません。 
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 接続クライアント 

メインメニューから[スケジュール]-[接続クライアント]のページ

を開いてください（図 3-3-4） 

 

図 3-3-4 接続クライアント画面 

 

このページでは LAN Agent と正常にネットワーク接続しているクラ

イアントソフトウェアの一覧を表示します。 
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WakeOnLAN設定 

メインメニューから[スケジュール]-[WakeOnLAN設定]のページを開

いてください（図 3-3-5） 

 

図 3-3-5 WakeOnLAN設定画面 

 

このページでは、WakeOnLAN により電源投入するＰＣの ＭＡＣア

ドレスを設定できます。 

ＰＣ側においても WakeOnLANを有効にする設定が必要です。 

最大８エントリまで設定が可能です。 

 

送信回数 

WakeOnLAN パケットを送信する最大回数を設定します。 

設定範囲:1-999回 デフォルト 2回 

 

送信間隔 

WakeOnLAN パケットを繰り返し送信する間隔（最初の WakeOnLAN パ

ケットを送信するまでの遅延時間も兼ねる）を設定します。 

単位:秒  設定範囲:5-999回 デフォルト 10回 
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MAC アドレス 

WakeOnLANパケットを送信する相手の MACアドレスを設定します。 

デフォルト：00:00:00:00:00:00  
 

動作 

WakeOnLANパケット送信の有効／無効 

デフォルト：無効  
 

補足 

対象の補足説明を設定します。 

デフォルト：空白  
 

デフォルト値一覧 
送信回数 2 

送信間隔(秒) 10 

MAC アドレス 00:00:00:00:00:00 

動作 無効 

補足 空白 

 

WakeOnLAN動作イメージ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊停電による完全停止した後の復電再起動の場合、LAN Agentの起動のためにＴ＝10数

秒となる。 

 

 
送信回数 = 2 回 
送信間隔 = 10 秒 

UPS 出力 

10 秒* 10 秒 

WakeOnLAN
パケット 

T 秒* 
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メニュー：ＵＰＳマネジメント 

このメニューは、ＵＰＳ本体の設定、コントロール、定格情報、計

測情報、状態およびスケジュール制御を行うための項目です。（図

3-4-1-1）中大容量 UPS（図 3-4-1-2） 

 

図 3-4-1-1 ＵＰＳマネジメント一覧画面 

 

 
   図 3-4-1-2 中大容量ＵＰＳマネジメント一覧画面 
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お知らせ： 表示されるメニューが少ない場合は、システムメニューのＵＰ

Ｓシャットダウン画面等で“ログインして変更”をクリックして、表

示されるログイン画面より管理者ユーザになると全てのメニューが

表示されます。 
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 UPS設定 

メインメニューから[ＵＰＳマネジメント]-[UPS設定]のページを開

いてください（図 3-4-2） 

 
図 3-4-2 UPS設定画面 

 

このページでは UPS を設定します。各パラメータの詳細は次の通り

です。 

 

ブザー鳴動設定  

ブザー鳴動の条件を設定します。 

[全ての異常と警告]：異常・警告発生時にブザーが鳴動します。 

[鳴動なし]：ブザーは鳴動しません。ただしＵＰＳの前面ボタンを押

下する操作時には鳴動します。 

 デフォルト：全ての異常と警告 

 

注意：実際のＵＰＳ動作及び操作時のブザー鳴動は、ＵＰＳの機種によっ

て異なる場合があります。 
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お知らせ： パラメータのデフォルト値及び設定範囲は、UPS シリーズ毎

に異なります。詳細は各 UPSの取扱説明書を参照ください。 

 

入力低電圧検出値 (V) 

入力低電圧の異常を検出する電圧値を指定します。ＵＰＳの入力電圧

がこの設定値に満たない場合、バッテリ運転に切り替わります。  

 

入力過電圧検出値 (V) 

入力過電圧の異常を検出する電圧値を指定します。ＵＰＳの入力電圧

がこの設定値をこえた場合、バッテリ運転に切り替わります。 

 

デフォルト値一覧 

UPS シリーズ名 
低電圧 過電圧 

デフォルト 設定範囲 デフォルト 設定範囲 

Acrostar-THA 85 変更不可 132 変更不可 

Acrostar-RHA 85 変更不可 120 変更不可 

Acrostar-TSA 87 83-87 117 117-122 

YUMIC-SLA 83 78,83 120 120,125 

YUMIC-SHD 82 82-95 118 105-118 

BM-FNJ(100V) 85 変更不可 115 変更不可 

BM-FNJ(200V) 180 変更不可 240 変更不可 

Acrostar-TSB 85 85-90 115 110-115 

 

ＵＰＳ内部温度上昇検出値  

内部温度（バッテリ周囲温度）の異常を検出する値(℃)を指定します。

この温度をこえた場合にシャットダウンイベント"ＵＰＳ内部温度上

昇"が処理されます。 

 

UPS シリーズ名 
内部温度上昇（℃) 

デフォルト 設定範囲 

Acrostar-THA 45 40-70 

Acrostar-RHA 50 40-70 

Acrostar-TSA 45 40-70 

YUMIC-SLA 50 40-70 

YUMIC-SHD 45 変更不可 
BM-FNJ(100V) 45 変更不可 
BM-FNJ(200V) 45 変更不可 
Acrostar-TSB 50 40-70 
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お知らせ：出力系統制御が有効な場合、本値は無効になります。

遅延時間は、[システム]-[出力系統制御]で設定した

値が有効になります。  

 

 UPSコントロール 

メインメニューから[ＵＰＳマネジメント]-[UPSコントロール]のペ

ージを開いてください（図 3-4-3） 

 

図 3-4-3 UPSコントロール画面 

 

このページでは UPS を意図的に起動・停止させることができます。  

シャットダウン・スケジュール実行中等の臨時起動・停止を行うこと

が可能です。 

 

UPS 再起動（休止）時間(分) 

UPS 再起動を実行した場合の UPS の出力停止後、次回出力再開まで

の再出力遅延時間を設定します。単位:分 

 

 

 

 

 

 

UPS出力再起動  

UPS の出力を停止させ、上記 UPS 再起動(休止)時間後に出力を開始

します。 

 

UPS 出力開始  

停止中の UPS出力を即時に開始させます。 

 

UPS出力停止  

出力中の UPS出力を即時に停止させます。 
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出力系統の選択  

*本項目は、出力系統制御機能のあるＵＰＳをご利用の場合にのみ表示さ

れます。（図 3-4-3A） 

 

図 3-4-3A 出力系統の選択項目 

 

操作する出力系統を選択することができます。[全て]全系統を同時

に実行します。[1]出力 1系統(Output1)に対して実行します。[2]出力

2 系統(Output2)に対して実行します。出力系統の状態は、表示セルの

緑の場合はオン、グレーの場合はオフとして表示されます。注意：各

出力系統の遅延時間に関しては、[システム]-[出力系統制御]頁を参照

ください。UPSの機種により制御できない場合があります。 

 

 

 

警告：UPSコントロールによる UPS停止は、UPSに接続されているク

ライアントシャットダウンソフトウエア(第 5 章参照)及び

UNIX/Linux リモートシャットダウン機能(第 6 章参照)とは連

携せずに UPSのみをシャットダウン（出力断）します。本操作

を実行する前にUPSにバックアップされているサーバが停止し

ていることを必ずご確認ください。 
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 UPS情報 

メインメニューから[ＵＰＳマネジメント]-[UPS情報]のページを開

いてください（図 3-4-4） 

 

図 3-4-4 UPS情報画面 

 

このページでは、UPSの定格情報を表示します。 
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 UPS入力計測 

メインメニューから[ＵＰＳマネジメント]-[UPS入力計測]のページ

を開いてください（図 3-4-5） 

 
図 3-4-5 UPS入力計測画面 

 

このページでは、現在のＵＰＳの各入力側の計測値を自動更新して

表示します。[システム]-[ホームページ更新間隔]の入力計測ページ

項で設定した時間（デフォルト 15秒）で更新されます。 

                                                                

 

  



取扱説明書：第３章 WEB ブラウザを使用した操作         -Acroware-LAN AgentPRO - 

3-61 

中大容量 UPS計測情報 

メインメニューから[ＵＰＳマネジメント]-[中大容量 UPS 計測情

報]のページを開いてください。（図 3-4-A-1） 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

図 3-4-A-1 中大容量 UPS計測情報画面 

 

このページでは、中大容量 UPS の各計測値を自動更新して表示しま

す。[システム]-[ホームページ更新間隔]の入力計測ページ項で設定

した時間（デフォルト 15秒）で更新されます。 

 

入力計測値 
情報 内容 

入力電圧(総合/R-S間)(V) 単線の場合は総合電圧、三線の場合は、R-S間の電圧

を表します。 

入力電圧(S-T間)(V) 三線の S-T間の電圧を表します。 

入力電圧(T-R間)(V) 三線の T-R間の電圧を表します。 

入力周波数(Hz) 入力周波数を表します。 
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バイパス計測値 
情報 内容 

バイパス入力電圧(V) バイパス回路の入力電圧を表します。 

バイパス入力周波数(Hz) バイパス回路の入力周波数電圧を表します。 

 

出力計測値 
情報 内容 

出力電圧(総合/U-V間)(V) 単線の場合は総合電圧、三線の場合は、U-V間の電圧

を表します。 

出力電圧(V-N間)(V) 三線の V-N間の電圧を表します。 

出力電圧(U-N間)(V) 三線の U-N間の電圧を表します。 

出力周波数(Hz) 出力周波数を表します。 

出力電流(総合/U相)(A) 単線の場合は総合電流、三線の場合は、U相の電流を

表します。 

出力電流(V相)(A) 三線の V相の電流を表します。 

出力電流(N相)(A) 三線の N相の電流を表します。 

 

バッテリ及びその他の計測値 
情報 内容 

バッテリ電圧(V) バッテリ電圧を表します。 

バッテリ温度(℃) バッテリの周辺温度を表します。 

バッテリ残容量(%) バッテリの残容量を定格満充電の比で表わします。 

直流電圧(V) 直流回路の電圧を表わします。 

 

負荷計測値 
情報 内容 

負荷容量(総合/U相)(A) 単線の場合は総合負荷容量、三線の場合は、U相の負

荷容量を表します。 

負荷容量(V相)(A) 三線の V相の負荷容量を表します。 

負荷容量(N相)(A) 三線の N相の負荷容量を表します。 
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 UPS出力計測 

メインメニューから[ＵＰＳマネジメント]-[UPS出力計測]のページ

を開いてください（図 3-4-6） 

 
図 3-4-6 UPS出力計測画面 

 

このページでは、現在のＵＰＳの各出力側の計測値を自動更新して

表示します。[システム]-[ホームページ更新間隔]の出力計測ページ

項で設定した時間（デフォルト 15秒）で更新されます。 
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 異常警告情報 

メインメニューから[ＵＰＳマネジメント]-[異常警告情報]のペー

ジを開いてください（図 3-4-7） 

 
図 3-4-7 異常警告情報画面 

 

このページでは、現在発生中の全部の異常および警告情報を自動更

新して表示します。また最後に発生している（またはしていた）情報

を最終異常警告情報として表示します。[システム]-[ホームページ更

新間隔]の異常警告情報ページ項で設定した時間（デフォルト 15秒）

で更新されます。 
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 中大容量 UPS状態情報 

メインメニューから[ＵＰＳマネジメント]-[中大容量 UPS 状態情

報]のページを開いてください。（図 3-4-A-2） 

 

図 3-4-A-2 中大容量 UPS状態情報画面 

 

このページでは、中大容量 UPS 状態情報（例 Acrostar THN シリー

ズ）専用の状態情報及び警告情報の現在発生中のものを自動更新して

表示します。 [システム]-[ホームページ更新間隔]の異常警告情報ペ

ージ項で設定した時間（デフォルト 15秒）で更新されます。 

 

固有警告情報 
情報 内容 

バイパス低電圧 バイパス電圧が低電圧になっています。 

バイパス高電圧 バイパス電圧が高電圧になっています。 

盤内温度上昇 機構内温度上昇が発生しています。 

交流地絡 交流の地絡が発生しました。 

保護ヒューズ断 保護ヒューズが断しました。 

保護電源異常 保護電源異常が発生しました。 

その他の異常 上記以外の異常が発生しました。 
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固有警告情報 
情報 内容 

発電機運転中 発電機運転中です。 

保護充電中 保護充電中です。 

直流回路放電中 直流回路放電中です。 

バイパス受電中 バイパス充電中です。 

MCCBRオン状態 MCCBRがオン状態です。 

MCCBBオン状態 MCCBBがオン状態です。 

MCCBAオン状態 MCCBAがオン状態です。 

MCCBOオン状態 MCCBOがオン状態です。 

MCCBMオン状態 MCCBMがオン状態です。 

MCCBUオン状態 MCCBUがオン状態です。 

整流器 MCオン状態 整流器 MCがオン状態です。 

MSCBオン MSCBがオン状態です。 

メンテナンス操作中 メンテナンス操作中です。 
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スケジュール時刻制御 

メインメニューから[ＵＰＳマネジメント]-[ スケジュール時刻制

御]のページを開いてください（図 3-4-8） 

 

図 3-4-8 スケジュール時刻制御画面 

 

スケジュール時刻制御とは、使用している UPS にリアルタイムクロ

ック(RTC)の機能がない場合に、スケジュール機能による UPS の停止

と起動を LAN Agent 内のリアルタイムクロック(RTC)の時間を使用し

て行う機能です。このページでは、この機能を有効または無効に設定

します。 

 

RTC の機能がない UPS の場合、スケジュール停止中に停電発生が発

生した場合、停電回復時がスケジュール時刻前であったとしても即起

動してしまいますが、この機能を利用することでスケジュール起動時

刻まで出力停止を保持することができます。計画停電時にスケジュー

ル運転を行う場合に有効にして使用します。 

また、RTCの機能がある UPSの場合でも、LAN Agentの時刻設定には

NTP による自動時刻補正の機能(*1)により、この機能を有効にするこ

とにより、より正確なスケジュール運転が可能になります。 

デフォルト：無効 

*1: [システム]-[日付・時刻設定]にて、NTP サーバと同期項目を設定する必要があ

ります。 
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メニュー：バッテリマネジメント 

このメニューは、バッテリテスト実行、結果確認、寿命情報の表示、

設定および計測値情報の表示の項目です。（図 3-5-1） 

 

図 3-5-1 バッテリマネジメント一覧画面 
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 UPSバッテリテスト 

   メインメニューから[バッテリマネジメント]-[UPSバッテリテスト] 

  のページを開いてください（図 3-5-2） 

 
図 3-5-2 UPSバッテリテスト画面 

 

このページでは、手動によるバッテリテストの実行およびスケジュ

ールによるテストの設定とそのテスト結果を表示します。 

 

バッテリテスト 

バッテリテストを実行してバッテリ状態を確認することができます。 

[実行(10秒)] 

 実行(10 秒)を選択し、送信ボタンをクリックすると、UPS 側で

約 10 秒間の簡易放電テストが実行されます。テスト結果は、テ

スト実施後約 30秒後に更新ボタンを押下することで、「バッテリ

テスト結果」に表示されます。 
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[時間指定バッテリテスト] 

テスト時間指定するバッテリテストが行えます。操作選択すると、

時間指定が入力可能になりますので、そこでテスト時間(00-16時

間 & 00-59 分)を指定し、送信ボタンをクリックするとテストが

開始されます。テスト中は、操作選択内"中断"を選択し、送信ボ

タンをクリックするとテストを中断させることができます。テス

ト結果については、更新ボタンを押下することで、「バッテリテ

スト結果」に表示されます。 

 

注意: 本テストを実行すると UPSはバッテリ運転を行います。もし長

時間テストを行うとバッテリ容量が低下し、テスト後実際に停

電等が発生した場合、UPSが必要な時間バックアップできない場

合がありますのでご注意ください。テスト時間については必ず

適切な値を設定してください。  

 

時間指定 

時間指定バッテリテストを行う場合に、テスト時間(00-16 時間 & 

00-59分)を指定します。（デフォルト：1分） 

 

最終バッテリテスト日時 

最後に実施したバッテリテストを行った日時を表示します。 

また、バッテリテスト結果は最新の 3件までを一覧表示します。 
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バッテリテスト結果 

最後に実施したバッテリテストの結果を表示します。 

     結果一覧 

結果 内容 

不明 バッテリテストが実行されていないか、結果が

不明であることを表します。 

テスト実行中 テスト実行中であることを表します。30 秒程後

に再度結果を確認してください。 

正常終了 テストが正常に終了したことを表します。 

中断終了 テスト中に停電等が発生したためにテストが中

断終了されたことを表します。バッテリが未接

続状態でテストを実施した場合にも中断終了さ

れます。 

警告付終了 警告状態でバッテリが終了したことを表しま

す。十分にバッテリが充電されていないことが

考えられます。バッテリ計測のバッテリ残容量

を確認して、バッテリが十分に充電されてから

再度テストを実施してください。 

異常終了 バッテリが異常です。停電が発生した場合に負

荷機器をバックアップすることができない可能

性がありますので、直にバッテリ交換を実施し

てください。 

 

定期バッテリテスト設定 

No. 

設定中のバッテリテストのインデックス番号  

曜日 

UPSのバッテリ試験実施日の曜日を指定します。  

実行時間 

UPSバッテリテストの実施時刻を 24時間形式で指定します。 

動作 

指定された時間にどのような動作をするか選択します。 

[無効]：テストは実施されません。 

[実行(10秒)]：約 10秒間の簡易放電テストを行います。 

 

注意: バッテリテストの目安は、月に 1回以下の程度で実施してくだ

さい。頻繁に実施するとバッテリ寿命が短くなる可能性があり

ますのでご注意ください。 
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 バッテリ寿命情報 

メインメニューから[バッテリマネジメント]-[バッテリ寿命情報]

のページを開いてください（図 3-5-3） 

 
図 3-5-3 バッテリ寿命情報画面 

 

このページでは、バッテリ寿命状態、寿命計算方法、寿命予告警告

のイベント通知方法を設定、確認します。また、バッテリ寿命の初期

化も実施することができます。 

本ページは自動更新して最新の情報を表示します。[システム]-[ホ

ームページ更新間隔]のバッテリ寿命及び計測ページ項で設定した時

間（デフォルト 30秒）で更新されます。 

 

寿命計算方法 

バッテリ寿命の計算方法を選択します。 

[無効] 

バッテリ寿命の計算を行いません。 

[ＵＰＳ内部カウンター] 

ＵＰＳ内部で計算された寿命情報をもとに"バッテリ交換時期"を

算出します。 

 [簡易カウントダウン] 

LAN Agent 内で単純に"前回のバッテリ交換日"から"バッテリ交換

周期"をカウントダウンして、"バッテリ交換時期"を算出します。
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本設定をした場合は、"バッテリ交換周期"と"前回のバッテリ交換

日"を適切な値に設定する必要があります。 

  

注意:寿命計算方法は、ＵＰＳの機種により異なります。[ＵＰＳ内部カ

ウンター]:ＵＰＳ内部で計算された寿命情報をもとにバッテリ交

換時期を算出します。バッテリの異常な場合、UPSが現在の負荷を

維持できず、処理が損なわれることを示します。 

 

UPSシリーズ毎のデフォルト値一覧 

UPS シリーズ名 
バッテリ寿命計算方法 

デフォルト 選択可能な方法 

Acrostar-THA UPS 内部カウンター 
UPS 内部カウンター 

簡易カウントダウン 

Acrostar-RHA UPS 内部カウンター 
UPS 内部カウンター 

簡易カウントダウン 

Acrostar-TSA UPS 内部カウンター 
UPS 内部カウンター 

簡易カウントダウン 

YUMIC-SLA 簡易カウントダウン 固定 

YUMIC-SHD UPS 内部カウンター 
UPS 内部カウンター 

簡易カウントダウン 

BM-FNJ(100V) 簡易カウントダウン 固定 

BM-FNJ(200V) 簡易カウントダウン 固定 

Acrostar-TSB UPS 内部カウンター 
UPS 内部カウンター 

簡易カウントダウン 

 

バッテリ交換時期[残月] 

次回バッテリの交換時期と残月数が表示されます。 

 

バッテリ交換周期 (月単位) 

"寿命計算方法"で[簡易カウントダウン]を選択した場合、バッテリ

の交換周期を指定します。 [ＵＰＳ内部カウンター]を選択した場合

は、[自動]が表示されます。デフォルト：60  

 

 お知らせ: 交換周期は、ＵＰＳに搭載されているバッテリの種類に

より異なる場合があります。バッテリの交換周期について

は、ＵＰＳの取扱説明書を参照ください。 
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前回のバッテリ交換日 (yyyy/mm/dd) 

前回のバッテリ交換日を設定します。ＵＰＳのＰＬ銘版や保証書等

を参照して適切な値を設定してください。デフォルト：1970/01/01  

 

注意：寿命計算方法"で[簡易カウントダウン]を選択した場合、必ず、

適切な値を設定してください。デフォルトの 1970/01/01 のま

ま運用した場合、 "バッテリ交換時期"の残月数がマイナス表

示になり、またメイン画面の"ＵＰＳ状態"が[警告]と表示され

ます。 

 

イベント通知設定 

バッテリ交換時期まで 6 ヶ月以下になるとイベント"寿命予告"が発

生し、また、0 ヶ月以下になるとイベント"寿命時期"が発生します。

各イベントは、Agentイベントログに記録され、SNMPトラップにて通

報されます。 

寿命予告状態（残月数 6 ヶ月以下から 1 ヶ月以上）及び寿命時期状

態（残月数 0ヶ月以下）の時に、繰り返しイベントを処理し通知する

ことができます。 

[起動時]: LAN Agent が起動するときに必ず一度通知します。デフ

ォルト：無効 

[定期通知]: 寿命予告は、毎月 1 日 AM01:00 に通知します。寿命時

期は、毎週月曜日 AM01:00に通知します。デフォルト：有

効 
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設定・更新ボタン 

上記設定変更した後は、設定ボタンをクリックしてください。設定

ボタンクリック後、画面が更新された後、再度、更新ボタンをクリッ

クして"バッテリ交換時期"が更新されたのを確認してください。 

 

バッテリ寿命初期化 

ＵＰＳ内部のバッテリ寿命値を変更することができます。寿命計算

方法"で[ＵＰＳ内部カウンター]を選択している時にのみ使用できま

す。もしバッテリ交換を実施した後は、必ず、この値でＵＰＳ内部の

バッテリ寿命の値を初期化してください。デフォルト：５年  

 

 

 お知らせ: バッテリ寿命初期値は、ＵＰＳに搭載されているバッテ

リの種類により異なる場合があります。バッテリの交換周

期については、ＵＰＳの取扱説明書を参照ください。 

 

 

警告：バッテリ寿命の初期化は、必ず、適切な値を設定してくださ

い。適切でない値を設定した場合、ＵＰＳのバッテリ劣化保護

動作が実行され、停電時のバックアップ時間が極端に短くなる

場合があります。 
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 バッテリ計測 

メインメニューから[バッテリマネジメント]-[バッテリ計測]のペ

ージを開いてください（図 3-5-4） 

 

図 3-5-4 バッテリ計測画面 

 

このページでは、現在のバッテリ関係の計測値情報を自動更新して

表示します。[システム]-[ホームページ更新間隔]のバッテリ寿命及

び計測ページ項で設定した時間（デフォルト 30秒）で更新されます。

またバッテリの定格バックアップ時間も表示します。 

 

バッテリ状態  

バッテリの状態を表します。 

バッテリ が異常な場合、バックアップ運転時に十分な時間、バックア

ップできない可能性があります。バッテリテストを実施し、再度異常

であればバッテリ交換を行う必要があります。 

バッテリ運転継続時間(秒) 

バックアップ運転の経過時間を表示します。 

バッテリ残容量(%) 

バッテリ 残容量をパーセントで表示します。  

バッテリ電圧(V)  

現在のバッテリ電圧を表示します。 

バッテリ電流(A) 

現在の バッテリ電流を表示します。 

ＵＰＳ内部温度(℃)  

現在のＵＰＳ内部温度(またはバッテリ周囲温度)を表示します。 

定格バックアップ時間(分)  

定格 バックアップ時間を表示します。  
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メニュー：ログビューア 

このメニューは、ログの表示、取得、保存（ダウンロード）および

消去を行う機能の項目です。（図 3-6-1-1）中大容量 UPS(図 3-6-1-2) 

 

図 3-6-1-1 ログビューア一覧画面 

            

        図 3-6-1-2 ログビューア一覧画面(中大容量 UPS) 
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お知らせ： 表示されるメニューが少ない場合は、システムメニューのＵＰ

Ｓシャットダウン画面等で“ログインして変更”をクリックして、表

示されるログイン画面より管理者ユーザになると全てのメニューが

表示されます。 
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 UPS計測データ 

メインメニューから[ログビューア]-[UPS計測データ]のページを開

いてください（図 3-6-2-1） 

 

図 3-6-2-1 UPS計測データ画面 

 

ＵＰＳ内部で計測された項目を一定間隔(*1)で記録した一覧をを表示し

ます。 各時間帯の項目をクリックするとログが表示されます。 

商用入力電圧  

記録時の入力電圧をボルト（Ｖ）で表示します。  

ＵＰＳ出力電圧  

記録時の出力電圧をボルト(Ｖ)で表示します。 

ＵＰＳ負荷率  

記録時に UPSにかかった負荷をパーセント単位で表示します。 

バッテリ容量  

全容量中の残りのバッテリ容量をパーセント単位で表示します。 

商用入力周波数  

記録時の入力周波数をヘルツ(Hz)で表示します。 

ＵＰＳ内部温度  

記録時のＵＰＳの内部(バッテリ)の温度を摂氏(℃)で表示します。 

*1: メニュー[システム]-[Acroware-LAN AgentPRO基本設定]内の UPS計測データ

記録間隔にて設定します。詳細は本章”Acroware-LAN AgentPRO基本設定”(3-30)を参

照ください。 
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 中大容量 UPS計測データ一覧 

メインメニューから[ログビューア]-[中大容量 UPS 計測データ一

覧]のページを開いてください（図 3-6-2-2） 

 
図 3-6-2-2 UPS計測データ画面 

 

ＵＰＳ内部で計測された項目を一定間隔(*1)で記録した一覧を表示しま

す。 各時間帯の項目をクリックするとログが表示されます。 

入力電圧(総合/R-S間) (V)  

記録時の入力電圧(総合/R-S間)をボルト（Ｖ）で表示します。  

入力電圧(S-T間) (V)  

記録時の入力電圧(S-T間)をボルト（Ｖ）で表示します。  

入力電圧(T-R間) (V)  

記録時の入力電圧(T-R間)をボルト（Ｖ）で表示します。  

出力電圧(総合/U-V間) (V) 

記録時の出力電圧(総合/U-V間)をボルト(Ｖ)で表示します。 

出力電圧(U-N間) (V) 

記録時の出力電圧(U-N間)をボルト(Ｖ)で表示します。 

出力電圧(V-N間) (V) 

記録時の出力電圧(V-N間)をボルト(Ｖ)で表示します。 

負荷容量(総合 U相) (%)   

記録時に UPSにかかった負荷(総合 U相)をパーセント単位で表示します。 

負荷容量(V相) (%)   

記録時に UPSにかかった負荷(V相)をパーセント単位で表示します。 

負荷容量(N相) (%)   

記録時に UPSにかかった負荷(N相)をパーセント単位で表示します。 

バッテリ容量  

全容量中の残りのバッテリ容量をパーセント単位で表示します。 

入力周波数 (Hz)   

記録時の入力周波数をヘルツ(Hz)で表示します。 
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ＵＰＳ内部温度  

記録時のＵＰＳの内部(バッテリ)の温度を摂氏(℃)で表示します。 

*1: メニュー[システム]-[Acroware-LAN AgentPRO 基本設定]内の UPS計測データ 

記録間隔にて設定します。詳細は本章”Acroware-LAN AgentPRO 基本設 

定”(3-30)を参照ください。 
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 UPS計測データ(グラフ) 

メインメニューから[ログビューア]-[UPS計測データ(グラフ)]のペ

ージを開いてください（図 3-6-3-1） 

 

図 3-6-3-1 UPS計測データ(グラフ)画面 

 

ＵＰＳ計測データの項目をグラフにて表示します。 

 

お知らせ：表示するには Java実行環境がブラウザ側にセットアップされ

ている必要があります。 
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 中大容量 UPS計測データ一覧(グラフ) 

メインメニューから[ログビューア]-[中大容量 UPS 計測データ一覧

(グラフ)]のページを開いてください（図 3-6-3-2） 

 

図 3-6-3-2 中大容量 UPS計測データ一覧(グラフ)画面 

 

中大容量ＵＰＳ計測データの項目をグラフにて表示します。 

 

お知らせ：表示するには Java実行環境がブラウザ側にセットアップされ

ている必要があります。 
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 UPS拡張計測データ 

メインメニューから[ログビューア]-[ 中大容量 UPS 拡張計測デー

タ]のページを開いてください（図 3-6-4-1） 

 
図 3-6-4-1 UPS拡張計測データ画面 

 

ＵＰＳ計測データの定時間隔(*1)での集計の一覧を表示します。 各時

間帯の項目をクリックするとログが表示されます。計測項目毎に、最小

値・最大値・平均値をそれぞれのレコードに表示します。 

*1: メニュー[システム]-[Acroware-LAN AgentPRO基本設定]内の UPS計測ログ記

録間隔にて設定します。詳細は本章”Acroware-LAN AgentPRO 基本設定”(3-19)を参照

ください。 

 

お知らせ：ＵＰＳと通信できない場合、全て空白または 0 表示される場

合があります。 

 

開始日  

レコードの集計開始日 

開始時間  

集計の終了時刻 24時間形式で表示します。 

終了日  

集計の終了日 

終了時間  

集計の終了時刻 24時間形式で表示します。 

商用入力電圧  

ＵＰＳ出力電圧  

ＵＰＳ負荷率  

バッテリ容量  

入力周波数  

ＵＰＳ内部温度 
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中大容量 UPS拡張計測データ一覧 

メインメニューから[ログビューア]-[ 中大容量 UPS拡張計測データ

一覧]のページを開いてください（図 3-6-4-2） 

 

図 3-6-4-2 中大容量 UPS拡張計測データ一覧画面 

 

中大容量ＵＰＳ計測データの定時間隔(*1)での集計の一覧を表示しま

す。 各時間帯の項目をクリックするとログが表示されます。計測項目

毎に、最小値・最大値・平均値をそれぞれのレコードに表示します。 

*1: メニュー[システム]-[Acroware-LAN AgentPRO基本設定]内の UPS計測ログ記

録間隔にて設定します。詳細は本章”Acroware-LAN AgentPRO 基本設定”(3-19)を参照

ください。 

 

お知らせ：ＵＰＳと通信できない場合、全て空白または 0 表示される場

合があります。 

 

開始日  

レコードの集計開始日 

開始時間  

集計の終了時刻 24時間形式で表示します。 

終了日  

集計の終了日 

終了時間  

集計の終了時刻 24時間形式で表示します。 

入力電圧(総合/R-S間) (V)  

入力電圧(S-T間) (V)  

入力電圧(T-R間) (V)  

出力電圧(総合/U-V間) (V) 

出力電圧(U-N間) (V) 

出力電圧(V-N間) (V) 

負荷容量(総合 U相) (%) 
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負荷容量(V相) (%) 

負荷容量(N相) (%)   

バッテリ容量  

入力周波数  

ＵＰＳ内部温度 
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UPS拡張計測データ(グラフ) 

メインメニューから[ログビューア]-[UPS拡張計測データ(グラフ)]

のページを開いてください（図 3-6-5-1） 

 

図 3-6-5-1 UPS拡張計測データ(グラフ)画面 

 

ＵＰＳ拡張計測データの項目をグラフにて表示します。 

 

お知らせ：表示するには Java実行環境がブラウザ側にセットアップされ

ている必要があります。 
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中大容量 UPS拡張計測データ一覧(グラフ) 

メインメニューから[ログビューア]-[中大容量 UPS 拡張計測データ

一覧(グラフ)]のページを開いてください（図 3-6-5-2） 

 

図 3-6-5-2 中大容量 UPS拡張計測データ一覧(グラフ)画面 

 

中大容量ＵＰＳ拡張計測データの項目をグラフにて表示します。 

 

お知らせ：表示するには Java実行環境がブラウザ側にセットアップされ

ている必要があります。 
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 UPSイベントログデータ 

メインメニューから[ログビューア]-[UPSイベントログデータ]のペ

ージを開いてください（図 3-6-6） 

 
図 3-6-6 UPSイベントログデータ画面 

 

ＵＰＳの動作に関係するイベントログの一覧を表示します。各時間帯の

項目をクリックするとログが表示されます。 

 

UPS内部ログ(日付時刻付き)データ 

ＵＰＳの内部で記録された日付時刻付きイベントログをロードした値

を表示します。 

 

お知らせ：本データの内容は UPS 保守用のデータであり、コード内容に

ついては公開しておりません。 

 

 

UPS内部ログ(簡易)データ 

ＵＰＳの内部で記録された簡易イベントログをロードした値を表示し

ます。 

 

お知らせ：本データの内容は UPS 保守用のデータであり、コード内容に

ついては公開しておりません。 

 

 

接続 UPS情報データ 

LAN Agentが搭載されているＵＰＳの情報をロードした値を表示します。 

 

お知らせ：本データの内容は UPS 保守用のデータであり、コード内容に

ついては公開しておりません。 
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Agentイベントログデータ 

メインメニューから[ログビューア]-[Agentイベントログデータ]の

ページを開いてください（図 3-6-7） 

 
図 3-6-7 Agentイベントログデータ画面 

 
LAN Agent の動作に関係するイベントログの一覧を表示します。各

時間帯の項目をクリックするとログが表示されます。 
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 冗長システムログ 

メインメニューから[ログビューア]-[冗長システムログ]のページ

を開いてください（図 3-6-8） 

 
図 3-6-8 冗長システムログ画面 

 
冗長システムに関係するイベントログの一覧を表示します。各時間

帯の項目をクリックするとログが表示されます。 
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 ログ読込(UPS内部ログ) 

メインメニューから[ログビューア]-[ログ読込(UPS内部ログ)]のペ

ージを開いてください。UPS の内部で記録されたログをロードする機

能です。（図 3-6-9） 

 

図 3-6-9 ログ読込(UPS内部ログ)画面 

 

内部ログの種類 

ＵＰＳからロードする内部イベントログの種類を選択します。 

 [簡易ログ]:イベントコードのみのデータ 

 [日付時刻付きログ]:イベント発生時のタイムスタンプ付きコードの

データ 

UPSシリーズ別対応ログ一覧 

UPS シリーズ名 内部ログ対応 

Acrostar-TSB 日付時刻付きログ 

Acrostar-THB 日付時刻付きログ 

Acrostar-THA 日付時刻付きログ 

Acrostar-RHA 簡易データ 

Acrostar-TSA 日付時刻付きログ 

簡易データ 

YUMIC-SLA - (未対応) 

YUMIC-SHD - (未対応) 

BM-FNJ(100V) - (未対応) 

BM-FNJ(200V) - (未対応) 
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ロードするレコード数 

"内部ログの種類"で[日付時刻付きログ]を指定した場合に、ロードする

レコード数を指定できます。特に指定のない場合は、デフォルトの 128

を変更しないでください。＊ＵＰＳの種類によりロードできる数が固定

されます場合があります。  

 

注意：[日付時刻付きログ]をロードに約 50秒かかります。この間、LAN 

Agent はＵＰＳの状態監視ができなくなります。ログのロード時

には必ず、ＵＰＳが正常運転中の時に実施する必要があります。 
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 ログ消去 

メインメニューから[ログビューア]-[ログ消去]のページを開いて

ください。LAN Agent の内部に保存されているログデータを消去する

機能です。（図 3-6-12） 

 

図 3-6-12 ログ消去画面 

 

消去したいログの種類をチェックしてから、消去ボタンをクリック

してください。 
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 ログ保存 

メインメニューから[ログビューア]-[ログ保存]のページを開いて

ください。LAN Agent の内部に保存されているログデータをダウンロ

ードする機能です。（図 3-6-13） 

 

図 3-6-13 ログ保存画面 

 

ダウンロードしたいログの種類にマウスのカーソルをあわせ、右ク

リックします。表示されたメニューの”対象をファイルの保存”を選

択して実行してください。 
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モニタリング 

このメニューはUPSの状態をリアルタイム表示する画面を表示します。

（図 3-7） 

 
図 3-7 モニタリング画面 

 

お知らせ：表示するには Java実行環境がブラウザ側にセットアップされ

ている必要があります。 

 

   バー形式の計測値からグラフ形式の表示に切替するボタンです。 

 

   計測のサンプリングレートを設定するボタンです。 

 

    LAN Agent・UPSで何らかのイベントが発生した時に表示する 

ポップアップメッセージウインドウの有効/無効を設定するウイン

ドウを表示します。 

 

   画面を終了します。 
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第４章 
 

SNMP マネージャ(NMS)を使用した操作 

 
LAN Agentと MIB 

LAN Agentは SNMPプロトコルをサポートしています。SNMPマネージャ（以

降：NMS）によりネットワーク経由で UPS を管理することができます。NMS

は SNMPプロトコルを使用して被管理対象から各種情報を取得したり、対象

を制御しますが、その管理情報を定義したものが MIB(Management 

Information Base)です。LAN Agent は次の MIBをサポートしています。 

 

・RFC1213(MIBⅡ) ネットワークノードが標準でサポートする MIB 

・JEMA-MIB （社）日本電機工業会が制定した UPS管理用の MIB 

・YUASA-MIB LAN Agentが持っている拡張機能を利用するための MIB 

・RFC1628(UPS-MIB) RFCに指定されている標準 UPS管理用の MIB 

 

ご利用目的に応じてご使用ください。 

 

IPアドレス・ゲートウェイアドレス・MIBシステムグループの設定 
SNMP環境で LAN Agentを使用する前に、IPアドレス、ゲートウェイ、MIB

システムグループを正確に設定してください。詳細は第２章「アクセス権

の設定」(2-14)をご覧ください。 

 
アクセス権の設定 

NMSからのアクセス権（読み込みまたは書き込み）をアクセス権テーブル

に追加しておく必要があります。詳細は第２章「アクセス権の設定」(2-14)

の節をご覧ください。 

 

注意： デフォルトでは、全ＩＰアドレスからの読み込みおよび書き込みが無効にな

っています。 
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トラップ受信装置の設定 
 NMSの「トラップ」機能を使うには、NMSの IPアドレスを LAN Agentの

トラップ受信装置テーブルに追加してください。詳細は、第２章「トラッ

プ受信装置を設定する」の節をご覧ください。 

 
NMSの設定 

1. LAN Agentの MIBファイルを NMSの MIBデータベースに追加してくださ

い。添付の CD-ROMの次のパスに保存されています。 

   

JEMA-MIB   ： \Mib\Jema\jema.mib 

  YUASA-MIB   ： \Mib\Yuasa\yupcon_s.mib 

RFC1628(UPS-MIB)  ： \Mib\RFC1628\RFC1628 

 

2.  LAN Agent の SNMP エージェントにアクセスするには SNMP/HTTP アクセ

ス設定」テーブルに追加及びアクセス設定を行った上でコミュニティ

名を設定下さい。 

    LAN Agentのデフォルトのコミュニティ名 

    読み込み(GET) ： public 

    書き込み(SET) ： admin 
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UPS識別表示パラメータのアクセス 

LAN Agent は、UPS と LAN Agent 識別表示パラメータで使う JEMA-MIB と

UPS-MIB（RFC1628）の upsIdentをサポートしています。（表 4-1） 

 

オブジェクト名 説明 
JEMA-MIB jemaUpsIdentManufacturer UPS 製造業者名称 

 jemaUpsIdentModel UPS モデル名称 

 jemaUpsIdentUPSSoftwareVersion UPS F/W バージョン番号 

 jemaUpsIdentAgentSoftwareVersion UPS Agent f/w バージョン番号 

 jemaUpsIdentName UPS 識別文字列 

 jemaUpsIdentAttachedDeviceｓ UPS 接続機器識別文字列 

 jemaUpsIdentManufacturerdNumber UPS 製造番号 

UPS-MIB upsIdentManufacturer UPS 製造業者名称 

 upsIdentModel UPS モデル名称 

 upsIdentUPSSoftwareVersion UPS F/W バージョン番号 

 upsIdentAgentSoftwareVersion UPS Agent f/w バージョン番号 

 upsIdentName UPS 識別文字列 

 upsIdentAttachedDeviceｓ UPS 接続機器識別文字列 

表 4-1 upsIdent オブジェクトの説明 
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UPS監視パラメータのアクセス 

LAN Agentは、UPS監視パラメータで使うJEMA-MIBとUPS-MIB(RFC1628)の

複数オブジェクトをサポートしています。 

 

1. UPSバッテリ情報 - upsBatteryオブジェクト（表 4-2） 

オブジェクト名 説明 
JEMA-MIB jemaUpsBatteryStatus UPSバッテリ残存容量 

 jemaUpsSecondsOnBattery バックアップ経過時間 

 jemaUpsBatteryVoltage バッテリ電圧 

 jemaUpsBatteryCurrent バッテリ電流 

 jemaUpsBatteryTemperature バッテリ又はバッテリ周辺温度 

 jemaUpsBatteryLastReplaceDate バッテリ交換年月日 

UPS-MIB upsBatteryStatus UPSバッテリ残存容量 

 upsSecondsOnBattery バックアップ経過時間 

 upsBatteryVoltage バッテリ電圧 

 upsBatteryCurrent バッテリ電流 

 upsBatteryTemperature バッテリ又はバッテリ周辺温度 

表 4-2 upsBattery オブジェクトの説明 

 

2. UPS入力情報 - upsInputオブジェクト （表 4-3） 

表 4-3 upsInput オブジェクトの説明 

 

 

 

 

 

オブジェクト名 説明 
JEMA-MIB jemaUpsInputLineBads UPS入力電源停電回数 

 jemaUpsInputFrequency UPS入力周波数 

 jemaUpsInputVoltage UPS入力電圧 

 jemaUpsInputCurrent UPS入力電流 

UPS-MIB upsInputLineBads UPS入力電源停電回数 

 upsInputFrequency UPS入力周波数 

 upsInputVoltage UPS入力電圧 

 upsInputCurrent UPS入力電流 
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3. UPS出力情報 - upsOutputオブジェクト（表 4-4） 

オブジェクト名 説明 
JEMA-MIB jemaUpsOutputSource UPS出力運転状態 

 jemaUpsOutputFrequency UPS出力周波数 

 jemaUpsOutputVoltage UPS出力電圧 

 jemaUpsOutputCurrent UPS出力電流 

 jemaUpsOutputPercentLoad UPS出力負荷率 

UPS-MIB upsOutputSource UPS出力運転状態 

 upsOutputFrequency UPS出力周波数 

 upsOutputVoltage UPS出力電圧 

 upsOutputCurrent UPS出力電流 

 upsOutputPercentLoad UPS出力負荷率 

表 4-4 upsOutput オブジェクトの説明 
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UPSと LAN Agent 設定パラメータのアクセス 

LAN Agentは、UPSと LAN Agentを設定する JEMA-MIBと UPS-MIB(RFC1628)

の upsConfigオブジェクト（表 4-5）をサポートしています。 

 

オブジェクト名 説明 
JEMA-MIB jemaUpsConfigInputVoltage 公称入力電圧 

 jemaUpsConfigInputFreq 公称入力周波数 

 jemaUpsConfigOutputVoltage 公称出力電圧 

 jemaUpsConfigOutputFreq 公称出力周波数 

 jemaUpsConfigOutputVA 公称出力皮相電力 

 jemaUpsConfigOutputPower 公称出力電力 

 jemaUpsConfigAudibleStatus ブザーON/OFF設定 

 jemaUpsConfigLowVoltageTransferPoint 入力低電圧切替値 

 jemaUpsConfigHighVoltageTransferPoint 入力高電圧切替値 

UPS-MIB upsConfigInputVoltage 公称入力電圧 

 upsConfigInputFreq 公称入力周波数 

 upsConfigOutputVoltage 公称出力電圧 

 upsConfigOutputFreq 公称出力周波数 

 upsConfigOutputVA 公称出力皮相電力 

 upsConfigOutputPower 公称出力電力 

 upsConfigAudibleStatus ブザーON/OFF設定 

 upsConfigLowVoltageTransferPoint 入力低電圧切替値 

 upsConfigHighVoltageTransferPoint 入力高電圧切替値 

表 4-5 upsConfig オブジェクトの説明 
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その他設定パラメータのアクセス 
LAN Agentは、その他を設定する YUASA-MIBの extManagementオブジェク

トをサポートしています。オブジェクトの概要としては、以下のパラメー

タがあります。（表 4-6）  

 

オブジェクト名 説明 
YUASA- extMngSysDate Agentの時計（日付） 

     MIB extMngSysTime Agentの時計（時間） 

 extMngConfIpAddress Agentの IPアドレス 

 extMngConfGateway Agentのゲートウェイアドレス 

 extMngConfNetMask Agentのサブネットマスク 

 extMngControlBootpDHCP BootP/DHCPの使用 

 extMngControlTelnet Telnetの使用 

 extMngControlYuasaMIB YUASA-MIBの利用制限 

 extMngTrapsReceiversIndex トラップ送信インデックス 

 extMngTrapsReceiverAddr トラップ送信アドレス 

 extMngTrapsReceiverCommunity トラップ送信コミュニティ 

 extMngTrapsSeverityLevel トラップ送信レベル 

 extMngTrapsType トラップ送信タイプ 

表 4-6 YUASA-MIB extManagement のオブジェクトの説明 
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UPSを管理する 

LAN Agentは、UPSを管理する JEMA-MIBと UPS-MIB(RFC1628)と YUASA-MIB

の upsControlオブジェクトをサポートしています。（表 4-7） 

 

オブジェクト名 説明 
JEMA-MIB jemaUpsShutdownAfterDelay UPSシャットダウン遅延設定 

 jemaUpsStartupAfterDelay UPS起動遅延設定 

 jemaUpsRebootWithDuration UPS再起動 

 jemaUpsAutoRestart 停電復帰後の再起動設定 

UPS-MIB upsShutdownType 出力停止オプション 

 upsShutdownAfterDelay UPS シャットダウン遅延設定 

 upsStartupAfterDelay UPS 起動遅延設定 

 upsRebootWithDuration UPS 再起動 

 upsAutoRestart 復電復帰後の再起動設定 

YUASA- upsControlUpsSleep UPS休止時間 

     MIB upsControlRestartUps UPS再起動 

 upsControlTurnUpsOn 強制起動 

 upsControlTurnUpsOff 強制停止 

 upsControlGoShutdown シャットダウン開始 

 upsControlGoPFShutdown 停電シャットダウン開始 

表 4-7 upsControl オブジェクトの説明 
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UPS自己テストの実行 

LAN Agent は、UPS テストを実行する JEMA-MIB と UPS-MIB(RFC1628)と

YUASA-MIBの upsTestオブジェクトをサポートしています。（表 4-8） 

 

オブジェクト名 説明 

JEMA-MIB jemaUpsTestSpinLock テスト・サブシステム排他制御 

 jemaUpsTestResultsSummary バッテリテスト結果 

 jemaUpsTestStartTime バッテリテスト開始時間 

 jemaUpsTestElapsedTime バッテリテスト経過時間 

UPS-MIB upsTestSpinLock テスト・サブシステム排他制御 

 upsTestResultsSummary バッテリテスト結果 

 upsTestStartTime バッテリテスト開始時間 

 upsTestElapsedTime バッテリテスト経過時間 

YUASA- upsTestDiagnostics バッテリテスト開始 

     MIB upsTestDiagnosticsResults バッテリテスト結果 

 upsTestDiagnosticsDate 最終バッテリテスト日時 

表 4-8 upsTest オブジェクトの説明 
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トラップ・イベントの収集 
LAN Agent は、SNMP マネージャに報告される複数トラップをサポートし

ています。以下のトラップ項目を SNMPネットワーク・マネージャに追加す

ることができます。 

1. JEMA-MIBトラップの一覧表（表 4-9） 

2. UPS-MIBトラップの一覧表（表 4-10） 

3. YUASA-MIBトラップの一覧表（表 4-11） 

 

１．JEMA-MIBトラップの一覧表（表 4-9） 

No. トラップ名 レベル 説明 

1 jemaUpsTrapOnBattery Warning バッテリ運転になりました。(*1) 

2 jemaUpsTrapTestCompleted Information バッテリテスト終了しました。 

3 jemaUpsTrapInputBad Information 入力電源異常が発生しました。 

4 jemaUpsTrapInputBadRemoved Information 入力電源異常から回復しました。 

5 jemaUpsTrapBatteryLow Critical バッテリ電圧低下になりました。 

6 jemaUpsTrapOutputOverload Critical UPS出力過負荷になりました。 

7 jemaUpsTrapOutputOverloadRemoved Warning UPS出力過負荷から回復しました。 

8 jemaUpsTrapBetteryBad Critical バッテリテスト異常終了しました。 

9 jemaUpsTrapTempBad Warning 温度異常になりました。 

10 jemaUpsTrapTempBadRemoved Information 温度異常から回復しました。 

11 jemaUpsTrapCommunicationsLost Warning UPSとの通信回線が遮断されました。 

12 jemaUpsTrapCommunicationsLostRemoved Information UPSとの通信回線が回復しました。 

13 jemaUpsTrapConfigChange Information Agentの設定が変更されました。 

14 jemaUpsTrapFatalFault Critical 重故障が発生しました。*3 

15 jemaUpsTrapFault Critical 未使用 

16 jemaUpsTrapFaultRemoved Warning 未使用 

17 jemaUpsTrapWarning Warning 異常が発生しました。*3 

18 jemaUpsTrapWarningRemoved Information 異常から回復しました。*3 

19 jemaUpsTrapCaution Information UPSの状態変化が発生しました。*3 

20 jemaUpsTrapAny Information 何らかのﾄﾗｯﾌﾟ要因が発生しました。 

表 4-9 JEMA-MIB トラップの説明 

*1: このトラップは、UPS停止または、バックアップ運転が解除されるまで 1分間隔で送信されます。 

*2: テスト結果は、「upsTestResultsSummary」を参照ください。 
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*3: 詳細情報は、UPS機種別に異なります。 弊社ホームページにてご確認ください。 

http://home.gyps.gs-yuasa.com/products/ups/software.php 

 

2．UPS-MIB トラップの一覧表（表 4-10） 

No. トラップ名 レベル 説明 

1 upsTrapOnBattery Warning バッテリ運転になりました。*1 

2 upsTrapTestCompleted Information バッテリテスト終了しました。*2 

3 upsTrapAlarmEntryAdded Warning 異常または警告状態になりました。*3 

4 upsTrapAlarmEntryRemoved Information 異常または警告状態が解除になりました。*3 

表 4-10 UPS-MIB トラップの説明 

*1: このトラップは、UPS停止または、バックアップ運転が解除されるまで 1分間隔で送信されます。 

*2: テスト結果は、「upsTestResultsSummary」を参照ください。 

*3: 異常及び警告情報は以下の通りです。 

No. 異常及び警告 OID 説明 

1 upsAlarmBatteryBad バッテリ異常になりました。 

2 upsAlarmOnBattery バッテリ運転になりました。 

3 upsAlarmLowBattery バッテリ電圧低下になりました。 

4 upsAlarmDepletedBattery 放電終止になりました。 

5 upsAlarmTempBad 温度異常になりました。 

6 upsAlarmInputBad 入力異常になりました。 

7 upsAlarmOutputBad インバータ異常になりました。 

8 upsAlarmOutputOverload 過負荷になりました。 

9 upsAlarmOnBypass バイパス運転になりました。 

10 upsAlarmOutputOffAsRequested スリープ中になりました。 

11 upsAlarmChargerFailed 充電器異常になりました。 

12 upsAlarmUpsOutputOff 出力がオフになりました。 

13 upsAlarmFanFailure ファン故障になりました。 

14 upsAlarmCommunicationsLost UPSとの通信断が発生しました。 

15 upsAlarmShutdownPending 出力オフ命令を受け付けました。 

16 upsAlarmTestInProgress バッテリテスト実行中です。 

 

http://home.gyps.gs-yuasa.com/products/ups/software.php
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3．YUASA-MIBトラップの一覧表（表 4-11） 

No. トラップ名 レベル 説明 

1 yupconSTrapPowerRestored Information UPS の入力電源異常が復旧しました。 

2 yupconSTrapPowerFail Warning UPS の入力電源異常が発生しました。 

3 yupconSTrapReturnFromLowBattery Information バッテリ電圧低下が回復しました。 

4 yupconSTrapLowBattery Warning バッテリ電圧低下になりました。 

5 yupconSTrapUpsFaileRemoved Information 何らかの異常が回復しました。 

6 yupconSTrapUpsFailed Critical 何らかの異常が発生しました。 

7 yupconSTrapUpsNotOnBattery Information バックアップ運転から回復しました。 

8 yupconSTrapUpsOnBattery Warning バックアップ運転になりました。 

9 yupconSTrapTestOver Information バッテリテスト終了 

10 yupconSTrapTestInProgress Information バッテリテスト実行中 

11 yupconSTrapBypassOutput Information バイパス運転になりました。 

12 yupconSTrapInverterOutput Information インバータ運転になりました。 

13 yupconSTrapBoostOutput Information ブースト運転になりました。 

14 yupconSTrapTrimOutput Information トリム運転になりました。 

15 yupconSTrapUpsGoingDown Information UPS シャットダウン動作になりました。 

16 yupconSTrapUpsTurnedOff Information UPS 出力停止 

17 yupconSTrapUpsSleeping Information UPSは休止中です。 

18 yupconSTrapUpsWokeUp Information UPSは出力再開しました。 

19 yupconSTrapUpsRebooted Information 再起動しました。 

20 yupconSTrapUpsBatteryFullCharge Information バッテリ満充電になりました。 

21 yupconSTrapCommunicationLost Warning UPS との通信回線が遮断されました。 

22 yupconSTrapCommunicationEstablished Information UPS との通信回線が回復しました。 

23 yupconSTrapClientGoingDown Information クライアント・シャットダウン開始。 

24 yupconSTrapClientStatusChanging Information クライアントの接続状態が変化しました。 

表 4-11 YUASA-MIB トラップの説明 

 
 各ＭＩＢ情報の詳細は、LAN Agent 添付ＣＤの MIB ファイル、または以

下のホームページを参照してください。 

(JEMA-MIB) http://www.jema-net.or.jp/ 

(UPS-MIB/YUASA-MIB) http://home.gyps.gs-yuasa.com/products/up

s/software.php//www.gype.jp/ups/gypesofa40.aspx  

http://home.gyps.gs-yuasa.com/products/ups/software.php/www.gype.jp/ups/gypesofa40.aspx
http://home.gyps.gs-yuasa.com/products/ups/software.php/www.gype.jp/ups/gypesofa40.aspx
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第５章 
 

シャットダウン・ソフトウエア 
 

シャットダウン・ソフトウェア(*1)はサーバやホスト上で、サービスや

デーモン（システム上に常駐するプログラム）として動作します。シャッ

トダウン・ソフトウェアは、指定したLAN Agentとネットワークを介して

定期に通信し、LAN Agent側で停電等のシャットダウンイベントが発生し

た場合にサーバやホストをシャットダウンし保護します。 

＊１：本章では、LAN Agent のクライアントシャットダウンソフトウエア ”Client Shutdown 

Software”をシャットダウン・ソフトウエアと表示します。 
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シャットダウン動作について 

LAN Agentは、入力電源異常等の異常または警告を検出（シャットダウ

ンイベントの発生）すると、シャットダウン・ソフトウェアに警告信号を

送信します。これを受けてシャットダウン・ソフトウェアは、サーバやク

ライアントの画面に警告メッセージを表示します。また、LAN Agentは一

定時間(遅延時間)、警告状態が継続するとシャットダウン・ソフトウェア

にシャットダウン信号を送信し、それを受信したシャットダウン・ソフト

ウェアはサーバやホストをシャットダウンします。シャットダウン信号送

信後は、ＵＰＳも一定時間後（ＵＰＳ停止遅延時間）に出力を停止しま

す。 

LAN Agentのシャットダウンパラメータや設定は、ＷＥＢ画面のメニュ

ー[システム]-[ＵＰＳシャットダウン]（本書第3章の”UPSシャットダウン”
参照）にて行います。 

シャットダウン・ソフトウエア側のインストール及び設定については、

本項下記の”Windows版について”及び”Linux版について”を参照してくださ

い。 

 

シャットダウンイベント 

対象のシャットダウンイベントと発生条件は以下の通りです。 

イベント名 発生条件 

入力電源異常  UPS が入力電源異常を検出しバックアップ運

転中時に発生します。 

バッテリ低下 UPS が入力電源異常等を検出しバックアップ

運転中にローバッテリを検出した時に発生

します。 

ＵＰＳ過負荷 (＊1) UPSが過負荷を検出した時に発生します。 

ご使用の UPS の種類により未サポートの場

合があります。 

ＵＰＳ内部温度上昇(＊1) UPS が内部温度またはバッテリ温度の上昇を

検出した時に発生します。 

バイパス運転(＊1)(＊2) UPSがバイパス運転時に発生します。 

異常/警告(＊1) (＊2)（＊3） UPSが異常または警告状態時に発生します。 

週間スケジュール(＊1) (＊2) この LAN Agentでは使用できません。 

指定日スケジュール(＊1) (＊

2) 

この LAN Agentでは使用できません。 

＊1:ご使用の UPS の種類により未サポートの場合があります。 

＊2: v5.0x以下のバージョンでは未サポートです。 

＊3: ご使用の UPS の種類により異常または警告の条件が異なります。詳細は UPS

の取扱説明書等を参照お願いします。 



取扱説明書：第５章 シャットダウン・ソフトウエア       -Acroware-LAN AgentPRO - 

5-3 

 

シャットダウンチャート 

Ａ:停電シャットダウン, バッテリ低下、ＵＰＳ過負荷、ＵＰＳ環境温度異常イベン

トの場合 

 

例）停電イベント 

 

 

 

 

＊１： 遅延時間の間は、一定間隔（”初回警告発信”、”警告発信間隔”）で警告

メッセージを送信することができます。 

 

Ｂ： 週間スケジュール及び指定日スケジュールシャットダウンのイベントの場合 

 

例) 指定日スケジュール (停止時間:2006/09/01 01:00 /起動時間:2006/09/01 03:00) 

 

 

 

 

 

 

＊１： 遅延時間の間は、一定間隔（”初回警告発信”、”警告発信間隔”）で警告

メッセージを送信することができます。 

 

週間スケジュールの設定及び指定日スケジュールの設定は、ＷＥＢ画面

のメニュー[スケジュール]-[週間スケジュール]または[指定日スケジュー

ル]（本書第3章の”指定日スケジュール”参照）にて行います。 

 

 

 

遅延時間(*1) 

停電発生（イベント発生） シャットダウン信号送信 UPS 出力停止 

UPS 停止遅延時間 

スケジュール停止予告開始 

遅延時間（*1） 

シャットダウン信号送信 UPS 出力停止 

UPS 停止遅延時間 

UPS 出力開始 

2006/09/01 03:00 

スケジュール起動時間 
2006/09/01 01:00 

スケジュール停止時間 
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Windows版について 

 

Windows版のインストール及びアンインストール方法 

 

 

お知らせ： Windows 版のインストール方法については、添付 CD-ROM 内に収録さ

れているﾐﾆ UPS ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ LAN ｶｰﾄﾞ”Acroware-LAN Agent Client 
Shutdown Software Ver3.0x for Windows イ ン ス ト ー ル ガ イ

ド”(Installguide_cswn_30x.pdf)を参照ください。 
 

 

 

 

Ｗｅｂブラウザから接続中のクライアントを見る 

いずれのパソコンから Web ブラウザを起動し、アドレス・バーに  

LAN Agent の IP アドレスを記入します。メインメニューから[スケジュー

ル]-[接続クライアント設定]を開いてください。接続中の装置のリストが

画面に表示されます。（図 5-1） 

 

図 5-1 LAN Agent に接続している装置一覧 
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ＳＮＭＰ ＮＭＳから接続中の装置を見る 

SNMP NMS では、Yuasa-MIB の extMngClientNumGroup で LAN Agent に接

続している装置の数と個々のＩＰアドレス、接続時間、接続名を表示しま

す。 

 

シャットダウン処理 

LAN Agent が UPS の AC 電源異常などのイベントを検出すると、LAN 

Agent は接続中の装置にシャットダウン・コマンドを出します。シャット

ダウン・ソフトウェアが LAN Agent からコマンドを受信すると、ダイアロ

グ・ボックスを表示してユーザにシステムのシャットダウンを通知します

（図 5-2）。ユーザは、"Shutdown Now"を選択してシャットダウン処理を

開始するか、または"Cancel"を選択してシャットダウン処理を取り消すこ

とができます。何も選択せずにカウンタが 0 になると、シャットダウン・

ソフトウェアはシャットダウン処理を進め、ホストやサーバが自動的にシ

ャットダウンされます。 

 

 

図 5-2 シャットダウンの警告メッセージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

警告：”Cancel”ボタンを押下した場合、ホストやサーバのシャットダウンはキャ

ンセルされますが、LAN Agent の出力停止はキャンセルされませんので、

UPS から電源供給されているホストやサーバでは”Cancel”ボタンを絶対に

押下しないでください。 
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タスクトレイアイコンの状態 

シャットダウン・ソフトウェアはサーバやクライアントが起動すると自動的に起動

され、タスクトレイ上にアイコンとして表示されます。 

 

 

 

シャットダウン・ソフトウェアには４種類の状態があり、アイコンでその状態を表

示します。 

  緑 (NORM) ： UPS 接続が正常。 

  青 (SEEK) ： UPS を検索中です。 

  赤 (SHUT) ： ローカル・マシンがシャットダウンしようとしています。 

  緑＋赤斜線 (SUSP) ： 処理が停止しています。 
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お知らせ： Linux 版のインストール方法及び操作方法については、 
”Acroware-LAN Agent Client Shutdown Software Linux 版 
 VersionX.XX インストールガイド” (Installguide_cslx_X.XX.pdf) 
を参照ください。(添付 CD-ROM または Linux 版のダウンロードフ

ァイルに収録) 

お知らせ： Linux 版のインストール方法及び操作方法については 
”Acroware-LAN Agent Client Shutdown Software UNIX 版 
 VersionX.XX インストールガイド” (Installguide_csux_X.XX.pdf) 
を参照ください。(添付 CD-ROM または UNIX 版のダウンロードフ

ァイルに収録) 
 
 

お知らせ： VMware 版のインストール方法及び操作方法については、 
”Acroware-LAN Agent Client Shutdown Software VMware 版 
 VersionX.XX インストールガイド” (Installguide_csvm_X.XX.pdf) 
を参照ください。(添付 CD-ROM または VMware 版のダウンロード

ファイルに収録) 
 

Linux版について 

 

 

 
 

 

 

 

 

UNIX 版について 

 

 

 
 

 

 

 

 

VMware版について 
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第 ６ 章 
 

UNIX/Linux リモートシャットダウン 
 

UNIX/Linuxリモートシャットダウン機能は、UNIX及びLinux系のサーバ

やホストを、Telnet、RSH、SSH Ver1またはVer2で、停電やスケジュール

等でLAN Agentのシャットダウンイベントが発生した場合にサーバやホス

トをシャットダウンし、保護します。UNIX/Linuxリモートシャットダウン

機能は、ＷＥＢ画面のメニュー[システム]-[UNIX/Linuxリモートシャット

ダウン]にて設定を行います。（図6-1） 

 

 

 

図 6-1 UNIX/Linux リモートシャットダウン設定画面 
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シャットダウン動作について 

LAN Agentは、入力電源異常等の異常または警告を検出（シャットダウ

ンイベントの発生）し、一定時間(遅延時間)、警告状態が継続するとサー

バやホスト側にTelnet、RSH, SSH Ver1またはVer2にてサーバやホスト側

で設定したシャットダウンコマンド（実行コマンド）を実行し、サーバや

ホストをシャットダウンします。シャットダウンコマンド送信後は、ＵＰ

Ｓも一定時間後（ＵＰＳ停止遅延時間）に出力を停止します。 

 

LAN Agentのシャットダウンパラメータの設定は、ＷＥＢ画面のメニュ

ー[システム]-[ＵＰＳシャットダウン]（本書第3章の”UPSシャットダウン”
参照）にて行います。 

 

シャットダウンイベント 

対象のシャットダウンイベントと発生条件は以下の通りです。 

イベント名 発生条件 

入力電源異常  UPS が入力電源異常を検出しバックアップ運

転中時に発生します。 

バッテリ低下 UPS が入力電源異常等を検出しバックアップ

運転中にローバッテリを検出した時に発生

します。 

ＵＰＳ過負荷 (＊1) UPSが過負荷を検出した時に発生します。 

ご使用の UPS の種類により未サポートの場

合があります。 

ＵＰＳ内部温度上昇(＊1) UPS が温度の異常を検出した時に発生しま

す。 

バイパス運転(＊1)(＊2)(*5) UPSがバイパス運転時に発生します。 

異常/警告(＊1) (＊2)（＊3）

(*5) 

UPSが異常または警告状態時に発生します。 

週間スケジュール(＊1) (＊4) 週間スケジュールで指定したシャットダウ

ン時刻に発生します。 

指定日スケジュール(＊1) (＊

4) 

指定スケジュールで指定したシャットダウ

ン時刻に発生します。 

＊1:ご使用の UPS の種類により未サポートの場合があります。 

＊2: v5.01以下のバージョンでは未サポートです。 

＊3: ご使用の UPS の種類により異常または警告の条件が異なります。詳細は UPS

の取扱説明書等を参照お願いします。 

＊4: THN では、この機能は使用できません。 
＊5: v5.0x以下のバージョンでは未サポートです。 
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シャットダウンチャート 

Ａ:停電シャットダウン, バッテリ低下、ＵＰＳ過負荷、ＵＰＳ環境温度異常イベン

トの場合 

例）停電イベント 

 

 

 

 

 

＊１, ＊３： [システム]-[UPS シャットダウン]ページ内のパラメータ 

＊２：[システム]-[UNIX/Linux リモートシャットダウン]ページ内のパラメータ 

 

警告：UPS 停止命令送信後は、UPS の出力は必ず一度、停止します。よって以降、サ

ーバのシャットダウン等の負荷停止処理は、UPS 停止遅延時間以内に終了す

る必要があります。 

 

遅延時間(*1) 

停電発生（イベント発生） コマンド実行 
UPS 出力停止 

UPS 停止遅延時間(*3) 

UPS 停止命令送信 

実行遅延時間(*2) 
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Ｂ： 週間スケジュール及び指定日スケジュールシャットダウンのイベントの場合 

 

例) 指定日スケジュール 停止時間:2006/09/01 01:00  

起動時間:2006/09/01 03:00 

 

 

 

 

 

 

 

＊１, ＊３： [システム]-[UPS シャットダウン]ページ内のパラメータ 

＊２：[システム]-[UNIX/Linux リモートシャットダウン]ページ内のパラメータ 

 

警告：UPS 停止命令送信後は、UPS の出力は必ず一度、停止します。よって以降、

サーバのシャットダウン等の負荷停止処理は、UPS 停止遅延時間以内に終

了する必要があります。 

 

 

週間スケジュールの設定及び指定日スケジュールの設定は、ＷＥＢ画面

のメニュー[スケジュール]-[週間スケジュール]または[指定日スケジュー

ル]（本書第3章の”指定日スケジュール”参照）にて行います。 

 

予告開始 

遅延時間（*1） 

コマンド実行 

UPS 出力停止 

UPS 停止遅延時間(*3) 

2006/09/01 01:00 

停止時間 
UPS 出力開始 UPS 停止命令送信 

2006/09/01 03:00 

起動時間 

実行遅延時間(*2) 



取扱説明書：第６章 UNIX/Linux リモートシャットダウン -Acroware-LAN AgentPRO -  

6-5 

UNIX/Linuxリモートシャットダウン設定 

ＷＥＢ画面のメニュー[システム]-[UNIX/Linux リモートシャットダウ

ン]にて以下の設定をします。 

 

ユーザ名(リモート側) 

リモート側に設定されているホスト名の指定をします。(最大 16文字) 

 

情報：RSHを使う場合にのみ必須になります。下記設定時の補足事項の 2項を参

照ください。その他の通信方式の場合は、LAN Agent 内のみの識別名になり、

指定は任意になります。 

 

IPアドレス(リモート側) 

シャットダウン対象の IPアドレスを指定します。 

 

通信方式 

シャットダウンコマンドを送信する通信方法を以下から選択します。 

無効：設定は無効になります。(デフォルト) 

Telnet ：Telnetによりサーバへログインしてコマンドを実行します。 

RSH ：リモートシェルでコマンドを送信して実行します。 

SSHv1 ：セキュアシェル(Ver.1)でコマンドを送信して実行します。 

SSHv2 ：セキュアシェル(Ver.2)でコマンドを送信して実行します。 

Terminal：この方式は未サポートです。特別用途となります。 

 

ログイン名 

対象コンピュータにログインするためのユーザ名を指定します。（最

大 15文字） 

 

パスワード 

対象コンピュータにログインするためのパスワードを指定します。

（最大 15文字） 
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SUパスワード 

ログイン後にスーパーユーザに変更する場合に使用するパスワードで

す。実行コマンド内で、”%V1”と指定するとこのパスワードが代入さ

れます。（最大 15文字） 

 

実行遅延時間(秒) 

処理実行の遅延時間を指定します。複数のコンピュータを時間差でシ

ャットダウンさせる場合に指定します。（単位：秒、設定範囲 0-3600

秒、デフォルト 0秒） 

 

リトライ回数 

対象のコンピュータへ処理実行が失敗した場合、リトライする最大回

数を指定します。（設定範囲 0-15回、デフォルト 3回） 

 

リトライ間隔 (秒) 

上記リトライの間隔を指定します。（単位：秒、設定範囲 0-15秒、デ

フォルト 0秒） 

 

冗長 UPS 数 

 冗長構成システム時に最少運用 UPS数を指定します。（単位：秒、設

定範囲 1-3、デフォルト 1） 

“-“と表示される場合は対応しておりません。 

 

コマンド失敗時の UPSシャットダウン 

  シャットダウン時のコマンドが失敗した場合、UPSの停止実行を指定

します。 

“-“と表示される場合は対応しておりません。この機能は使用できま

せん。 

 

コマンド失敗時の継続実行 

コマンドを実行するタイミングを指定します。「 シャットダウン

時」：シャットダウン時にコマンドを実行します。「出力開始時」：UPSが

出力を開始した時にコマンドを実行します。 

“-“と表示される場合は対応しておりません。この機能は使用できま

せん。 



取扱説明書：第６章 UNIX/Linux リモートシャットダウン -Acroware-LAN AgentPRO -  

6-7 

コマンド実行タイミング 

コマンドを実行するタイミングを指定します。「 シャットダウン

時」：シャットダウン時にコマンドを実行します。「出力開始時」：UPSが

出力を開始した時にコマンドを実行します。 

デフォルト: シャットダウン時  

 

実行コマンド 

対象コンピュータにログイン後に実行するコマンドを指定します。(最

大 1024バイト) 

次の指定も行えます。 

 

%V1 :スーパーユーザ用のパスワード（上記 SUパスワード参照） 

<CR> :キャリッジリターン 

<Wnnn> : 複数コマンドを実行する場合にその実行間隔を指定 nnn=1-

999, 単位 秒 

      文字列条件判定：設定時の補足事項 6項を参照ください。 

 

警告：実行コマンド内では、” (ダブルコーテーション) 及び＼（バックスラッシュ）は使う

ことができません。 
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設定時の補足事項 

１.設定前に、一般的なターミナルクライアントでサーバまたはホスト側

に Telnet、RSH または SSH(Ver.1)で設定するログイン名とパスワード

で正常にログインできることを確認してください。 

 

２.RSH を使用する場合の一般的なサーバまたはホスト側の設定は以下の

どちらかを設定してください。 

 

設定 1: 

サーバまたはホストにログインするログインユーザ名（上記、”ロ

グイン名”で指定）のホームディレクトリに直下に、”.rhosts”の

ファイルを作成し以下を指定してします。 

[LAN Agent の IP アドレス又はそのホスト名(*1)]  [“ログイン名”

または”+”] 

設定例：  

192.168.1.10  root 

LAN Agent + 

*1: ホスト名（上記、”ユーザ名（リモート側）”）を指定する場

合は、サーバまたはホスト側の hosts ファイル(例/etc/hosts)に

以下を設定します。 

IPアドレス LAN Agent 

 
設定 2: 

  /etc/hosts.equivファイルにて以下の指定をします。 

 [LAN Agentの IPアドレス]  [“ユーザ名（リモート側）”] 

設定例：  

192.168.1.10  LAN Agent 

 

情報： .rhosts や hosts.equivの設定は、システムにより異なる場合があります。

詳細は各システムのヘルプを参照ください。 

 

 

注意： .rhosts や hosts.equivの変更は、システムのセキュリティポリシーを変

更することになりますので、十分ご注意の上、変更してください。 



取扱説明書：第６章 UNIX/Linux リモートシャットダウン -Acroware-LAN AgentPRO -  

6-9 

 

３.SSH を使用する場合、一般的なサーバまたはホスト側の SSH の設定は

以下の通りです。 

SSHDのコンフィグファイル”sshd_config” 
（例 /etc/ssh/sshd_config）で以下を設定します。 

[設定 1] 

PasswordAuthentication yes  

またはコメントアウト 

# PasswordAuthentication no  

[設定 2](*1) 

Protocol 2,1 

またはコメントアウト 

#Protocol 2,1 

 

*1 SSHv1を使う場合 

 

上記設定後サーバまたはホストを再起動します。 

 

４.サーバまたはホストをシャットダウンするのではなく、一度、ターミ

ナルクライアントでサーバまたはホストにログインし、そのターミナ

ルに文字列を表示させるようなコマンド(*2）でテストし、コマンドが

正常に実行できることを確認することを推奨します。 

例１） 

wall AWLN3 shutdown test 

例 2） 

echo AWLN3 shutdown test>/dev/pts/0(*) 

 

*:ターミナルクライアントの端末, “who”コマンドを実行するとログイ

ンしているユーザの端末（pts や tty）が確認できますので、それ

にメッセージを表示します。 

 

５.コマンドの実行結果は、LAN Agent の”Agent イベントログ”(WEB 画

面[ログビューア]-[Agentイベントログ])に記録されています。 

例）SSHの実行が成功した場合 

2006/10/15  22:39:54  "ユーザ 1:SSHv2コマンド送信完了" 
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６.リモート先で実行したコマンドの結果（標準出力）の文字列を判定し

て、文字列が含まれる時（正常）と含まれない時(エラー)に処理を変

えることができます。例えば、特定のプロセス状態を監視しその状態

がダウンした時には正常シャットダウンを実行しエラーの場合は強制

終了のような条件で処理を変えるような場合に使用します。 

 

設定フォーマット： 

<CR><FORn><W5>判定コマンド<CR><IF{判定文字列 1,文字列 2,文字列 3,

文字列 4,文字列 5}><RETRYFAIL><W5>判定エラー時のコマンド

<RETRYOK><W5>判定正常時のコマンド<CR><ENDFOR> 

 

補足 A: <FORn>の n は、文字列判定のリトライ回数です。判定がエラー

の場合、この指定回数文判定コマンドを実行します。設定範囲

1~9回 

補足 B: 判定文字列は、最大 5 個で 1 文字列は最大 30 バイトで指定で

きます。<FORn>の nは、文字列判定のリトライ回数です。 

 

制限事項： 

制限 1: 判定コマンドの出力データは、最大 20 行で各行先頭から 80 バ

イトの部分だけとなり、範囲外の部分は判定できない場合があ

ります。 

制限 2: 複数エントリで本条件判定を行う場合は、必ず、UNIX/LINUX

リモートシャットダウン画面にて各エントリに実行遅延時間を

10 秒以上設定してください。 全て同時に実行する場合、条件判

定処理が正常に行われない場合があります。 

制限 3: 複数エントリで本条件判定を行う場合は、最大エントリ数は

10エントリまでになります。 

 

警告：条件判定処理を行う場合は、十分な検証を行ってください。 
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条件判定設定例 

コマンド要件 

(1) ログイン後、スーパーユーザに変更 

(2) “NAS halt -a”コマンドにて HDD3台を停止 

(3) “NAS check -a” コマンドにて HDD3台の駆動状況を確認 

結果のフォーマットは以下の通り 

HDD1/2/3 status: down / up / shutdown / none 

(3)-1 もし全て down なら、通常シャットダウン実行(SYS 

halt) 

(3)-2 もし一台でも down 状態でない場合は、30 秒待ってから

再度“NAS check -a” コマンドにて状態確認する。最

大 3回実施 

(3)-3 もし最大 3 回チェックしても全て down にならない場合は

強制シャットダウン(SYS halt – f)する。 

        

コマンド設定例： 

<W3>su<CR><W2>%V1<CR> 

<W3>NAS halt – a<CR> 

<CR><FOR3><W5> NAS check -a <CR><IF{HDD1 status: down, 

HDD2 status: down, HDD3 status: down }><RETRYFAIL><W5>SYS 

halt -f<RETRYOK><W5> SYS halt<CR><ENDFOR> 

 

 

 

 

７.コマンド行の改行について、以下の条件を除いて改行することができ

ます。 

A. <>内の改行 

B. 実行コマンド文字列中の改行 

C. <FORn>から<EDNFOR>までの中での改行 

 

 

 

 



取扱説明書：第７章 UPS マネージメント操作              -Acroware-LAN AgentPRO - 
 

7-1 

第７章 
 

ＵＰＳマネージメント操作 

 
ＵＰＳの状態情報を見る 

Ｗｅｂブラウザから LAN Agent にアクセスすると、ＵＰＳ状態情報が表

示されます。ここには、入力電圧、出力電圧、バッテリ状態、入力周波数、

ＵＰＳの日時などがあります。必要に応じてメインメニューから各種機能

を選択してください。 

 
ＵＰＳの休止・シャットダウン 

LAN Agentは UPSシャットダウンまたは UPS休止（スリープ）機能をサポ

ートしています。「シャットダウン」とはＵＰＳ接続負荷への電源供給の停

止を意味し、「休止」とは一時的に UPSをシャットダウンし、休止時間の経

過後に起動することを意味します。休止機能に関する項目がいくつかあり

ます。 
No. 項目名 説明 参照ページ 
１ ＵＰＳ停止遅延 シャットダウン遅延時間設定 ＵＰＳシャットダウン 

２ 停電回復時の再起動 “停電シャットダウン開始”で休止 

動作を行う場合、この設定が”無
効”の場合は再起動しません。 

ＵＰＳシャットダウン 

３ ＵＰＳ再起動時間 休止時間設定 手動ＵＰＳシャットダウン 

４ シャットダウン開始 “ＵＰＳ停止遅延”で設定された時 

間経過後にＵＰＳを休止状態に 

し、”ＵＰＳ再起動時間”で設定し 

た時間経過後に再起動する。 

手動ＵＰＳシャットダウン 

５ 停電シャットダウン 

開始 

“ＵＰＳ停止遅延”で設定された時 

間経過後にＵＰＳを休止状態に 

し、”ＵＰＳ再起動時間”で設定し 

た時間経過後に再起動する。 

ただし、ＡＣ入力異常が発生した 

場合はＡＣ入力異常が回復するま 

で再起動遅延は延期される。 

手動ＵＰＳシャットダウン 

６ ＵＰＳ再起動 基本的な休止機能。 

設定後に即停止し、”ＵＰＳ再起動

時間”で設定した時間休止します。

ＵＰＳ再起動時間が”0”である場

合、休止時間は 5秒です。 

ＵＰＳコントロール 

1. メインメニューのシステムから“ＵＰＳシャットダウン”を選択して

ください。“ログインして変更”ボタンを押して、ユーザ名とパスワー

ドを入力してください。 
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2. ＵＰＳ停止遅延時間設定を行う”ＵＰＳ停止遅延”と停電シャットダ

ウン時再起動設定を行う”停電回復時の再起動”を設定し、”設定”ボ

タンを押してください。 

3. メインメニューのシステムから“手動ＵＰＳシャットダウン”を選択

してください。 

4. ＵＰＳ休止時間を設定する”ＵＰＳ再起動時間”を設定してください。 

5. ”シャットダウン開始”または”停電シャットダウン開始”のラジオ

ボタンを選択し、”送信”ボタンを押すと、休止動作開始です。また、

ＵＰＳマネジメントから”ＵＰＳコントロール”を選択し、”ＵＰＳ再

起動”のラジオボタンを選択して”送信”ボタンを押すと休止動作開

始です。 

 
［シャットダウン開始］を選択した場合、設定通りの時間で休止動作を

行います。 

 

注：一部のＵＰＳでこの機能がバッテリバックアップ状態では正常に      

動作しない機種がありますのでご了承下さい。 

ＵＰＳ再起動時間
（分）

シャットダウン開始

ＵＰＳ出力

時間 ＵＰＳ停止遅延
（分）

ＵＰＳ出力OFF ＵＰＳ出力ON
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［停電シャットダウン開始］を選択した場合、設定通りの時間でシャ    

ットダウン動作を行いますが、再起動はＵＰＳのＡＣ入力の状態が異    

常な場合は、ＵＰＳのＡＣ入力の状態が正常になるまで休止状態とな    

ります。ＵＰＳは出力ＯＦＦしてから、”ＵＰＳ再起動時間”で設定した

時間の間、出力ＯＮをマスクします。 

（”ＵＰＳ再起動時間”の設定が”０”場合、時間は 5秒です。） 

（”停電回復時の再起動”の設定が”無効”の場合は再起動しません。） 

 

 
注：一部のＵＰＳでこの機能が正常に動作しない機種がありますので 

ご了承下さい。 
 

［ＵＰＳ再起動］を選択した場合、即停止して”ＵＰＳ再起動時間”で 
設定した時間を経過した後にＵＰＳは起動します 
（”ＵＰＳ再起動時間”の設定が”０”場合、休止時間は 5 秒です。） 

 
注：一部のＵＰＳでこの機能がバッテリバックアップ状態では正常に 

動作しない機種がありますのでご了承下さい。 

ＵＰＳ再起動時間
（分）

バックアップ中

停電シャットダウン開始

ＵＰＳ出力

時間 ＵＰＳ停止遅延
（分）

ＵＰＳ出力OFF ＵＰＳ出力ON

AC入力 ＡＣ入力正常AC入力異常状態

ＡＣ入力回復待ち

ＵＰＳ再起動時間
（分）

ＵＰＳ再起動

ＵＰＳ出力

時間

ＵＰＳ出力OFF ＵＰＳ出力ON
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ＵＰＳの強制停止・起動 
LAN Agentは UPSの手動停止または手動起動機能をサポートしています。  

No. 項目名 説明 参照ページ 
１ 手動起動 ＵＰＳ出力の起動 ＵＰＳコントロール 
２ 手動停止 ＵＰＳ出力の停止 ＵＰＳコントロール 

   
1. メインメニューのシステムから“ＵＰＳシャットダウン”を選択してく  

ださい。“ログインして変更”ボタンを押して、ユーザ名とパスワードを

入力してください。 

2. メインメニューのＵＰＳマネジメントから“ＵＰＳコントロール”を選    

択してください。 

3. ”手動起動”または”手動停止”のラジオボタンを選択し、”送信”ボタンを    

押すと、手動起動・停止動作開始です。 

 
注：常時商用ＵＰＳの一部でこの機能が正常に動作しない機種があり      

ます。また、バッテリバックアップ状態では正常に動作しない機      

種がありますのでご了承下さい。 

手動停止

ＵＰＳ出力

時間

ＵＰＳ出力OFF ＵＰＳ出力ON

手動起動
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ＵＰＳのスケジュールシャットダウン 
LAN Agentは UPSの週間スケジュールと特定日スケジュールをサポートし

ています。週間スケジュールは７イベント、特定日スケジュールは８イベ

ントまで設定できます。 

スケジュールを設定する際は LAN Agent の時刻を設定するか、タイムサ

ーバーの指定をしてください。 
 

［週間スケジュール］ 
（毎週金曜日の 22:00時から月曜日の 8:00までＵＰＳ停止させることを

想定した設定を説明します。） 

1. メインメニューの”スケジュール”から”週間スケジュール”を選択し

てください。“ログインして変更”ボタンを押して、ユーザ名とパス

ワードを入力してください。 

2. 週間スケジュールのページで（図 7-1）のように停止曜日を金曜日、

停止時間を 22：00、起動曜日を月曜日、起動時間を 8：00 に設定

します。 

 
図 7-1 週間スケジュール時刻設定 

3. メインメニューの”システム”から”ＵＰＳシャットダウン”を選択し

てください。 

4. シャットダウンイベントの”週間スケジュール”の列に”動作”、”遅延

時間”、”初回警告発信”、”警告発信間隔”、”ＵＰＳ停止遅延”、の設

定を行い、”設定”ボタンを押します。個々の項目の詳細はＨＴＴＰ

のヘルプを参照してください。 

 
（図 7-2）のように動作の項目をＵＰＳシャットダウン、遅延時間を 10

（分）、初回警告発信を 60（秒）、警告発信間隔を 180（秒）、ＵＰＳ停止遅

延を 5（分）、に設定します。 
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図 7-2 週間スケジュール・シャットダウン設定 

   
5. クライアント・マシンにシャットダウン・プログラムをインストー

ルし、連動する LAN AgentのＩＰアドレスとクライアント・シャッ

トダウン遅延時間（Shutdown Delay）を設定します。詳細について

は第５章のインストールを参照してください。 

     
シャットダウンのページの”遅延時間”を 10（分）に設定しているので、

LAN Agentは週間スケジュールで設定した停止時間の 10分前にシャットダ

ウン動作を開始します。

週間スケジュール

＆

シャットダウン設定

ＵＰＳ出力

時間

ＵＰＳ出力ON

月曜日8：00

ＵＰＳ停止
遅延

遅延時間

クライアント
マシン

シャットダウン

開始

シャットダウン完了

または

電源が切れる状態

初回警告発信

ＵＰＳ出力OFF

ポップアップ

メッセージ

金曜日21：50

シャットダウン

カウントダウン

金曜日22：00

警告発信
間隔

警告発信
間隔

警告発信
間隔

シャットダウント・プログラムで設定した

Shutdown Delay
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クライアントへの警告発信（ポップアップメッセージ）は LAN Agent のシ

ャットダウン動作開始から”初回警告発信”の時間を経過後に発せられます。

その後、”警告発信間隔”で設定した時間毎にクライアントへの警告発信は

発せられます。（図 7-3） 

図 7-3 ポップアップメッセージ 

 
週間スケジュールで設定した停止時間に達するとクライアント・マシ    

ンではクライアント・シャットダウンのメッセージは表示され、シャ    

ットダウン遅延時間（Shutdown Delay）のカウントダウンが開始され    

ます。（図 7-4） 

図 7-4 シャットダウン・カウントダウン・メッセージ 
 

カウントダウンが 0 秒に達するか、”Shutdown Now”のボタンを押す    

と、クライアント・マシンはシャットダウンを開始します。（”Cancel”ボタ

ンを押すと、シャットダウン・プログラムからのクライアント・シャット

ダウンを中止します。） 

週間スケジュールで設定した停止時間に達するとＵＰＳは”ＵＰＳ停止    

遅延”で設定時間が経過した後に出力を停止します。 

 
 
 
 
 

注意：クライアント・マシンを安全に停止させるにはシャットダウン・ 

プログラムのクライアント・シャットダウン遅延時間

（Shutdown Delay）をシャットダウンのページの”ＵＰＳ停止 

遅延”の時間よりも短く設定する必要があります。 
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  ［指定日スケジュール］ 

（2000/09/22 の 22:00 から 2009/09/25 の 8:00 までＵＰＳ停止させるこ

とを想定した設定を説明します。） 

  １．メインメニューの”スケジュール”から”特定日スケジュール”を選

択してください。“ログインして変更”ボタンを押して、ユーザ名

とパスワードを入力してください。 

  ２．特定日スケジュールのページで（図 7-5）のように停止日を

2000/09/22、停止時間を 22：00、起動日を 2000/09/25、起動時

間を 8：00 に設定します。 

 
図 7-5 特定日スケジュール時刻設定 

 
  ３．メインメニューの”システム”から”ＵＰＳシャットダウン”を選択

してください。 

  ４．シャットダウンイベントの”特定日スケジュール”の列に”動作”、”
遅延時間”、”初回警告発信”、”警告発信間隔”、”ＵＰＳ停止遅延”、
の設定を行い、”設定”ボタンを押します。個々の項目の詳細はＨ

ＴＴＰのヘルプを参照してください。 
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（図 7-6）のように動作の項目をＵＰＳシャットダウン、遅延時

間を 10（分）、初回警告発信を 60（秒）、警告発信間隔を 180（秒）、

ＵＰＳ停止遅延を 5（分）、に設定します。 

 

図 7-6 週間スケジュール・シャットダウン設定 
 

  ５．クライアント・マシンにシャットダウン・プログラムをインス

トールし、連動する LAN AgentのＩＰアドレスとクライアント・

シャットダウン遅延時間（Shutdown Delay）を設定します。詳細

については第５章のインストールを参照してください。 

週間スケジュール

＆

シャットダウン設定

ＵＰＳ出力

時間

ＵＰＳ出力ON

2000/09/25
8：00

ＵＰＳ停止
遅延

遅延時間

クライアント
マシン

シャットダウン

開始

シャットダウン完了

または

電源が切れる状態

初回警告発信

ＵＰＳ出力OFF

ポップアップ

メッセージ

2000/09/22
21：50

シャットダウン

カウントダウン

2000/09/22
22：00

警告発信
間隔

警告発信
間隔

警告発信
間隔

シャットダウント・プログラムで設定した

Shutdown Delay
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シャットダウンのページの”遅延時間”を 10（分）に設定している

ので、LAN Agentは特定日スケジュールで設定した停止時間の 10

分前にシャットダウン動作を開始します。クライアントへの警告

発信（ポップアップメッセージ）は LAN Agentのシャットダウン

動作開始から”初回警告発信”の時間を経過後に発せられます。そ

の後、”警告発信間隔”で設定した時間毎にクライアントへの警告

発信は発せられます。（図 7-7） 

 

図 7-7 ポップアップメッセージ 

 
特定日スケジュールで設定した停止時間に達するとクライアン

ト・マシンではクライアント・シャットダウンのメッセージは表

示され、シャットダウン遅延時間（Shutdown Delay）のカウント

ダウンが開始されます。（図 7-8） 

図 7-8 シャットダウン・カウントダウン・メッセージ 
 

カウントダウンが 0秒に達するか、”Shutdown Now”のボタンを押

すと、クライアント・マシンはシャットダウンを開始します。

（”Cancel”ボタンを押すと、シャットダウン・プログラムからの

クライアント・シャットダウンを中止します。） 

 

特定日スケジュールで設定した停止時間に達するとＵＰＳは”Ｕ
ＰＳ停止遅延”で設定時間が経過した後に出力を停止します。 



取扱説明書：第７章 UPS マネージメント操作              -Acroware-LAN AgentPRO - 
 

7-11 

注：クライアント・マシンを安全に停止させるにはシャットダウン・      

プログラムのクライアント・シャットダウン遅延時間（Shutdown       

Delay）をシャットダウンのページの ”ＵＰＳ停止遅延 ”の時間よ      

りも短く設定する必要があります。 
 
注：一部のＵＰＳでは出力休止状態でＡＣ入力異常（停電）が発生し、

ＡＣ入力異常から回復すると、ＵＰＳが起動してしまう機種      

があります。また、そうでない機種も休止時間中にＡＣ入力異常     

（停電）が長期に渡り発生すると、ＡＣ入力異常から回復時にＵＰ      

Ｓが起動してします。 
 
注：ＵＰＳ環境温度異常のイベントはＵＰＳの機種によりイベント動作

とは異なり、強制バイパス運転に切り替わる機種があります。そのため、

ＵＰＳ環境温度異常のイベントでＵＰＳシャットダウンをイベント動作と

して設定しても、ＵＰＳ出力が停止しない場合があります。 
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スケジュールシャットダウン運用時の注意事項 
1. 週間スケジュール及び指定日スケジュールについて、特に優先的に実行

されるスケジュールはなく、早い時間のものが優先的に実行されます。 

例) 指定日スケジュール  

停止時間:2006/09/01 01:00 

起動時間:2006/09/01 04:00 

週間スケジュール  

停止時間:金曜日 02:00 

起動時間:金曜日 03:00 

*:2006/09/01は金曜日 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 手動シャットダウン（本書第 3章”手動シャットダウン”参照）または手動

停止（本書第 3章”UPS コントロール”参照）後に、将来の起動スケジュー

ルがある場合は、その起動スケジュールで UPS は出力を開始します。も

し、手動シャットダウン及び手動停止後も将来に渡って UPS をスケジュ

ール起動したくない場合は、スケジュール設定を無効にしてください。 

例) 指定日スケジュール  

停止時間:2006/09/01 03:00 

起動時間:2006/09/01 04:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPS 出力停止 

UPS 出力停止中 

UPS 出力開始 

2006/09/01 03:00 

週間起動時間 

手動停止実施 

UPS 出力停止中 

UPS 出力開始 

2006/09/01 04:00 

指定日起動時間 

2006/09/01 04:00 

指定日起動時間 
2006/09/01 01:00 

指定日停止時間 
2006/09/01 02:00 

週間停止時間 

2006/09/01 03:00 

指定日停止時間 
2006/09/01 01:00 
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3. 長時間(６時間等)の計画停電時にスケジュールシャットダウンを行って、Ｕ

ＰＳの起動及び停止を実施する場合、ＵＰＳの機種（*3）により、計画停電

回復後、直ぐに出力を開始してしまうものがあります。これは、ＵＰＳ内部

に時計機能がなく次回起動スケジュール起動をＵＰＳ内のダウンカウンタ

ーで行う機種の制限で、バッテリ電圧にて動作していたＵＰＳ内部のＣＰＵ

がバッテリ電圧低下と共に停止して、そのダウンタイマーが初期化されてし

てしまう為に発生します。 

例) 指定日スケジュール  

停止時間:2006/09/01 08:00 

起動時間:2006/09/01 23:00 

計画停電時間 

9:00-21:00 

 

 

 

 

 

 

この停電回復時の予期せぬＵＰＳの起動を回避して、スケジュール通りに起

動したい場合は、LAN Agent の”スケジュール時刻制御機能”（ＷＥＢ画面

メニュー[ＵＰＳマネジメント]-[スケジュール時刻制御]）を有効にします。

この機能を有効にすると、長時間の計画停電時でも設定した起動スケジュー

ルで UPSの出力を開始することができます。 

 

＊３：本動作となるＵＰＳの機種(シリーズ)は以下の通りです。 

RHA, SLA, SHAの各シリーズ 

本情報は 2009 年 7 月現在の情報です。最新情報につきましては、弊

社ホームページをご参照願いします。 

 

注意：本機能利用時、UPS 出力開始時刻に停電バックアップ中や故障などで

UPSが出力開始できない状態が 30分以上継続した場合、この出力開始

スケジュールは無効になります。その場合は、LAN Agent の手動起動

（本書 3-31ページ”UPSコントロール”参照）にて UPSを起動するか、

UPS本体のボタンを操作して起動してください。 

 

UPS 出力停止 

ＵＰＳのＣＰＵバッテリ電圧で動作 

バッテリ電圧低下で UPS 完全停止 

2006/09/01 21:00 

計画停電終了 

UPS 出力開始 

2006/09/01 09:00 

計画停電開始 
2006/09/01 23:00 

指定日起動時間 
2006/09/01 08:00 

指定日停止時間 
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ＵＰＳログを見る 
メインメニューのログビューアから“UPS 計測データ”を選択して、UPS 計

測ログをご覧下さい。 

 

メインメニューのログビューアから“UPS拡張計測データ”を選択して、UPS

拡張計測ログをご覧下さい。 

 

メインメニューのログビューアから“Agent イベントログデータ”を選択し

て、Agentイベントログをご覧下さい。 

 

ＵＰＳログをグラフ表示する 
メインメニューのログビューアから“UPS 計測データ（グラフ）”を選択し

て、UPS計測ログのグラフ表示をご覧下さい。 

 

メインメニューのログビューアから“UPS 拡張計測データ（グラフ）”を選

択して、UPS拡張計測ログのグラフ表示をご覧下さい。 
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第 ８ 章 
 

通信方式の設定方法について 
 

通信方式設定方法とは、LAN Agent側の通信速度を設定する場合、以下

の方法で設定します。設定は、LAN Agent 設定のユーティリティを使用し

ます。ユーティリティの使用方法は、第2章「LAN Agentのインストール」

にあります「通信ポートによるLAN Agentの設定」または、「Telnetによ

るLAN Agentの設定」を参照してください。この章では、LAN Agent 設定

のユーティリティのメインメニュー以降より説明いたします。 

 
 

通信方式の設定 

(1) LAN Agent側の設定 

メインメニュー画面から”２”を選択し、リターンキーを押します。

（図 8-1） 

 

図 8-1 LAN Agentのネットワーク設定画面 
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メニューの 7. Network Speed Configuration を選択しネットワーク

通信速度を構成(設定)します。ネットワーク通信速度は以下の通り

です。（図 8-2） 

 

    

図 8-2 LAN Agentの Network Speed Configuration設定画面 
 

1. Auto Negotiation 通信速度、全二重/半二重 自動設定 

デフォルト 

2. 100M Full Duplex Only 通信速度：100 Mb 

通信モード：全二重方式 

3. 100M Half Duplex Only 通信速度：100 Mb 

通信モード：半二重方式 

4. 10M Full Duplex Only 通信速度：10 Mb 

通信モード：全二重方式 

5. 10M Half Duplex Only 通信速度：10 Mb 

通信モード：半二重方式 

 

(2) スイッチングHUB側の設定 

スイッチングHUB側の通信方式の設定方法につきましては、各スイッ

チングの取扱説明書を参照していただきますようお願いいたします。 

 

注意：LAN Agent側の通信速度は、スイッチングHUB側の通信速度に 

合わせる必要があります。 
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付 録 Ａ  

 

技術仕様 

シリアル通信 非同期方式シリアルポート 2本 

ネットワーク接続 10/100 TX RJ-45ジャックコネクタ 

ネットワーク・プロトコル HTTP, SNMP, ARP、RARP, TFTP, ICMP, TCP/UDP（200番

ポート：シャットダウン・ソフトウェア通信用） 

サポート可能な MIB MIB-II(RFC1213), RFC1628, JEMA-MIB, YUASA-MIB 

運転温度 0～40℃ 

運転湿度 10～80％ 

電源 8～15V DC 

消費電力 最大 3.0W 

サイズ 65.8mm x 68mm x 43mm (奥行 x 幅 x 高さ) *1 

重量 90g 

*1 フロントパネル装着時 

 

DIPスイッチの説明 

No. スイッチ 1 スイッチ 2 モード 

4 ON ON 製造検査モード 

3 ON OFF シリアルアップグレードモード 

2 OFF ON 予約 

1 OFF OFF 運転モード 

 

LEDの説明 

ポート 緑 LED 黄 LED 機能 

Network 点滅 消灯 100Mイーサネットトラフィック 

 消灯 点滅 10Mイーサネットトラフィック 

 消灯 消灯 未接続 

 点灯 消灯 100Mイーサネットレディ 

 消灯 点灯 10Mイーサネットレディ 

COM 点灯 点滅 RS-232Cポートアクディブ 

 消灯 点滅 シリアルアップグレードモード 

 交互 点滅 自動診断モード 

 点灯 点灯 ハードウェア故障 

 



 

調査依頼書のご記入にあたって 
 

調査依頼書は、お客様のご使用環境で発生した様々な障害の原因を突き止めるためにご記

入いただくものです。障害を解決するためにも以下の点にそって、十分な情報をお知らせく

ださい。記入用紙で書き切れない場合には、別途プリントアウトなどを添付してください。 

 

ハードウェアとソフトウェア 

1. ご使用製品のシリアル番号、ファームウェアリビジョン 

本製品に張られたシリアル番号シール（バーコード付で１３桁の数字が書かれてい

ます）のシリアル番号、およびファームウェアリビジョンコード（ブラウザなどか

ら確認できます）を調査依頼書に記入してください。 

 

2. ご使用中の当社のソフトウェア 

当社製ソフトウェアをご使用になっている場合は、そのソフトウェアの種類、バー

ジョン（Ｖｅｒ．）を記入してください。（ＣＤ－ＲＯＭのＲｅａｄｍｅ．ｔｘｔ

を参照ください） 

 

3. ご使用のコンピュータの機種 

ご使用になっているコンピュータのメーカー名、機種名をご記入ください。 

 

4. ご使用の周辺機器 

ＬＡＮカード（含プロトコル）、Ｈｕｂなどをご使用の場合はそれらすべてについ

てご記入ください。 

 

5. ご使用のサーバー、ＵＮＩＸシステムの種類、ＯＳなど 

接続しているサーバーの種類とその環境を可能な限りご記入ください。（例えば、

ＷｉｎｄｏｗｓＳｅｒｖｅｒ２００３ Ｓｔａｎｄａｒｄ ３２ビット版 サービス

パック２など） 

 

お問い合わせ内容 

• どのような症状が発生するのか、それはどのような状況で発生するのかをできる限

り具体的に（再現できるように）記入してください。 

 

• 障害などが発生する場合には、本製品と併用されているユーティリティや、アプリ

ケーションの処理内容もご記入ください。 

 

• ＡＵＴＯＥＸＥＣ．ＢＡＴ、ＣＯＮＦＩＧ．ＳＹＳ、バッチファイルに関しては、

そのファイル内容のプリントアウトを必ず添付してください。 

 

• エラーメッセージやエラーコードが表示される場合には、表示されるメッセージの

内容のプリントアウトなどを添付してください。 

 

• Ｗｉｎｄｏｗｓの場合、可能な限り、お手数ですがシステムレポート（ＯＳが自動

生成するシステムに関するレポート、名称はＯＳによって異なります）を出力し、

添付いただきますようお願いいたします。 



 

 

接続の構成図 

ネットワークとの接続状況や、使用されているネットワーク機器がわかる簡単な図を

添付してください。 



 

調査依頼書（Acroware-LAN AgentPRO 1 / 2） 

年 月 日 

一般事項 

1. 御社名：  

 部署名： ご担当者： 

 ご連絡先住所：〒  

   

   

 ＴＥＬ：（  ） ＦＡＸ：（  ） 

   

2. 購入先： 購入年月日： 

 購入先担当者： 連絡先（ＴＥＬ）：（  ） 

   

   

ハードウェアとソフトウェア 

1. ご使用の製品のシリアルナンバー、ファームウェアリビジョン 

 Ｓ／Ｎ：（           ） Ｒｅｖ．：（             ） 

  

2. ご使用の当社のソフトウェア 

 □シャットダウンソフトウェア（Ｗｉｎ）Ver.（  ） 

 □シャットダウンソフトウェア（Ｌｉｎｕｘ）Ver.（  ） 

 □アップグレードソフトウェア（Ｓｅｒｉａｌ）Ver.（  ） 

 □アップグレードソフトウェア（ＴＦＴＰ）Ver.（  ）Build No.（      ） 

   

3. ご使用のコンピュータについて  

 メーカ名：（          ） 機種名：（              ） 

 ＯＳ：  

 （               ） バージョン：（            ） 

 ネットワークＯＳ：  

 （               ） バージョン：（            ） 

   

4. ご使用の周辺機器について  

 □ＬＡＮカード （                       ） 

 □ネットワークプロトコル （                       ） 

 □接続されているＨｕｂ （                       ） 

 □その他 （                       ） 

   

5. ご使用のサーバー、ＵＮＩＸシステムの機種、ＯＳなど 

 （                                    ） 

 



 

調査依頼書（Acroware-LAN AgentPRO 2 / 2） 

年 月 日 

お問い合わせ内容 □別紙あり □別紙無し 

□セットアップ中に起こっている障害 □セットアップ後、運用中に起こっている障害 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

接続の構成図 

簡単で結構ですのでご記入をお願いします。 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



 

 

保証について 
 

保証期間中、万一故障した場合は、保証書記載事項に基づき無償修理致しますので、

お買い上げの販売店に保証書をご提示ください。なお、保証期間中でも修理が有償とな

ることがありますので、保証書をよくお読みください。 
 

問い合わせ先 
 

Acroware-LAN Agentの最新技術情報は、下記のホームページをご参照ください。 

http://home.gyps.gs-yuasa.com/products/ups/software.php 

 
 

本装置の製品情報及び技術情報に関するご質問は、下記のE-mailにて、弊社「ミニ

UPSサービス相談室」へご連絡お願い致します。 

m-ups@jp.gs-yuasa.com 
 

 

(お願い) 

調査依頼書をあらかじめご確認の上お問い合わせください 
 
 

また、GSユアサ ミニＵＰＳ全般に関するお問い合わせ、疑問点がございましたら、 

下記のGSユアサ「ミニＵＰＳサービス相談室」 または お買い上げの販売店までお問い合わせください。 

 

 

株式会社 GSユアサ 

「ミニＵＰＳサービス相談室」 

０１２０－４５６－６５２（フリーダイヤル） 

（９：００～１２：００・１３：００～１７：３０ 土日祝日・弊社休業日を除く） 

E-maiｌ : m-ups@jp.gs-yuasa.com 

 

株式会社 ＧＳユアサ 

http://www.gs-yuasa.com/jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。 
＊2015.12 L版 

 

http://home.gyps.gs-yuasa.com/products/ups/software.php
mailto:m-ups@jp.gs-yuasa.com
http://www.gs-yuasa.com/jp
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