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はじめに
PowerChuteTM Network Shutdown（PowerChute）は、UPS Network Management Card（NMC）と連携し、 複数
のコンピューターシステムをネットワークベースでシャットダウンするソフトウェアです。
UPS に重大イベントが発生した場合、このソフトウェアは UPS のバッテリーが尽きる前に、システムを自動で正
常にシャットダウンします。保護するシステムの数は、UPS の容量にのみ制約を受けます。
特定の環境で PowerChute を使用する方法の詳細については、アプリケーション ノートを参照してください。
PowerChute インストール後、セットアップウィザードを使用して初期設定する必要があります。
これによって、PowerChute はシステムを保護するために UPS に発生した重大イベントを検出できるよ
うになります。

1

UPS の構成
この項には、次のトピックに関する情報が含まれています。
•
•
•
•
•

Network 設定
UPS 設定オプション
Network Management Card 接続
コンセント グループの登録
Network Management Card 設定
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ネットワーク設定
PowerChute は、Network Management Card との通信に IPv4 または IPv6 を使用できます。
IPv6 対応を利用できるのは、Network Management Card 2 ファームウェア 6.0.X 以降と、Network
Management Card 3 のみです。
注：Dell VxRail では IPv4 のみがサポートされています。

IP の選択
ご使用のコンピューターに複数の IPv4 アドレスが設定されている場合、いずれかの利用可能なアドレスを選択す
る必要があります。選択した IP アドレスは NMC に登録され、NMC ユーザーインターフェイスの[設定] [PowerChute Clients]セクションに表示されます。

IPv6 の設定
NMC との通信に IPv6 を使用している場合、マシンの各ネットワークアダプターには、通常は複数の IP アドレス
が割り当てられます。各アダプターには、1 つ以上のリンクローカルアドレスと 1 つのグローバルユニキャストア
ドレスが割り当てられます。
使用するアドレスを指定するには、[ユニキャスト IP アドレス]ドロップダウンボックスを使用します。このドロ
ップダウンボックスで選択したアドレスタイプは、[Network Management Card 接続]ページで NMC に入力する
アドレスタイプと一致する必要があります。このユニキャストアドレスは NMC に登録され、NMC の[PowerChute
Network Shutdown Clients]ページに表示されます。
リンクローカルアドレスの例には、fe80::88c8:3d95:bc02:74cc などがあります。
グローバルユニキャストアドレスの例には、2001:112:1:0:88c8:3d95:bc02:74cc などがあります。

マルチキャストオプション
NMC では、各 PowerChute エージェントにユニキャストパケットを送信する代わりに、IPv6 マルチキャストへの
通信パケット送信がサポートされています。このオプションを使用するには、[マルチキャスト] チェックボックス
を有効にして IPv6 マルチキャストアドレスを入力します。
ここに入力するマルチキャストアドレスは、ユニキャストアドレスの代わりに NMC に登録され、NMC の
[PowerChute Network Shutdown Clients]ページに表示されます。NMC は当該マルチキャストアドレス
に通信パケットを送信します。
リンクローカルスコープのマルチキャストアドレスの例には、FF02::1 などがあります。同一物理ネット
ワークセグメント上のノードのみがマルチキャストアドレスを受信します。リンクローカルユニキャスト
アドレスを使用する場合、リンクのローカル範囲が指定されたマルチキャストアドレスを使用する必要が
あります。
グローバルスコープのマルチキャストアドレスの例には、FF0E::1 などがあります。NMC はそのグロー
バルユニキャストアドレスを使用してパケットを送信します。グローバルユニキャストアドレスを使用す
る場合、グローバル範囲が指定されたマルチキャストアドレスを使用する必要があります。
詳細については、「PowerChute Network Shutdown の通信プロセス」(こちら)を参照してください。
3
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UPS の構成オプション
どの UPS が各構成をサポートしているかの詳細については、「PowerChute ネットワークシャットダウン運転モ
ードおよびサポートされている UPS 構成」のアプリケーションノートを ここから参照して下さい。

シングル-UPS 構成

冗長-UPS 構成

詳細について、「冗長-UPS 構成における PowerChute ネットワークシャットダウン運転モードの使用」の
アプリケーションノートを ここから参照して下さい。
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並列-UPS 構成

注: 並列-UPS 構成を使用するには、ご使用の UPS 装置が並列モードで動作するように構成済みである
必要があります。
詳細について、「並列-UPS 構成における PowerChute ネットワークシャットダウン運転モード使用」の
アプリケーションノートを こちらから参照して下さい

高度な UPS 構成
単体 VMware ホストおよび vCenter Server によって管理されているホストは、高度な UPS 構成でサポートされま
す。

* 仮想化管理サーバは vCenter Server です
1 台の PowerChute エージェントでクラスタ内のすべての UPS を管理できます。各 UPS は 1 台以上の VMware ホ
ストを保護します。
詳細について、「高度な冗長セットアップにおける PowerChute ネットワークシャットダウン運転モードの使用」
のアプリケーションノートをここから参照して下さい
Dell VxRail では、高度 UPS 構成はサポートされていません。
5

UPS の構成

Dell VxRail シングル構成
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Dell VxRail ストレッチドクラスター構成

Dell VxRail では、高度 UPS 構成はサポートされていません。
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Network Management Card 接続
Network Management Card 2 ファームウェア v6.8.0 以降、および Network Management Card 3 ファームウェア
v1.1.0.16 以降は、デフォルトで HTTPS プロトコルを使用します。PowerChute の既定プロトコルは HTTPS で、
HTTP に変更することもできますが、お勧めしません。
HTTP のデフォルトポート番号は 80、HTTPS は 443 です。NMC 側で使用中のポートを変更していない限り、 こ
の番号は変更しないでください。
HTTPS が有効なとき、NMC はデフォルトで自己署名済み SSL 証明書を使用します。自己署名済み証明書が
NMC で使用中の場合、PowerChute で NMC との通信の確立を許可するには、［Accept Untrusted SSL
Certificates（信頼されていない SSL 証明書を受け入れる）］を有効にする必要があります。
冗長および並列構成の場合、 関連するすべての NMC と通信するために、2 つ以上の IP アドレス
を入力する必要があります。
UPS 構成とサポートされる UPS モデルの詳細については、アプリケーションノート「PowerChute Network
Shutdown Operating Modes and supported UPS Configurations (PowerChute Network Shutdown の動作モードと
サポート対象 UPS 構成)」(こちら)を参照してください。
[+ Add IP Address (IP アドレスの追加)]ボタンを使用して、各 IP アドレスを追加します。UPS 内の NMC の IP
アドレスを入力します。[OK]をクリックします。

IP アドレスを編集するには、
リックします。

アイコンをクリックします。IP アドレスを削除するには、

アイコンをク

NMC 通信用の信頼できる証明書を PowerChute に追加する
HTTPS プロトコルを使用して NMC と通信する場合は、NMC 証明書を PowerChute-keystore にインポートする
必要があります。 デフォルトの自己署名 SSL 証明書をインポートするか、信頼できる認証局によって署名された
新しい証明書を作成して NMC にアップロードし、それをインポートすることができます。
NMC のセキュリティーハンドブックには、拡張子が.CRT の信頼できる証明書ファイルを作成するために使用さ
れるセキュリティウィザードの詳細が記載されています。 次に、このファイルを使用して、デフォルトの自己署
名証明書を置き換えるために NMC にアップロードできるコンポーネントを作成します。
続行するには、PowerChute-keystore のストアパスワードを以下の手順に従って変更する必要があります。
1. /opt/APC/PowerChute/group1 にある PowerChute 構成ファイル（pcnsconfig.ini）を開きます。
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2. [NetworkManagementCard]セクションに、"PowerChuteKeystorePassword =
<new_password>"という行を追加します。
3. pcnsconfig.ini ファイルを保存します。
4. PowerChute サービスを再開します: service PowerChute stop / service PowerChute
start
デフォルトでは、PowerChute-keystore ファイルは APC/PowerChutegroup1 にあります。
証明書を自動的にインポートする
PowerChute セットアップウィザードの[ネットワーク管理カードの詳細]ページで[信頼できない SSL 証明書を受
け入れる]チェックボックスをオンにすると、SSL 証明書が PowerChute-keystore に自動的にインポートされま
す。 このチェックボックスを選択した場合は、NMC 証明書がインポートされたことを確認した後、以下の手順に
従ってセキュリティ上の理由から無効にする必要があります。
1. /opt/APC/PowerChute/group1 にある PowerChute 構成ファイル（pcnsconfig.ini）を開きます。
2. [NetworkManagementCard]セクションで、"acceptCerts = false"を設定します。
3. pcnsconfig.ini ファイルを保存します。
4. PowerChute サービスを再開します: service PowerChute stop / service PowerChute start

pcnsconfig.ini ファイルを開いて編集するには、管理者アクセス権限が必要です。

証明書を手動でインポートする
または、Java keytool アプリケーションを使用して、NMC 証明書を PowerChute-keystore にインポートするこ
ともできます。
NMC から自己署名証明書をエクスポートするには：
1. Web ブラウザーで、NMC 証明書を表示します。 たとえば、Chrome では、 >その他のツール>開発
者ツール（CTRL+Shift+I）をクリックします。 [セキュリティ]タブをクリックし、[証明書の表示
]ボタンをクリックします。
2. [詳細]タブをクリックし、[ファイルにコピー...]ボタンをクリックします。
3. 証明書のエクスポートウィザードを使用して、証明書を Base-64 エンコード X.509.cer ファイルとし
てエクスポートします。
4. .cer ファイルを group1 ディレクトリにコピーします：/opt/APC/PowerChute/group1
5. ../jre_x64/bin/keytool -importcert -alias <nmc_ip_address> -keystore
PowerChute-keystore -storepass <keystore password> -file <nmc_.cer_file>を使
用して証明書をインポートします。
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PowerChute-keystore で証明書を検証するには：

UPS の構成

1. ターミナルまたはコマンドプロンプトを起動し、ディレクトリを PowerChute がインストールされて
いる group1 ディレクトリに変更します。 インストール中にデフォルトの場所が選択された場合、こ
れは/opt/APC/PowerChute/group1 になります。
2. 次のコマンドを実行します。 ../jre_x64/bin/keytool -list -v -keystore
PowerChuteKeystore -storepass <keystore_password> -alias <nmc_ip_address>
3. 「証明書の指紋」を検索し、SHA-1 の値をメモします。 例：SHA1:
2D:94:62:DC:07:61:54:B8:56:D7:B5:71:B0:4B:A0:0A:1D:A8:1D:F5
4. NMC Web UI にログインし、[構成]> [ネットワーク]> [Web]> [SSL 証明書]に移動します。
5. [有効な証明書]をクリックして、証明書の詳細を表示します。
6. SHA-1 フィンガープリント値が PowerChute-keystore の証明書の値と一致することを確認します。
SHA-1 の値が一致する場合は、pcnsconfig.ini ファイルの [NetworkManagementCard]セクション
で”acceptCerts = false"を設定し、PowerChute サービスを再起動します。
SHA-1 の値が一致しない場合は、次のコマンドを使用して PowerChute-keystore から証明書を削除します。
../jre_x64/bin/keytool -delete -alias <nmc_ip_address> -keystore PowerChute-keystore
-storepass <keystore_password>
[信頼できない SSL 証明書を受け入れる]を有効のままにすると、PowerChute が中間者
（MITM）攻撃に対して脆弱になる可能性があります。

SSL 証明書を追加した後、NMC との接続エラーが発生した場合は、a）証明書の有効期限が切れている、b）まだ
有効でない、または c）失効している可能性があります。 これらのいずれの場合でも、PowerChute-keystore に
新しい SSL 証明書を追加するか、NMC に新しい有効な SSL 証明書をアップロードする必要がありま
す。 PowerChute-keystore に存在する証明書が有効であり、それでもセキュリティ警告が表示される場合は、中
間者攻撃が発生したことを示している可能性があり、NMC 登録を続行しないでください。 これが発生した場合は、
IT 部門に通知することをお勧めします。
詳細については、PowerChute Network Shutdown のセキュリティーハンドブック定を参照してください。
PowerChute-keystore ファイルは、HTTPS を使用した NMC との通信が最初に試行された後での
み存在します(たとえば、設定ウィザードを使用して)。このため、サイレントインストールの場合は、
信頼できる証明書を Java cacerts キーストアに追加する必要があります。
PowerChute はサービスの開始時のみ、キーストアを確認します。信頼できる証明書を追加した後、
PowerChute サービスが既に稼働している場合は、それらを再起動 する必要があります。

NMC PowerChute のサポート
NMC 2 ファームウェア v6.8.0 以降および NMC 3 ファームウェア v1.1.0.16 以降では、PowerChute 対応はデフォ
ルト
で無効になっています。これにより、PowerChute が NMC に登録しているときにエラーが発生する場合
があります。エラーが表示された場合は、NMC UI にログインして、PowerChute サポートが有効
になっていることを確認します。
NMC Web UI では、PowerChute を有効にする前に、ユーザー名と認証フレーズを指定する必要があります。
PowerChute との通信に使用するプロトコル（HTTP/HTTPS）も選択する必要があります。注：PowerChute 通信
を確立する前に、選択したプロトコルは NMC 上で有効でなければなりません。詳細は、APC ウェブサイト
にある NMC ユーザーガイドを参照してください APC 。
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コンセントグループの登録
ご使用の UPS でコンセントグループがサポートされている場合、 PowerChute がシャットダウンイベント
がないかを監視したり、 電源オフコマンドをそのコンセントグループに送信できるように、どのコンセント
によってサーバーが電源供給されているかを指定する必要があります。

混在 UPS 環境における UPS シャットダウン動作
ご使用の VMware ホスト がコンセントグループのある UPS（SMX/SMT など）とコンセントグループのない
UPS（SU/SUA など）の混在した冗長構成の UPS によって電源供給されている場合、PowerChute は UPS の電源
をオフにし、 コンセントグループ単位ではオフにしません。
ご使用の VMware ホストおよびその仮想 マシン UPS に重大イベントが発生したり、NMC ユーザーインタ
ーフェイスなどを介してコンセントグループにシャットダウンコマンドが送信されたりしても、
保護され続けます。
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Network Management Card の設定
シングルおよ冗長 UPS 構成の場合、PowerChute が通信する各 NMC の IP アドレスは、［UPS Configuration
（UPS 構成）］メニューオプションの下に表示されます。

IP アドレスをクリックすると、その NMC に固有の UPS 情報が表示されます。NMC に VMware ホスト
が関連付けられている場合、 このページで特定の NMC の各設定を編集できます。この設定は、初期 PowerChute
セットアップまたは［Shutdown Settings（シャットダウン設定）］画面で構成したグローバル NMC 設定 を上書
きします。
表示される UPS 情報には、以下が含まれます。
•

NMC IP アドレス

•

UPS モデル名

•

UPS 構成

NMC の［Network（ネットワーク）］ - ［DNS］ - ［Configuration（設定）］にある DNS 設定ペ
ージから取得した、 NMC ホスト名も表示されます。この名前は、 NMC の［Configuration（設定）］ - ［UPS
General（UPS 一般）］で設定可能な UPS 名とは異なります。
［Launch（起動）］ボタンをクリックすると、NMC ユーザーインターフェイスが開きます。
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VMware サポートが有効な場合、 以下のオプションが表示されます。

•

[Host managed by vCenter Server (vCenter Server によって管理されるホスト)]
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vCenter Server 設定
PowerChute は vCenter Server に接続し、仮想マシン移行、仮想マシンシャットダウン、vApp シャットダウン、
VMware ホストシャットダウンの各操作を実行します。
PowerChute によって管理されている vCenter Server と VMware ホストごとに 管理者ロールの Active
Directory ユーザーアカウントを設定することをお勧めします。
Active Directory が使用できない場合は、PowerChute によって 管理されている vCenter Server と各
VMware ホストに既存の 管理者ロールのローカルユーザーアカウントを設定することを お勧めします。
vCenter Server が仮想マシンで稼働している場合は、ホストシャットダウンコマンド を正しく機能
させるために、Active Directory アカウントまたは共有ローカル ユーザーアカウントを設定する
必要があります。Dell VxRail の標準クラスター構成の場合は、「アクティブディレクトリ」
アカウントを設定する必要があります。詳細については、「アクティブディレクトリ VMware 構成」を参
照してください。
Dell VxRail 構成で vCenter Server が使用できない場合、VxRail API シャットダウンは失敗し、ホスト
のシャットダウンが妨げられます。vCenter Server が使用できない場合、PowerChute は VxRail
クラスターの正常なシャットダウンを提供できません。

通信 設定 - メイン UI - [vCenter Server running on a VM (仮想マシンで稼働する vCenter Server)]オプション
vCenter Server が VM 上で実行されている場合は、PowerChute が vCenter Server VM とその親ホストを探す際
に追加の検証を実行できるように、[VM で実行されている vCenter Server]オプションを選択する必要があります。
14
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• DNS/ホスト名解決で問題が生じると、PowerChute が vCenter Server 仮想マシンとその親ホストを正し
く特定できないという問題を引き起こす場合があります。
• これは、VMware ツールが vCenter Server 仮想マシンにインストールされておらず稼働していない場合
に
も発生します。
• この結果、シャットダウンシーケンスにおいて、他の仮想マシン同様、vCenter Server 仮想マシンも早
すぎるタイミングでシャットダウンされてしまいます。
チェックボックスを有効にすると、PowerChute はこのような問題をチェックし、 [Host Protection (ホスト保護)]
ページに警告メッセージを表示するか、 イベントログにイベントを記録します。vCenter vCenter Server が物理
マシンもしくは vCenter Server によって管理されていない仮想マシンにインストールされている
場合は、このオプションは選択しないでください。
vCenter Server 仮想マシンシャットダウンイベントの詳細は、仮想化 イベントを参照してください。

信頼できない SSL 証明書
[信頼されていない SSL 証明書を受け入れる]チェックボックスは、デフォルトでオフになっています。選択しな
いままにすると、vCenter Server および ESXi ホストに接続するときに、信頼できる CA によって署名された
SSL
証明書のみが受け入れられます。デフォルトでは、これらの証明書は自己署名されており、それが接続エラーの
発生原因になります。これは、セキュリティを強化し、中間者 (MITM) 型の攻撃を防ぐためです。
信頼できない/自己署名 SSL 証明書を使用して vCenter Server および ESXi ホストに接続する場合は、このチェ
ック ボックスを選択します。
または、次の手順に従って、vCenter Server のルート CA 証明書を PowerChute キーストアに追加する
こともできます。注：vCenter Server/ホストで SSL 証明書が更新された場合は、PowerChute
キーストアでも更新する必要があります。
[信頼できない SSL 証明書を受け入れる]チェックボックスがオフの場合、NMC の SSL 証明書が
PowerChute のキーストアに追加されていない限り、PowerChute と NMC の接続は失敗します。
「NMC 通信用の信頼できる証明書を PowerChute に追加する」を参照してください。

PowerChute キーストアのパスワードを変更する
信頼できるルート証明書をキーストアに追加する前に、PowerChute-keystore のパスワードを変更する
必要があります：
1. PowerChute サービスを停止します。
2. group1 ディレクトリにある PowerChute 構成ファイル (pcnsconfig.ini) を開きます。
3. I セクション[ネットワーク管理カード] に、「PowerChuteKeystorePassword =」という行を追加しま
す。
4. pcnsconfigi.ini ファイルを保存し、PowerChute サービスを開始します。
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信頼できる証明書のインポート
信頼できる vCenter サーバ ルート CA 証明書をダウンロードして PowerChute にインポートするには、
次の手順を実行します：
1. ウェブブラウザ https://で vCenter Server にログインします https://<vcenter_server_ip>
2. 証明書をダウンロードするには、画面右側にある灰色のボックスの下部にある信頼できるルート CA 証明
書の[ダウンロード]ボタンをクリックします。
3. ダウンロードしたファイルをオペレーティングシステム（Windows または Linux）に解凍します。
Dell VxRail の構成では、Linux のルート CA 証明書をダウンロードしてインポー
トすることを確認してください。

4. ルート CA 証明書ファイルを SCP 経由で PowerChute 仮想アプライアンスにアップロードします。
展開時に仮想アプライアンスで SSHD を有効にしなかった場合は、次のコマンドで SSHD を有効
にします：
systemctl enable sshd
systemctl start sshd

ファイルのアップロードが完了したら、次のコマンドを使用して SSHD を停止および無効にする
ことをお勧めします：
systemctl stop sshd
systemctl disable sshd
5. PowerChute サービスを停止します:systemctl stop PowerChute

6. コマンドプロンプトを開き、ディレクトリを次のように変更します：
/opt/APC/PowerChute/group1

7. 次のコマンドを使用して、ルート CA 証明書をインポートします： <path_to_jre>\bin\keytool importcert -file <cert_name>.crt -keystore PowerChute-keystore -trustcacerts

8. PowerChute サービスを開始します:systemctl start PowerChute

ストレッチドクラスター内の Management Host/Witness Host では、ルート CA 証明書
は次のホスト上にあります。/etc/vmware/ssl/rui.crt.
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VMware ホスト保護
vCenter Server に接続されると、PowerChute はインベントリ内のすべての VMware ホストを ツリービューで表
示します（vSphere クライアントのビューに近い表示となります）。この画面では、
PowerChute によって保護する必要がある ホストを選択できます。

シングルおよび冗長構成

UPS 重大イベントが発生すると、PowerChute は右側のパネルに表示される順にホストをシャットダウンします。
右パネル内のホストを右クリックして上下にドラッグすると この順序を 変更できます。
PowerChute 仮想マシンを稼働するホストは自動的に最後に一覧され、 識別マークとして

ロゴが付きます。

vCenter Server がクラスタ内のいずれかの ESXi ホストにある仮想マシンで稼働している場合、 このロ
ゴ
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vCenter がいずれかの ESXi ホストにある仮想マシンで稼働しており、 どのホストもロゴで
強調表示されていない、または間違った ホストが強調表示されている場合は、PowerChute
による vCenter Server の 正常なシャットダウンを妨げる設定上の問題が vSphere セットアップ
にあることを 示しています。詳細については、VMware トラブルシューティングの
「仮想マシンシャットダウン」を参照してください。
vCenter Server がクラスタ内のいずれかの ESXi ホストにある仮想マシンで稼働している場合、 次のロゴで識別
されます。
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仮想化設定
仮想マシン移行および仮想マシンシャットダウンなどの仮想マシン(VM)設定は、 [Virtualization Settings (仮想化
設定)]で設定できます。

詳細については、次を参照してください。
•
•
•
•

仮想マシンと仮想装置シャットダウン/起動
VxRail のシャットダウンと起動
ホストメンテナンスモード
vCenter Server 仮想マシンシャットダウン
[vCenter Server VM Shutdown Duration (vCenter Server 仮想マシンシャットダウン所要時間）]
は vCenter Server が稼働している仮想マシンに指定されたシャットダウン所要時間です。
これは設定可能で、デフォルトでは 240 秒に設定されています。
vCenter Server が仮想マシンで稼働しており、このオプションが表示されない場合は、vSphere の
設定問題を 示しています。詳細については、VMware トラブルシューティングを参照してください。
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仮想マシン移行
注:
•

VxRail サポートが有効になっている場合、[仮想マシンの移行]を有効にすることはお勧めし
ません。
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仮想マシンと vApp シャットダウン/起動
UPS 重大イベントによる仮想マシン (VM/vApp) シャットダウンを確実に正常に行うためには、各 VM/vApp
には VMware ツールをインストールする必要があります。[Duration (所要時間)] フィールドは、すべての
VMs/vApps が正常にシャットダウンできる時間です。
VMs/vApps が所要時間が経過する前にシャットダウンした場合は、PowerChute ではシーケンス内の次ステップ
に進む前にこの時間が経過するまで待ちます。
[Duration (所要時間)] フィールドを使って、すべての VMs/vApps に対して、ホストにシャットダウン
の
コマンドが出される前に正常にシャットダウンするのに十分な時間を許可しなければなりません。

vApp については、シャットダウンアクション - 操作を電源オフからゲストシャットダウンに変更して、vApp
内の VM を確実に正常にシャットダウンする必要があります。このことは、vCenter Server 内で編集可能です。
vCenter Server 内の左側のパネルで vApp を右クリックして、[Edit Settings (設定編集)]をクリックします。
デフォルトでは、vApp で各 VM をシャットダウンする間に 120 秒の遅延があります。vApp の次の VM は、この
遅延時間が経過するか現在の VM の電源がオフになるまではシャットダウンされません。このことを
PowerChute VM/vApp シャットダウン時間で考慮に入れてください。
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[Force vApp Shutdown (強制 vApp シャットダウン)]チェックボックスはデフォルトで有効となっており、
vApp 内の VM が異なるホスト上にあるときに、UPS 重大イベントで影響を受けるホストがあった場合でも依然
として確実に正常にシャットダウンするようにします。
このチェックボックスが無効になっている場合、一部のホストがまだ影響を受けていなければ、vApp シャッ
トダウンは省略されます。さらに、影響を受けるホスト上の vApp VM のみがシャットダウンされます。
UPS イベントの影響を受けていないホストで稼働している VM は、いずれも引き続き実行されます。これは、
vApp の VM 間に依存関係がある場合に問題を引き起こす可能性があります。
vCenter Server VM が優先グループに追加されていない場合、他のすべての VM / vApp がシャットダウンされる
とシャットダウンされます。vCenter Server VM については、シャットダウン所要時間の設定は別に行うこと
ができます。vCenter Server VM が優先グループに追加された場合、vCenter Server VM はその優先グループ内
の他の VM とともにシャットダウンされます。Dell VxRail の構成では、vCenter Server VM は NMC が VxRail
Manager で認証するために必要であるため、優先グループに追加できません。PowerChute は、この待機時間に
続いて VxRail クラスターをシャットダウンする要求を NMC に送信した後、自らをシャットダウンします。
PowerChute が VM で実行されている場合、VMware ホストのシャットダウンに必要になるため、それはシャッ
トダウンしません。PowerChute VM 上で実行されている VMware ホストがシャットダウンしたときは、
その PowerChute VM の電源がオフになります。HA が有効である場合は、ホスト内で正常なホストが利用可能
になれば、PowerChute VM は自動的に再起動します。HA アドミッションコントロール」を参照してください。
重大イベントが発生したときに vCenter Server がオフラインまたは利用不可能である場合は、
PowerChute は VMware ホストに直接接続して VM をシャットダウンしようと試みます。そのため
には、Active Directory アカウントまたは管理者権限を持つ共有ローカルユーザーアカウントが
vCenter Server 上に存在し、各 VMware ホスト上で個別に構成されている必要があります。
詳細については、「Active Directory VMware の設定」を参照してください。
Dell VxRail 構成では、vCenter Server がオフラインの場合、PowerChute は VxRail クラス
ターの正常なシャットダウンを行うことができません。
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ネスト化された vApp 付きのマスターvApp のシャットダウン
PowerChute シャットダウンシーケンス中は、vApps はその優先グループに応じて順不同にシャットダウンし
ます。マスターvApp (vApp を含む任意の vApp) をシャットダウンしてマスターvApp 内のネスト化した vApp
を除外するには、[VM Prioritization (VM 優先度付け)]画面を使用することができます。
1. [VM Prioritization]画面内で、マスターvApp を優先グループに加えてください。(例、Medium)
2. ネスト化した vApps を低優先グループに加えてください。(例、グループ 1)
3. [VM Prioritization]画面内の[Set VM Shutdown Duration (ＶＭシャットダウン時間の設定)]
セクションで、中間優先度のグループが正常にシャットダウンするために十分な時間を設定してくださ
い。たとえば、中間優先グループのシャットダウン時間を 240 秒に設定します。
4. グループ 1 優先グループのシャットダウン時間を 0 秒に設定します。優先グループに 0 秒のシャットダ
ウン時間を設定した場合は、PowerChute はこの優先グループ内の VM/vApp をシャットダウンしません。

シャットダウン後の再起動
[Enable vApp Startup (vApp 起動の有効化)]を選択すると、UPS 重大イベントが解決して VMware ホストの
電源がオンになると、シャットダウンされていた vVM/App が再起動されます。PowerChute はまず、VMware ホ
ストが電源オンで vCenter Server へ接続されていることを確認します。
シングル、および冗長 UPS 構成では、デフォルトで[Wait for all Hosts Online (すべてのホストがオ
ンラインになるまで待機)]が有効になっています。有効になると、VM/vApp を起動する前に、クラスタ内のすべ
てのホストがオンラインに戻るまで PowerChute は待機します VM/vApp は、各ホストで並列に起動します。
vCenter Server が VM で実行中で、PowerChute によってシャットダウンされた場合、その VM
の電源がオンになる前にそのホストがオンラインに戻るまで PowerChute は待機します。次に PowerChute は、
vCenter Server が残りの VM/vApp を起動するまでその起動を待機します。
Dell VxRail のストレッチドクラスタ構成では、PowerChute はホストがオンラインに戻るまで待ってからその VM に
電源を入れます。次に PowerChute は、vCenter Server が残りの VM/vApp を起動するまでその起動を待機します。
Dell VxRail の構成では、起動前にオンラインの[すべてのホスト]を選択する必要があります。
Dell VxRail ストレッチドクラスター構成では、重大なイベントの解決後にホストが再起動
する時、ホストがオンラインに戻り PowerChute 仮想マシンが起動するまで、Witness Host
は保守モードのままになります。
続いて、PowerChute はホストの保守モードを解除し、VM/vApp を起動します。

PowerChute 構成ファイル (pcnsconfig.ini) では、「delay_before_vmstartup」設定を使用すると、
ユーザーが指定した期間が経過するまで VM/vApp の起動を遅らせることができます。この設定は、クラスター
内の VM/vApps を起動する前に、クラスター/vSAN サービスが正常に起動したことを確認するのに使用できます。
この設定は、構成ファイルの[HostConfigSettings] セクションにあり、デフォルト値は 0 です。
この設定は、Dell VxRail ストレッチドクラスター構成にのみ関連します。
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VM/vApp の起動の失敗
VM/vApp の起動が失敗した場合、PowerChute は VM/vApp の起動時間フィールドで指定された時間待機し
てから、VM/vApp の再起動を試みます。以下のエントリがイベントログに記録されます。
•
•

前回起動しなかったホスト[Host]で VM の電源をオンにしようとしています。
前回起動しなかったデータセンター[Datacenter]で vApp [vApp]の電源をオンにしようとしています。
注:
•
•

•

VM 優先付けが有効になっている場合、VM/vApp の起動時間はさまざまです。
vCenter Server がオフラインのとき、または vCenter Server が利用可能になるまでは、vApp
の
起動は試行されません。たとえば、vCenter Server が VM として展開されている場合、VM
は vApp の前に起動します。
データセンター内の vApp 名はユニークである必要があります。

VM/vApp の起動に 2 回失敗した場合、それ以上の起動は試行されません。

HA アドミッションコントロール
HA アドミッションコントロールは、vSphere ではデフォルトで有効になっています。アドミッションコントロ
ール設定を変更するには、インベントリ内でクラスタを右クリックし、[構成]を選択します。[vSphere の可用性]
をクリックし、[編集]をクリックします。
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PowerChute が仮想マシンにインストールされている場合は、重大イベントが解消し、そのホストの電源がオン
になっても自動的に再起動はしません。これは、HA アドミッションコントロールが有効な場合、またはアドミ
ッションコントロールポリシーが強制的にそれを防止した場合に発生する可能性があります。
PowerChute 仮想マシンが HA によって自動的に再起動できるようにするには、HA アドミッションコントロ
ールを無効にするか、アドミッションコントロールポリシーを修正することによって PowerChute VM が起動
できるようにしてください。HA アドミッションコントロール設定の詳細については、VMware の資料を参照
して下さい。
アドミッションコントロールを無効になると、HA は PowerChute を実行している VM を自動的に起動するよ
う試み、PowerChute は関連する UPS 装置の監視を始め、シャットダウンした VM を自動的に再起動できる
ようになります。
VM/vApp 起動の問題のトラブルシューティングについては、VMware トラブルシューティングを参照して下さい。
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ホストメンテナンスモード
注：Dell VxRail 構成では、[ホストメンテナンスモード]はストレッチドクラスター構成にの
み関連しています。

[待機時間メンテナンスモード]は、ストレッチド Dell VxRail クラスター構成で有効にする必要があります。

[タイムアウト]フィールドでは、Dell VxRail ストレッチドクラスターで Witness Host をシャットダウンしてか
ら Management Host をシャットダウンする前に、メンテナンスモードタスクが完了するのを待つ待機時間
を秒単位で設定できます。デフォルト値は 15 秒です。

注：Witness ホストと Management ホストは、Dell VxRail クラスターの外側に置かなければなりません。
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vCenter Server 仮想マシンシャットダウン
注：Dell VxRail 構成では、vCenter Server VM シャットダウンは、ストレッチドク
ラスタ ー構成にのみ関連しています。

PowerChute は、シャットダウンシーケンス内の次のステップを進める前に、vCenter Server VM を正常に
シャットダウンするために、[vCenter Server VM Shutdown Duration (vCenter Server VM シャットダウン
所要時間)]フィールド内に指定された時間を待ちます。
注:
•
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仮想マシンの優先度付け
仮想マシンの優先度付けを使うと、仮想マシンの移行、シャットダウン、電源オンの順番を指定できます。
VM 優先度付け機能は、vCenter Server によって管理されるホストでのみ使用できます。
注：Dell VxRail クラスターがシャットダウンするには、vCenter Server が利用可能であ
る必要があります。
VM 優先度付けは、PowerChute メインインターフェイスで設定可能ですが、デフォルトでは無効になっています。

[VM 優先度付けの有効化]画面
VM 優先度付けを有効にするには、[VM 優先度付けの有効化]チェックボックスを選択します。3 つのオプション
が表示されます。
•
•
•

VM の優先度付け
VM シャットダウン所要時間の設定
VM 起動所要時間の設定

VM の優先度付け
仮想マシンは、5 つの優先度グループ(高/中/低/グループ 1/グループ 2)に分けることができます。VM 優先度付け
が有効なときは、データセンター、クラスター、VM および vApp のインベントリビューが左側に表示されます。
右側には、高/中/低/グループ 1/グループ 2 の優先度グループが一覧表示されます。

28

PowerChute Network Shutdown: 標準環境 VMware

データセンターのインベントリビューと仮想マシンの優先度グループ
VM/vApp を優先度グループに分けるには、左側の VM/vApp をクリックし、右側の優先度グループまでドラッグ
します。
優先度グループの間で VM/vApp を移動するには、VM/vApp をグループ間でドラッグします。優先度グループか
ら VM/vApp を削除するには、VM/vApp を選択して[Remove (削除)]ボタンをクリックします。インベントリ
ー内の VM/vApp のうち、優先度グループに割り当てられていないものは、優先度付け解除とみなされます。
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左側のインベントリビューには、[ホストの保護]ページで指定した UPS によって保護されるホストと同
じ HA クラスターに含まれる仮想マシンが自動的に設定されます。vCenter が管理する単体ホスト所の
VM も現れます。
注:
•

HA クラスターに保護対象のホストが含まれる場合、その仮想マシンのすべてが表示されます。

•

HA クラスターに保護対象のホストが含まれない場合、その仮想マシンは表示されません。

•

PowerChute は、優先度グループに追加された仮想マシンに加えた変更内容を vCenter Server
インベントリでトラッキングしません。vCenter Server インベントリで仮想マシンが
更新されると(名前変更や移動など)、その変更を反映するには手動で優先度グループを更新す
る必要があります。優先度が付いた仮想マシンは、重大なイベントが発生しても検出されない
場合、VM 移行、起動およびシャットダウンなどの仮想マシンの操作が実行されると無視され
ます。

•

Dell VxRail 構成では、vCenter Server VM は、ストレッチドクラスター構成のインベントリビュ
ーに表示されません。
Dell VxRail 構成では、VxRail Manager、ESRS、および vCLS の各 VM（VMwarev7.0.1 以上）
は、インベントリビューに表示されないようにしてください。
Dell VxRail 構成で ESRS VM の名前を変更することはお勧めしません。例えば
「ESRS_VE」です。

•
•

PowerChute が正しくクラスターやデータセンター内の VM と vApp を識別するには、その名前が一意
でなければなりません。
Dell VxRail 構成では、別の PowerChute インスタンスが各 VxRail クラスターに対して展開されます。

優先度グループ所要時間の設定
VM シャットダウン、VM 起動の各優先度グループに所要時間を設定できます。
優先度グループでは:
•

VM シャットダウンの所要時間は、優先度グループ内のすべての仮想マシンを安全にシャットダウンする
までの許容時間を設定します。この時間は、各優先度グループの仮想マシンをシャットダウンする間の
待機時間も表します。
VM シャットダウン所要時間は任意の優先グループについて 0 秒に設定し、コマンドファイルま
たは SSH アクションを介してシャットダウンシーケンス内で、後程シャットダウンする必要が
ある任意の特別な VM を取り扱うことができます。これは、Dell VxRail ストレッチドクラ
スタ ー
構成で Management Host 上で実行されている VM に関連します。
優先グループに 0 秒のシャットダウン時間を設定した場合は、シャットダウンアクションはこ
の優先グループ内のすべての VM でスキップされることになります。

•
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仮想マシン操作(VM 移行、シャットダウンおよび起動)の所要時間設定
優先度グループ(高/中/低/グループ 1/グループ 2)の VM/vApp と、優先度付けが解除された VM/vApp の所要時間を
設定できます。VM 優先度付けを初めて有効化するとき、高/中低/グループ 1/グループ 2 の所要時間にはデフォル
ト値の 0 が設定されます。
優先度付けを解除された VM/vApp の所要時間には、[Virtualization Settings (仮想化設定)]ページで設定した内容
に従い、VM シャットダウン、VM 起動のグローバル所要時間値が自動的に設定されます。
VM 起動の所要時間は、値を 0 に設定することで、重要なイベントが解決されたときに VMs/vApp の起動
をスキップすることができます。優先度グループで VM 起動が 0 に設定されている場合、移行しない VM/vApp
はシャットダウンされ、重大イベントが解決されてもシャットダウン後に起動しません。
VM シャットダウン所要時間がいずれかの優先グループについて 0 に設定された場合は、[VM Prioritization (VM
優先度付け)]画面内に警告が表示されます。
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グローバル仮想化設定および VM 優先度付け
VM 優先度付けが有効なとき、[Virtualization Settings (仮想化設定)]ページで設定した VM 起動および VM
シャットダウンの所要時間は、[VM Prioritization (VM 優先度付け)]ページで設定した高/中/低/優先度付け
解除それぞれの所要時間の合計と自動的に一致します。
例えば、[VM 優先度付け]画面で設定した VM シャットダウン所要時間が以下の場合:
•
•
•
•
•
•

高: 90 秒
中: 60 秒
低: 60 秒
グループ 1: 30 秒
グループ 2: 30 秒
優先度付け解除: 30 秒

[仮想化設定]ページの VM シャットダウン所要時間は自動的に以下のように設定されます。
90 + 60 + 60 + 30 + 30 + 30 = 300 秒

[仮想化設定]ページ - VM シャットダウン所要時間
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優先度付き仮想マシンの操作シーケンス
VM 起動および VM シャットダウンなどの操作は、優先度グループ内の仮想マシンに対して実行できます。
VM 起動の場合、優先度グループの処理順序は以下のとおりです。

VM シャットダウンの場合、優先度グループの処理順序は以下のとおりです。

以下のシーケンスは、すべての UPS の構成の VM 起動および VM シャットダウンの順番を示しています。
このシナリオでは:
•
•
•

起動前にオンライン状態のすべてのホストが有効
VM シャットダウンが有効
VM 起動が有効

優先度グループの VM シャットダウン

PowerChute はシーケンス化された VM/vApp シャットダウンを開始します。最初に、優先度付けがない
VM/vApp が順番にシャットダウンされます。優先度付けがない VM/vApp の所要時間が/vApp 経過したら、グル
ープ 2 優先の
VM/vApp、グループ 1 の優先度の VM/vApp、その後低→中→高の VM/vApp の順番にシャットダウンされます。
すべての優先グループの VM/vApps がシャットダウンされると、PowerChute は NMC に要求を送信し、設定可
能な待機時間後に VxRail クラスターをシャットダウンします。その後、PowerChute は自らシャットダウンしま
す。

34

PowerChute Network Shutdown: 標準環境 VMware

優先度グループの VM 起動

UPS の重大イベントが解決され、ホストの電源が回復すると、VxRail はホストをメンテナンスモードから外し、
vCenter Server VM と VxRail Manager VM を再起動させる処理を行います。PowerChute が起動所要時間に関
して優先度が高の VM/vApp の起動を開始します。優先度が高の起動時間が経過したら、優先度が中の VM/Vapp
が起動し、その後優先度が低の VM/vApp、グループ 1 の優先度の VM/vApp、グループ 2 の優先度の VM/vApp そ
して最後に優先順位が解除された VM/vApp が起動します。
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PowerChute vSphere プラグイン
PowerChute を vCenter Server と統合するには、 vSphere プラグインオプションを有効にします。
以下のいずれかの PowerChute vSphere プラグインが使用できます。
1. vSphere Client プラグイン(vSphere デスクトップクライアント)
2. vSphere Web Client プラグイン
この有効化は、PowerChute セットアップウィザードの［Virtualization Settings（仮想化設定）］ページ または
[Communications Settings (通信設定)]ページで設定できます。有効化できるプラグインオプションは 1 つのみで
す。

vSphere Client プラグインにアクセスするには:
vSphere Client を使用して vCenter Server にログインし、次のビューを使用して PowerChute UI にアクセスしま
す。
ホーム - 管理ビュー

ホーム - インベントリ - ホスト/クラスタビュー - 左側のペインでルートレベルを選択し、右側のペインで
[PowerChute] タブをクリックします。
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vSphere Web Client プラグインにアクセスするには:
vSphere Web Client を使用して vCenter Server にログインし、 [Home (ホーム)]アイコンをクリックして
PowerChute UI にアクセスします。
[Home (ホーム)]タブ - [Monitoring (監視)]

PowerChute アイコンをクリックして、PowerChute にログインします。
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vSphere v6.5 以降では、vSphere デスクトップクライアントは廃止される可能性があり、
vSphere
ウェブクライアントだけが使用可能になります。
PowerChute vSphere Web Client プラグインは、 vSphere Web Client v5.5 Update 1 以降の
みに対応しています。

Internet Explorer Enhanced Security Configuration が 有効な場合は、PowerChute がインス
トールされているマシンまたは仮想マシンの URL を [信頼済みサイト]ゾーンに追加します。
これを実行するには、IE で［ツール] - [インターネット オプション］を選択し、 ［セキュリ
ティー］タブをクリックします。[信頼済みサイト]を選択します。https://<PowerChute
hostname/IP address>:6547 を信頼済みサイトの一覧に追加します。

PowerChute vCenter Server アラーム
いずれかの vSphere プラグインオプションを有効にすると、つのカスタム PowerChute vCenter Server アラーム
が作成されます。
vSphere デスクトップクライアントプラグインでは、 [Alarm Settings (アラーム設定)]ダイアログの [Actions (ア
クション)]タブを使用して、アクションを実行するようにアラームを設定できます。たとえば、 アラームがトリ
ガされたときに、管理者に通知メールを送信するように 設定できます。
vSphere Web Client プラグインでは、 [Actions (アクション)]タブ - [Settings (設定)] - [Manage (管理)] - [Alarm
Definitions (アラーム定義)]を使用して、アクションを実行するようにアラームを設定できます。

PowerChute UPS 重大イベント
重大な UPS イベントが発生して PowerChute がシャットダウンシーケンスを開始すると、 VMware ホストの［
Triggered alarms（トリガされたアラーム）］ビューで ステータスが［Warning（警告）］のアラームが発生し
ます。
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PowerChute が仮想マシンと vApps のシャットダウンを完了すると、 VMware ホストにコマンドが送信されシャ
ットダウンするため、アラームステータスは［Alert（アラート）］になります。

アラームの削除
PowerChute vCenter Server アラームは次の場合に削除されます。
•
•

vCenter Server プラグインがアンインストールされた場合
vCenter Server プラグインが無効化された場合

また、アラームは vCenter Server を介して手動で削除することもできます。
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Active Directory VMware の設定
Dell VxRail クラスターのシャットダウンには、vCenter Server が利用可能である必要があります。このトピッ クで
は、VMware ホストに直接接続してシャットダウンアクションを実行するために使用できる Active Directory
アカウントを構成する方法の概要を説明します。このトピックは、ストレッチドクラスター構成にの
み関連します。
1. [Active Directory Users and Groups (Active Directory ユーザーおよびグループ)]で「ESX Admins」
という名前のグループを作成し、ユーザーを そのグループに追加します。
Active Directory を使用している場合、VMware は 「ESX Admins」というデフォルトの AD
グループアカウントを提供します。このグループは ドメインに参加している各 ESXi
ホストに自動的に追加され、 デフォルトで管理者権限が付与されます。
2. vSphere Web Client を使用して、Active Directory を VMware Single Sign On の ID ソースとして追加しま
す。
3. vSphere Web Client でブラウザーを介して vCenter Server にログインします。- https://<your_vcenter_ip>
デフォルトの vCenter Server 管理者アカウント - administrator@vsphere.local を使用します。
4. [Administration (管理)] - [Single Sign On] – [Configuration (設定)]をクリックし、さらに [Identity Sources
(ID ソース)]タブをクリックします。

5.

シンボルをクリックして、新しい ID ソースを追加します。

6. [Active Directory as a LDAP Server (LDAP サーバーとしての Active Directory)]を選択します。
7. ドメインの詳細を入力します。例: testdomain.com
a. [Name (名前)]：testdomain
b. [Base DN for Users (ユーザーのベース DN)]:CN=Users、DC=testdomain、DC=com
c.

[Domain Name (ドメイン名)]:testdomain.com

d. [Alias (エイリアス)]:testdomain
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e. [Base DN for Groups (グループのベース DN)]:CN=Users、DC=testdomain、DC=com
f.

[Primary Server URL (プライマリサーバーURL)]: domaincontroller.testdomain.com

g. [Username (ユーザー名)]:testdomain\domainuser

8. ［OK］をクリックします。
9. vSphere クライアントを使用して vCenter にログインし、[メニュー] > [管理] > [シングル サインオン] >
[ユーザーとグループ] に移動します。
10. シンボルをクリックし、
11. ［OK］をクリックします。

41

ユーザーを作成します。

VMware の設定

12. [メニュー]> [管理]> [グローバル権限]に移動します。
13.
14.
15.
16.

。[ユーザー]を選択し、[割り当てられた役割]を[管理者]に変更します。
シンボルをクリックします
[子に伝達]が選択されていることを確認します。
［OK］をクリックします。
ユーザーに必要なすべての役割を追加します。
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vCenter Server および VMware ホスト用の共有ローカルアカウント
vCenter Server に共有ローカルアカウントを作成します（ローカル OS を使用しない）
1. Dell VxRail クラスターのシャットダウンには、vCenter Server が利用可能である必要がありま
す。
シャットダウン操作を行うために、VMware ホストに直接接続して共有アカウントを設定する必
要があります。
2. administrator@vsphere.local として vSphere ウェブクライアントにログインします。
3. [メニュー]> [管理]> [シングルサインオン]> [ユーザーとグループ]に移動します。
4. vsphere.local ドメインを選択し、[ユーザーの追加]をクリックします。

5. vCenter のユーザー名とパスワードを入力し、[OK]をクリックします。
6. [メニュー]> [管理]> [グローバル権限]に移動します。
。手順 4 で作成した[ユーザー]を選択し、[割り当てられた役割]を[管理者]
7. シンボルをクリックします
に変更します。
8. [子に伝達]が選択されていることを確認します。
9. ［OK］をクリックします。
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10. [シングルサインオン] > [構成] > [アイデンティティソース] に移動します。新しいユーザーが追加された
vsphere.local ドメインを選択し、これをデフォルトドメインとして設定します。

11. PowerChute では、ユーザー名を追加するときに@vspherelocal サフィックスを含めないでください。
ESXi ホストユーザー名に@vsphere local を含めることができないため、これは必須ではありません。

vCenter Server における共有ローカルアカウントの作成 - ローカル OS の使用
1. Dell VxRail クラスターのシャットダウンには、vCenter Server が利用可能である必要があります。
シャットダウン操作を行うために、VMware ホストに直接接続して共有アカウントを設定する必要があり
ます。
2. Active Directory が使用できない場合は、ローカルユーザーアカウントを vCenter Server に追加できま
す。
3. 同じ名前とパスワードのアカウントを、各 ESXi ホストに追加する必要があります。
4. vCenter Server マシンにログインして、[Computer Management (コンピューターの管理)] -> [Local Users
and Groups for Windows (Windows のローカルユーザーおよびグループ)]を選択して、ユーザーを追加し
ます。
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Linux/vCenter Server アプライアンスでは、ターミナルコマンドの「useradd」および「passwd」
を使用します。

5. vSphere Client を使用して vCenter Server にログインし、[メニュー]> [管理]> [グローバル権限]
に移動します。
6. シンボルをクリックします

。[ユーザー]を選択し、[割り当てられた役割]を[管理者]に変更します。

7. [子に伝達]が選択されていることを確認します。
8. ［OK］をクリックします。
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vCenter Server および VMware ホスト用の共有ローカルアカウント
各 VMware ホストにおける共有ローカルアカウントの作成
1. [ESXi クライアント]にログインし、[管理] > [セキュリティとユーザー] > [ユーザー]に移動します。
2. [ユーザーを追加]をクリックします。
3. ユーザー名およびパスワードを入力し、[OK]をクリックします。
4. インベントリ内の[ホスト]を右クリックし、[権限]をクリックします。
5. [ユーザーを追加]をクリックします。
6. 手順 2 で作成したユーザーを選択し、[割り当てられた役割] を[管理者]に変更します。
7. ［OK］をクリックします。

vCenter Server が仮想マシン上で稼働しており、Active Directory が使用できない場合は、 共有ローカ
ルアカウントを使用する必要があります。
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お使いのハイパーバイザーとして ESXi の付いた Dell VxRail クラスターをお持ちの場合は、PowerChute セッ
トア ップウィザード内で PowerChute の Dell VxRail サポートを有効にできます。
Dell VxRail のサポートには、Network Management Card 3 が必要です。サポートされている
NMC 3 ファームウェアのバージョンについては、オペレーティングシステムおよび互換性一覧
を参照してください。

Dell VxRail 構成をサポートする NMC と通信するための通信プロトコルとして HTTP はサポー
ト されていません。 HTTPS を選択する必要があります。
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Dell VxRail サポートを有効にする
Dell VxRail サポートを有効にするには、PowerChute セットアップウィザードを開き、次の手順に従います。

1. [vCenter Server の詳細]画面の[ハイパーコンバージドインフラストラクチャーサポート] ドロップダウン
リストから VxRail が選択されていることを確認し、[次へ]をクリックします。
2. [VxRail Manager の詳細]画面で、VxRail Manager VM の IP アドレスまたはホスト名を入力して続行します。
[信頼できない SSL 証明書を受け入れる]チェックボックスは、デフォルトでオフになっています。
選択しないままにすると、vCenter Server、ESXi ホスト、および VxRail Manager に接続 するとき
に、信頼できる CA によって署名された SSL 証明書のみが受け入れられます。デフォルトでは、こ
れらの証明書は自己署名されており、それが接続エラーの発生原因になります。これは、セキュリ
ティを強化し、中間者 (MITM) 型の攻撃を防ぐためです。信頼できない/自己署名 SSL 証明書を使
用して vCenter Server、ESXi ホストおよび VxRail Manager に接続する場合は、この チェックボ
ックスを選択します。
または、vCenter Server 設定トピックで説明されている手順に従って、vCenter Server ルート CA
証明書を PowerChute-keystore に追加することもできます。
注：
•
•
•

PowerChute では、認証情報や構成を検証するために、VxRail Manager が利用可能である
必要があります。
標準のクラスター構成の場合、vCenter Server 管理者アカウントの認証情報を指定する
必要があります。
ストレッチドクラスター構成では、PowerChute は、VCenter Server VM のシャットダウン
後に、Witness ホストと Management ホストに直接接続してシャットダウンします。
vCenter Server および各 VMware ホスト上で管理者ロールを持つ共有ローカルユーザー
アカウントを 構成し、その認証情報を指定する必要があります。詳細については、
[アクティブディレクトリ VMware の構成]を参照してください。

3. [次へ]をクリックして接続を検証します。
4. Dell VxRail Manager VM/クラスターに接続できた場合は[仮想化設定]画面に導かれ、そこで Dell
VxRail設定を構成することができます。この設定は、PowerChute UI 内の[仮想化設定]画面内で後程編
集可能です。
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VxRail のシャットダウンと起動
VxRail クラスターシャットダウンは、PowerChute がユーザーVM のシャットダウンを完了した後に発生します。こ
れは、VxRail Manager を介してクラスターシャットダウン REST API 呼び出しを使用して NMC により開始されます。

VxRail のシャットダウンと起動
クラスターシャットダウン待機時間とは、NMC が VxRail Manager にシャットダウンコマンドを発行する前に、
PowerChute VM がシャットダウンするのに十分な時間を確保するために NMC によって使用される待機時間です。
デフォルト値は 120 秒です。

VxRail ストレッチドクラスター構成の場合、クラスターシャットダウン待機時間は 0 秒に設定
する必要があります。
標準クラスタ設定でシャットダウンコマンドファイルや SSH アクションが構成される場合、提供される
クラスターシャットダウン所要時間は、コマンドファイル/SSH アクションの実行と PowerChute VM の
シャットダウンを可能にするのに十分でなければなりません。十分な所要時間が指定されていない場
合、VxRail クラスターは正常にシャットダウンしません。
[クラスターシャットダウン所要時間]フィールドを使用して、VxRail Manager がクラスターを停止する
ように要求された後、クラスターが正常にシャットダウンするのに十分な時間を確保する必要がありま
す。クラスターを停止するために必要な時間を手動でテストして、それを[シャットダウン所要時間]とし
て指定することをお勧めします。デフォルト値は 300 秒です。
VxRail ストレッチドクラスター構成では、PowerChute は、クラスターシャットダウン所要時間が経過す
るのを待ってからシャットダウンシーケンスの次のステップに進みます。提供された期間が十分でない
場合、クラスターシャットダウンは失敗する可能性があります。
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シャットダウン後の再起動
構成に応じて 2 つの方法のいずれかで、シャットダウンした後に PowerChute は再起動されます。PowerChute
VM と vCenter Server VM が VxRail クラスター内に配置されている場合は、vCenter Server の起動後に
PowerChute がスケジュールされたタスクを介して再起動します。その他のすべての構成では、PowerChute は
VMware の自動起動ポリシーを介して再起動されます。
注：Dell VxRail クラスタを再起動すると、すべてのクラスタサービスが実行されるまで vSAN
データストアは使用できなくなります。 拡張クラスター構成では、PowerChute 構成ファイルの
[HostConfigSettings]セクションで delay_before_vmstartup に値を設定することを強くお勧
めします。この設定により、vSAN データストアにアクセスできるときに PowerChute がユーザーVM
を再起動します。
スケジュールされたタスク
この方法を使用すると、PowerChute はシャットダウン中にスケジュールされたタスクを登録し、指定された待機
時間で vCenter Server の後に PowerChute VM を起動します。待機時間は、VxRailCluster セクションの
scheduled_start_delay 設定を使用して、PowerChute 構成ファイル (pcnsconfig.ini) 内で構成できます。
設定が完了したら、[PowerChute VM]を選択し、[構成]> [スケジュールされたタスク]に移動することにより、 ス
ケジュールされたタスクを vCenter で表示できます。
VxRail クラスターサービスが完全には開始されていないと失敗する可能性があり、その場合は PowerChute VM を
手動で開始する必要があります。
自動開始ポリシー
この方法を使用すると、PowerChute は VxRail 上の「仮想マシンの起動およびシャットダウン」ポリシーに自身
を 登録し、ホストで PowerChute VM を再起動します。クラスターホストを選択し、[構成] をクリックして[仮想
マシン] > [VM の起動/シャットダウン]に移動することで、vCenter で「仮想マシンのスタートアップおよび シャ
ットダウン」ポリシーを確認することができます。
ESXi で自動起動機能が有効になっていることを確認します。ESXi で有効になっていない場合、シャットダ
ウン後に PowerChute が正常に再起動しないことがあります。ESXi で自動起動を有効にするには、クラスタ
ホストをクリックし、[システム]をクリックしてから[自動起動]をクリックして[有効]を[はい]に設定します。
注：HA が有効になっている場合、この機能を有効にすることはできません。
VxRail は、VxRail クラスターとシステム VM の再起動を管理します。VMware の自動起動は、ホストが起動 した
ときに PowerChute VM の電源をオンにしようとします。vCenter Server が再開され、すべてのホスト がオンラ
インになると、PowerChute はユーザーVM を再起動します。
起動待機時間のデフォルト値は 0 秒です。これは、VxRailCluster セクションの autostart_delay 設定を使
用して、PowerChute 構成ファイル (pcnsconfig.ini) 内で構成できます。
ストレッチドクラスター構成で Dell VxRail と Management ホストの電源が同時にオンになると、デー
タストアにアクセスできなくなったり、クラスターの起動が期待どおりに動作しなくなることがありま
す。この問題を回避するには、最初に Management ホストを起動し、次に VxRail ホストを起動し
て、VxRail ホス トの起動時に Witness ホストと vCenterServer を使用できるようにします。これを実現す
る方法の詳細については、Dell VxRail のトラブルシューティングトピックの「クラスターを起動でき照な
い」セクションを
してください。 参
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[Shutdown Settings (シャットダウンの設定)]ページでは、UPS 電源オフと シャットダウンコマンドファイル を設
定できます。
•
•

UPS シャットダウン
Shutdown コマンドファイル
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UPS シャットダウン
デフォルト設定は、[Do not turn off the UPS (UPS を電源オフしない)]です。
バッテリー電力を保持する場合は、[Turn off the UPS (UPS の電源オフ)] を選択できます。一部の UPS では、
PowerChute または NMC から UPS の電源を オフにすることはできません。そのようなモデルでは、UPS 本体
でのみ電源をオフにできます 。お使いの UPS のドキュメントを参照して、 使用中のモードが UPS 電源オフ を
サポートするか確認してください。
UPS に切り替えコンセントグループがある場合は、[Turn off the UPS Outlet Group (UPS コンセントグルー
プの電源オフ)]オプションを使用すると、 重大イベントが発生した後に、PowerChute で保護されたサーバーに
電力供給している コンセントグループの電源をオフすることができます。
バッテリー運転によるシャットダウン後 UPS が電源オフになった場合、ほとんどの UPS はデフォルト動
作として、 入力電力の回復時に再度電源をオン にします。
[On-Battery Shutdown Behavior (バッテリー使用時のシャットダウン動作)]設定は、NMC の
[Configuration (設定)] – [Shutdown (シャットダウン)]に表示され、必要に応じて、電源オフ、オフ状態を維
持などに動作を 変更できます。

冗長 UPS 構成でバッテリ使用のシングル UPS を電源オフにする
これは、冗長 UPS を伴う UPS セットアップを含む高度な UPS 構成では 使用できません。
Dell VxRail では、高度 UPS 構成はサポートされていません。

冗長 UPS 構成では、バッテリー電力に切り替えた後、 いずれかの UPS の電源をオフにするオプション がありま
す。これは、 UPS のバッテリー寿命を延長し、バッテリー電力を保持するために設計されています。
コンセントグループをサポートする UPS でこの機能を使用する場合は、 [Turn off the UPS (UPS の電源オフ)] オ
プションを有効にする必要があります。
構成内の他の UPS によって負荷機器は引き続き保護されます。
指定遅延時間の経過後、PowerChute はコマンドを送信して UPS を正常に電源オフします。
一方の UPS がバッテリー運転中の場合、設定済みのシングル UPS 電源オフの遅延時間が経過する前に別
の UPS がバッテリー運転に切り替わった場合、1 つ目の UPS は電源がオフになりません。

シャットダウンが バッテリー使用イベントに対して有効になっている場合、 2 番目の UPS がバッテリ
ー電力に切り替えると、複数の重大イベントとなります(1 つ目の UPS に PowerChute が電源オフコマン
ドを送信した後)。この状態が発生したら、10 秒後にシャットダウンシーケンスが開始されます。
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シャットダウンコマンドファイル
シャットダウンコマンドファイルは、UPS で重大なイベントが発生すると実行されるように設定できます。
Dell VxRail 標準クラスター構成では、PowerChute が VxRail クラスターをシャットダウンするために NMC 要求を
送信した後、そのローカル OS のシャットダウン前にコマンドファイルが実行されます。ストレッチドクラスタ ー
構成では、NMC が VxRail クラスターをシャットダウンした後、Witness ホストがシャットダウンされる前に
コマンドファイルが実行されます。
コマンドファイルのフルパス:実行するコマンドファイルを、ディスクドライブおよびボリューム名を含めたフル
パス名で指定します。Linux および Unix システムの場合、ファイルは chmod + x [コマンドファイル名]の権限を 実
行する必要があります。
コマンドファイルは、PowerChute インストールディレクトリの user_files フォルダーまたはサブフォル
ダーに配置する必要があります。インストール中にデフォルトのインストールディレクトリが選択された
場合、次のようになります。/opt/APC/PowerChute/user_files/

所要時間:シャットダウンコマンドファイルの実行に必要な時間の秒数を入力します。

コマンドファイルの実行完了に必要な時間は、自分で見積もる必要があります。PowerChute は、コマンド
ファイルの実行が完了したかどうかを判断することはできません。入力した時間だけ待機すると、OS のシ
ャットダウンが開始されます。

コマンドファイルは、Windows の場合、ローカルシステムアカウントを使用して実行されます。Linux/Unix の場
合、コマンドファイルはルート権限を使用して実行する必要があります。PowerChute は、デスクトップとの交
信が必要なプログラムを実行できません。サポートされるのは、コマンドファイル対応プログラムのみです。

54

SSH 設定
PowerChute Network Shutdown は、イベント発生時に、SSH 接続を介してリモートホスト上でコマンドを実行
するように構成することができます。SSH アクションを作成するには、[アクションの追加] をクリックして 以下
を設定します。
1. 名前: 各 SSH アクションごとに最大 255 の ASCII 文字による一意の名前。
2. 次のいずれかの認証方法を設定します。
• ユーザー名とパスワード: リモートホストに接続するためのユーザー名とパスワードを入力します。
• ユーザー名、SSH キーファイルのパスと SSH キーファイルのパスワード：共有 SSH キーへの
パスを指定します。このオプションでは、SSH キーを生成してそれをターゲットシステムに コピ
ーする必要があります。SSH コマンドファイルの場所。
3. IP アドレス//FQDN とポート: 対象 SSH コンポーネントの IP アドレスまたはフリー・クオリファイド・
ドメイン・ネーム（FQDN）およびポート。
4. SSH コマンドファイルのパス: ディスクドライブまたはボリューム数を含めて、コマンドファイルの フ
ルパス名を指定する必要があります。SSH コマンドファイルの場所。
5. SSH アクションの遅延：PowerChute がリモートホストに接続してコマンドの送信を開始する前に待機
する時間を秒単位で入力します。デフォルト値は 0 です。
6. SSH アクションの時間: 残りのシャットダウンシーケンスを続行する前に、SSH アクションが完了 する
までの時間を秒単位で入力します。

[SSH アクションの時間] フィールドを使って、すべての SSH アクションを完了する
のに十分な時間を設ける必要があります。

7. SSH アクションの実行:
• 起動時：PowerChute サービスの再起動時に、SSH コマンドファイルを実行します。
• ホストのシャットダウン前: ホストのシャットダウン前に SSH コマンドファイルを実行します。
8. SSH アクションを有効にする: 構成済みの SSH アクションを有効または無効にすることができます。こ
のチェックボックスは、新しい SSH アクションが作成されるときに、デフォルトで有効になります。
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注:
•

•

•

•

•
•

PowerChute は提供されたコマンドファイルを受け取り、それを SSH 接続を介してリモートホスト
に一行ごと正確に手渡します。結果として、不完全な行をリモートホストが不正確に解釈する可能性
があります。リモートホストがファイルを正しく解釈できるように、SSH コマンドファイルに完全
な行とコマンドが含まれていることを確認する必要があります。
コマンドファイルの行終了形式は、PowerChute ターゲットのホストオペレーティングシステム の
行終了形式と一致しなければなりません。たとえば、Windows ホスト上インストールされている
PowerChute 上で設定されたコマンドファイルには、Windows 形式のテキスト行の終端が含 まれて
いる必要があります。
認識されているコマンドプロンプトは次のとおりです。
• $ (Linux)
• # (Linux admin/root)
• > (Windows または RPDU)
「ssh_prompt_regex」設定を[SSHAction]セクションに追加することにより、カスタムコマンドプ
ロンプトは、PowerChute 構成ファイル (pcnsconfig.ini) を介して追加できます。例えば：「~」
のカスタムコマンドプロンプトを追加するには、「ssh_prompt_regex = \~\s」を追加します。
PowerChute イベントログは、SSH アクションが完了したことだけを表示します。イベントログ
は、SSH アクションが正常に完了したかどうかを表示しません。
値が [SSH Action Delay（アクション遅延）]フィールド内で指定されている場合は、SSH
アクションが設定 された遅延付きで実行されていることはイベントログには記録されません。
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SSH コマンドファイルの場所
SSH キーファイルが設定されている場合、SSH キーファイルとコマンドファイルは、PowerChute インストールディレクトリの
user_files フォルダーまたはサブフォルダーに配置する必要があります。インストール中にデフォルトのインストー ルディレ
クトリが選択された場合、この場所は次のようになります。/opt/APC/PowerChute/user_files/
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SNMP 構成
PowerChute Network Shutdown は、Simple Network Management Protocol（SNMP）経由で通信するように設定
でき、StruxureWare Data Center Expert などのネットワーク管理ツールによって SNMP 経由で検出できます。
SNMP を使用して、PowerChute 設定を照会、構成したり、UPS 重大イベントや通信消失イベントに対する
SNMP トラップを生成したりできます。
SNMPv1 および SNMPv3 は、PowerChute Network Shutdown によってサポートされます。IPv4 と IPv6 の両方
がサポートされます。SNMP のサポートは、インストールプロセスで有効化します。詳細については、APC の
Web サイトにある「PowerChute Network Shutdown インストールガイド」を参照してください。インストールが
完了 したら、Web ユーザーインターフェイスの［SNMP 設定］を選択して構成を行い、SNMP 経由で
PowerChute にアクセスできるようにします。Web ユーザーインターフェイスで SNMP を有効化したり SNMP 構
成を変更したりした場合は、PowerChute サービスを再起動する必要はありません。SNMP 経由での PowerChute
構成の変更は、イベントログに記録されます。
[SNMP ディスカバリポート] を入力します。デフォルト値として 161 が自動的に入力されますが、このポート が
すでに使用されている場合は他の値に変更できます。ポート番号が利用できるかどうかは自動的に確認され、 利
用できない場合は新しいポート番号を入力しなければなりません。
以下を参照してください。
•
•
•
•
•

SNMPv1 の構成
SNMPv3 の構成
SNMP トラップの構成
SNMP データポイント
SNMP のトラブルシューティング
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SNMPv1 の構成
[SNMPv1 アクセスを有効にします]を選択して、SNMPv1 経由での通信に必要なユーザープロファイルを構成しま
す。[プロファイルの追加]を選択して以下を構成します。
1. [コミュニティー名]:コミュニティー名は各 SNMP 要求と共に送信され、デバイスへのアクセスを可能にし
ます。最大長は ASCII 文字で 15 文字です。
2. [NMS IP/ホスト名]：ネットワーク管理システム（NMS）の IP アドレス、ホスト名、または FQDN （完全
修飾ドメイン名）。NMS とは、ネットワーク上のソフトウェアおよびハードウェアコンポーネントを管理
するためのソフトウェアです。SNMP GET および SET コマンドを発行することで、SNMP 経由で
PowerChute を管理することができます。デフォルト値の 0.0.0.0 は、すべての NMS からのアクセスを許
可します。
3. [アクセスタイプ]：
• [無効]：SNMP GET および SET 要求は禁止されます。
• [読み取り]：SNMP GET 要求のみが許可されます。
• [読み書き]：SNMP GET および SET 要求が許可されます。
既存の SNMPv1 ユーザープロファイルを編集するには
イルを削除するには

ボタンをクリックします。SNMPv1 ユーザープロファ

ボタンをクリックします。

[Apply（適用）] をクリックして SNMPv1 の構成を保存します。
一部のネットワーク管理システムは、SNMP 経由で通信するために SNMP Engine ID が必要です。SNMP
Engine ID は PowerChute ユーザーインターフェイスの SNMP 設定ページに表示されます。
SNMPv1 は SNMPv3 と比べてセキュリティーが劣ります。SNMPv1 は暗号化や認証の機能を持たず、コ
ミュニティー名がプレーンテキストとしてネットワーク上で送信されます。SNMP で暗号化や認証を使用
するには、SNMPv3 設定を構成してください。
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SNMPv3 の構成
[SNMPv3 アクセスを有効にします]を選択して、SNMPv3 設定を構成します。[プロファイルの追加]を選択して以
下を構成します。
1. [ユーザー名]：SNMPv3 では、すべての GET および SET 要求と SNMP トラップが、ユーザー名によって
ユーザープロファイルと整合されます。32 文字までの ASCII 文字を使用してユーザー名を入力します。
2. [認証プロトコル]：MD5、SHA-1、または SHA-2（SHA256 または SHA512）プロトコルを選択します。
NMS でサポートされている場合は SHA-2 プロトコルの使用が推奨されます。

MD5 プロトコルの使用は推奨されません。

3. [認証パスフレーズ]：選択したプロトコル用の認証パスワードを 8～32 文字の ASCII 文字で入力します。
4. [プライバシープロトコル]：AES-128, AES-192*, AES-192 Ex†, AES-256*, AES-256 Ex†, または DES を選
択します。NMS および PowerChute JRE でサポートされている場合は AES-256 プロトコルの使用が推奨さ
れます。
5. [プライバシーパスフレーズ]：選択した暗号化プロトコル用のプライバシーパスワードを 8～32 文字の
ASCII 文字で入力します。
6. [アクセスタイプ]：
• [無効]：SNMP GET および SET 要求は禁止されます。
• [読み取り]：SNMP GET 要求のみが許可されます。
• [読み書き]：SNMP GET および SET 要求が許可されます。
既存の SNMPv3 ユーザープロファイルを編集するには
イルを削除するには

ボタンをクリックします。SNMPv3 ユーザープロファ

ボタンをクリックします。

[Apply（適用）]をクリックして SNMPv3 の構成を保存します。

一部のネットワーク管理システムは、SNMP 経由で通信するために SNMP Engine ID が必要です。SNMP
Engine ID は PowerChute ユーザーインターフェイスの SNMP 設定ページに表示されます。
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SNMP トラップの構成
UPS 重大イベントや通信消失イベントに対して PowerChute が生成する SNMP トラップを受信するデバイスを指
定することができます。
トラップレシーバーを構成するには、[トラップレシーバーの追加]を選択して以下を構成します。
1.
2.
3.
4.

[有効化]：トラップレシーバーを有効にする場合は選択してください。
[NMS IP/ホスト名]：NMS の IP アドレス、ホスト名、または FQDN（完全修飾ドメイン名）を指定します。
[ポート]：NMS が受信トラップを待機するポートを指定します。デフォルトのポート番号は 162 です。
[SNMPv1]：SNMPv1 経由でトラップを送信したい場合は選択してください。
o [コミュニティー名]：SNMPv1 トラップがこのレシーバーに送信されるときに識別子として使用さ
れる SNMPv1 ユーザープロファイルのコミュニティー名を入力します。
5. [SNMPv3]：SNMPv3 経由でトラップを送信したい場合は選択してください。
o

[ユーザー名]：SNMPv3 トラップがこのレシーバーに送信されるときに識別子として使用される
SNMPv3 ユーザープロファイルのユーザー名を入力します。

[SNMP トラップレシーバーテスト]をクリックして、構成したトラップレシーバーにテストトラップを送信しま
す。トラップレシーバーがテストトラップを受信したことを確認します。
既存の SNMP トラップレシーバーを編集するには
除するには

ボタンをクリックします。SNMP トラップレシーバーを削

ボタンをクリックします。

UPS 重大イベント
PowerChute は、以下のイベントの発生時に、構成されているトラップレシーバーに対して SNMP トラップを送
信します。
•

•

PowerChute の重大イベントによってシャットダウンが開始された場合
重大イベント（バッテリー稼働など）が発生してシャットダウンが開始されると、PowerChute は SNMP
トラップを送信し、イベント名、UPS セットアップ（詳細構成時）、および影響を受ける仮想ホスト
（仮想化サポートが有効である場合）の情報を通知します。
PowerChute の重大イベントが解消された場合
[状態の解消時にトラップを送信]オプションが有効である場合、シャットダウンの原因となった
PowerChute の重大イベントが解消されると、PowerChute は構成されている NMS に SNMP トラップを送
信します。

通信消失イベント
PowerChute は、以下のイベントの発生時に、構成されているトラップレシーバーに対して SNMP トラップを送
信します。
•

•

ネットワーク通信が失われた場合
PowerChute が UPS の Network Management Card と通信不能になると、構成されているトラップレシー
バ ーにトラップが送信されます。
UPS 通信が失われた場合
Network Management Card が UPS と通信不能になると、構成されているトラップレシーバーにトラップ
が 送信されます。

[状態の解消時にトラップを送信]オプションが有効である場合、以下のトラップが送信されます。
•
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ネットワーク通信が再び確立された場合
PowerChute が UPS の Network Management Card と再び通信可能になると、構成されている トラップ
レシーバーにトラップが送信されます。

SNMP 構成
•

UPS 通信が再び確立された場合
NMC が UPS と再び通信可能になると、構成されているトラップレシーバーにトラップが送信されます。

その他のイベント
•

PowerChute テストトラップ
トラップレシーバーの構成時に、トラップを正常に受信することを確認するためにテストトラップを送信
できます。「SNMP トラップレシーバーテスト」を参照してください。

PowerChute SNMP Trap OID についての詳細は、SNMP データポイント > PowerChute トラップ を参照してくだ
さい。

SNMP トラップ通知設定の構成
UPS 重大イベントまたは通信消失イベントのトラップを設定するには:
[SNMP の設定] > [SNMP トラップ]の順に選択します。
[UPS 重大イベント]または[通信消失イベント]の隣にある アイコンをクリックします。
重大イベントのトラップを有効にするには[有効化]を選択します。
[待機時間]:トラップが送信されるまでのイベント継続時間を指定します。この時間が経過する前にイベン
トが解消すると、トラップは送信されません。
5. [繰り返し間隔]:トラップが再送信されるまでの間隔を秒数で指定します。
6. 以下のいずれかを選択します。
• イベントが解消されるまで指定した繰り返し間隔でトラップを送信し続けたい場合は[状態が解消
されるまで繰り返し]を選択します。
• イベントの発生時にトラップを送信する回数を指定したい場合は[繰り返し]を選択し、繰り返し回
数を入力してください。
7. イベントの解消時に通知を受け取りたい場合は[状態の解消時にトラップを送信]を選択します。
注:PowerChute サーバーが UPS 重大イベントによってシャットダウンされた場合は、NMS にイベント解
消トラップは送信されません。

1.
2.
3.
4.
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SNMP データポイント
SNMP のポーリングと構成に関連した PowerChute 構成の詳細を下表に示します。

PowerChute の識別情報
オブジェクト識別子
名

アクセス

説明

pcnshostname

読み取り専用

PowerChute インスタンスのホスト名。

pcnsVersion

読み取り専用

インストールされている PowerChute のバージョン。

pcnsOS

読み取り専用

PowerChute がインストールされている OS のバージョ
ン。

pcnsJavaVersion

読み取り専用

PowerChute が動作している Java のバージョン。

PowerChute のネットワーク設定
オブジェクト識別子名

アクセス

説明

pcnsUIProtocol

読み取り専用

PowerChute の Web ユーザーインターフェイスに接続 する
ために使用されるインターネットプロトコル。

pcnsHttpPort

読み取り専用

PowerChute の Web ユーザーインターフェイスに接続 する
ために使用されるポート。

pcnsHttpsPort

読み取り専用

PowerChute の Web ユーザーインターフェイスに https 経
由で接続するために使用されるポート。

pcnsNetworkConfig

読み取り専用

TCP ネットワークの構成（IPv4 または IPv6）。

pcnsVirtualInstall

読み取り専用

PowerChute が構成されている仮想化技術。
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PowerChute の Network Management Card 設定
オブジェクト 識
別子名

アクセス

説明

pcnsMode

読み取り専用

PowerChute が監視している UPS の構成。
「UPS 構成オプション」参照。

pcnsNMCPort

読み取り専用

すべての Network Management Card に接続するために使
用するポート。

pcnsNMCProtocol

読み取り専用

すべての Network Management Card に接続するために使
用するインターネットプロトコル。

NMC 詳細は、pcnsNmcTable という名前の SNMP テーブルに格納されます。各テーブルエントリ
ーは以下のとおりです。
pcnsNMCIndex

読み取り専用

PowerChute 設定における NMC のインデックス。

pcnsNMCAddr

読み取り専用

NMC の IP アドレス。

pcnsNMCOutlet

読み取り専用

PowerChute が登録されている NMC のコンセントグルー
プ。

PowerChute のシャットダウン設定
オブジェクト 識別子名

アクセス

説明

読み書き

UPS 重大イベントの発生時にシャットダウ
ンコマンドファイルが実行されるように設定
するかどうかを指定します。「シャットダウ
ンコマンドファイル」を参照してください。

読み書き

コマンドファイルが実行される前に、ホス
トがシャットダウンされるまでに必要な時
間の秒数。この設定は仮想化サポートにの
み適用されます。

読み書き

実行するコマンドファイルのディスクドラ
イブおよびボリューム名を含めたフルパス
名。「シャットダウンコマンドファイル」
を参照してください。

pcnsShutdownCommandFileDuration*

読み書き

シャットダウンコマンドファイルを実行す
るために必要な秒数。

pcnsTurnOffUps*

読み書き

正常なシャットダウンの実行後に UPS を停
止するための設定。

pcnsTurnOffSOG*

読み書き

正常なシャットダウンの実行時に UPS のコ
ンセントグループを停止するための設定。

読み書き

ランタイムの残り時間のしきい値を定義しま
す。UPS がバッテリー電力で稼働してお
り、UPS のランタイム残り時間がしきい値
を下回ると、PowerChute はシャットダウン
シーケンスを開始します。詳細については、
「サーバーシャットダウンの順序付け」を参

pcnsShutdownCommandFileEnabled*

pcnsShutdownCommandFileDelay*

pcnsShutdownCommandFile*

pcnsRuntimeRemainingThreshold
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照してください。
pcnsRuntimeRemainingCmdFileThreshold
読み書き

ランタイムの残り時間のしきい値を定義し
ます。ランタイムの残り時間がこのしきい
値を下回ると、PowerChute はコマンドファ
イルを実行します。

* 注: これらのオブジェクト識別名は高度 UPS セットアップでは使用することができません。 高
度 UPS セットアップ用の同等のオブジェクト識別名については以下 を参照してください。

PowerChute イベント
SNMP 経由で構成できる構成可能イベントのオブジェクト識別名と、PowerChute ユーザーインターフェイスで表
示されるイベント名を下表に示します。
オブジェクト識別子名

PowerChute UI 参照

pcnsPowerFailed

UPS オンバッテリ

pcnsPowerRestored

入力電力回復

pcnsOverload

UPS 過負荷状態

pcnsOverloadSolved

UPS 過負荷修復

pcnsRunTimExceeded

ランタイム超過

pcnsRunTimeWithinRange

使用可能なランタイムが十分

pcnsRunTimeBelowThreshold

ランタイム残り時間がしきい値を下回る

pcnsRunTimeAboveThreshold

ランタイム残り時間がしきい値を上回る

pcnsBatteryDischarged

バッテリ放電

pcnsBatteryChargeInRange

バッテリ再充電

pcnsFaultBypassEnabled

ハードウェア障害または過負荷によりバイパス

pcnsBypassEnabled

保守バイパス

pcnsBypassManualEnabled

手動バイパス

pcnsBypassDisabled

バイパス終了

pcnsBypassContactorFailed

バイパススイッチ失敗
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pcnsBypasContactorOk

バイパススイッチ交換済み

pcnsCommunicationLostOnBattery

オンバッテリ中に通信切断

pcnsCommunicationLost

NMC が UPS と通信不能
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オブジェクト識別子名
pcnsNetCommunicationLost

PowerChute UI 参照
PowerChute が NMC と通信不
能

pcnsCommunicationEstablished

通信確立

pcnsMinRedundancyLost

最小冗長性の消失

pcnsMinRedundancyRegained

最小冗長性の回復

pcnsParallelRedundancyLost

パラレル冗長性の消失

pcnsParallelRedundancyRegained

パラレル冗長性の回復

pcnsMaxInternalTempExceeded

UPS 温度過熱状態

pcnsMaxInternalTempInRange

UPS 温度正常復帰

pcnsMinLoadCapabilityLost

負荷(kVA)アラーム違反

pcnsMinLoadCapabilityRegained

負荷(kVA)アラーム違反の解決

pcnsEnviornmentCommunicationEstablished

EMC との通信確立

pcnsEnviornmentCommunicationLost

EMC との通信切断

pcnsTempInRangeProbeX

温度プローブ X 範囲内

pcnsTempOutOfRangeProbeX

温度プローブ X 範囲外

pcnsHumidityInRangeProbeX

湿度プローブ X 範囲内

pcnsHumidityOutOfRangeProbeX

湿度プローブ X 範囲外

pcnsContactFaultX

コンタクトゾーン X アラーム

pcnsContactNormalX

コンタクトゾーン X 正常
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各イベントでは以下にアクセスできます。
オブジェクト識別名

アクセス

説明

読み取り専用

イベントの説明。

[イベント名]
EnableLogging

読み書き

このイベントのイベントログへの記録を有効/無効にし
ます。

[イベント名]
EnableCommandFile

読み書き

このイベントのコマンドファイルの実行を有効/無効に
します。

[イベント名]
CommandFilePath

読み書き

このイベントに対して実行するコマンドファイル名と
フルパスを指定します。

[イベント名]
CommandFileDelay

読み書き

コマンドファイルが実行される前に、ホストがシャッ
トダウンされるまでに必要な時間の秒数。

［イベント名］Desc

注:これは pcnsRunTimeBelowThreshold には使用でき
ません。
「 pcnsRunTimeBelowThresholdCommandFile
Threshold」を参照してください。
一部のイベントでは以下にアクセスできます。
オブジェクト識別名

アクセス

説明

[イベント名]EnableShutdown

読み書き

このイベントが発生したときにホス
トの正常なシャットダウンを実行し
ます。

[イベント名]ShutdownDelay

読み書き

PowerChute がシャットダウンプロ
セスを開始するまでに待機する必要
がある時時間（秒）。

pcnsRunTimeBelowThreshold の場合、以下の ID にアクセスできます。
オブジェクト識別名

アクセス 説明

pcnsRunTimeBelowThresholdCommandFileThreshold

ランタイム残り時間がこのし
読み書き きい値を下回ると、コマンド
ファイルが実行されます。

pcnsRunTimeBelowThresholdShutdownThreshold

ランタイム残り時間がこのし
きい値を下回ると、ホストの
読み書き
正常なシャットダウンが開始
されます。
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PowerChute トラップ
重大イベントや通信消失イベントに対して PowerChute が送信する SNMP トラップのオブジェクト識別名を下表
に示します。
UPS 重大イベント
オブジェクト識別名

レベル

説明

pcnsCriticalEventActive

重大

重大イベントにより、PowerChute Network Shutdown はホストの
正常なシャットダウンを開始しました。

pcnsCriticalEventResolved

情報

PowerChute Network Shutdown 重大イベントが解決 されました
が、ホストの正常なシャットダウンが継続されます。

通信消失イベント
オブジェクト識別名

レベル

説明

pcnsNetworkComsLost

重大

PowerChute が NMC と通信不能。

pcnsNetworkComsLostResolved

情報

PowerChute が NMC との通信を回復しました。

pcnsNMCComsLost

重大

NMC が UPS と通信不能。

pcnsNMCComsLostResolved

情報

NMC が UPS との通信を回復しました。

その他のイベント
オブジェクト識別名

レベル

説明

pcnsTest

情報

PowerChute がテストトラップを NMS に送信しました。
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イベントの設定
UPS イベントが発生した場合、PowerChute によるイベントの記録、ユーザーへの通知、コマンドファイル の実
行、またはシステムシャットダウンの開始を ［Configure Events（イベントの設定）］画面で設定できます。
シンボルは、そのイベントに対してアクションが有効であることを示し、
あることを示します。

シンボルは、アクションが無効で

イベントの説明は、PowerChute イベントおよびログの項を参照してください。
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通知
PowerChute は、イベント発生時にメッセージを 1 人のユーザーまたはログインしている全ユーザーに送信できます。
[Notify all users（全ユーザーに通知）]：Linux または Unix の場合、ターミナルプロンプトが開いた状態でサー
バーにログオンしている全ユーザー に通知されます。
[Notify only this user（対象ユーザーのみに通知）］：Linux または Unix システムの場合、ユーザー名を入力 し
ます。通知対象のユーザーは、ターミナルプロンプトが開いた状態でサーバーにログオンしている必要 がありま
す。
[Repeat Interval（繰り返し間隔）］：イベント状態が存在する間に メッセージが繰り返される時間間隔を 秒単
位で指定します。このフィールドに何も指定しないか 0 を指定した場合、メッセージが繰り返し送信されることは
ありません。
［Delay（遅延時間）］（必要な場合）：イベント発生後にユーザーに通知するまでに PowerChute が待機する 必要
がある時間を秒単位で入力します。シャットダウンイベントが発生すると、ユーザーには即座に通知されます。
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イベント主導型コマンドファイル
特定のイベントが発生した後にコマンドファイルが実行されるように PowerChute を設定できます。イベント 行
の シンボルを クリックし、［Enable Command File（コマンドファイルを有効化）］チェックボックス を選
択します。
［Delay（遅延時間）］： イベントが発生してからコマンドファイルが実行されるまでに PowerChute が待機する
必要がある時間を 秒単位で入力します。

シャットダウンコマンドファイルも設定済みの場合、両方のコマンドファイルが並列実行さ
れます。

[Full path to command file (完全パス)]：コマンドファイルの完全パス名(ディスクドライブ、ボリュー
ム名を含む) を 指定する必要があります。
コマンドファイルは、Windows の場合ローカルシステムアカウントを使用して実行されます。Linux/Unix の
場合コマンドファイルは root 権限で実行されます。PowerChute は、デスクトップとの相互通信を必要とするプロ
グラムを実行できません。サポートされるのは、コマンドライン対応プログラムのみです。
コマンドファイルは、PowerChute インストールディレクトリの user_files フォルダーまたはサブフォルダーに
配置する必要があります。インストール中にデフォルトのインストールディレクトリが選択された場合、この場
所は次のようになります: /opt/APC/PowerChute/user_files/。

72

PowerChute Network Shutdown: 標準環境 VMware

シャットダウン
イベントに対してシャットダウンが有効になっている場合、PowerChute はイベントを重大イベントとして処理し、
シャットダウンシーケンスを開始します。シャットダウンは必ずしもすべてのイベントではサポートされません。
サポートされるかどうかは、 イベント行のアイコンの有無で示されます。
［Delay（遅延時間）］フィールドでは、PowerChute がシャットダウンシーケンスを開始するまでに待機する必
要がある時間を秒単位で指定します。デフォルトでは、 バッテリー使用イベントの遅延時間は 120 秒ですが、 そ
の他のイベントのデフォルト値は 0 秒です。
デフォルトで PowerChute がシャットダウンシーケンスを開始するのは、 バッテリー低下状態が発生するか、 ま
たは UPS に電源オフコマンドが送信される場合に限られます。これらのイベントについては、PowerChute ユー
ザーインターフェイスを使用してシャットダウンを無効にできません。
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次の各シナリオでは、シャットダウンシーケンスが開始された時に PowerChute と UPS がどのように動作するか、
いくつか例を示します。
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Dell VxRail サポート付き VMware：アウトレットグループの無い
UPS
例 1a：標準クラスター。[UPS が有効になっている]、[シャットダウンコマンドファイル または
SSH アクションが構成されていない]、[PowerChute が VM として展開されている] をオフにしま
す。
PowerChute は、クラスター内に VM として展開され、シングル/冗長 UPS の構成用に設定されています。UPS の電源
をオフにするオプションが[シャットダウン設定]ページで有効化されています。シャットダウンコマンドファ
イルまたは SSH アクションが構成されていません。本例における所要時間は次のとおりです：
•
•
•

VM および vApp シャットダウン所要時間=120 秒
クラスターシャットダウン待機時間 = 60 秒
クラスターシャットダウン所要時間=180 秒

「オンバッテリー」などの重大な UPS イベントが発生すると、次のシーケンスがトリガーされます。

1. PowerChute によって、UPS がオンバッテリーモードであることが報告されます。
2. オンバッテリーイベントに設定されたシャットダウン待機時間の経過後、PowerChute は UPS の電源をオフ
にするコマンドを送信します。UPS の電源オフが開始されます。
3. PowerChute は、ユーザーVM と vApp のシャットダウンを開始します。
4. 2 分（VM/vApp シャットダウン待機時間）後、PowerChute は VxRail REST API を使用してクラスター をシ
ャットダウンする要求を Network Management Card に送信します。
5. 次に PowerChute はローカル OS シャットダウンを開始して電源を切ります。クラスターのシャットダウンを
行う前に、すべてのユーザーVM の電源をオフにする必要があります。
6. 60 秒（クラスターシャットダウン待機時間）後、NMC は VxRail クラスターAPI のシャットダウンコマンド
を発行します。この時点では、PowerChute VM を含むすべてのユーザーVM がオフであるはずです。
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7. 180 秒（クラスターシャットダウン待機時間）を過ぎると、クラスターと ESXi ホストがシャットダウン さ
れ、この直後に UPS がオフになります。
8. UPS は、次のどちらか長い方の指定時間のあいだ待機します：
バッテリー低下持続時間または最大必須待機時間
これらは NMC インターフェイスの[設定 - シャットダウン]ページに表示されます。
9. この待機時間経過後、さらに 2 分間の設定不能待機時間がカウントダウンされます。
10. ユーザーが設定可能なシャットダウン待機時間の経過後、UPS は電源がオフになります。
この値は、NMC ユーザーインターフェイスの[設定 - シャットダウン]ページで設定できます。
バッテリー低下持続時間には、オペレーティングシステムのシャットダウンが完了するまで十分な時間を取るよう
に設定することをお勧めします。

例 1b：ストレッチドクラスター。[UPS が有効になっている]、[シャットダウンコマンドファ
イルまたは SSH アクションが構成されていない]、[PowerChute が VM として展開されてい
る]をオフにします。
PowerChute は、クラスター外部の Management ホスト上に VM として展開され、シングル/冗長 UPS の構成用に
設定されます。シャットダウン設定のページでは、UPS をオフにするオプションが有効になっています。vCenter
Server は、クラスター外側の Management ホストに VM として展開されます。シャットダウンコマンドファイル
または SSH アクションが構成されていません。本例における所要時間は次のとおりです：
•
•
•
•

VM および vApp シャットダウン所要時間=120 秒
クラスターシャットダウン待機時間 = 0 秒
クラスターシャットダウン所要時間=180 秒
vCenter Server アプライアンスのシャットダウン所要時間 = 240 秒

オンバッテリーなどの重大な UPS イベントが発生すると、以下のシーケンスが開始されます。

1. PowerChute によって、UPS がオンバッテリーモードであることが報告されます。
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2. オンバッテリーイベントに設定されたシャットダウン待機時間の経過後、PowerChute は UPS の電源をオフ
にするコマンドを送信します。UPS の電源オフが開始されます。
3. PowerChute は、ユーザーVM と vApp のシャットダウンを開始します。
4. 2 分（VM/vApp シャットダウン待機時間）後、PowerChute は VxRail REST API を使用してクラスター をシ
ャットダウンする要求を Network Management Card に送信します。NMC は、VxRail クラスターAPI のシャ
ットダウンコマンドを発行します。この時点で、すべてのユーザーVM がオフである必要があります。
5. 180 秒（クラスターシャットダウン所要時間) 後、クラスターと ESXi ホストがシャットダウンされます。
6. PowerChute は、vCenter Server アプライアンスをシャットダウンします。
7. 240 秒（vCenter Server アプライアンスシャットダウン所要時間）を過ぎると、PowerChute は、PowerChute
VM を含む Management ホストと Witness ホストをシャットダウンします。この直後に UPS がオフになりま
す。
8. UPS は、次のどちらか長い方の指定時間のあいだ待機します：
バッテリー低下持続時間または最大必須待機時間
これらは NMC インターフェイスの[設定 - シャットダウン]ページに表示されます。
9. この待機時間経過後、さらに 2 分間の設定不能待機時間がカウントダウンされます。
10. ユーザーが設定可能なシャットダウン待機時間の経過後、UPS は電源がオフになります。
この値は、NMC ユーザーインターフェイスの[設定 - シャットダウン]ページで設定できます。
バッテリー低下持続時間には、オペレーティングシステムのシャットダウンが完了するまで十分な時間を取るよう
に設定することをお勧めします。2 分間の設定不能待機時間（手順 9）のカウントダウンが開始される前に、オペ
レーティングシステムのシャットダウンが完了していると理想的です。

例 2a：標準クラスター。[UPS が有効になっている]、[シャットダウンコマンドファイルが構
成されている]、[PowerChute が VM として展開されている]をオフにします。
PowerChute は、クラスター内に VM として展開され、シングル/冗長 UPS の構成用に設定されています。UPS の
電源をオフにするオプションが[シャットダウン設定]ページで有効化されています。シャットダウンコマンドファ
イルが設定されています。本例における所要時間は次のとおりです：
•
•
•

VM および vApp シャットダウン所要時間=120 秒
クラスターシャットダウン待機時間 = 180 秒
クラスターシャットダウン所要時間=180 秒

「オンバッテリー」などの重大な UPS イベントが発生すると、次のシーケンスがトリガーされます。

77

シャットダウンシナリオの例

1. PowerChute によって、UPS がオンバッテリーモードであることが報告されます。
2. オンバッテリーイベントに設定されたシャットダウン待機時間の経過後、PowerChute は UPS の電源をオフ
にするコマンドを送信します。UPS の電源オフが開始されます。
3. PowerChute は、ユーザーVM と vApp のシャットダウンを開始します。
4. 2 分（VM/vApp シャットダウン所要時間）後、PowerChute は VxRail REST API を使用してクラスターを シ
ャットダウンする要求を Network Management Card に送信します。
5. PowerChute がシャットダウンコマンドファイルの実行を開始します。
6. コマンドファイルに設定されている待機時間が経過した後、PowerChute はローカル OS のシャットダウンを
開始して電源をオフにします。クラスターのシャットダウンを行う前に、すべてのユーザーVM の電源をオフ
にする必要があります。
7. 180 秒（クラスターシャットダウン待機時間）後、NMC は VxRail クラスターAPI のシャットダウンコマンド
を発行します。この時点では、PowerChute VM を含むすべてのユーザーVM がオフであるはずです。
8. 180 秒（クラスターシャットダウン待機時間）を過ぎると、クラスターと ESXi ホストがシャットダウン さ
れ、この直後に UPS がオフになります。
9. UPS は、次のどちらか長い方の指定時間のあいだ待機します：
バッテリー低下持続時間または最大必須待機時間。
これらの値は、NMC インターフェイスの[設定 - シャットダウン]ページに表示されます。
10. この待機時間経過後、さらに 2 分間の設定不能待機時間がカウントダウンされます。
11. ユーザーが設定可能なシャットダウン待機時間の経過後、UPS は電源がオフになります。
この値は、NMC ユーザーインターフェイスの[設定 - シャットダウン]ページで設定できます。
バッテリー低下持続時間には、オペレーティングシステムのシャットダウンが完了するまで十分な時間を取るよう
に設定することをお勧めします。
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例 2b：ストレッチドクラスター。[UPS が有効になっている]、[シャットダウンコマンドファ
イルが構成されている]、[PowerChute が VM として展開されている]をオフにします。
PowerChute は、クラスター外部の Management ホスト上に VM として展開され、シングル/冗長 UPS の構成用に
設定されます。シャットダウン設定のページでは、UPS をオフにするオプションが有効になっています。vCenter
Server は、クラスター外側の Management ホストに VM として展開されます。本例における所要時間は次のとお
りです：
•
•
•
•

VM および vApp シャットダウン所要時間=120 秒
クラスターシャットダウン待機時間 = 0 秒
クラスターシャットダウン所要時間=180 秒
vCenter Server アプライアンスのシャットダウン所要時間 = 240 秒

オンバッテリーなどの重大な UPS イベントが発生すると、以下のシーケンスが開始されます。

1. PowerChute によって、UPS がオンバッテリーモードであることが報告されます。
2. オンバッテリーイベントに設定されたシャットダウン待機時間の経過後、PowerChute は UPS の電源をオフ
にするコマンドを送信します。UPS の電源オフが開始されます。
3. PowerChute は、ユーザーVM と vApp のシャットダウンを開始します。
4. 2 分（VM/vApp シャットダウン所要時間）後、PowerChute は VxRail REST API を使用してクラスターを シ
ャットダウンする要求を Network Management Card に送信します。NMC は、VxRail クラスターAPI のシャ
ットダウンコマンドを発行します。この時点で、すべてのユーザーVM がオフである必要があります。
5. 180 秒（クラスターシャットダウン所要時間) 後、クラスターと ESXi ホストがシャットダウンされます。
6. PowerChute は、vCenter Server アプライアンスをシャットダウンします。
7. 240 秒（vCenter Server アプライアンスシャットダウン所要時間）を過ぎると、 PowerChute は シャットダ
ウンコマンドファイルの実行を開始します。
8. コマンドファイルに設定された待機時間が経過すると、PowerChute は PowerChute VM を含む Management
ホストと Witness ホストをシャットダウンします。この直後に UPS がオフになります。
9. UPS は、次のどちらか長い方の指定時間のあいだ待機します：
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バッテリー低下持続時間または最大必須待機時間。
これらの値は、NMC インターフェイスの[設定 - シャットダウン]ページに表示されます。
10. この待機時間経過後、さらに 2 分間の設定不能待機時間がカウントダウンされます。
11. ユーザーが設定可能なシャットダウン待機時間の経過後、UPS は電源がオフになります。
この値は、NMC ユーザーインターフェイスの[設定 - シャットダウン]ページで設定できます。
バッテリー低下持続時間には、オペレーティングシステムのシャットダウンが完了するまで十分な時間を取るよう
に設定することをお勧めします。

例 3a：標準クラスター。[UPS が有効になっている]、[SSH アクションが構成されている]、
[PowerChute が VM として展開されている]をオフにします。
PowerChute は、クラスター内に VM として展開され、シングル/冗長 UPS の構成用に設定されています。UPS の
電源をオフにするオプションが[シャットダウン設定]ページで有効化されています。SSH アクションは、ホストの
シャットダウン前に実行するように構成されており、30 秒の待機時間が適用されます。本例における所要時間は
次のとおりです：
•
•
•

VM および vApp シャットダウン所要時間=120 秒
クラスターシャットダウン待機時間 = 180 秒
クラスターシャットダウン所要時間=180 秒

「オンバッテリー」などの重大な UPS イベントが発生すると、次のシーケンスがトリガーされます。

1. PowerChute によって、UPS がオンバッテリーモードであることが報告されます。
2. オンバッテリーイベントに設定されたシャットダウン待機時間の経過後、PowerChute は UPS の電源をオフ
にするコマンドを送信します。UPS の電源オフが開始されます。
3. PowerChute は、ユーザーVM と vApp のシャットダウンを開始します。
4. 2 分（VM/vApp シャットダウン所要時間）後、PowerChute は VxRail REST API を使用してクラスターを シ
ャットダウンする要求を Network Management Card に送信します。
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5. PowerChute は、[ホストシャットダウンの前に SSH アクションを実行]に設定された 30 秒の待機時間を
待機し、SSH アクションの実行を開始します。
6. 次に PowerChute はローカル OS シャットダウンを開始して電源を切ります。クラスターのシャットダウンを
行う前に、すべてのユーザーVM の電源をオフにする必要があります。
7. 180 秒（クラスターシャットダウン待機時間）後、NMC は VxRail クラスターAPI のシャットダウンコマンド
を発行します。この時点では、PowerChute VM を含むすべてのユーザーVM がオフであるはずです。
8. 180 秒（クラスターシャットダウン待機時間）を過ぎると、クラスターと ESXi ホストがシャットダウン さ
れ、この直後に UPS がオフになります。
9. UPS は、次のどちらか長い方の指定時間のあいだ待機します：
バッテリー低下持続時間または最大必須待機時間。
これらの値は、NMC インターフェイスの[設定 - シャットダウン]ページに表示されます。
10. この待機時間経過後、さらに 2 分間の設定不能待機時間がカウントダウンされます。
11. ユーザーが設定可能なシャットダウン待機時間の経過後、UPS は電源がオフになります。
この値は、NMC ユーザーインターフェイスの[設定 - シャットダウン]ページで設定できます。
バッテリー低下持続時間には、オペレーティングシステムのシャットダウンが完了するまで十分な時間を取るよう
に設定することをお勧めします。

例 3b：ストレッチドクラスター。[UPS が有効になっている]、[SSH アクションが構成されて
いる]、[PowerChute が VM として展開されている]をオフにします。
PowerChute は、クラスター外部の Management ホスト上に VM として展開され、シングル/冗長 UPS の構成用に
設定されます。シャットダウン設定のページでは、UPS をオフにするオプションが有効になっています。vCenter
Server は、クラスター外側の Management ホストに VM として展開されます。SSH アクションは、ホストのシャ
ットダウン前に実行するように構成されており、30 秒の待機時間が適用されます。本例における所要時間は次の
とおりです：
•
•
•
•

VM および vApp シャットダウン所要時間=120 秒
クラスターシャットダウン待機時間 = 0 秒
クラスターシャットダウン所要時間=180 秒
vCenter Server アプライアンスのシャットダウン所要時間 = 240 秒

オンバッテリーなどの重大な UPS イベントが発生すると、以下のシーケンスが開始されます。
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1. PowerChute によって、UPS がオンバッテリーモードであることが報告されます。
2. オンバッテリーイベントに設定されたシャットダウン待機時間の経過後、PowerChute は UPS の電源をオフ
にするコマンドを送信します。UPS の電源オフが開始されます。
3. PowerChute は、ユーザーVM と vApp のシャットダウンを開始します。
4. 2 分（VM/vApp シャットダウン所要時間）後、PowerChute は VxRail REST API を使用してクラスターを シ
ャットダウンする要求を Network Management Card に送信します。NMC は、VxRail クラスターAPI のシャ
ットダウンコマンドを発行します。この時点で、すべてのユーザーVM がオフである必要があります。
5. 180 秒（クラスターシャットダウン所要時間) 後、クラスターと ESXi ホストがシャットダウンされます。
6. PowerChute は、vCenter Server アプライアンスをシャットダウンします。
7. 240 秒（vCenter Server アプライアンスシャットダウン所要時間）が経過すると、PowerChute は Execute
SSH Action before Host Shutdown（ホストシャットダウンの前に SSH アクションを実行）に設定 されて
いる 30 秒の待機時間を待って、SSH アクションの実行を開始します。
8. SSH アクションに設定された待機時間が経過すると、PowerChute は PowerChute VM を含む Management
ホストと Witness ホストをシャットダウンします。この直後に UPS がオフになります。
9. UPS は、次のどちらか長い方の指定時間のあいだ待機します：
バッテリー低下持続時間または最大必須待機時間。
これらの値は、NMC インターフェイスの[設定 - シャットダウン]ページに表示されます。
10. この待機時間経過後、さらに 2 分間の設定不能待機時間がカウントダウンされます。
11. ユーザーが設定可能なシャットダウン待機時間の経過後、UPS は電源がオフになります。
この値は、NMC ユーザーインターフェイスの[設定 - シャットダウン]ページで設定できます。
バッテリー低下持続時間には、オペレーティングシステムのシャットダウンが完了するまで十分な時間を取るよう
に設定することをお勧めします。
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Dell VxRail サポート付き VMware：アウトレットグループのあ
る UPS
例 1a：標準クラスター。[アウトレットグループが有効になっている]、[シャットダウンコマ
ンドファイルまたは SSH アクションが構成されていない]、[PowerChute が VM として展開さ
れている]をオフにします。
PowerChute は、クラスター内に VM として展開され、シングル/冗長 UPS の構成用に設定されています。
アウトレットグループの電源をオフにするオプションが
[シャットダウン設定
] ページで有効化されています。
シャットダウンコマンドファイルまたは SSH アクションが
構成されていません。本例にお
ける所要時間は次のと
おりです：
•
•
•

VM および vApp シャットダウン所要時間=120 秒
クラスターシャットダウン待機時間 = 60 秒
クラスターシャットダウン所要時間=180 秒

「オンバッテリー」などの重大な UPS イベントが発生すると、次のシーケンスがトリガーされます。

1. PowerChute によって、UPS がオンバッテリーモードであることが報告されます。
2. オンバッテリーイベントに設定されたシャットダウン待機時間の経過後、PowerChute はアウトレットグルー
プの電源をオフにするコマンドを送信し、アウトレットグループの電源がオフになります。
3. PowerChute は、ユーザーVM と vApp のシャットダウンを開始します。
4. 2 分（VM/vApp シャットダウン待機時間）後、PowerChute は VxRail REST API を使用してクラスターをシ
ャットダウンする要求を Network Management Card に送信します。
5. 次に PowerChute はローカル OS シャットダウンを開始して電源を切ります。クラスターのシャットダウンを
行う前に、すべてのユーザーVM の電源をオフにする必要があります。
6. 60 秒（クラスターシャットダウン待機時間）後、NMC は VxRail クラスターAPI のシャットダウンコマンド
を発行します。この時点では、PowerChute VM を含むすべてのユーザーVM がオフであるはずです。
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7. 180 秒（クラスターシャットダウン待機時間）を過ぎると、クラスターと ESXi ホストがシャットダウン さ
れ、この直後に UPS がオフになります。
8. 電源オフ待機時間 (NMC ユーザーインターフェイスの[設定 – アウトレットグループ]ページで設定可能)が 経
過すると、アウトレットグループの電源はオフになります。
•

メインアウトレットグループに登録されている場合、メインアウトレットグループの電源オフが開始され
る前に、UPS は切替アウトレットグループの電源がオフになるまで待機します。

•

切替アウトレットグループに登録されている場合、その待機時間のみがカウントダウンされます。

例 1b：ストレッチドクラスター。[アウトレットグループが有効になっている]、[シャットダ
ウンコマンドファイルまたは SSH アクションが構成されていない]、[PowerChute が VM とし
て展開されている]をオフにします。
PowerChute は、クラスター外部の Management ホスト上に VM として展開され、シングル/冗長 UPS の構成用に
設定されます。シャットダウン設定のページでは、UPS をオフにするオプションが有効になっています。vCenter
Server は、クラスター外側の Management ホストに VM として展開されます。シャットダウンコマンドファイル
または SSH アクションが構成されていません。本例における所要時間は次のとおりです：
•
•
•
•

VM および vApp シャットダウン所要時間=120 秒
クラスターシャットダウン待機時間 = 0 秒
クラスターシャットダウン所要時間=180 秒
vCenter Server アプライアンスのシャットダウン所要時間 = 240 秒

オンバッテリーなどの重大な UPS イベントが発生すると、以下のシーケンスが開始されます。

1. PowerChute によって、UPS がオンバッテリーモードであることが報告されます。
2. オンバッテリーイベントに設定されたシャットダウン待機時間の経過後、PowerChute はアウトレットグルー
プの電源をオフにするコマンドを送信し、アウトレットグループの電源がオフになります。
3. PowerChute は、ユーザーVM と vApp のシャットダウンを開始します。
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4. 2 分（VM/vApp シャットダウン待機時間）後、PowerChute は VxRail REST API を使用してクラスターを シ
ャットダウンする要求を Network Management Card に送信します。NMC は、VxRail クラスターAPI の シャ
ットダウンコマンドを発行します。この時点で、すべてのユーザーVM がオフである必要があります。
5. 180 秒（クラスターシャットダウン所要時間) 後、クラスターと ESXi ホストがシャットダウンされます。
6. PowerChute は、vCenter Server アプライアンスをシャットダウンします。
7. 240 秒（vCenter Server アプライアンスシャットダウン所要時間）を過ぎると、PowerChute は、PowerChute
VM を含む Management ホストと Witness ホストをシャットダウンします。この直後に UPS がオフになりま
す。
8. 電源オフ待機時間 (NMC ユーザーインターフェイスの[設定 – アウトレットグループ]ページで設定可能) が経
過すると、アウトレットグループの電源はオフになります。
•

メインアウトレットグループに登録されている場合、メインアウトレットグループの電源オフが開始され
る前に、UPS は切替アウトレットグループの電源がオフになるまで待機します。

•

切替アウトレットグループに登録されている場合、その待機時間のみがカウントダウンされます。

例 2a：標準クラスター。[アウトレットグループが有効になっている]、[シャットダウンコマン
ドファイルが構成されている]、[PowerChute が VM として展開されている]をオフにします。
PowerChute は、クラスター内に VM として展開され、シングル/冗長 UPS の構成用に設定されています。アウト
レットグループの電源をオフにするオプションが [シャットダウン設定] ページで有効化されています。 シャット
ダウンコマンドファイルが設定されています。本例における所要時間は次のとおりです：
•
•
•

VM および vApp シャットダウン所要時間=120 秒
クラスターシャットダウン待機時間 = 180 秒
クラスターシャットダウン所要時間=180 秒

「オンバッテリー」などの重大な UPS イベントが発生すると、次のシーケンスがトリガーされます。
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1. PowerChute によって、UPS がオンバッテリーモードであることが報告されます。
2. オンバッテリーイベントに設定されたシャットダウン待機時間の経過後、PowerChute はアウトレットグルー
プの電源をオフにするコマンドを送信し、アウトレットグループの電源がオフになります。
3. PowerChute は、ユーザーVM と vApp のシャットダウンを開始します。
4. 2 分（VM/vApp シャットダウン所要時間）後、PowerChute は VxRail REST API を使用してクラスター をシ
ャットダウンする要求を Network Management Card に送信します。
5. PowerChute がシャットダウンコマンドファイルの実行を開始します。
6. コマンドファイルに設定されている待機時間が経過した後、PowerChute はローカル OS のシャットダウン
を開始して電源をオフにします。クラスターのシャットダウンを行う前に、すべてのユーザーVM の電源をオ
フにする必要があります。
7. 180 秒（クラスターシャットダウン待機時間）後、NMC は VxRail クラスターAPI のシャットダウンコマンド
を発行します。この時点では、PowerChute VM を含むすべてのユーザーVM がオフであるはずです。
8. 180 秒（クラスターシャットダウン待機時間）を過ぎると、クラスターと ESXi ホストがシャットダウン さ
れ、この直後に UPS がオフになります。
9. 電源オフ待機時間 (NMC ユーザーインターフェイスの[設定 – アウトレットグループ]ページで設定可能)が 経
過すると、アウトレットグループの電源はオフになります。
•

メインアウトレットグループに登録されている場合、メインアウトレットグループの電源オフが開始
される前に、UPS は切替アウトレットグループの電源がオフになるまで待機します。

•

切替アウトレットグループに登録されている場合、その待機時間のみがカウントダウンされます。

例 2b：ストレッチドクラスター。[アウトレットグループが有効になっている]、[シャットダ
ウンコマンドファイルが構成されている]、[PowerChute が VM として展開されている]をオフ
にします。
PowerChute は、クラスター外部の Management ホスト上に VM として展開され、シングル/冗長 UPS の構成用に
設定されます。シャットダウン設定のページでは、UPS をオフにするオプションが有効になっています。vCenter
Server は、クラスター外側の Management ホストに VM として展開されます。本例における所要時間は次のとお
りです：
•
•
•
•

VM および vApp シャットダウン所要時間=120 秒
クラスターシャットダウン待機時間 = 0 秒
クラスターシャットダウン所要時間=180 秒
vCenter Server アプライアンスのシャットダウン所要時間 = 240 秒

オンバッテリーなどの重大な UPS イベントが発生すると、以下のシーケンスが開始されます。
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1. PowerChute によって、UPS がオンバッテリーモードであることが報告されます。
2. オンバッテリーイベントに設定されたシャットダウン待機時間の経過後、PowerChute はアウトレットグルー
プの電源をオフにするコマンドを送信し、アウトレットグループの電源がオフになります。
3. PowerChute は、ユーザーVM と vApp のシャットダウンを開始します。
4. 2 分（VM/vApp シャットダウン所要時間）後、PowerChute は VxRail REST API を使用してクラスター をシ
ャットダウンする要求を Network Management Card に送信します。NMC は、VxRail クラスターAPI の シャ
ットダウンコマンドを発行します。この時点で、すべてのユーザーVM がオフである必要があります。
5. 180 秒（クラスターシャットダウン所要時間) 後、クラスターと ESXi ホストがシャットダウンされます。
6. PowerChute は、vCenter Server アプライアンスをシャットダウンします。
7. 240 秒（vCenter Server アプライアンスシャットダウン所要時間）を過ぎると、PowerChute は シャットダ
ウンコマンドファイルの実行を開始します。
8. コマンドファイルに設定された待機時間が経過すると、PowerChute は PowerChute VM を含む Management
ホストと Witness ホストをシャットダウンします。この直後に UPS がオフになります。
9. 電源オフ待機時間 (NMC ユーザーインターフェイスの[設定 – アウトレットグループ]ページで設定可能) が経
過すると、アウトレットグループの電源はオフになります。
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•

メインアウトレットグループに登録されている場合、メインアウトレットグループの電源オフが開始
される前に、UPS は切替アウトレットグループの電源がオフになるまで待機します。

•

切替アウトレットグループに登録されている場合、その待機時間のみがカウントダウンされます。

シャットダウンシナリオの例

例 3a：標準クラスター。[アウトレットグループが有効になっている]、[SSH アクションが構
成されている]、[PowerChute が VM として展開されている]をオフにします。
PowerChute は、クラスター内に VM として展開され、シングル/冗長 UPS の構成用に設定されています。アウト
レットグループの電源をオフにするオプションが [シャットダウン設定] ページで有効化されています。SSH アク
ションは、ホストのシャットダウン前に実行するように構成されており、30 秒の待機時間が適用されます。本例
における所要時間は次のとおりです：
•
•
•

VM および vApp シャットダウン所要時間=120 秒
クラスターシャットダウン待機時間 = 180 秒
クラスターシャットダウン所要時間=180 秒

「オンバッテリー」などの重大な UPS イベントが発生すると、次のシーケンスがトリガーされます。

1. PowerChute によって、UPS がオンバッテリーモードであることが報告されます。
2. オンバッテリーイベントに設定されたシャットダウン待機時間の経過後、PowerChute はアウトレットグルー
プの電源をオフにするコマンドを送信し、アウトレットグループの電源がオフになります。
3. PowerChute は、ユーザーVM と vApp のシャットダウンを開始します。
4. 2 分（VM/vApp シャットダウン所要時間）後、PowerChute は VxRail REST API を使用してクラスター をシ
ャットダウンする要求を Network Management Card に送信します。
5. PowerChute は、[ホストシャットダウンの前に SSH アクションを実行]に設定された 30 秒の待機時間を待機
し、SSH アクションの実行を開始します。
6. 次に PowerChute はローカル OS シャットダウンを開始して電源を切ります。クラスターのシャットダウンを
行う前に、すべてのユーザーVM の電源をオフにする必要があります。
7. 180 秒（クラスターシャットダウン待機時間）後、NMC は VxRail クラスターAPI のシャットダウンコマンド
を発行します。この時点では、PowerChute VM を含むすべてのユーザーVM がオフであるはずです。
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8. 180 秒（クラスターシャットダウン待機時間）を過ぎると、クラスターと ESXi ホストがシャットダウン さ
れ、この直後に UPS がオフになります。
9. 電源オフ待機時間 (NMC ユーザーインターフェイスの[設定 – アウトレットグループ]ページで設定可能) が経
過すると、アウトレットグループの電源はオフになります。
•

メインアウトレットグループに登録されている場合、メインアウトレットグループの電源オフが開始
される前に、UPS は切替アウトレットグループの電源がオフになるまで待機します。

•

切替アウトレットグループに登録されている場合、その待機時間のみがカウントダウンされます。

例 3b：ストレッチドクラスター。[アウトレットグループが有効になっている]、[SSH アクシ
ョンが構成されている]、[PowerChute が VM として展開されている]をオフにします。
PowerChute は、クラスター外部の Management ホスト上に VM として展開され、シングル/冗長 UPS の構成用に
設定されます。シャットダウン設定のページでは、UPS をオフにするオプションが有効になっています。vCenter
Server は、クラスター外側の Management ホストに VM として展開されます。SSH アクションは、ホストのシャ
ットダウン前に実行するように構成されており、30 秒の待機時間が適用されます。本例における所要時間は次の
とおりです：
•
•
•
•

VM および vApp シャットダウン所要時間=120 秒
クラスターシャットダウン待機時間 = 0 秒
クラスターシャットダウン所要時間=180 秒
vCenter Server アプライアンスのシャットダウン所要時間 = 240 秒

オンバッテリーなどの重大な UPS イベントが発生すると、以下のシーケンスが開始されます。

1. PowerChute によって、UPS がオンバッテリーモードであることが報告されます。
2. オンバッテリーイベントに設定されたシャットダウン待機時間の経過後、PowerChute はアウトレットグルー
プの電源をオフにするコマンドを送信し、アウトレットグループの電源がオフになります。
3. PowerChute は、ユーザーVM と vApp のシャットダウンを開始します。
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4. 2 分（VM/vApp シャットダウン所要時間）後、PowerChute は VxRail REST API を使用してクラスターを シ
ャットダウンする要求を Network Management Card に送信します。NMC は、VxRail クラスターAPI の シャ
ットダウンコマンドを発行します。この時点で、すべてのユーザーVM がオフである必要があります。
5. 180 秒（クラスターシャットダウン所要時間) 後、クラスターと ESXi ホストがシャットダウンされます。
6. PowerChute は、vCenter Server アプライアンスをシャットダウンします。
7. 240 秒（vCenter Server アプライアンスシャットダウン所要時間）が経過すると、PowerChute は Execute
SSH Action before Host Shutdown（ホストシャットダウンの前に SSH アクションを実行）に設定 されて
いる 30 秒の待機時間を待って、SSH アクションの実行を開始します。
8. SSH アクションに設定された待機時間が経過すると、PowerChute は PowerChute VM を含む Management
ホストと Witness ホストをシャットダウンします。この直後に UPS がオフになります。
9. 電源オフ待機時間 (NMC ユーザーインターフェイスの[設定 – アウトレットグループ]ページで設定可能) が経
過すると、アウトレットグループの電源はオフになります。
•

メインアウトレットグループに登録されている場合、メインアウトレットグループの電源オフが開始
される前に、UPS は切替アウトレットグループの電源がオフになるまで待機します。

•

切替アウトレットグループに登録されている場合、その待機時間のみがカウントダウンされます。

アウトレットグループの推奨電源オフ待機時間
デフォルトでは、アウトレットグループの電源オフ待機時間は、NMC で設定されたバッテリー低下持続時間の値
と同じになります。必要な合計シャットダウン時間が電源オフ待機時間より長い場合、PowerChute は登録先のア
ウトレットグループの電源オフ待機時間を自動的に増やします。
合計シャットダウン時間には、以下の値が含まれます：
•

VM/vApp シャットダウンおよび起動の所要時間

•

クラスターシャットダウン待機時間

•

クラスターシャットダウン所要時間

•

待機時間ホストメンテナンスモード（ストレッチドクラスター構成用）

•

シャットダウンコマンドファイル所要時間

•

SSH アクション所要時間

•

2 分間の内蔵待機時間(これには、10 秒間の OS シャットダウン待機時間と 60 秒間の OS シャットダウン
所要時間が含まれ、端数は切り上げられます)
PowerChute は完了までの所要時間を決定できないため、オペレーティングシステムを安全にシャットダ
ウンするために必要な時間は合計シャットダウン時間に含まれません。
NMC で設定したバッテリー低下持続時間は、アウトレットグループの電源オフ待機時間と同じかそれ以
上にしてください。
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Dell VxRail シャットダウン - VM 優先度付け - シングル UPS の構成
この例では、3 つの Dell VxRail ノードがあり、それぞれ PowerChute、内部 vCenter Server、および VxRail
Manager がインストールされていますシャットダウンコマンドファイル/SSH アクションは、ホストのシャットダウ
ン後に実行するように構成されています。VM 優先度付けが有効化されており、VM/vApp は優先度順に高/中/低、
グループ 1、グループ 2 に分けられています。

以下のシャットダウンシーケンスは、「オンバッテリー」イベントにシャットダウンアクションが有効化されてい
る場合に発生します。
1. UPS は x 秒の間、バッテリ電源で稼働しています。
2. 設定されている場合は、PowerChute は UPS の電源をオフにするコマンドを出します。
3. PowerChute が VMware ホスト A および B の VM と vApp のシャットダウンを、優先度の順番で開始しま
す：

最初に、優先度付けがない VM/vApp が順番にシャットダウンされます。優先度付けがない VM/vApp の持
続時間が経過したら、グループ 2 優先の VM/vApp、グループ 1 の優先度の VM/vApp、その後低→中→高
の VM/vApp の順番にシャットダウンされます。各優先度グループ内の VM/vApp のシャットダウンの順序
には特に決まった順番はありません。
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4. PowerChute は、構成されている場合、シャットダウンコマンドファイルまたは SSH アクションを実行し
ます。
5. PowerChute は、VxRail REST API を使用してクラスターをシャットダウンするように、Network
Management Card に要求を送信します。
6. PowerChute はローカル OS のシャットダウンを開始し、電源をオフにします。
7. NMC は、VxRail クラスター API のシャットダウンコマンドを発行します。この時点では、PowerChute
VM を含むすべてのユーザーVM がオフになっています。
8. クラスターと ESXi ホストがシャットダウンされます。
9. シャットダウン時間が経過すると、UPS はオフになります。

92

PowerChute イベントおよびログ
イベントログには、PowerChute およびその保護対象負荷に影響を及ぼす UPS イベントが表示されます。 すべて
の UPS イベントがログに記録されるわけではありません。ログは 30 秒ごとに自動更新されます。
デフォルトでは、設定可能および設定不可な PowerChute イベントすべてが イベントログに記録されます。 イベ
ントログの無効化は、［Configure Events（イベントの設定）］画面で行います。
EventLog.txt ファイルは、PowerChute がインストールされた場所の group1 フォルダに 保存されます。 ファイ
ルのログエントリー数が 1000 件に達すると、 古い方から 3 分の 1 のファイルが削除されます。
デフォルト値は 1000 ですが、PowerChute 設定(INI)ファイルを使用して変更可能です。これを行
うには、以下の手順を実行します。
1. PowerChute サービスまたはデーモンを停止します。詳細については、ナレッジベ ース
の記事 FA290504 を参照してください。（https://www.apc.com/jp/ja/faqs/FA290504)
2. PowerChute がインストールされている group1 フォルダーにある pcnsconfig.ini ファイ
ルをテキストエディターで開きます。
3. [Eventlog]セクションで、logsize の値を希望する値に変更します。たとえば、この値
を 2000 エントリーに変更するには、logsize を以下のように変更します。
logsize = 2000
4. pcnsconfig.ini ファイルを保存します。
5. PowerChute サービスまたはデーモンを再起動します。

イベントログを完全に消去するには、［Delete Log File（ログファイルの削除）］ボタンを使用します。
［Export Log（ログのエクスポート）］を使用すると、イベントログコピーをテキストファイルとして ダウンロ
ードできます。
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設定可能なイベント
•

Available runtime has been exceeded（使用可能なランタイムを超過しました。）
以下の 2 つの条件では、「合計シャットダウン時間」には次の所要時間が含まれます。
• VM 移行所要時間
• VM シャットダウンおよび起動の所要時間
• vApp シャットダウンおよび起動の所要時間
• vCenter Server VM シャットダウン所要時間
• クラスターシャットダウンと起動所要時間 - Dell VxRail のみ
• Dell VxRail ストレッチドクラスタのメンテナンスモード所要時間
• シャットダウンコマンドファイル所要時間
• SSH アクションの所要時間
• 2 分間の内蔵所要時間(これには、10 秒間の OS シャットダウン待機時間と 60 秒間の OS シャットダウ
ヱ所要時間が含まれ、端数は切り上げられます)
このイベントは、次のいずれかの状態で発生します。
条件 1.
PowerChute が必要とする合計シャットダウン所要時間が、「バッテリー残量低下持続時間 - UPS に設定された 2
分間」より長い場合。バッテリー低下条件が発生すると、PowerChute では UPS の電源をオフにするまでにシャ
ットダウンシーケンスを完了する時間が十分にありません。例えば、必要な合計シャットダウン所要時間が 3 分で、
バッテリー残量低下持続時間が 4 分の場合、使用可能なランタイム超過イベントが引き起こされます。
解決方法:[設定 - シャットダウン]ページで NMC のバッテリー残量低下持続時間の値を増やすか、PowerChute に
使用されるシャットダウン所要時間を減らしてください。
条件 2.
UPS オンバッテリーイベントに設定されたシャットダウン所要時間 + PowerChute が必要とする合計 シャット
ダウン所要時間が、「UPS のランタイム残り時間 - 2 分間」より長い場合。この条件は、バッテリー が完全に充
電されていても UPS の不可が大きすぎる場合に発生します。
解決方法:
1. UPS から一部の機器を取り外し、利用可能なランタイムを増やしてください。
2. UPS オンバッテリーイベントのシャットダウン所要時間を減らしてください。
3. [シャットダウン設定]画面でコマンドファイル実行時間を減らしてください。
このイベントはログに記録され、冗長またはパラレル UPS 構成のシングル UPS で発生した場合でもイベントア
クションは実行されます。

•

Available runtime is sufficient（使用可能なランタイムが十分）
使用可能な UPS ランタイム/バッテリー残量低下持続時間が、PowerChute が全機器を安全にシャットダウンでき
るほど十分にあります。

•

Battery is discharged（バッテリーが放電されています）
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UPS バッテリーランタイムが許容可能な範囲を下回りました。停電の場合、バッテリー低下状態が発生します。
このイベントは、UPS がオンバッテリーモードで延長動作している場合に発生します。
4 時間以内にバッテリー再充電イベントが発生しない場合、UPS の充電が正しく行われていない可能性 があり
ます。このような場合には、APC カスタマーサポート にご連絡ください。
•

Battery has recharged.（バッテリーが再充電されました。）
UPS のバッテリーランタイムが許容範囲内に戻りました。

•

UPS in Bypass due to an internal hardware problem or UPS overload.（内部のハードウェア 障
害または UPS 過負荷によって UPS がバイパスモードです。）
UPS は、内部のハードウェア障害または UPS 過負荷によってバイパスモードに切り替わりました。

•

UPS has switched to bypass in response to the bypass switch at the UPS, typically for
maintenance.（UPS のバイパススイッチに応答して、UPS はバイパスモードに切り 換わりま
した(通常はメンテナンス目的)。）
ユーザーがハードウェアスイッチを使用して UPS をバイパスモードに切り替えました。

•

UPS has switched to bypass in response to the UPS front-panel or a user-initiated software
command, typically for maintenance.（UPS の前面パネルの操作またはユーザーが発行した ソ
フトウェアコマンドにより、UPS はバイパスモードに切り換わりました(通常は メンテナンス
目的)。）
UPS はバイパスモードに切り替わり、停電が発生しても負荷機器は保護されません。UPS でメンテナンス作業
が行われている場合は、この状態が正常です。
UPS をバイパスモードに切り替えていないのにこのイベントが発生した場合は、APC カスタマーサポート にご
連絡ください。

•

UPS is no longer in Bypass.（UPS はもはや Bypass 上にありません。)
UPS がバイパスモードに切り替わりません。

•

Bypass switch is not working properly.（バイパススイッチが正常に動作していません。）
バイパス接触器が正常に動作していません。これによって、UPS はバイパスモードに移行したりバイパスモード
から戻ったりできなくなります。カスタマーサポートにご連絡ください。

•

Bypass switch has been replaced.（バイパススイッチが交換されました。）
バイパス接触器は正常に動作しています。

•

Communication has been lost while on battery.（オンバッテリー中に通信が切断されました。）
UPS がオンバッテリーモードの間に PowerChute の通信が切断されたため、停電が継続するとバッテリー低下条
件を検出できません。グレースフルシャットダウンは保証できません。
このイベントは、UPS がオンバッテリーモードで、かつ次の条件が伴う場合に発生します。
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• Management Card が UPS と通信できない
または
• PowerChute が Management Card と通信できない
•

Network Management Card cannot communicate with the UPS.（Network Management Card が
UPS と通信できません。）
NMC と UPS の間の通信が切断されました。NMC がしっかりスロットに挿入されていることを確認してください。
このイベントは、NMC のファームウェアをアップグレード中に発生します。

•

PowerChute cannot communicate with the Network Management Card. （PowerChute が
Network Management Card と通信できません。）
PowerChute と NMC との間のネットワーク通信が切断されました。「Network Management Card のトラブルシ
ュ ーティング」を参照してください。このイベントは、NMC のファームウェアをアップグレード中に発生しま
す。

•

Communication has been established.（通信が確立されました。）
PowerChute と NMC の間で通信が確立されました。

•

UPS has switched to battery power.（UPS がバッテリー電力に切り換わりました。）
電源障害のため、UPS がバッテリー動作に切り替わりました。UPS への電力供給を回復できない場合、 以下を
実行してください。
1. 一般的な停電などの電源障害でない場合(対象 UPS だけに電源障害が発生しているような場合)は、配線や
ブレーカを確認してください。
2. このイベントが短時間に頻発する場合は、UPS と同じ電気回路上にある他の機器が一時的に過大な電力を
消費していないかどうかを確認してください。
3. このイベントは、電力品質が悪い場合(電源変動など)にも発生します。NMC ユーザーインターフェイスを
使って、UPS の感度を低くしてください。
4. この条件が継続する場合は、電気工事業者に連絡して商用電源を調査してください。

•

UPS is no longer running on battery power or output power has been turned on.（UPS がバッ
テリー電力で稼働していないか、または出力電力がオンになりました。）
UPS はバッテリー電源で稼働していません。

•

The load has exceeded the user specified alarm threshold.（実際の負荷が、ユーザーの指定 し
たアラームしきい値を超えました。）
UPS の負荷が、NMC ユーザーインターフェイスで設定された最大負荷しきい値を超えました。UPS の負荷を減
らすか、既存の負荷に対応できるように装置をアップグレードしてください。

•

The load no longer exceeds the user specified alarm threshold.（実際の負荷は、ユーザーの 指
定したアラームしきい値の範囲内です。）
UPS の負荷は負荷しきい値を超えていません。

•

Minimum redundancy lost.（最小冗長性が消失しました。）
UPS の負荷が大きすぎるか、目的の冗長性をサポートするのに十分な動力の電源モジュールがありません。
すべての電源モジュールが正常に動作しており、冗長構成が正しいか確認してください。
この条件が続く場合は、カスタマーサポートに連絡してください。
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•

Minimum redundancy restored.（最小冗長性の回復）
UPS は現在目的の冗長性をサポートできます。

•

Parallel redundancy lost.（パラレル冗長性の消失）
システムの負荷が大きすぎるか、目的の冗長性レベルをサポートするのに十分な動力の UPS がありません。
すべての UPS が正常に動作しており、冗長構成が正しいか確認してください。
この条件が続く場合は、カスタマーサポートに連絡してください。

•

Parallel redundancy restored.（パラレル冗長性の回復）
パラレル UPS システムは、現在目的の冗長性をサポートできます。

•

The runtime remaining has dropped below the configured threshold while on Battery. （オンバ
ッテリー中に、ランタイム残り時間が設定しきい値を下回りました。）
オンバッテリー中に、ランタイム残り時間が設定しきい値を下回りました。[イベントの設定]ページでシャット
ダウンアクションを実行すると、このしきい値を設定できます。
UPS がバッテリー電力で稼働しており、UPS のランタイム残り時間がしきい値を下回ると、PowerChute はシャ
ットダウンシーケンスを開始します。詳細については、「サーバーシャットダウンの順序付け」を参照してくだ
さい。

•

The runtime remaining is now above the configured threshold or input power has been restored.
（ランタイム残り時間が設定しきい値を上回ったか、入力電力が回復しました。）
UPS ランタイムがユーザーの定義したしきい値より大きいか、UPS がバッテリー電力で稼働していない場合に
発生します。

•

UPS has overheated which can cause damage.（UPS が過熱状態のため、損傷する可能性 が
あります。）
UPS の内部温度が高すぎます。UPS が周囲から 1 インチ以上離れており、UPS の通風孔が塞がれていないこと
を 確認してください。この条件がすぐに解決しない場合は、UPS に障害が起きる可能性があります。

•

UPS is no longer overheated.（UPS は過熱状態ではありません。）
UPS の内部温度が許容範囲内に復帰しました。

•

UPS output overload.（UPS 出力が過負荷状態です。）
UPS がその定格容量の 100%を超える負荷を感知しました。状況が改善されるまで、UPS の負荷を減らしてくだ
さい。短時間にこの状況が頻発する場合は、UPS が電力を供給している機器が一時的に過大な電力を消費してい
ないかどうかを確認してください。レーザープリンターやコピー機などを使用している場合などに、この問題が
発生することがあります。この条件が続く場合は、カスタマーサポートに連絡してください。

•

UPS overload condition has been corrected.（UPS 過負荷状態が修復されました。）
UPS 出力過負荷イベントによって発生した条件が修正されました。
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設定可能な環境イベント
以下に示すイベントは、冗長またはパラレル UPS の構成内のシングル UPS で発生した場合でも記録され、イベ
ントアクションが実行されます。
•

Ambient Temperature Out Of Range Probe X.（周辺温度範囲外(プローブ X)）
温度が環境温度プローブに設定されたしきい値を上回っています。

•

Ambient Temperature In Range Probe X.（周辺温度範囲内(プローブ X)）
温度が環境温度プローブに設定されたしきい値を上回っていません。

•

Humidity out of Range Probe X.（湿度範囲外(プローブ X)）
湿度が環境湿度プローブに設定されたしきい値を上回っています。

•

Humidity In Range Probe X.（湿度範囲内(プローブ X)）
湿度が環境湿度プローブに設定されたしきい値を上回っていません。

•

Communication lost with Environmental Monitor.（環境モニタとの通信が切断されました。）
PowerChute が環境モニタリングカードからのデータ受信を停止したか、またはプローブが NMC のユニバーサル
I/O (UIO)ポートから取り外されました。
環境モニタリングカードがスロットにしっかりと差し込まれ、電力が供給されているか確認してください。環境
モニタリング情報に NMC ユーザーインターフェイスからアクセスできるか確認してください。
PowerChute が NMC と通信不能の場合、先にその問題を解決する必要があります。

•

Communication established with the Environmental Monitor. （環境モニタとの通信が確立され
ました。）
PowerChute Network Shutdown は、環境モニタリングカード/プローブからデータを受信しています。

•

Contact X Alarm.（コンタクト X アラーム）
いずれかの環境入力接触器がアラーム状態です。この接触器に監視されている場所を確認してください。

•

Contact X Normal.（コンタクト X 正常）
いずれかの環境入力接触器が通常状態に戻りました。
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設定不可イベント
•

Three unsuccessful logon attempts detected. Temporarily denying logon attempts from machine
with IP [IP address].（ログオン試行が 3 回失敗しました。IP <IP アドレス>のマシンからの ロ
グオン試行が一時的に拒否されます。 ）
イベントのリストに記載された IP アドレスのマシンからログインを試みて、3 回失敗しました。これ以上ログイ
ンを試みると、このマシンから 2 分間ロックアウトされます。これは、総当たりログインを防ぐよう設計された
セキュリティー対策です。

•

Username was changed by user [User] from IP address [IP address]. New username is
[Username].（IP アドレス([IP アドレス])のユーザー([ユーザー])によってユーザー名が 変更さ
れました。新しいユーザー名は[ユーザー名]です。）
指定された IP アドレスのユーザーによって、ユーザー名が変更されました。これは、ユーザー名が変更されたら
ユーザーに通知するセキュリティー機能です。

•

Password was changed by user [User] from IP address [IP address].（IP アドレス
([IP アドレス])のユーザー([ユーザー])によってパスワードが変更されました。）
指定された IP アドレスのユーザーによって、パスワードが変更されました。これは、パスワードが変更されたら
ユーザーに通知するセキュリティー機能です。

•

Authentication phrase was changed by user [User] from IP address [IP address].（IP アドレス
([IP アドレス])のユーザー([ユーザー])によって認証フレーズが変更されました。）
指定された IP アドレスのユーザーによって、認証フレーズが変更されました。これは、認証フレーズが変更され
たらユーザーに通知するセキュリティー機能です。

•

Low-battery condition occurred.（バッテリー低下状態が発生しました。）
UPS のランタイム残り時間が、UPS がオンバッテリーモードの間にバッテリー低下所要時間値を下回りました。

•

UPS Turn off has been initiated.（UPS 電源オフが開始されました。）
NMC ユーザーインターフェイス、LCD ディスプレイまたは PowerChute からグレースフルシャットダウンコマ
ンドが UPS に送信されました。イベントはすべての UPS 構成でログに記録されます。

•

PowerChute Network Shutdown version X monitoring started.（PowerChute Network Shutdown
バージョン X のモニタリングが開始されました。）
PowerChute Web サービスが開始されました。

•

Shutdown process started ‹OS name› will shut down soon.（シャットダウンプロセスが開始
されました。‹OS 名›はまもなくシャットダウンします。）
重大な UPS イベントに応答してオペレーティングシステムのシャットダウンが開始されました。

•

Error: Outlet Group X is turned off for NMC X.（エラー:NMC X のコンセントグループ X の電源
はオフになりました。）
PowerChute の登録先のコンセントグループの電源がオフになりました。このイベントは、PowerChute が正しい
コンセントグループに設定されていないことを示します。
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•

Warning: Outlet Group X is turning off for NMC X.（警告:NMC X のコンセントグループ X の電
源 をオフにしています。）
PowerChute の登録先のコンセントグループをシャットダウンしています。結果として、シャットダウンシーケ
ンスが開始されます。

•

No Outlet Group specified. Using outlet group X.（コンセントグループが指定されていません。
コンセントグループ X を使用しています。）
PowerChute をセットアップ中にコンセントグループに登録しなかった場合、デフォルトでは UPS のコンセント
グループ No. 1 に 自動的に登録されます。

•

PowerChute is unable to open TCP port [number]. Check that TCP port [number] is free.
（PowerChute が TCP ポート[番号]を開くことができません。TCP ポート[番号]が空いている
か確認してください。）
PowerChute では、Web ユーザーインターフェイスに TCP ポート 3052 および 6547 が使用されます。このイベ
ントが記録されるのは、別のアプリケーションがすでにいずれかのポートを使用している場合です。
netstat コマンドを実行し、どのプロセスが当該ポートを使用しているかを特定するか、または PowerChute 設定
ファイルを使用して値を変更してください。

•

PowerChute is attempting to open TCP port [number]. (PowerChute が TCP ポート[番号] を開こ
うとしています。)
PowerChute が Web UI に必要なポートを開き始めました。

•

PowerChute successfully opened TCP port [number].（PowerChute が TCP ポート[番号] を正
常に開きました。）
Web UI に必要なポートを PowerChute が正常に開いたことを示します。

•

PowerChute is unable to open UDP port 3052. Check that UDP port 3052 is free. This is required
for NMC communication.（PowerChute が UDP ポート 3052 を開くことができません。UDP ポ
ート 3052 が空いているか確認してください。NMC 通信に必要です。）
PowerChute は、NMC との通信に UDP ポート 3052 を使用します。このイベントが記録されるのは、別のアプリ
ケーションがすでにこのポートを使用している場合です。netstat コマンドを実行し、どのアプリケーションが当
該ポートを使用しているかを特定してください。このポートは変更できません。

•

PowerChute is attempting to open UDP port 3052. (PowerChute が UDP ポート 3052 を開 こう
としています。)
PowerChute が NMC 通信に必要なポートを開き始めました。

•

PowerChute successfully opened UDP port 3052.（PowerChute が UDP ポート 3052 を正常に
開きました。）
PowerChute が NMC 通信に必要なポートを開くことができました。

•

PowerChute cannot communicate with Network Management Card [ip_address] （PowerChute
が Network Management Card ([ip_address])と通信できません。）
PowerChute エージェントがネットワークで Network Management Card と通信できないときに報告されます。
このイベントは、セキュリティー認証情報の不一致またはネットワーク問題によって発生します。
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•

Network Management Card [ip_address] cannot communicate with the UPS. (Management
Card ([ip_address])が UPS と通信できません。)
Network Management Card が UPS と通信できないときに報告されます。この問題が続く場合は、テクニカルサ
ポ ートに連絡してください。

•

Connection failed because PowerChute received an untrusted SSL certificate from the NMC
[protocol]://[ip_address]（PowerChute が NMC(protocol://[ip_address])から信頼できない SSL
証明書を受信したため、接続エラーが発生しました。）
このイベントが発生するのは、HTTPS に対応しており、信頼できるルート証明書発行機関によって署名されてい
ない SSL 証明書を使用している NMC に登録されている場合です。
証明書を受け入れるには、PowerChute セットアップウィザードの[UPS の詳細]ページで[信頼できない SSL 証明
書を受け入れる]オプションを有効にするか、または証明書を PowerChute キーストロークに追加します。

•

PowerChute received an untrusted SSL certificate from the NMC https://[ip_address].
（PowerChute が NMC(https://[ip_address])から信頼できない証明書を受信しました。）
SSL 証明書が信頼できるルート証明書発行機関によって署名されていない場合、HTTPS に対応している NMC に
登録されているときに発生します。

•

PowerChute added a Network Management Card Self-Signed Certificate to the keystore.
（PowerChute は Network Management Card の SSL 証明書をキーストアに追加しました。）
[信頼できない SSL 証明書を受け入れる]オプションが有効な場合、PowerChute は自己署名付きの信頼できない
証明書をローカルキーストアに自動的に追加します。

•

UPS [ip_address] is running on battery power（UPS [ip_address]がバッテリー電力で稼働中 で
す。）
複数の UPS を含む UPS 構成で UPS がオンバッテリーモードに移行すると報告されます。

•

The On Battery UPS is no longer running on Battery power or output power has been turned on.
（オンバッテリーUPS がバッテリー電力で稼働していないか、または出力電力がオン になり
ました。）
複数の UPS を含む UPS 構成で 1 台の UPS が通常電源動作に戻ると報告されます。

•

Outlet on UPS is turning off / UPS is turning off.（UPS のコンセントの電源をオフにしています/
UPS の電源をオフにしています。）
高度なオプションが冗長な UPS 構成の[UPS シャットダウン設定]で有効化されており、1 台の UPS がオンバッ
テリーです。

•

UPS [ip_address] has turned off.（UPS [ip_address]の電源がオフになりました。）
複数の UPS を含む UPS 構成で 1 台の UPS の電源がオフになると報告されます。

•

The turned off UPS has switched to On Line operation.（電源オフ状態の UPS が通常電源動作
に切り換わりました。）
複数の UPS を含む UPS 構成で 1 台の UPS の電源が戻ると報告されます。

•

Multiple UPS's have been commanded to turn off / Outlet Group turn off has been initiated on
Multiple UPS's.（複数の UPS が強制的に電源オフになりました/ 複数の UPS でコンセントグル
ープの電源オフが開始されました。）
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冗長 UPS 構成で報告されます。
n+1 冗長構成では、2 台の UPS の電源がオフになると報告されます。
n+2 冗長構成では、3 台の UPS の電源がオフになると報告されます。
n+3 冗長構成では、4 台の UPS の電源がオフになると報告されます。
•

Multiple UPS have turned off.（複数の UPS の電源がオフになりました。）
冗長 UPS 構成で報告されます。
n+1 冗長構成では、2 台の UPS の電源がオフになると報告されます。
n+2 冗長構成では、3 台の UPS の電源がオフになると報告されます。
n+3 冗長構成では、4 台の UPS の電源がオフになると報告されます。

•

Multiple Critical Events occurred.（複数の重大イベント発生）
このイベントは、冗長またはパラレル-冗長 UPS 構成で、2 台の異なる重要な UPS イベントがアクティブ のと
きに発生します。

•

Parallel-UPS Configuration not supported at address [ip_address].（アドレス [ip_address]でパ
ラレル UPS 構成がサポートされていません。）
パラレル UPS 構成のいずれかの UPS 装置がパラレルシステムから取り外されました。

•

Turning off UPS [NMC IP Address].（UPS [NMC IP アドレス]の電源をオフにしています。）
PowerChute が UPS にグレースフルシャットダウンコマンドを送信しました。このイベントは、重大なイベント
が発生し、UPS の電源をオフにするオプションが[シャットダウン設定]ページで有効化されているときに発生し
ます。

•

Turning off outlet [Outlet Name] on UPS [NMC IP Address]（UPS [NMC IP アドレス] でコンセ
ント[コンセント名]の電源をオフにしています。）
PowerChute が UPS コンセントグループにグレースフルシャットダウンコマンドを送信しました。このイベント
は、重大なイベントが発生し、UPS コンセントグループの電源をオフにするオプションが[シャットダウン設定]
ページで有効化されているときに発生します。

•

SNMP[version]: New connection by user [User] from [IP Address]. (SNMP [バージョン]： ユー
ザー [User] による [IP Address] からの新しい接続。)
新しいユーザーが PowerChute から SNMP を介して接続しました。このイベントは最初、PowerChute サービス
の再起動後のユーザー接続、または SNMP 設定の変更として記録されます。

•

SNMP[version]: Failed connection attempt by user [User] from [IP Address]. (SNMP [バージョ
ン]：ユーザー [User] による [IP Address] からの失敗した接続。)
PowerChute は新しいユーザーの SNMP を介した接続の試みを検出しました。このイベントは最初、
PowerChute サービスの再起動後のユーザー接続不能、または SNMP 設定の変更として記録されます。
注:SNMP マネージャーの中には、その接続プロセスの一部として試みに失敗するものがあります。このことはユ
ーザーの「イニシャル」で示されます。

•

SNMP: Configuration changed by user [User] from [IP Address]. [Config.ini Section].[Config.ini
Key] set to [New Value]. (SNMP：ユーザー[User] によって [IP Address] から変更された構成。
[Config.ini Section]。[New Value] に設定した [Config.ini Key]。)
PowerChute の設定が、[User] によって SNMP を介して変更されました。
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設定(INI)ファイルイベント
以下の表は、PowerChute 設定ファイルに手動で変更を加えた結果、ログに記録される可能性があるイベントの一
覧です。
「PowerChute 設定ファイル」を参照してください。

手動で設定ファイルを編集する前に、バックアップコピーをローカルに保存してください。

•

Error: PowerChute cannot find the configuration file or the backup configuration file. Shutting
down.（エラー:PowerChute が設定ファイルまたはバックアップ設定ファイルを検出 できませ
ん。シャットダウンしています。）
PowerChute が、pcnsconfig.ini または pcnsconfig_backup.ini を PowerChute がインストールされた group1 フォ
ルダの error.log で検出できません。PowerChute を再インストールしてください。それでも問題 が解決しない場
合は、APC テクニカルサポートにご連絡ください。

•

Error: The ini file is missing the required [x] section（エラー:INI ファイルに必要なセクション
[x]がありません。）
必要なセクションが見つからないか、名前が間違っています。

•

Error: The ini file is missing [x] key from section [x].（エラー:INI ファイルのセクション[x] にキ
ー[x]がありません。）
必要なキーが見つかりません。見つからないキーをバックアップファイルから置き換えてください。

•

Error: The ini file could not find IP address information in section [x].（エラー:INI ファイルのセ
クション[x]で IP アドレス情報が検出されませんでした。）
NMC IP アドレスが[NetworkManagementCard]セクションにありません。

•

Error: The ini contains an invalid value for [x] in section [x].（エラー:INI ファイルのセクション
[x]で[x]に無効な値が含まれます。）
ファイル内に無効な値があり、バックアップファイルにも以前の有効な値やデフォルト値がありません。

•

Error: The ini contains an invalid value for [x] in section [x]. Using {2} instead. Please validate
the configuration.（エラー:INI ファイルのセクション[x]で[x]に無効な値が含まれます。 代わり
に{2}を使用しています。設定を検証してください。）
ファイル内に無効な値がありますが、バックアップファイルに以前の有効な値またはデフォルト値があります。
このイベントは確認が必要ですが、それ以上の対応は不要です。

•

Error: The key [x] in section [x], did not match the supplied regular expression. （エラー:セクシ
ョン[x]のキー[x]が、入力された正規表現に一致しませんでした。）
このエラーが発生するのは、サポートされていない文字が含まれたユーザー名を入力するか、またはキープロト
コルに http/https 以外の値を入力した場合です。

•

Error: Could not convert the value of [x] in section [x] to its expected type. （エラー:セクション
[x]の[x]の値を期待される型に変換できませんでした。）
このエラーが発生するのは、数値を入力する必要がある場合に数値以外の値を入力する場合などです。
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•

Error: Event [x] is enabled for command file execution, but an invalid value for [x] is specified
（エラー:イベント[x]でコマンドファイルの実行が有効化されましたが、[x]に無効な値が指定さ
れています。）
指定されたコマンドファイルが見つかりません。

•

The ini file has entries defined outside of a section.（INI ファイルにセクション外で定義された
エントリーが含まれます。）
PowerChute で認識されないセクション外に追加のエントリーがあります。削除可能です。

•

The invalid key [x] should be deleted from section [x] in the ini file.（無効なキー[x]を INI ファイ
ルのセクション[x]から削除する必要があります。）
設定ファイルに PowerChute で認識されないキーが含まれます。削除可能です。

•

The ini file has detected duplicate values for [x] in section [x].（INI ファイルのセクション[x] で
[x]の値が重複しています。）
このエラーが発生すると、PowerChute は最初に記録された値を使用するため、値が無効になる場合があります。
例えば、HTTP ポート(80 および 8080)に 2 つの値を入力すると、PowerChute は 8080 ではなく 80 を使用します。

•

The invalid section [x] should be removed from the ini file.（無効なセクション[x]を INI ファイル
から削除する必要があります。）
設定ファイルに PowerChute で認識されないセクションが含まれます。削除可能です。

•

Disabling command file execution for event [x] due to bad parameters. Please validate the
configuration.（パラメーターが間違っているため、イベント[x]のコマンドファイル実行が無効
です。設定を検証してください。）
このエラーが発生するのは、Linux/ Unix システムでコマンドファイルへのパスが有効でも、ファイル自体に 実
行権限がない場合です。

•

Username was changed from [Username 1] to [Username 2] via ini file.（INI ファイルを 操作し
てユーザー名が[ユーザー名 1]から[ユーザー名 2]へ変更されました。）
これは、例えばセキュリティー目的で、INI ファイルによってユーザー名が変更されたことを示します。

•

Password was changed via ini file.（INI ファイルを操作してパスワードが変更されました。）
これは、例えばセキュリティー目的で、INI ファイルによってパスワードが変更されたことを示します。

•

Authentication phrase was changed via ini file.（INI ファイルを操作して認証フレーズが 変更
されました。）
これは、例えばセキュリティー目的で、INI ファイルによって認証フレーズが変更されたことを示します。
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SSH アクションイベント
•

SSH アクション: [アクション] の実行。
PowerChute は SSH アクション [アクション] をリモートホスト上で実行しています。

•

SSH アクション [アクション] はすでに実行されています。
高度な UPS 構成では、PowerChute は、アドバンスドグループ内の各ホストに対して各 SSH アクションを 1 回
実行します。これにより、複数のホストが同じ SSH アクションを同時に実行する場合があります。
このイベントは、SSH アクションがアドバンストグループのホスト上ですでに実行されている場合に 表示され
ます。

•

SSH アクション [アクション] が完了しました。
PowerChute は SSH アクション [アクション] の実行をリモートホスト上で正常に完了しました。

•

SSH アクション [Action] は設定された時間内に完了しませんでした。.
不十分な時間が設定されたため、SSH アクション [Action]は完了できませんでした。 お使いの SSH アクション
が完了するために、[SSH Settings (設定)] 画面内の [SSH Action Duration (アクション所要時間)] フィールド内に
十分な時間を確保してください。

105

PowerChute イベントおよびログ

Java Update イベント
•

[Java file] を使って Java をアップデートします。
PowerChute は、PowerChute で使用する Java のバージョンを [Java file] にアップデートしようとしています。
Java のアップデートが完了するまで、2～3 分待ちます。

•

Java は無事アップデートされました。PowerChute を再起動しています。
PowerChute と共に使用する Java のバージョンは無事アップデートされました。変更を有効にするために、
PowerChute サービスは再起動します。

•

Java をアップデートできません。詳細については、error.log を参照してください。
PowerChute は PowerChute と共に使用されている Java バージョンをアップデートできませんでした。詳細情報
については、error.log を参照してください。
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VMware 仮想化イベント
以下に示すイベントは設定不能ですが、VM シャットダウンなどの仮想化タスクに関連します。
•

UPS 重大イベントによりホスト[ホスト]でシャットダウンが開始されました。
[ホスト]に関連付けられた UPS で重大なイベントが発生しました。[仮想化設定]ページで設定したアクションを
実行して、シャットダウンシーケンスが開始されます。

•

ホスト[ホスト]でメンテナンスモードタスクを開始しています。
PowerChute は[ホスト]上でメンテナンスモードタスクを開始しました。

•

ホスト[ホスト]が正常にメンテナンスモードに入りました。
PowerChute は[ホスト]を正常にメンテナンスモードに入れました。

•

ホスト[ホスト]でメンテナンスモードに入ることができませんでした。
PowerChute[ホスト]でメンテナンスモードに入ることができませんでした。

•

VM の電源がまだオンになっているため、ホスト[ホスト]上でメンテナンスモードを開始できま
せん。VM/vApp/VCSA VM シャットダウン所要時間に十分な時間が設定されていることを確認
してください。
このホストに関連付けられた UPS で重大なイベントが発生し、電源が依然としてオンの VM があるため、
PowerChute は[ホスト]をメンテナンスモードに入れることができませんでした。

•

電源オンの VM がまだ残っているため、ホスト[ホスト]でメンテナンスモードタスクがキャンセ
ルされました。VM/vApp/VCSA VM シャットダウン所要時間に十分な時間が設定 されている
ことを確認してください。
このホストに関連付けられた UPS で重大なイベントが発生しました。電源オンの仮想マシンが引き続きホストを
シャットダウンしようと試みているため、PowerChute は[ホスト]のメンテナンスモードタスクをキャンセルしま
した。

•

VCSA VM をシャットダウン中のため、ホスト[ホスト]でメンテナンスモードタスクが キャン
セルされました。
vCenter Server VM がシャットダウンしているため、PowerChute はホスト[ホスト]でメンテナンスモードタスク
をキャンセルしました。

•

ホスト[ホスト]でメンテナンスモードを終了します。
このホストに関連付けられた UPS で重大なイベントが発生し、構成された期間が不十分なため、PowerChute は
[ホスト]のメンテナンスモードタスクを完了できませんでした。継続時間を長くしてください。

•

メンテナンスモードのタスクは、許容時間内に完了しませんでした。構成を確認してください。

•

ホスト[ホスト]で仮想マシンをシャットダウンしています。
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このホストに関連付けられた UPS で重大なイベントが発生したため、PowerChute はその仮想マシンをシャット
ダウンしています。
•

ホスト[ホスト]をシャットダウンしています。
PowerChute がホストをシャットダウンしています。

•

ホスト[ホスト]の仮想マシンをシャットダウンするために設定された時間が不足しています。
[Duration (シャット所要時間)]フィールド内に指定された時間が不十分だったため、PowerChute は VM を [ホス
ト]からシャットダウンできませんでした。

•

Shutting down vApp [vApp] in datacenter [Datacenter].（データセンタ[Datacenter]内の vApp
[vApp]をシャットダウン中）
PowerChute が指定された vApp をシャットダウンしています。

•

ホスト[ホスト]で vApp に属する VM をシャットダウンしています。
PowerChute は指定された vApp 内の VM をシャットダウンしています。

•

タイムアウトのため vApp シャットダウンが失敗しました。正常にシャットダウンするため、
vApp シャットダウン所要時間を増やしてください。
[Shutdown Duration (シャット所要時間)]フィールド内に指定された時間が不十分だったため、PowerChute は
[vApp] をシャットダウンできませんでした。

•

vApp シャットダウンプロセスを開始しています。
PowerChute は任意の vApps のシャットダウンを開始しています。

•

vApp [vApp]を起動するために設定された時間が不足しています。依然として起動中です。
[Duration (所要時間)]フィールド内に指定された時間が不十分だったため、PowerChute は[vApp]を再起動 でき
ませんでした。

•

ホスト[ホスト]でシャットダウンダウンできる vApp がありません。
[ホスト]に関連付けられた UPS で重大なイベントが発生しました。PowerChute は、シャットダウンできる[ホス
ト] に関連付けられた vApp を見つけられませんでした。

•

ホスト[ホスト]で仮想マシンの電源をオンにしています。
重大なイベントが解決されたため、ホストが再起動されました。PowerChute はホスト上の仮想マシンの起動を
試みています。

•

データセンタ[Datacenter]内の vApp [vApp]をオンにしてます。
重大なイベントが解決されたため、ホストが再起動されました。PowerChute は VMware データセンター内の指
定された vApp を起動しています。
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•

UPS に関連付けられているホストがありません。UPS 重大イベントの発生時に PowerChute
がホストまたはその仮想マシンをシャットダウンできません。
PowerChute が VMware ホストを UPS セットアップにリンクするようにアドバイスしています。「VMware ホス
トの保護」を参照してください。

•

PowerChute が実行中の物理マシンをシャットダウンしています。
PowerChute マシンがシャットダウンしています。

•

vCenter Server に接続できません。PowerChute から仮想マシンまたはホストにコマンドを 送
信できない可能性があります。
PowerChute はネットワーク経由で vCenter Server へ接続できません。このイベントが発生すると、VM 移行 お
よび vApp シャットダウンを実行できません。

•

vCenter Server 認証エラー。PowerChute から仮想マシンまたはホストにコマンドを送信 でき
ない可能性があります。
PowerChute はその認証情報を使用して vCenter Server へ接続できません。「vCenter Server 設定」で入力 した
ユーザ名とパスワードが正しいことを確認してください。このイベントが発生すると、VM 移行および vApp シ
ャットダウンを実行できません。

•

ホストに接続できません。PowerChute からホストにコマンドを送信できません。
PowerChute はネットワーク経由でホストへ接続できません。

•

ホスト認証エラー。PowerChute からホストにコマンドを送信できません。
PowerChute はその認証情報を使用して VMware ホストへ接続できません。「vCenter Server 設定」で入力した
ユ ーザ名とパスワードが正しいことを確認してください。

•

Host[ホスト]の[ホストのシャットダウン]に失敗しました。
[ホスト]に関連付けられた UPS で重大なイベントが発生したため、PowerChute は[ホスト]をシャットダウンダウ
ンできませんでした。

•

vCenter Server VM ホスト[ホスト]をシャットダウンしています。
PowerChute は、vCenter Server 仮想マシンを含むホストをシャットダウンしています。

•

前回起動しなかったホスト[ホスト]で VM の電源をオンにしようと試みています。
PowerChute は、指定ホスト上の仮想マシンを以前に再起動できなかったため、もう一度試行しています。

•

前回起動しなかったデータセンター[データセンター]で vApp [vApp]の電源をオンにしようと試
みています。
PowerChute は、指定された vApp を以前に再起動できなかったため、もう一度試行しています。
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•

PowerChute を実行中の仮想マシンがあるため、vApp [vApp]はシャットダウンされません。
vApp から PowerChute を削除してください。
PowerChute が vApp 内の仮想マシンにインストールされているため、PowerChute は指定された vApp をシャッ
トダウンしません。
PowerChute を実行中の仮想マシンを vApp から削除する必要があります。

•

vCenter Server に接続できません。PowerChute は VM 移行を実行できません。
シャットダウンシーケンス中に VM 移行を実行するために、PowerChute は vCenter Server に接続できません。

•

vCenter Server に接続できません。PowerChute は vApp シャットダウンを実行できません。
シャットダウンシーケンス中に vApp シャットダウンを実行するために、PowerChute は vCenter Server に接続
できません。

•

シャットダウシーケンスはすでに VMware ホスト上で進行しています。
高度な UPS 構成では、UPS セットアップで別々に重大なイベントが発生すると、このイベントによってシャッ
トダウンがすでに進行中であるため、もう一度起動されないというメッセージが通知されます。
例えば、VMware ホストがリンクされた UPS セットアップで重大なイベントが発生し、その後 UPS 物理セット
アップで重大なイベントが発生する場合、最初の UPS セットアップで重大なイベントが進行中であるため、シャ
ットダウンシーケンスは 2 回実行されません。

•

ホスト[ホスト]の VM/vApp 起動が進行中です。シャットダウンシーケンスが開始される前に、
PowerChute は起動待機時間が経過するまで待機します。
重大なイベントによってシャットダウンシーケンスが開始されましたが、仮想マシンまたは vApp 起動のいずれ
かがすでに進行中であるため、PowerChute はシャットダウンシーケンスを継続する前に指定時間が経過するま
で待機します。「仮想マシンのシャットダウン/起動」を参照してください。

•

vCenter Server にアクセスできます。PowerChute から仮想マシンまたはホストにコマンドを
送信できます。
PowerChute は vCenter Server へ接続できるようになりました。

•

ホストにアクセスできます。PowerChute からホストにコマンドを送信できます。
PowerChute はホストへ接続できるようになりました。

•

UPS 重大イベント: [イベント]。
指定された重大なイベントが UPS で発生しました。これにより、他のシャットダウンシーケンスが現在アクティ
ブでない場合でもシャットダウンシーケンスが開始されます。

•

UPS 重大イベント: [イベント]解決済み。
指定された重大なイベントは解決されました。
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•

UPS 重大イベント: ホスト[ホスト]で[イベントが]解決されました。
指定されたイベントは解決されました。

•

ホスト[ホスト]で UPS 重大イベントが解決しました。
イベントは解決されました。

•

この UPS 重大イベントによって影響を受けないホストで 1 つ以上の仮想マシンが実行中のため、
データセンター[データセンター]内の vApp [vApp]はシャットダウンされません。
このイベントは、[vApp の強制シャットダウン]が無効な場合に発生します。

•

データセンター[データセンター]内の vApp [vApp]はシャットダウンされません。vApp はすで
に 電源オフです。
重大なイベントによってシャットダウンされましたが、指定された vApp の電源がすでにオフになっています。

•

vCenter Server 仮想マシンがあるため、vApp [vApp]はシャットダウンされません。vApp から
vCenter Server VM を削除してください。
vCenter Server VM が vApp 内の仮想マシンにインストールされているため、PowerChute は指定された vApp を
シャットダウンしません。
vCenter Server VM を実行している仮想マシンは、vApp から削除する必要があります。

•

vCenter Server VM [VM]を安全にシャットダウンできません。vCenter Server VM シャットダ
ウン所要時間を確認してください。
PowerChute が VM を安全にシャットダウンできません。
VM シャットダウン所要時間が、仮想マシンを正常にシャットダウンできるほどの長さがあるか確認してください。

•

vCenter Server VM [VM]をシャットダウンしています。
PowerChute は、vCenter Server が稼働中の仮想マシンをシャットダウンしています。

•

vCenter Server VM [VM]を起動しようと試みています。
PowerChute は、vCenter Server が稼働中の仮想マシンの起動を試みています。

•

ホスト[ホスト 1]、[ホスト 2]が存在しません。
このイベントは、PowerChute が([ホストの保護]ページで)保護用に設定されたホストが vCenter Server インベン
トリに表示されなくなると記録されます。このイベントが発生すると、古いホストが削除されるので、 [ホスト
の保護]ページで PowerChute 設定を更新する必要があります。
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•

PowerChute がインベントリ内に vCenter Server VM を検出できません。オンラインヘルプの
トラブルシューティングに関する項を参照してください。
このイベントは、どの VMware ホストが vCenter Server VM を実行しているかを PowerChute が判断できない
場
合 に記録されます。これは vSphere 構成の問題を示しており、PowerChute が Dell VxRail クラスターを正常
に
シャットダウンするのを妨げることになります。

•

インベントリ内で検出された vCenter Server VM の電源がオフです。オンラインヘルプの トラ
ブルシューティングに関する項を参照してください。
このイベントは、PowerChute がインベントリ内で vCenter Server VM を特定しましたが、仮想マシンの電源は
オフである場合に記録されます。これは vSphere 構成の問題を示している可能性があり、VxRail クラスターのシ
ャットダウンを妨げることになります。

•

vSAN Witness VM [VM]を起動しようとしています。
PowerChute は Witness ホスト VM の起動を試みています。
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Dell VxRail 仮想化イベント
以下に示すイベントは構成不可であり、VxRail クラスターのシャットダウン時に実行される仮想化タスクに関連
しています。
•

Network Management Card [NMC]にクラスターをシャットダウンする要求を送信しています。
PowerChute は、VxRail REST API を使用してクラスターをシャットダウンするように、Network Management
Card に要求を送信しました。

•

Network Management Card [NMC] がクラスターシャットダウンを開始しました。
Network Management Card は、指定されたクラスターシャットダウン待機時間が経過するまで待機し、 クラス
ターをシャットダウンしています。

•

Network Management Card [NMC]は、クラスターシャットダウンを開始できません。
Network Management Card は、クラスターシャットダウンを開始できませんでした。提供されている VxRail 認証
情報が正しいこと、および VxRail Manager が使用可能であることを確認します。詳細については、Dell EMC
VxRail トラブルシューティングを参照してください。

トラブルシューティングを参照してください。
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冗長 UPS 構成において発生する重大なイベント
このトピックは、高度な UPS セットアップを伴う高度な UPS 構成には 適用されません。高度な
UPS セットアップの重大なイベントの詳細については、 「Using PowerChute Network Shutdown in
an Advanced Redundant Setup (高度な冗長セットアップにおける PowerChute Network Shutdown
の使用)」アプリケーションノート(こちら)を参照してください。
PowerChute Network Shutdown は、冗長構成内のすべての UPS 装置を 1 つの UPS システムとみなします。 各
UPS は 全体の負荷をサポートできる必要があります。
重大なイベントを検出すると、PowerChute は以下のシャットダウンルールに従います。
•

2 つの同一な重大イベント(バッテリー低下 状態発生または UPS 電源オフ 開始）が 連続して 2 台の UPS
装置で発生すると、シャットダウンが実行されます。 シャットダウンはすぐに実行され、設定された 遅
延時間がカウントダウンされません。

•

2 つの同一のユーザーが設定した重大なイベント（ UPS バッテリー使用など)が 連続して 2 台の UPS 装
置で発生すると、シャットダウンが実行されます。任意の 設定された遅延時間が最初に カウントダウン
されます。

•

2 つの異なる重大イベント(バッテリー低下 状態発生および PowerChute が Management Card と 通信
不能など）が 連続して 2 台の UPS 装置で発生すると、 複数の 重大なイベントの発生 というイベントが
発生し、 常にシャットダウンされることになります。PowerChute シャットダウンプロセスが開始する前
に、10 秒の遅延時間がカウントされます。設定済みの 遅延時間はカウントされません。
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この項には、次のトピックに関する情報が含まれています。
•
•
•
•
•
•
•
•

通信設定
PowerChute エージェント
PowerChute 設定(INI)ファイル
Java Update
アップデートの確認
ユーザーインターフェイスのセッションタイムアウト
カスタマーサポート
カスタマーエクスペリエンス向上プログラム (CEIP)
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通信設定
PowerChute アクセス
HTTPS はデフォルトで有効化されており、PowerChute ユーザーインターフェイスに安全にアクセスできます。
プロトコルを HTTP（非暗号化）に変更することはできますが、PowerChute サービスを再起動するまで 有効にな
りません。詳細は、アプリケーションノート 「PowerChute Network Shutdown Security Features Overview
（PowerChute Network Shutdown セキュリティー機能の概要）」（こちら）を参照してください。

PowerChute セキュリティー
PowerChute と NMC 間の通信を認証するには、ユーザーと認証フレーズが 使用されます。そのため、
PowerChute と NMC の両方で同じ値を 設定する必要があります。
•

ユーザー名の最大文字数は 10 文字です。

•

認証フレーズは ASCII 文字で 15～32 文字以内です。

•

ここで指定するパスワードは PowerChute に固有です。 パスワードは以下が必要です：
•

8 文字以上 128 文字以下の長さ

•

1 つの大文字と小文字

•

1 つの数字と特殊文字

•

ユーザー名をパスワードの一部にすることはできません。

ユーザー名、パスワード、認証フレーズへの変更は、 イベントログに記録されます。詳細については、設定不可
イベントを参照してください。

パスワードをお忘れの場合は、 PowerChute ユーザー名または パスワードのリセット を参照してくださ
い。

PowerChute が 複数の NMC に登録されている場合、同じ管理者ユーザー名と認証フレーズを すべてに使用してく
ださい。
[Communications Settings (通信設定)]ページの［Check Details（詳細を確認）］ボタンをクリックすると、
PowerChute 設定が NMC と同じであることを検証できます。
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PowerChute エージェント
［PowerChute Agents（PowerChute エージェント）］ページの ［UPS Configuration（UPS 構成）］メニュー
オプションには、同じ NMC に登録されたすべての PowerChute エージェントが 一覧で表示されます。
この画面を読み込むと、PowerChute が各エージェントに対してホスト名を解決しようと試みるため、動作 が遅
くなる場合があります。ホスト名が解決できない場合、IP アドレスのみが表示されます。右パネル内のホストを
右クリックして上下にドラッグするとクリックすると、そのエージェントの PowerChute ユーザーインター フェ
イスが 起動します。
1 つの NMC に登録可能な PowerChute エージェント の最大数は 50 です。詳細は、アプリケーションノート
「PowerChute Network Shutdown with more than 50 computers（コンピューターの台数が 50 を超える 場合の
PowerChute Network Shutdown）」（ こちら)をクリックしてください。

PowerChute エージェントをアンインストールする場合、その IP アドレスは NMC に登録されたま
ま残り、 NMC UI を使用して手動で削除する必要があります。

画面にアクセスするとシステム 問題レポートが表示される場合、 その理由は、PowerChute が NMC から取得 す
る情報を 受信していないからです。通常動作時には、 ネットワークトラフィックによってこのレポート が表示
される場合があります。しばらくしてから もう一度メニュー選択を試してください。
これは、 PowerChute が NMC との通信を確立できない場合に発生することがあります。
Network Management Card トラブルシューティングを参照してください。
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PowerChute 設定 ファイル
PowerChute はすべての設定を pcnsconfig.ini と呼ばれる設定ファイルに格納します。このファイルは、
PowerChute がインストールされている group1 フォルダにあります。
このファイルは、PowerChute セットアップの実行時と、イベントのシャットダウンアクションを有効 にするな
どの設定変更をユーザーインターフェイスから実行する時に 更新されます。
必要な設定を含む PowerChute の 1 つのインストールを構成し、pcnsconfig.ini ファイルを使用することによって、
異なるマシンで PowerChute の別のコピーに同じ設定を適用することができます。マシンに固有の設定
（localHostAddress または UnicastAddress など）の値は[Networking]セクションにあり、対象マシンで 手動
で編集する必要があります。
対象マシンで設定を適用するには、以下の手順を実行します。
PowerChute サービスを停止します。詳細については、ナレッジベースの記事 FA290504 を参照してください。
（https://www.apc.com/jp/ja/faqs/FA290504)
group1 フォルダにある pcnsconfig.ini ファイルと置き換えます。
PowerChute サービスを起動します。

PowerChute ユーザー名または パスワードのリセット
ユーザー名またはパスワードをお忘れの場合は、pcnsconfig.ini ファイルを編集すると再設定できます。
INI ファイルの[NetworkManagementCard] セクションで、以下の行を新しい値を使用して設定します。
username= 新しいユーザー名
password= 新しいパスワード
ファイルを保存し、PowerChute サービスを再起動します。
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Java Update
Java Update 機能により、PowerChute が使用する Java Runtime Environment (JRE) を、すでにシステムに イン
ストールされている別の JRE に変更できます。PowerChute で使用されている Java バージョンを更新 するには、
次の手順に従ってください。
1. システムに有効な JRE をダウンロードします。JRE は、AdoptOpenJDK ウェブサイトからダウンロ ード
できます。
PowerChute v4.5 + は AdoptOpenJDK 11 以上に対応しています。PowerChute と共に使
用する Java のバージョンは、64 ビット JRE にのみアップデートできます。
PowerChute に対応する Java のバージョンは、APC ウェブサイト
https://www.apc.com/jp/ja/faqs/FA53720 に掲載されています。
2. PowerChute インストールディレクトリに移動し、Updates という名の新規フォルダを作成します。 イン
ストール時にデフォルトのインストールディレクトリを選択した場合、その場所は次の通りです:
/opt/APC/PowerChute/Updates/。
3. 上記の手順 1 でダウンロードした Java ファイルを、Updates ディレクトリにコピーします。
4. PowerChute UI ([ヘルプ] > [バージョン情報])で［バージョン情報]画面に移動します。[利用可能な Java
Update]フィールドで、ダウンロードした Java ファイルのリストがドロップダウンボックスに表示 され
ます。
5. このドロップダウンボックスから、アップデートして PowerChute に使用したい Java バージョンを 選択
し、[アップグレード]をクリックします。
6. 確認ダイアログが表示されます。[OK]をクリックします。
7. 別のダイアログが表示され、PowerChute が再起動します。Java のバージョンが正常にアップデート さ
れるまで、2～3 分待ちます。
8. PowerChute サービスが再起動したら、ブラウザを更新して[バージョン情報]画面に移動します。
[Java バージョン]フィールドが更新され、PowerChute で使用する新しい Java が表示されます。

Java の更新が完了した後、ダウンロードした Java ファイルを [Updates]ディレクトリに保持 す
る必要はありません。
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ユーザーインターフェイスのセッションタイムアウト
PowerChute ユーザーインターフェイスには、デフォルトで 10 分間のセッションタイムアウトが設定されています。
何も操作しないで 10 分経過するとセッションは終了し、ユーザー名とパスワードを入力するログイン画面が表示
されます。セッションタイムアウト所要時間を 増減するには、 Web.xml ファイルを編集します。
セッションタイムアウト所要時間を変更するには：
1. PowerChute サービスを停止します。 詳細については、ナレッジベースの記事 FA290504 を参照してくだ
さい。(https://www.apc.com/jp/ja/faqs/FA290504)
2. インストールしたファイルの保存先フォルダを開き、 次の場所でファイルを検索します。
\group1\comp\http\html\WEB-INF\web.xml
テキストエディタで Web.xml ファイルを開きます。
3. <session-config> 要素を検索します。例：
<session-config>
<session-timeout>10</session-timeout>
</session-config>
4. <session-timeout> 要素の所要時間値は変更可能です。例えば、タイムアウトを 15 分に変更するには、
<session-timeout>値を 15 に変更します。例：
<session-config>
<session-timeout>15</session-timeout>
</session-config>
5. Web.xml ファイルを保存します。
6. PowerChute サービスを開始します。
PowerChute UI は、新しい<session-timeout> 値に対応する時間が経過するとタイムアウトになります。
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アップデートの確認
[Enable Automatic Updates (自動アップデートの有効化)] 機能はデフォルトで選択されており、新しい ソフト
ウェアアップデートが配布されると通知されます。
有効な場合、PowerChute は、サービスの起動時と、その後 7 日ごとに使用可能なソフトウェアアップデートがあ
るかどうかチェックします。[Check Now (今すぐチェック)]ボタンをクリックして、すぐにアップデートを チェ
ックすることもできます。
新しいソフトウェアバージョンがリリースされると、詳細と新しいバージョンをダウンロードするためのリンクが
[Check for Updates (アップデートのチェック)]画面に表示され、イベントログに記録されます。
セットアップウィザードの最後の画面または[Check for Updates (アップデートのチェック)]ページで、 ソフトウ
ェアアップデート通知機能を無効にすることができます。

121

一般

カスタマーサポート
カスタマーサポートについては、 まず最初に、 www.apc.com/support にアクセスしてください。
ナレッジ ベースには、製品問題に関する詳細なトラブルシューティング情報が 含まれています。
ディスカッションフォーラムを参照したり、 電子メールで質問を送信することもできます。
国別サポートセンタの連絡先については、 www.apc.com/support/contact へアクセスし、 ドロップダウンリスト
から居住国を選択してください。参照したいサポートサービスの連絡先が 一覧されます。
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カスタマーエクスペリエンス向上プログラム (CEIP)
PowerChute の「カスタマーエクスペリエンス向上プログラム (CEIP)」は、当社の製品およびサービスを向上 さ
せるための情報を提供し、PowerChute の導入および設定の最適な方法をお客様にアドバイスするのに役立 ちま
す。
CEIP の一環として、お客様の環境での「PowerChute ネットワークシャットダウン」の設定方法および 使用方法
に関する特定の情報を収集します。この情報は完全に匿名であり、個人を特定するために使用することはできませ
ん。詳しくは、APC ウェブサイトの CEIP よくある質問をご覧ください。
デフォルトでお客様は PowerChute CEIP に参加しています。参加を希望しない場合は、PowerChute CEIP ペー
ジで PowerChute カスタマーエクスペリエンス向上プログラム (CEIP) に参加するチェックボックスの チェック
を外してください。CEIP への参加、離脱はいつでも可能です。
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トラブルシューティング
この項には、次のトピックに関する情報が含まれています。
•
•
•
•
•
•
•

Network Management Card トラブルシューティング
VMware トラブルシューティング
Dell VxRail トラブルシューティング
ブラウザートラブルシューティング
SSH アクションのトラブルシューティング
SNMP のトラブルシューティング
一般トラブルシューティング
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PowerChute が Network Management Card を登録できない、または PowerChute が
Network Management Card との通信切断を報告する：
1. PowerChute と NMC の 管理者ユーザー名と認証フレーズが 同じであることを確認します。
2. UDP ポート 3052 がファイアーウォールによってブロックされていないことを確認します。
3. PowerChute マシンと NMC ユーザーインターフェイスの IP 設定をチェックし、デフォルトゲー トウェイ
とサブネットマスクが正しいことを確認します。
4. Network Management Card の IP アドレスが、 PowerChute を NMC に登録後も変更されていないことを
確認します。これを確認するには、 PowerChute で［Communications Settings（通信設定）］メニュ ー
アイテムをクリックし、 ［Network Management Card］セクションに表示される IP アドレスが 正しいこ
とを確認します。
5. PowerChute クライアントコンピューターと Network Management Card 間のネットワーク通信が 確立さ
れていることを確認します。PowerChute クライアントコンピューターから Network Management Card へ
アクセスを試みるか、 Network Management Card から ping ユーティリティを使用します。
6. PowerChute Network Shutdown クライアントが DHCP 経由で IP アドレスを取得する場合、クライアント
がその DHCP アドレスリースを更新して別の IP アドレスを取得すると、 Network Management Card と
の通信が切断されます。この問題を解決するには、PowerChute Network Shutdown を使用している 各シ
ステムに恒久 IP アドレスを設定する必要があります。クライアントの MAC アドレスを使用して DHCP サ
ーバーの IP アドレスを確保し、 指定マシンに対して変更されないようにします。NMC にも 静的 IP アド
レスを設定する必要があります。
7. PowerChute サービスが開始されることを確認します。すでに 開始されている場合は、サービスを 停止
してから再起動します。
8. NMC のファームウェアを 最新バージョン（APC Web サイトからダウンロード可能）に更新するか、 カ
スタマーサポートにご連絡ください。
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VMware トラブルシューティング
仮想マシン移行
以下の問題は、仮想マシンを他の使用可能なホストへ移行する際の 妨げとなります。PowerChute は個々の 仮想
マシンの移行エラーを イベントログに記録しませんが、error.log ファイルに追加情報が含まれています。

vSphere エラー
手動で仮想マシン移行を実行する場合、PowerChute は MigrateVM_Task API 関数を使用します。 仮想マ
シンの移行中にエラーが発生すると、次が error.log ファイルに表示されます。
VM Migration Error Message -> [Error message]
詳細:
https://www.vmware.com/support/developer/vc-sdk/ - [vSphere API Reference]をクリックして、[vSphere
API Reference]を展開し、 [All Methods]->[MigrateVM_Task]を選択します。障害(faults)の項に、仮想 マシ
ンの移行を試行時に発生することのあるさまざまなエラーが 概説されています。
個々の仮想マシンをトラブルシューティングするには、ログレベルを「error」ではなく「warn」に設定 し
ます。デバッグログに関する項を参照してください。
以下のイベントは、使用可能な対象ホストが存在しており、一部またはすべての仮想マシンの移行に失敗し
た場合にイベントログに記録されます。
“Failed to migrate all VMs from Host [hostname]”（ホスト[ホスト名]からの全仮想マシンの移行に失敗）
“Failed to migrate any VMs from Host [hostname]”（ホスト[ホスト名]からのいずれかの仮想マシン
の移行に失敗）
以下のイベントは、error.log ファイルに記録されます。
“[VM] failed to migrate to Host [Host]”（[仮想マシン]のホスト[ホスト]への移行に失敗）
“VMware Error message [Fault message]”（VMware エラーメッセージ [障害メッセージ]）
発生する可能性のあるエラーの例には、次が含まれます。
•

InvalidState：仮想 マシンの現在の状態または対象ホストの現在の状態が原因で 操作を実行 でき
ない場合にスローされます。たとえば、 仮想マシン設定情報が使用可能でない場合 や対象ホスト
が切断されている、またはメンテナンスモードである場合などです。

•

InsufficientResourcesFault：操作がリソース使用ポリシーに違反している場合にスロ ーされま
す。

•

MigrationFault：仮想マシンを目的のホストに移行できない場合にスローされます。通常は、 ネ
ットワークポリシーやネットワークおよびデータストアへのアクセス権の不一致などの、 ホスト
の非互換性が原因 となります。

•

VmConfigFault：仮想 マシンが移行先ホストとの互換性を備えていない場合にスローされます。
通常、IDEDiskNotSupported などのこの例外の特定のサブクラスが スローされます。

注：上記のエラーと説明は、 vSphere API Reference Guide からの流用です:
https://www.vmware.com/support/developer/vc-sdk/
126

仮想マシンの移行先として使用可能なホストがない。
この状況は、他のホストがメンテナンスモードである、互換性がない、または UPS 重大イベントがアクテ
ィブである場合に発生します。
以下のイベントは PowerChute イベントログに記録されます。
“Unable to find a suitable host to migrate VMs from Host:[Host]”（ホスト[ホスト]から仮想マシン を移行す
るための最適なホストを検出不能）

vCenter Server と通信できないおよび/または Active Directory 認証エラーがある。
以下のイベントは PowerChute イベントログに記録されます。
“Cannot connect to vCenter Server.PowerChute will not be able to perform VM migration.”（vCenter Server
に接続不能。PowerChute は仮想マシン移行を実行できない）

[Duration (所要時間)]フィールドで、すべての仮想マシンをクラスタ内の別のホストへ
移行可能なほど十分な長さの移行時間に設定されていない。
以下のエラーは PowerChute イベントログに記録されます。
“Insufficient time to migrate all VMs using the VM Migration Duration configured.”（設定された仮想マシン
移行所要時間を使用してすべての仮想マシンを移行するには時間が不十分。）
以下のエラーは PowerChute error.log に記録されます。
“Insufficient time to migrate all VMs using VM Migration Duration”（仮想マシン移行所要時間を使用 してす
べての仮想マシンを移行するには時間が不十分）

仮想マシンシャットダウン
vCenter Server と通信できないおよび/または Active Directory 認証エラーがある。
以下のエラーは PowerChute イベントログに記録されます。
“Cannot connect to vCenter Server.PowerChute may not be able to issue commands to Virtual Machines or
Hosts.”（vCenter Server 認証エラー。PowerChute から仮想マシンまたはホストへコマンドを送信できない
可能性がある）
“vCenter Server authentication error.PowerChute may not be able to issue commands to Virtual Machines or
Hosts.”（vCenter Server 認証エラー。PowerChute から仮想マシンまたはホストへコマンドを送信できない
可能性がある）
vCenter Server 接続が使用できない場合、PowerChute は、仮想マシンをシャットダウンするため、各
ESXi ホストへの直接接続を試行します。これには、共有ユーザーアカウント(共有ユーザーアカウントの作
成に関する 項を参照)が各 ESXi ホストに存在している必要があります。PowerChute が ESXi ホストに接続
できない場合、次の例外が error.log に表示されます。
com.vmware.vim25.NoPermission
com.vmware.vim25.InvalidLogin
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対処方法：
PowerChute に設定されている vCenter Server ユーザーアカウントが vSphere Client を使用して各 ESXi ホ
ストに直接接続することで、 各 ESXi ホストにアクセスできることを確認します。接続できない場合は、
ユーザーアカウントを各 ESXi ホストに追加します。正常に接続できた場合は、 ユーザーアカウントに
「管理者」権限があることを確認します。
PowerChute が ESXi ホストへの直接接続を試行する際に vCenter Server が使用不能な場合は、完全修飾
ドメイン名または IP アドレスを使用して ESXi ホストに接続できなければなりません。DNS 問題または ホ
スト名解決問題が生じた場合は、次のエラーが error.log ファイルに表示されます。
VI SDK invoke exception:java.net.ConnectException:Connection timed out: connect
対処方法：
nslookup コマンドを使用した PowerChute マシンからの ESXi ホスト FQDN の DNS ルックアップが動作
していることを確認します。
nslookup が失敗する場合は、ESXi ホストを Linux の/etc/hosts ファイル(PowerChute Appliance/vMA)また
は Windows マシン上の C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts ファイルに 追加できます。唯一の使用
可能 な DNS サーバーが 保護されている ESXi ホスト上で仮想マシンとして稼働している場合は、ホスト
ファイルを使用する必要があります。代替として、FQDN ではなく IP アドレスを使用して、ESXi ホストを
vCenter Server に追加できます。

［Duration（所要時間）］フィールドで設定した時間が、仮想マシンを安全にシャット
ダウンするには 十分ではなかった。
以下のイベントは PowerChute イベントログに記録されます。
“Insufficient time to shut down all VMs using the VM Shutdown Duration configured.”（設定された仮想 マシ
ンシャットダウン所要時間を使用してすべての仮想マシンをシャットダウンするには時間が不十分。）
以下のイベントは PowerChute Error.log に記録されます。
“Insufficient time to migrate all VMs using VM Migration Duration”（仮想マシン移行所要時間を使用 してす
べての仮想マシンを移行するには時間が不十分）

VMware ツールがインストールされていない。この場合、仮想マシンのシャットダウン
が 引き起こされる。
ゲスト OS のグレースフルシャットダウンを実行するには、VMware ツールをインストールする必要 があ
ります。VMware ツールのステータスは、仮想マシンのサマリー タブに表示されます。

クラスタに対して DRS が完全自動化に設定されています。仮想マシンの移行を有効にし
て所要時間を設定します。
クラスタに対して DRS が有効で完全自動化に設定されている場合、仮想マシンの移行はデフォルトで有効
になります。DRS を完全自動化かつ有効に設定したまま仮想マシンの移行を無効にした場合、ホスト上で
メンテナンスモードのタスクが開始されると、DRS は他の利用できるホストへの仮想マシンの移行を開始
します。DRS が移行を開始するのと同時に PowerChute がホスト上で仮想マシンのシャットダウンを開始
した場合、移行中の仮想マシンは正常にシャットダウンされません。
DRS が有効で完全自動化に設定されている場合は、仮想マシンを正常に移行させるためには、PowerChute
で仮想マシンの移行を有効にして、移行の所要時間を設定しなければなりません。
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仮想マシン起動
ホストに仮想マシンを起動するための十分なリソースがない。HA アドミッションコントロール
を参照してください。
以下のイベントは PowerChute イベントログに記録されます。
“Attempting to power on VMs on Host [hostname] that did not start.”（起動しなかったホスト[ホスト名] 上の
仮想マシンへの電力オンを試みている）
以下のイベントは PowerChute Error.log に記録されます。
“VM [VM] Power on failed.”（仮想マシン[仮想マシン]への電源供給に失敗）

ホストが HA 設定エラーを報告 している
メンテナンスモードに切り替わるとき、またはメンテナンスモードから解除されるときに、ホストの HA 設
定でエラーが発生し、最終的に無効な状態になることがあります。無効な状態は、vSphere クライアントの
ホストの[Summary（概要）]タブに表示されます。これによって、PowerChute は仮想マシンの電源を入れ
なくなり、イベントログエントリーが繰り返され、PowerChute が起動に失敗した仮想マシンを再起動しよ
うと試みていることが示されます。
対処方法：
ホストを右クリックして、[Reconfigure for vSphere HA (vSphere HA の再設定)]を選択します。
または
ホストを右クリックして、[Disconnect (切断)] を選択し、さらに[Reconnect (再接続)]を選択します。

vApp シャットダウン
vCenter Server と通信できないおよび/または Active Directory 認証エラーがある。
次のイベントは PowerChute イベントログに記録されます。
“Cannot connect to vCenter Server.PowerChute will not be able to perform vApp Shutdown.”(vCenter Server
に接続不能。PowerChute は vApp シャットダウンを実行できない)
vApp シャットダウンは、シャットダウンシーケンス中に vCenter Server が使用不能な場合はサポートされ
ません。

VMware ツールが vApp の各仮想マシンにインストールされていない。
ゲスト OS シャットダウンを実行するには、VMware ツールが必要です。vApp 内の仮想マシンに対してゲ
スト OS シャットダウンが有効で、VMware ツールがインストールされていない場合、vApp シャットダウ
ンタスクは失敗します。

vApp 設定内のシャットダウンアクションがゲスト OS シャットダウンに設定 されてい
ない。
シャットダウンアクションがゲスト OS シャットダウンでなく電源オフに設定されている場合、 vApp 内の
仮想マシンは安全にシャットダウンされません。
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[Duration (所要時間)]フィールドに設定された時間が、 vApps を安全にシャットダウン
するために十分な長さでない。
以下のイベントは PowerChute イベントログに記録されます。
“Insufficient time to shut down vApp using the vApp Shutdown Duration configured.”(設定された vApp シャ
ットダウン所要時間を使用して vApp をシャットダウンするには時間が不十分。)
以下のイベントは PowerChute イベントログに記録されます。
“Insufficient time to shut down vApp using the vApp Shutdown Duration”(vApp シャットダウン所要時間 を
使用して vApp をシャットダウンするには時間が不十分)

vApp に PowerChute 仮想マシンまたは vCenter Server 仮想マシンのいずれかが 含ま
れる。
vApp シャットダウンは、 vApp に PowerChute 仮想マシンまたは vCenter Server 仮想マシンのいずれかが
含まれる場合はサポートされません。
以下のイベントは PowerChute イベントログに記録されます。
“vApp [vApp] will not be shut down as it contains the Virtual Machine running PowerChute.Please remove
PowerChute from the vApp.”(PowerChute を稼働している仮想マシンが含まれるため、vApp [vApp] はシャ
ットダウンされない。PowerChute を vApp から削除してください)
“vApp [vApp] will not be shut down as it contains the vCenter Server VM.Please remove vCenter Server VM
from the vApp.”（vCenter Server 仮想マシンが含まれるため、vApp [vApp]がシャットダウンされない。
vCenter Server 仮想マシンを vApp から削除してください）

PowerChute が vApp をシャットダウンできなかった。
以下のイベントは PowerChute error.log に記録されます。
[vApp] vApp could not be Powered Off ([vApp] vApp を電源オフできなかった)

vCenter Server 仮想マシンシャットダウン
vCenter Server 仮想マシンに VMware ツールがインストールされておらず 稼働していな
い。
これは、仮想マシンを安全にシャットダウンする 妨げになり、また、PowerChute が vCenter Server を稼
働している仮想マシンを特定する妨げにもなります。

PowerChute が、[Communications Settings (通信設定)]ページの [vCenter Server
Details (vCenter Server の詳細)]に設定された IP アドレスまたはホスト名を使用して
vCenter Server を稼働している仮想マシンを特定できない
この状況は、DNS 設定 問題(IP アドレス/ホスト名を解決できない)がある場合に発生することがあります。
以下のイベントは PowerChute イベントログに記録されます。
“PowerChute cannot locate the vCenter Server VM in the Inventory.”(PowerChute がインベントリ内で
vCenter Server 仮想マシンを特定できない)
対処方法：
•

vCenter Server 仮想マシンに VMware ツールがインストールされ、稼働していることを確認します。
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•

PowerChute の vCenter Server 接続の IP アドレスまたはホスト名/FQDN が 仮想マシンの
[Summary (サマリー)]ページに表示される IP/ホスト名と 一致することを確認します。

vCenter Server 仮想マシンの IP アドレスが別のシステムによって使用されているか、
または vCenter Server インベントリ内に同じ静的 IP アドレスの古い仮想マシンがある
(仮想マシンが電源オフしている場合でも)。
[Host Protection (ホスト保護)]ページで、 vCenter Server 仮想マシンを稼働しているホストが vSphere アイ
コンでマークされていることを確認します。vSphere Client の vMotion を使用して vCenter Server 仮想マシ
ンを別のホストに移動し、 [Host Protection (ホスト保護)]ページがこの変更を反映して更新される
ことを確認します。
以下のイベントは PowerChute イベントログに記録されます。
“The vCenter Server VM found in the Inventory is powered off.”(インベントリ内で見つかった PowerChute
仮想マシンは電源オフである)
対処方法：
インベントリから vCenter Server 仮想マシンの 古いコピーを削除します。

[VM Shutdown Duration (仮想マシンシャットダウン所要時間)] フィールドに設定された
シャットダウン時間が、 vCenter Server 仮想マシンをシャットダウンするための十分
な長さがない。
以下のイベントは PowerChute イベントログに記録されます。
vCenter Server VM [VM] cannot be gracefully 時間です。Please check vCenter Server VM Shutdown
duration.(vCenter Server 仮想マシン[仮想マシン]を安全にシャットダウンできない。vCenter Server 仮想マ
シンシャットダウン所要時間を確認してください)

vCenter Server 仮想マシンを特定できない場合。
以下のイベントは PowerChute イベントログに記録されます。
PowerChute cannot locate the vCenter Server VM in the Inventory.See the troubleshooting section in the
Online Help.(PowerChute がインベントリ内で vCenter Server 仮想マシンを特定できない。 オンラインヘ
ルプのトラブルシューティングに関する項を参照のこと)
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vCenter Server 仮想マシンが電源オフの場合。
以下のイベントは PowerChute イベントログに記録されます。
The vCenter Server VM found in the Inventory is powered off.See the troubleshooting section in the Online
Help.(インベントリ内で見つかった vCenter Server 仮想マシンは電源オフである。オンラインヘルプの
トラブルシューティングに関する項を参照のこと)

vCenter Server インベントリに登録されているドメイン名が、vCenter Server 仮想マシ
ンを実行している ESXi ホストとスタンドアロン ESXi ホストで異なる場合、 vCenter
Server 仮想マシンとホストのシャットダウンに失敗します。
例： vCenter に対して設定されているドメインが apcc.com で、ESXi ホストに対しては apcc になっている。
この設定は、vSphere Client で、構成 > DNS およびルーティング > ホスト識別> ドメイン から確認するこ
とができます。
この問題を避けるには、vCenter Server と ESXi ホストに対して同じドメイン名が設定されていることを確
認してください。
以下のメッセージがイベントログに記録されます。
“checkForVCSAVMAndHostInCriticalHosts - cannot obtain HostSystem using findByIP and findByDnsName
for critical host [hostname]”

ホストシャットダウン
PowerChute がホストをシャットダウンできない場合。
次のメッセージが EventLog に表示されます。
“Shutdown Host failed for Host [Host].”

PowerChute はライセンス付与されたバージョンの ESXi (Essentials、Standard、
Enterprise、Enterprise plus)のみをサポートするため、 vSphere API のライセンス付与
された機能が必要である。
ライセンス付与されていない vSphere ESXi を使用している vSphere API を使用して仮想マシンアクション
またはホストアクションの実行を試みると、次の例外が error.log に表示されます。
com.vmware.vim25.NoPermission

ホストへの接続に使用されているアカウントに 十分な権限が設定されていない。
次がエラーログに記録されます。
com.vmware.vim25.NoPermission

ホストへの接続に使用されているアカウント認証情報が 正しくないか、 有効期限が切れ
ている。
次の例外がエラー ログに表示されます。
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com.vmware.vim25.InvalidLogin
com.vmware.vim25.AuthenticationError

DNS 設定問題は、PowerChute が ホストに接続する妨げとなることがある （無効なホ
スト名/FQDN または IP アドレスを含む古い DNS レコードなど）。
次の例外がエラー ログに表示されます。
VI SDK invoke exception:java.net.UnkownHostException

vCenter Server への接続に使用されているアカウントが、 PowerChute によって保護
されている各 VMware ホストに存在しない。共有 Active Directory/ローカルユーザー ア
カウントの設定に関する項を参照のこと。
次の例外が エラーログに表示されます。
com.vmware.vim25.InvalidLogin

PowerChute が vCenter Server インベントリで実行中の仮想マシンを識別
できない場合、 仮想マシンが速くシャットダウンし過ぎて vCenter Server 仮想マシンと
ホストが 予想通りにシャットダウンされないことがある。
これが発生した場合は、次のイベントがイベント ログに表示されます。
“Cannot locate the PowerChute VM in the Inventory.”(インベントリ内で PowerChute 仮想マシンを特定でき
ない)
対処方法：
PowerChute 仮想マシンに VMware ツールがインストールされ、 稼働していることを確認します。
“The PowerChute VM found in the Inventory is powered off.”(インベントリ内で見つかった PowerChute 仮想
マシンは電源オフである)
対処方法：
インベントリから PowerChute 仮想マシンの 古いコピーを削除します。

メンテナンスモード
PowerChute がホストをメンテナンスモードにしている時間が長すぎると 次のメッセージが EventLog に表
示されます。
“Maintenance mode task cancelled on Host [Host] as there are still powered on VMs.Please verify that
sufficient time has been configured for VM/vApp/VCSA VM shutdown duration.”(引き続き仮想マシン
に電力供給しているため、ホスト[ホスト]のメンテナンスモードタスクはキャンセルされた。
VM/vApp/VCSA 仮想マシンシャットダウン所要時間に十分な時間が設定されていることを確認してくださ
い。)
これが発生すると、次のイベントが error.log に表示されることがあります。
Maintenance Mode not entered for Host [Host] (ホスト[ホスト]はメンテナンスモードに切り替わらない)

vCenter Server との通信はありません。
PowerChute がシャットダウン シーケンスの開始時にホストでメンテナンス モードを開始するように 構成
されていて、VM/vApp シャットダウン手順中に PowerChute と vCenter Server 間の接続が失 われた場合、
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直接ホスト接続を介したホストのシャットダウン手順中にシャットダウンシーケンスの後半で、ホストはメ
ンテナンスモードに設定されることになります。
これが発生すると、イベントログに次のメッセージが表示されます：
「Host[ホスト]でメンテナンスモードタスクを開始しています」
「vCenter Server に接続できません。PowerChute から仮想マシンまたはホストにコマンドを送信できない
可能性があります。」
これが発生すると、error.log に次のメッセージが表示されます：
「Host[ホスト]のメンテナンスモードを確認中にエラーが発生しました」

一般的な error.log メッセージ
ホストが電源オフの場合、PowerChute は l 仮想化シャットダウン(仮想マシン移行、
仮想マシンシャットダウン、 vApp シャットダウン)を実行できない。
この状況が発生すると、次のイベントが error.log に表示されることがあります。
“Host is powered off.No need for Virtualization Shutdown”(ホストは電源オフ。仮想化シャットダウンは不要)

vCenter Server (物理または vCenter Server 仮想マシン)への接続が切断された (シャッ
トダウンシーケンス中に vCenter Server 仮想マシンがシャットダウ
ンされた場合、 または VCenter Server への接続でネットワーク問題がある場合など)。
この状況が発生すると、次のイベントが EventLog に表示されることがあります。
“Cannot connect to vCenter Server.PowerChute may not be able to issue commands to Virtual Machines or
Hosts.”（vCenter Server に接続不能。PowerChute から仮想マシンまたはホストへコマンドを送信できない
可能性がある）
“Cannot connect to vCenter Server.PowerChute will not be able to perform VM migration.”（vCenter Server
に接続不能。PowerChute は仮想マシン移行を実行できない）
“Cannot connect to vCenter Server.PowerChute will not be able to perform vApp Shutdown.”（vCenter
Server に接続不能。PowerChute は vApp シャットダウンを実行できない）
この状況が発生すると、次の例外がエラー error.log に表示されることがあります。
VI SDK invoke exception:java.net.ConnectException: Connection timed out: connect
VI SDK invoke exception:java.net.ConnectException: Connection refused: connect

シャットダウン/起動シーケンスなどの際に問題が発生した場合は、ホストがメンテナ
ンスモードを解除しなかったり、設定通りのシャットダウンが実施されなかったりし
ます。この時、以下のイベントが error.log に記録されます。
java.rmi.RemoteException: VI SDK invoke exception:java.net.SocketTimeoutException:
Read timed out
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java.rmi.RemoteException: VI SDK invoke exception:java.net.SocketTimeoutException:
connect timed out
これはネットワーク遅延の問題により発生します。
解決方法：
設定 INI ファイルで設定可能な、以下のタイムアウト値を増やします。
[HostConfigSettings]
VMware_connect_timeout = 10
VMware_read_timeout = 15
たとえば、それぞれのタイムアウト値を 30 秒に増やす場合、値を以下のように変更します。
VMware_connect_timeout = 30
VMware_read_timeout = 30

HA クラスター環境で、 ESXi ホストがメンテナンスモードを解除しない場合、
起動中に仮想マシンが電源オンにならない場合があります。これは、 PowerChute
が仮想マシンを起動しようとする前に HA クラスター・エレクション・プロセスが
完了しない場合に発生する可能性があります。
この時、以下のイベントが error.log に記録されます。
前回起動しなかったホスト[ホスト名]で VM の電源をオンにしようと試みています。(“Attempting to power
on VMs on Host that did not start” )
解決方法
設定 INI ファイルの中の、以下の設定値の値を増やします。
delay_after_exit_maintenance_mode = 30
delay_after_vcsa_powered_on_and_connected = 30
たとえば、それぞれの遅延時間を 60 秒に増やすには、値を以下のように変更します。
delay_after_exit_maintenance_mode = 60
delay_after_vcsa_powered_on_and_connected = 60
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Dell VxRail トラブルシューティング
クラスター接続
クラスターに接続できない
Dell VxRail の認証情報が正しくなくて PowerChute が VxRail に接続できない場合、
以下のエラーメッセージが UI に表示されることがあります。
「VxRail クラスターにアクセスできません。vCenter ログインの認証情報が正しく、VxRail Manager IP ま
たは FQDN がネットワークからアクセス可能なことを確認してください。」

認証情報が更新されたにもかかわらず PowerChute 上で更新されなかった場合、以下のログメッセージが
error.log に表示されることがあります。
「認証情報が無効で、UNAUTHORIZED を返します」
PowerChute セットアップウィザードまたは[通信設定]画面で正しい認証情報が提供されていることを確認
してください。

クラスターをシャットダウンできない
Dell VxRail クラスターをシャットダウンできない場合は、クラスターサービスを正常に停止してクラス
ターをシャットダウンするのに十分な所要時間を構成してください。詳細については、NMC イベントロ
グと PowerChute error.log を参照してください。
NMC イベントログの確認

1. NMC インターフェイスにログインします。https://<NMC_IP>
2. [ログ] > [イベント] > [ログ]に移動します。
3. VxRail 関連のイベントを検索します。例えば：<IP アドレス>からの VxRail クラスターのシャットダウン応
答： {“request_id”:”be0d7734-67d3-4787-ac49-b529f85ec099”}
リクエスト ID を持つ VxRail イベントについては、Swagger API インターフェイスを使用して、VxRail クラ
スターのシャットダウン状態を調査することができます。
1. Swagger API にログインします。https://<vxrail_manager_ip>/rest/xvm/api-doc.html
2. 定義ドロップダウンリストから [リクエスト] を選択します。
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3. [承認] をクリックして、vCenter Server の認証情報を入力します。
4. GET /v1/requests/{id}の場合は[試す]をクリックします
5. リクエスト ID を入力し、[実行] をクリックします。

PowerChute が NMC に REST API リクエストを正常に発行できない場合、以下のエラーが PowerChute
イベントログに書き込まれます。
「Network Management Card {0}への{1}クラスターシャットダウンの開始要求は成功しませんでした。
『ユーザーズガイド』の「トラブルシューティング」セクションを参照してください。
以下のエラーは PowerChute の error.log に書き込まれます：
「{1}クラスターシャットダウンの NMC {0} Rest サービスはクラスターシャットダウンを開始で
きませんでした」

PowerChute は、Network Management Card (NMC) に依存し、REST API を介して Dell VxRail クラス
ターをシャットダウンします。PowerChute と NMC の接続が切れた場合、VxRail クラスターはシャッ
トダウンできません。以下のエラーは、NMC が使用できない場合、PowerChute の error.log に書き込まれ
ます。
「{1}クラスターシャットダウンのために NMC {0} Rest サービスに接続できません。」

Dell VxRail ストレッチドクラスターを持っている場合は、クラスターホストが同期されている
ことを確認します。これは、NMC とクラスター間の API 呼び出しを成功させるために必要です。
詳細については、Dell VxRail ナレッジベースの記事 000180885 - Dell VxRail を参照してください。証人ホ
ストの時刻が他のホストと同期していない場合、クラスターシャットダウンに失敗しました。

VxRail Manager に FQDN を使用する場合、NMC ウェブ UI の DNS 構成画面にホスト名を追加して、
NMC 上でホスト名が解決できることを確認してください。
クラスターを起動できない
ストレッチドクラスター構成で Dell VxRail と Management ホストの電源が同時にオンになると、デー
タストアにアクセスできなくなったり、クラスターの起動が期待どおりに動作しなくなることがあります。
この問題を回避するには、最初に Management ホストを起動し、次に VxRail ホストを起動して、VxRail ホ
ストの起動時に Witness ホストと vCenterServer を使用できるようにします。これは以下のいずれかの方法
で実現できます。
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•

•

ホストを手動で起動する場合は、まず Management ホストを起動し、次に VxRail ホストを起動する必要
があります。VxRail ホストを手動で起動する前に、Management ホスト、Witness ホスト、および
vCenter Server の起動を可能にする十分な待機時間を設けてください。
Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC) にログインします。https://<idrac_ip>/restgui をクリッ
クし、[構成] > [BIOS 設定]に移動します。[システムセキュリティ] セクションを展開し、 [AC 電源回復]
を有効にして、[ユーザー定義の待機時間]に対して 600 秒の待機時間を設定します。
[適用して再起動] をクリックします。PowerChute の[シャットダウン設定]ページで[UPS をオフにする]
オプションを有効にします。

詳細については、Dell VxRail ナレッジベースの記事 000190707 - Dell VxRail を参照してください。2
ノード ROBO クラスターシャットダウンのベストプラクティス。

その他のトラブルシューティングについては、こちらから入手できる『VxRail アプライアンス管理ガイ
ド』および『VxRail アプライアンス API ユーザーズガイド』を参照してください。
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ブラウザーのトラブルシューティング
PowerChute Web UI へのアクセスにはブラウザーを使用します。サポート対象ブラウザーの一覧は、
Operating System Compatibility chart（オペレーティングシステムの互換性一覧表）を参照してください。
PowerChute が正常に機能するためには、ブラウザーでクッキーと JavaScript を有効にする必要があります。クッ
キーがブロックされていると、 PowerChute UI にログインできません。
IP アドレスを削除するには、 PowerChute の URL に対してクッキーを許可してください。

Internet Explorer に関する既知の問題
•
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IE セキュリティー強化は大半の Windows オペレーティングシステムではデフォルトで有効になっており、
これが PowerChute アプリケーションの JavaScript をブロックすることがあります。これを避けるため、
PowerChute URL を、 [ツール] - [インターネット オプション] - [セキュリティー]の[信頼済みサイト]の一
覧に 追加してください。

トラブルシューティング

SSH アクションのトラブルシューティング
セッションがタイムアウトすると画面に表示されるエラー
•

ユーザーセッションがタイムアウトしたり PowerChute サービスが再起動したりするとき、SSH リストビュ
ー画面の編集または削除アイコンをクリックすると、画面にエラーメッセージが表示されます。メニュー項
目のいずれかをクリックして、ログイン画面に戻ります。
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SNMP のトラブルシューティング
ネットワーク管理システム（NMS）が SNMPv1 経由で PowerChute に接続できない:
1. NMS と PowerChute の間でネットワーク接続が確立されていることを確認します。
2. インストール時に指定した SNMP ポート（デフォルトでは 161）への通信がファイアーウォールによって
ブロックされていないことを確認します。
3. SNMPv1 が PowerChute で有効になっていることを確認します。
4. PowerChute で指定されているコミュニティー名が NMS で使用されているコミュニティー名と一致するこ
とを確認します。コミュニティー名では大文字と小文字が区別されます。
5. PowerChute で指定されている NMS IP またはホスト名が NMS の IP/ホスト名と一致することを確認しま
す。
6. PowerChute で指定されているアクセスタイプが、SNMP GET 要求に対しては［読み取り］、SNMP SET
要求に対しては［読み書き］に設定されていることを確認します。

ネットワーク管理システム（NMS）が SNMPv3 経由で PowerChute に接続できない:
1. NMS と PowerChute の間でネットワーク接続が確立されていることを確認します。
2. インストール時に指定した SNMP ポート（デフォルトでは 161）への通信がファイアーウォールによって
ブロックされていないことを確認します。
3. SNMPv3 が PowerChute で有効になっていることを確認します。
4. PowerChute で指定されているユーザー名が NMS で使用されているユーザー名と一致することを確認し
ます。ユーザー名では大文字と小文字が区別されます。
5. NMS で使用されている認証プロトコル、認証パスフレーズ、プライバシープロトコル、およびプライバ
シーパスフレーズが、PowerChute で指定されている内容と一致することを確認します。
6. PowerChute で指定されているアクセスタイプが、SNMP GET 要求に対しては［読み取り］、SNMP SET
要求に対しては［読み書き］に設定されていることを確認します。

PowerChute が送信する SNMP トラップが NMS で受信されない:
1. PowerChute と NMS の間でネットワーク接続が確立されていることを確認します。
2. トラップレシーバーが PowerChute に追加されていることを確認します。
•

指定した UDP ポート（デフォルトでは 162）からの通信がファイアーウォールによってブロック
されていないことを確認します。

•

トラップを送信するために使用している SNMPv1 コミュニティー名または SNMPv3 ユーザープロ
ファイルが、NMS で構成されていることを確認します。

•

選択されているプライバシープロトコルが、PowerChute で使用されている Java JRE と互換性が
あることを確認します。

•

SNMP トラップレシーバーテストが正常に実行されたことを確認します。

3. UPS 重大イベントのトラップが有効であることを確認します。
4. 通信消失イベントのトラップが有効であることを確認します。
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トラブルシューティング

一般トラブルシューティング
m11.cfg ファイルがない場合、PowerChute サービスが開始されない
m11.cfg ファイルが移動、名前の変更、または削除されていると、PowerChute サービスは開始できません。
m11.bak ファイルがある場合、PowerChute サービスが開始されると、PowerChute はこのバックアップファイル
を使用して m11.cfg ファイルを復元します。ただし、m11.cfg ファイルが復元された後で、PowerChute サービス
を再度開始する必要があります。
m11.cfg ファイルと m11.bak ファイルの両方が存在しない場合は、PowerChute をいったんアンインストールし、
再度インストールする必要があります。

m11.cfg ファイルを開いて編集するためには、すべてのオペレーティングシステムで管理者アクセスが
必要です。m11.cfg ファイルが決して変更されていないことを確認してください。

仮想アプライアンスを展開する前に無効な PowerChute 認証情報が提供されている場合、
PowerChute サービスは開始されません。
PowerChute の仮想アプライアンスを展開する場合、[テンプレートのカスタマイズ] ページでは、 展開前に仮想
アプライアンスの一部の設定を指定できます。PowerChute ユーザー名と PowerChute パスワードは両方とも必
須フィールドです。
OVF 展開ウィザードは、PowerChute Web UI ユーザー名とパスワードの長さのみを検証します。提供された
パスワードがパスワード要件を満たしていない場合、仮想アプライアンスコンソールに「認証情報が正しくないた
め、PowerChute サービスが無効になっています」というエラーメッセージが表示されます。この問題を修正する
には:
1. ASCII テキストエディタを使用して pcnsconfig.ini ファイルを開きます。
2. INI ファイルの [NetworkManagementCard]セクションで、新しい有効な値を使用して次の行を設定しま
す。
username= 新しいユーザー名
password= 新しいパスワード
3. pcnsconfig.ini ファイルを保存します。
4. 次のコマンドを使用して、PowerChute サービスを有効にして開始します。
Systemctl PowerChute を有効化
Systemctl PowerChute を開始
pcnsconfig.ini ファイルを介してユーザー名またはパスワードを指定せずに PowerChute サービスを
有効にすると、未構成の状態でサービスが開始されます。このため、信頼されていないユーザーが認
証情報が設定される前に PowerChute 構成ウィザードにアクセスすると、サービス拒否が発生する可
能性があります。
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ワールドワイドカスタマーサポート
APC by Schneider Electric 製品の無料カスタマーサポートは次の方法で提供されています。
• APC by Schneider Electric の Web サイト（www.apc.com）にアクセスすると、APC
Knowledge Base 内の資料を参照したり、お客様のご要望を送信していただくことができます。
– www.apc.com（本社）
特定の国の情報については、ローカライズした APC by Schneider Electric Web サイトにア ク
セスします。それぞれのページにカスタマーサポート情報があります。
– www.apc.com/support/
グローバルサポートには、APC Knowledge Base 内での検索および e-support があります。
• APC by Schneider Electric カスタマーサポートには電話または E-mail で問い合わせることもで
きます。
– 地域、国別のセンター：連絡先の情報については www.apc.com/support/contact にアクセス
します。
– お住まいの地域のカスタマーサポートについては、APC by Schneider Electric 製品を購入さ れ
た APC by Schneider Electric 営業担当または販売店にお問い合わせください。

© 2022 Schneider Electric. All Rights Reserved. Schneider Electric、APC by Schneider
Electric、および PowerChute は、Schneider Electric SE、その子会社および関連会社の商標およ
びプロパ ティです。他のすべての商標の所有権は、それぞれの所有者に帰属します。
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