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はじめに
Automatic Transfer Switch(自動切替スイッチ) は、接続されたデバイスに信頼性の高い電源を供給するデ
ュアル入力電源です。 デュアル入力電源コードは一次電源と二次電源に分かれています。 一次電源に障害
が発生したり一次電源が不安定になったりした場合、ATS は一次電源が復旧するか安定するまで、負荷に影
響を与えることなく持続的に二次電源に切り替わります。
®

PowerPanel Business Edition Client は ATS と通信してネットワーク経由で ATS の状態を受信します。また、
Client は個々のコンセントを電源出力を管理し、
コマンドを受信してコンセントをオンまたはオフにします。
ATS がコンセントをオフするか、または電源に障害が発生した場合、Client を実行中のネットッワーク上の
コンピュータが正しい順序でシャットダウンし、急激な停電によるデータの損失やシステム障害を防ぎます。
次の図を参照してください。

®

PowerPanel Business Edition のセンターを使って、管理者は複数台の ATS のステータスとイベントを同時に監視でき
ます。センターは、ネットワークを介して複数台の ATS と通信を確立し、各 ATS にコンセントをオフ/オンするコマンドを送信
します。クライアントがインストールされたコンピュータは、コンセントがオフになる前にシャットダウンシーケンスを開始します。
PowerPanel Business Edition ソフトウェアは、Windows、Linux、Citrix XenServer、VMware ESX/ESXi を始めとす
る様々なプラットフォームにインストール可能です。次のセクションで、各プラットフォームに対する特定の条件を説明します。

ハードウェアの設置
1 つの ATS で複数のコンピュータに安定した電源を供給できます。電源に障害が発生したり電源が不安定に
なったりした場合、ATS は他の電源からコンピュータに持続的に電源を供給します。
®

PowerPanel Business Edition ソフトウェアをインストールする前に、自動切替スイッチ のユーザーズマニ
ュアルを参照して、以下のハードウェアが適切に設定されていることを確認してください。
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コンピュータの電源が ATS のコンセントに正しく接続されていることを確認します。



コンピュータのネットワークが接続されていることを確認します。



ATS のネットワークが接続されていることを確認します。

電源を UPS に接続する ATS は UPS により保護されます。 電源障害または停電が発生した場合、UPS から
ATS にバッテリー電源が供給されます。
ATS が電源の 1 つを UPS に接続する場合、コンピュータに供給する一次電源としてこの電源を割り当てる
ことができます。 UPS に電源障害または停電が発生した場合、ATS は他の電源からコンピュータに持続的
に電源を供給します。
ATS が 2 つの電源を異なる UPS に接続する場合、いずれの電源からもコンピュータに持続的に電源を供給
できます。1 つの UPS に電源障害や異常が発生した場合、ATS は別の UPS の電源に切り替えてコンピュー
タに電源を供給します。コンピュータはシャットダウンを完了するための十分な時間があります。

PowerPanel® Business Edition ソフトウェアのインストール
Window s へのインストール
®

PowerPanel Business Edition インストール CD を挿入するとポップアップウィンドウが自動的に表示されます。ポップアップ
ページの PowerPanel Business Edition ソフトウェアのインストールショートカットをクリックして、インストール手順を開始し
ます。CD を挿入してもポップアップウィンドウが表示されない場合は、CD ドライブを参照し、/ソフトウェア/Windows のフォル
ダー内の Setup.exe という名称のファイルをダブルクリックして、インストール手順を開始します。
 [次へ] ボタンをクリックして、インストールを開始します。

 ライセンス契約に同意します。
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 コンポーネントの選択。複数台の ATS を同時に監視するには、センターをインストールします。ATS から電源を供給さ
れる 1 台のコンピュータを監視するには、クライアントをインストールします。

注： ATS のかわりに UPS にアクセスする場合、エージェントは選択できません。

 インストール先ディレクトリを選択します。
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 スタートメニューフォルダを選択します。

 [完了] ボタンをクリックして、インストールを完了します。
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Linux へのインストール
PowerPanel Business Edition ソフトウェアをインストールするにはインストーラーを使用します。また、Root 権限が必要で
す。インストールウィザードに従って、インストールを実行します。CD ドライブを参照し、/ソフトウェア/Linux フォルダー内のイン
ストーラーを探します。 ./ppbe-linux-x86.sh コマンドを実行するか、32 ビットシステムのデスクトップで
ppbe-linux-x86.sh アイコンをダブルクリックしてインストールウィザードを起動します。./ppbe-linux-x86_64.sh コマンドを
実行するか、64 ビットシステムのデスクトップで ppbe-linux-x86_64.sh アイコンをダブルクリックしてインストールウィザードを
起動します。

注：Linux の場合、mount コマンドを使って CD をマウントします。Root ユーザーとして、mount –t iso9660
/dev/cdrom /mnt/cdrom を実行します。/dev/cdrom は CD ドライブで、/mnt/cdrom がマウントポイントです。
インストールするには、下記のステップに従います：
 [次へ] ボタンをクリックして、インストールを開始します。
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 ライセンス契約に同意します。

 コンポーネントの選択。 複数台の ATS を同時に監視するには、センターをインストールします。ATS で 1 台のコンピュ
ータに電源を供給し保護する場合は、クライアントをインストールします。

注： ATS のかわりに UPS にアクセスする場合、エージェントは選択できません。
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 インストール先ディレクトリを選択します。

 [完了] ボタンをクリックして、インストールを完了します。

9

テキストモードにインストール
システムがグラフィックモードをサポートしないとき、32 ビットシステムの場合は./ppbe-linux-x86.sh -c コマンドを、64 ビットシ
ステムの場合は./ppbe-linux-x86_64.sh -c コマンドを使用して Linux インストールを端子で初期化する必要があります。
下記のステップに従って、インストール手順を開始します：
 [エンター]を押して、インストールを開始します。

 ライセンス契約に同意します。

 コンポーネントの選択。複数台の ATS を同時に監視するには、センターをインストールします。ATS で 1 台のコンピュ
ータに電源を供給し保護する場合は、クライアントをインストールします。

注： ATS のかわりに UPS にアクセスする場合、エージェントは選択できません。

 インストール先を選択します。

 インストール処理が開始され、完了します。
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Mac に イ ン ス ト ー ル
PowerPanel® Business Edition インストール CD を挿入すると、ファイルフォルダーが自動的に表示されます。
/Software/Mac フォルダーでインストーラーを見つけ、「Setup.dmg」という名前のファイルをダブルクリックします。それから、同
じように「CyberPower PowerPanel Business Edition Installer」という名前のファイルをダブルクリックしてウィザードを
起動します。 インストールウィザードからの指示に従ってインストールを完了します。

注: PPBE サービスが突然停止した場合、OS X バージョンが 10.6 以前であれば、 [ ソフトウェア更新 ] で Java を最新
版に更新し、それから restartService.sh を実行し、PPBE サービスを再起動してください。既定のファイルパスは
/Applications/ppbe/bin/restartService.sh です。

注: Cyberpower PowerPanel® Business Edition ソフトウェアはサードパーティ製のアプリケーションです。 Mac OS
X 10.8 (以降のバージョン) で PPBE インストーラーを初めて起動するとき、次を行う必要があります。
1. インストーラーを右クリックし、「開く」を選択します。
2. ダイアログで「開く」を再度選択し、開きます。
インストールするには、下記のステップに従います：

 [次へ] ボタンをクリックして、インストールを開始します。
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 ライセンス契約に同意します。

 コンポーネントの選択。対象コンピュータが、USB またはシリアル接続を介して直接 UPS と通信できる場合は、エージェ
ントをインストールします。コンピュータに UPS への USB またはシリアル接続が無い場合や、リモート管理カードあるい
は PDU で UPS からコンピュータに電力を供給する場合は、クライアントをインストールします。複数の UPS 装置の
同期監視が必要な場合は、センターをインストールします。

注： Agent および Client を同じコンピュータ上にインストールすることはできません。
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 インストール先ディレクトリを選択します。.

 [完了] ボタンをクリックして、インストールを完了します。
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VMw are ESXi と ESX に イ ン ス ト ー ル
ESXi にインストール
インストールは、ESXi ホストの仮想マシンでもある vMA (vSphere Management Assistant)で起動する必要があります。
Agent は vMA of ESXi 4.1 以降のバージョンにインストールされる必要があります。ESXi ホストに vMA を配置し vMA に
PPBE をインストールするには、まず別のリモートコンピュータに vSphere Client ツールをインストールする必要があります。
vSphere Client インストーラーをダウンロードするには、ESXi ホスト noIP アドレスを入力して Web ページにアクセスする必要
があります。VMware ESXi の vMA 配置については、vSphere Management Assistant ガイドドキュメントの VMware
Web サイトにアクセスできます。
インストーラーからの指示に従ってインストールを完了します。インストールの完了については、テキストモードにインストールセク
ションでも同じ手順が得られます。インストール手順を開始するには、インストーラーにルート権限が必要です。ルートユーザーと
して、mount –t iso9660 /dev/cdrom /mnt/cdrom を実行して CD をマウントします。(/dev/cdrom は CD ドライブで、
/mnt/cdrom がマウントポイントとなります)。CD ドライブを閲覧し、/Software/Linux フォルダでインストーラーを探しま
す。./ppbe-linux-x86_64.sh コマンドを実行してインストール手順を開始します。

注：物理マシンと仮想マシン間の相互動作を可能にするために、VMware ツールを各仮想マシンにインストールする必要があ
ります。VMware ツールに関する詳細情報は、VMware ESX/ESXi サーバーに関する文書を参照してください。

ESX にインストール
インストールはサービスコンソール (aka コンソール操作システム)で起動する必要があります。VMware ESX でインストール手
順を開始するには、ルート権限も必要となります。同じコマンドを使用して、CD をマウントしインストール手順を開始します。イ
ンストールを完了するには、テキストモードにインストールセクションを参照してください。

ESXi の 仮 想 ア プ ラ イ ア ン ス 配 置
仮想アプライアンス(VA)はビルド済みのソフトウェアソリューションで、1 装置としてパッケージ化、維持、更新、管理された 1 つ以
上の仮想マシンです。これはソフトウェアが開発、配布、配置、管理される方法を根本的に変えています。
CyberPower からインストール済みの Agent と Client をダウンロードします。VMware ESXi ホストに PPBE 仮想アプライア
ンスを配置するには、まず別のリモートコンピュータに vSphere Client ツールをインストールする必要があります。vSphere
Client ツールをダウンロードするために、ESXi ホストの IP アドレスを入力して ESXi ホストの Web ページにアクセスすることが
できます。
配置手順は、以下の手順で開始されます。
 vShpere Client を起動します。ファイル > OVF テンプレートの配置…アイテムから OVF テンプレートの配置ウィンドウを
開きます。
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 閲覧をクリックしてダウンロードした zip ファイルから抽出された ppbeXXX_centos.ovf をインポートします。次へをクリック
して配置タスクをスタートします。

 OVF テンプレートの詳細が表示されます。次へをクリックして続行します。
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 配置された仮想アプライアンスの名前を入力します。この名前は、インベントリ内で一意である必要があります。

 PPBE 仮想アプライアンスから仮想ディスクの形式を選択します。デフォルトのオプションはシンプロビジョンです。仮想ディス
クの形式を選択する方法の詳細については、仮想ディスクプロビジョンディスクポリシーについてを参照してください。
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 配置の詳細が表示されます。終了をクリックして配置タスクをスタートします。

 配置ディスクが完了すると、PPBE 仮想アプライアンスがインベントリに追加されます。
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 仮想マシンの電源をオンにするをクリックして、仮想アプライアンスをオンにします。

 仮想アプライアンスにログインします。デフォルトのユーザー名とパスワードは admin です。シャットダウンを正確に実行する
ために、仮想アプライアンスのゾーン設定を変更する必要があります。
これは、/usr/share/zoneinfo フォルダから時間帯のファイルを直接コピーしたものでもかまいません。ここでは、ホストがシ
カゴのシカゴ CST ゾーンに置かれ、時間帯が cp /usr/share/zoneinfo/America/Chicago /etc/localtime コマンド
を実行することで変更できることを前提としています。

XenServer に イ ン ス ト ー ル
®

PowerPanel Business Edition をインストールするには、インストーラーにルート権限が必要です。ルートユーザーとして
mount –t iso9660 /dev/cdrom /mnt/cdrom を実行することで CD をマウントします(/dev/cdrom は CD ドライブで
/mnt/cdrom マウントポイントになります)。CD ドライブを閲覧し、./ppbe-linux-x86.sh コマンドを実行してインストール手
順を開始します。
インストールは Dom0 に起動する必要があります。インストールを完了するには、テキストモードにインストールセクションを参照
してください。Agent は、Dom 0 of XenServer 5 以降のバージョンにインストールする必要があります。Citrix XenServer 5.0
以降のバージョンは、USB デバイスをサポートします。USB またはシリアル接続で Agent をインストールする前に、Agent を実
行しているプラットフォームが USB またはシリアル接続をサポートしていることを確認してください。

Hyper-V サ ー バ ー に イ ン ス ト ー ル
®

PowerPanel Business Edition インストール CD を使用して、ターゲットコンピュータでインストールを完了します。以下の図
のようにコマンドプロンプトの<CD_Drive>¥Software¥Windows¥setup.exe を実行して、インストール手順を開始します
(CD_Drive は D:または E:としてフォーマットされた CD ドライブです)。インストールが起動すると、ポップアップウィンドウが表示さ
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れます。インストールの完了については、Windows にインストールセクションでも同じ手順が得られます。

PowerPanel® Business Edition ソフトウェアインターフェースへのアクセス
Windows でエージェントウェブインターフェースにアクセスするには、スタート > すべてのプログラム > CyberPower
PowerPanel Business Edition > PowerPanel Business Edition エージェント または PowerPanel Business
Edition クライアント あるいは PowerPanel Business Edition センターに進み、ログインページに移動します。

Linux では、ウェブブラウザのアドレスに URL として http://localhost:3052/ を入力して、インターフェースにアクセスします。
また、ローカルコンピュータの場合、URL に http://localhost:3052/ を、リモートコンピュータの場合、
®

http://hosted_computer_ip_address:3052/ をウェブブラウザのアドレスフィールドに入力して、PowerPanel
Business Edition ソフトウェアのウェブインターフェースにアクセスすることもできます。ここでは、
®

hosted_computer_ip_address は、PowerPanel Business Edition ソフトウェアがインストールされたコンピュータの
IP アドレスを表しています。ESX または

ESXi 上の vMA の場合、hosted_computer_ip_address は、vMA (注：

hosted_computer_ip_address は、ESX のホストするコンピュータの IP アドレス）の IP アドレスです。
デフォルトユーザー名は、admin で、デフォルトパスワードは、admin です。セキュリティ面を考慮し、最初のログイン時にログ
インユーザー名とパスワードを変更することを推奨します。
®

PowerPanel Business Edition には、複数の言語機能をサポートし、ユーザーが言語を変更することができます。それは最
初のアクセス時に表示するには、デフォルトとして、適切な言語を選択します。ユーザーは、バナーから言語を変更することがで
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きます。言語が変更された後、ページが自動的に更新され、表示するデフォルトの一つとして、割り当てられた言語を選択しま
す。

クイック設 定
Agent と Client を初めて使用するとき、[ ようこそ ] 画面が表示されます。 このようこそ画面から段階的にクイック設定を
完了できます。 続行または無視を決定できます。 クイック設定を完了することをお勧めします。 クイック設定を完了できない
場合、電源イベントの発生時にコンピュータが極めて危険な状態になることがあります。 クイック設定を無視する場合、[終了]
ボタンをクリックします。 確認のためのポップアップダイアログが表示されるので、[はい] ボタンをクリックし、クイック設定を無視し
ます。 クイック設定を完了するための詳細については、インストールガイドを適宜参照してください。

コンピュータに対する電源保護の構成
コンセントを切断する前に、ATS に接続したコンピュータにシャットダウンするまでの時間を十分に与えるには、クライアントをイ
ンストールする必要があります。クライアントは、ATS と通信を確立して、ATS からシャットダウン完了コマンドを受信し、データ
喪失またはシステムクラッシュを防止します。PowerPanel Business Edition のソフトウェアのインストールのクライアントの
インストールの章を参照してください。

プロファイルのインポート
[プロファイルインポート] 画面には、独自のプロファイルをインポートし、クイック設定を完了するためのショートカットがあります。
プロファイルをインポートする場合、[はい] オプションをクリックし、[次へ] ボタンをクリックしてプロファイルをインポートします。 ポッ
プアップダイアログでプロファイルを割り当てるように求められます。 プロファイルインポートが完了すると、Agent の [完了] 画面
に結果が表示されます。

プロファイルなしでクイック設定を完了する場合、[いいえ] オプションをクリックし、[次へ] ボタンをクリックして続行します。

認証を構成する
Client や UPS RMCARD とのネットワーク通信を保護するために、[認証] 画面でセキュリティを設定する必要があります。
設定は Client と UPS RMCARD の間のネットワーク通信の認証に使用されます。
[秘密のフレーズ] は UPS RMCARD Web の [一般/確認] ページで設定されます。 SNMP 設定は UPS RMCARD Web
の [ネットワークサービス/SNMPv1 サービス] ページと [ネットワークサービス/SNMPv3 サービス] ページで設定されます。
[次へ] をクリックし、次の手順に進みます。
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クライアントにおける ATS の IP アドレスと接 続 コンセントの割 当 て
Client の電源割り当てページで ATS の IP アドレスを割り当てることで、ネットワーク経由で通信を確立
できます。 ATS が Client に正常に応答するために、秘密のフレーズまたは SNMP コミュニティを適切に設
定する必要があります。また、コンセントがオフになる前に Cilent がコンピュータをシャットダウンするよ
うにするため、Client コンピュータに電源を供給する正しい ATS コンセントを割り当てることも重要です。
Client が 1 つの UPS から電源を供給される ATS に接続する。電源接続 フィールドの ATS オプションを選
択して、ATS アドレスフィールドに ATS の IP アドレスを割り当て、ATS コンセントフィールドに正しい ATS
コンセントを割り当てます。 UPS の IP アドレスは対応する UPS アドレスフィールドで割り当てることが
できます。他方の UPS アドレスフィールドには None(なし)オプションを割り当てます。 適用 をクリック
して ATS と UPS の通信を確立します。
Client が 2 つの UPS から電源を供給される ATS に接続する、電源接続 フィールドの ATS オプションを選
択して、ATS アドレスフィールドに ATS の IP アドレスを割り当て、ATS コンセントフィールドに正しい ATS
コンセントを割り当てます。 2 つの UPS の IP アドレスを対応する UPS アドレスフィールドに割り当てま
す。適用 をクリックして ATS と UPS の通信を確立します。

シャットダウン設定を構成する
シャットダウン設定] 画面では、ATS コンセントの停止前に Client コンピュータがシャットダウンするときの動作を指定したり、
Client のシャットダウンにかかる時間を設定したりできます。 Client が VMware ESXi ホストのシャットダウンを要求する場合
でも、ルート権限と ESXi ホストアドレスを指定できます。

必 要 なシャットダウン時 間 の設 定
ATS に接続されているコンセントを何らかの理由でオフにする場合、クライアントを実行する各コンピュータには完全にシャットダ
ウンさせるための十分な時間があらかじめ必要です。その時間は、必要なシャットダウン時間オプション（クライアントのイベントア
クション/設定ページ）で設定できます。
クライアントが稼働するコンピュータに電源を供給する ATS のコンセントをオフにする場合は、あらかじめクライアントコンピュー
タを完全にシャットダウンする必要があります。クライアントは、オフ遅延時間がクライアントコンピュータを正常にシャットダウンす
るのに十分な時間であるかどうかを検出し、イベントアクション/設定ページ上に、その時間が不十分である可能性を示す警告
を表示します。警告ブロック内の[設定] ボタンをクリックして、ATS の接続コンセントのオフ遅延時間設定を十分な時間に設
定します。ATS のウェブインターフェース内で、十分なオフ遅延時間を手動で設定することも可能です。

VMw are ESXi のシャットダウン動 作 の設 定
ESX/ESXi ホストとすべての仮想マシンが電源イベント時に正常かつ確実にシャットダウンできるようにするには、Root ユーザ
ーの ESXi ホストアドレス、アカウントおよびパスワードを設定して、vMA からのシャットダウンを可能にする必要があります。イ
ベント動作/設定ページで、ホストアドレス、アカウントおよびパスワードフィールドに、ESXi ホストに対する実際のユーザー名と
シャットダウン処理のパスワードを入力します。PowerPanel Business Edition ソフトウェアが、vMA のかわりに ESX のサ
ービスコンソール上にインストールされているため、イベント動作/設定ページでは、これらの設定をユーザーが構成することはでき
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ません。

注：ホストアドレスは、vMA が稼働する ESXi ホストコンピュータの IP アドレスで、vMA の IP アドレスではありません。

注：物理マシンと仮想マシン間の相互動作を可能にするために、VMware ツールを各仮想マシンにインストールする必要があ
ります。VMware ツールに関する詳細は、VMware ESX/ESXi サーバーに関する文書を参照してください。

VMw are ESX/ESXi 上 の仮 想 マシンの起 動 およびシャットダウンの設 定
すべての仮想マシンが正常にシャットダウンされ、再起動することを保証するには：
 右側のツリー構造の最上位の ESX/ESXi サーバーホストを選択します。vSphere クライアントの設定 > 仮想マシン
の起動/シャットダウンメニュー > プロパティに移動します。

 システムで仮想マシンの自動起動と停止を許可するオプションを有効にします。
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Hyper-V サ ー バ ー 上 で 仮 想 マ シ ン の シ ャ ッ ト ダ ウ ン を 構 成 す る
Hyper-V ホストがシャットダウンするときに仮想マシンが正しくシャットダウンするようにするには、各仮想マシンのゲストオペレーテ
ィングシステムのシャットダウンを構成する必要があります。
ホストでシャットダウンするには、以下の手順に従ってゲスト仮想マシンを構成します。


Hyper-V Manager を使用して VM を選択し、設定をクリックします。



自動停止アクションを選択し、ゲストオペレーティングシステムのシャットダウンを選びます。
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Hyper-V サーバーは実行中の仮想マシンがシャットダウンした後で自動的にシャットダウンします。 仮想マシンがシャットダウン
し、Hyper-V サーバーがシャットダウンできるように [必要なシャットダウン時間] が十分な時間に設定されていることを確認し
ます。

注：物理的マシンと仮想マシン間の相互作用を可能にするには、Hyper-V 統合サービス(HIS)が各仮想マシンのコンソールの
アクションメニューから統合サービスセットアップディスクの挿入にアクセスすることで各仮想マシンにインストールされている必要が
あります。
仮想マシンが Linux ディストリビューションを実行している場合、Linux Integration Services for Hyper-V ページを参照して
Hyper-V の Linux 統合サービスのダウンロードとインストールを行ってください。

アクションの設 定
[イベントアクション] 画面には、次のような重要なイベントと各イベントのアクション設定が実際の電源接続に基づいて一覧表
示されます。 ATS と UPS に電力イベントが発生すると、Client はイベントに対処し、アクションを実行します。
ATS イベント


両方の入力が失敗した場合、ATS は入力ソースを切り替えません。両方の入力ソースの電源に障害があったため、ATS
はソースを切り替えません。ATS の電流ソースの電源に障害があったとき、ATS は正常に機能している別のソースへの切り
替えを試みます。ATS の両方のソースが同時に電源障害を引き起こした場合、ATS は別のソースに切り替えることができ
ません。



ATS の冗長入力ソースに自動的に切り替えます。ATS の電流ソースが電源障害を引き起こし、別の冗長ソースが正常
に機能している場合、ATS はその負荷に電力を提供するために冗長入力ソースに切り替えます。

UPS イベント


バッテリー容量が極めて低い -バッテリー容量が極めて低く、電源が間もなく失われる可能性があります。
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出力の過負荷 - 電力消費が UPS の電力定格を超えています。 過負荷が持続する場合、UPS は操作を停止しま
す。



電源イベント中に UPS とのネットワーク通信喪失 - 電源イベント発生後、UPS との通信が失われました。商用電
源が異常をきたし、UPS がバッテリーを使って電源を供給し始めた場合、Client と UPS 間のネットワーク通信が失わ
れますが、非常に優先度の高いイベントが生成されます。そうでないと、Client は商用電源とバッテリー電源の変化に対
応できなくなるためです。



出力電源は間もなく停止 - 出力電源は電源イベントまたはユーザーコマンドにより停止します。UPS または PDU は、
Client コンピュータへの電源供給を停止する直前で、Client に通知されています。Client はホストするコンピュータをシャッ
トダダウンします。



商用電源の故障 - 商用電源が故障し、バッテリー電源が供給されています。

注: この画面にないイベントの詳細については、PPBE ユーザーマニュアルを参照してください。
電源イベントの発生時にコンピュータを保護するために、下の条件に基づき、イベントのシャットダウンアクションを調整する必要
があります。
Client が 1 つの UPS から電源を供給される ATS に接続する。
ATS イベントのシャットダウンアクションを調整する必要があります。 ATS に電源イベントが発生すると、
シャットダウンが開始します。
Client が 2 つの UPS から電源を供給される ATS に接続する。
ATS イベント代わりに、UPS イベントのシャットダウンアクションを調整する必要があります。 2 つの
UPS から電力を供給される ATS の両方の電源に障害が発生すると、UPS イベントが発生し、シャットダ
ウンを開始します。
アクションを設定したら、[次へ] をクリックし、次の手順に進みます。

電 源 設 定 が正 しいことを確 認 する
[完了] 画面には、クイック設定全体のすべての電源設定が一覧表示されます。 電源イベントの発生時にコンピュータが保
護されるように、電源設定を確認してください。 電源設定が正しければ、[完了] ボタンをクリックし、クイック設定を完了しま
す。

大規模展開
エージェントまたはより多くのコンピュータにインストールし同じ設定を適用するために、ユーザーは以下のステップに従って自動展
開を完了できます。


プロファイルのエクスポート。一つのターゲットクライアントを選択し、初期設定/プロファイルページでその電力構成とシステム
設定をプロファイルにエクスポートします。



以下のコードの例をテキストエディタにコピーして setup.varfile と名付けられた新しいファイルとして保存します。
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installModule=client
installationdir=ppbe_installation_directory
profilePath=exported_zip_location


setup.varfile を編集して、installationDir と profilePath パラメータを置き換えます。installationDir はクライアント
のインストールディレクトリの絶対パス (例:C:/Programs/CyberPower PowerPanel Business Edition/PowerPanel
Business Edition または/opt/ppbe)を示します。profilePath はプロファイルの絶対パス(例:C:/import/profile.zip ま
たは/import/profile.zip)を示します。

注. インストールモジュールが Center と Agent である場合、これは、agent&center であるべきです。インストールモジュ
ールは、Center 及び Client であれば、これは client&center でなければなりません。


setup.varfile とインストーラーを同じディレクトリに置きます。ファイル名が同じであることを確認します(例:setup.exe と
setup.varfile)。



Windows ユーザーの場合、コマンドプロンプトで以下のコマンドを実行してインストールを完了しま
setup.exe –q –console –Dinstall4j.detailStdout=true



Linux ユーザーの場合、ターミナルで以下のコマンドを実行してインストールを完了します。
sudo setup.sh –q –console –Dinstall4j.detailStdout=true

注. 無人インストール中にプレインストールされている Agent または Client をアップグレードする場合、
installationDir パラメータを空欄にします。 インストーラーがプレインストールの PPBE ディレクトリの場

所を自動的に検出し、アップグレードのインストールを開始します。
Agent または Client がプレインストールされていないコンピュータには、有効なパスを割り当てて PPBE を

インストールできます。 無人インストール中に installationDir パラメータを空欄にすると、インストーラー
はデフォルトのパスをインストールディレクトリとして使用します。 Windows システムでは、C:/Program
Files/CyberPower PowerPanel Business Edition/がデフォルトのインストールディレクトリになります。 ほ

とんどの Linux ディストリビューションでは、/opt/ppbe または/usr/local/ppbe がインストールディレクトリ
になります。

センターでの ATS 装置の管理
ATS 装 置 の追 加
ユーザーは、管理/電源装置ページ上で、デバイス追加ウィンドウにアクセスし、次の手順でセンターに ATS を追加することで、
複数の ATS を監視および制御することが可能です。

デバイス追加ウィンドウにアクセスするには、ツールバーの[デバイス追加] ボタンをクリックするか、いずれか一つのグループノード
のコンテキストメニューの[デバイス追加] を選択します。
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デバイスアドレスフィールドに ATS の IP アドレスを入力するか、[参照] ボタンをクリックして、デバイスリストを表示し、リストか
ら IP アドレスを選択します。[OK] をクリックして続行すると、選択した ATS が追加されます。

注：ATS 装置を更にセンターに追加する必要がある場合は、上記の手順を繰返します
注：センターの機能の詳細情報は、PowerPanel Business Edition ユーザーマニュアルを参照してください。
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