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1. はじめに 

本ドキュメントは、UPS 管理ソフトインストールサービス等で Power chute network shutdown(以降

PCNSと表記します)をプレインストールしたときの設定値を記載します。一般的な取り扱いについては、

製品添付の「無停電電源装置(UPS) 取扱説明書」や「Power chute network shutdown 補足説明書 日立

編」をご参照ください。 

 

2. 設定項目一覧(サーバ未接続の UPSは、プレインストールの対象外で、デフォルト値となります) 

項番 設定項目 プレインストール設定 デフォルト 設定場所 

1 UPS のネットワークアドレス 

（UPS の番号は、WCS の装置名称

の最後の文字です。たとえば、 

UPS_A_J50CH_EP8K_2 は UPS2） 

UPS1 192.168.1.100 192.168.1.100 UPS 

UPS2 192.168.1.101 

UPSn 192.168.1.(99+n) 

2 UPS shutdown 遅延時間 15 分 2 分 UPS 

3 AIX上のPCNSのインストールディレクトリ /opt/APC/PowerChute － AIX 

4 Java JRE の AIX 上のディレクトリ(*1) /usr/java7_64/jre or 

/usr/java8_64/jre 

－ AIX 

5 イベントの設定 下図を参照ください － PCNS 

6 AIX shutdown 遅延時間 120 秒 － PCNS 

7 snmp Disabled － PCNS 

8 サーバ再起動時間 20 分 － AIX 

9 コンソールモード Advanced Standard UPS 

10 サーバハードウェアの設定 4. サーバハードウェアの設定参照 サーバ 

(*1) AIXのバージョンによって、インストールされる Javaのバージョンが異なるため、2種類あります。 

 

＜PCNS イベントの設定値＞ 

 

・UPS オンバッテリのシャットダウンのみ有効に設定されています。  
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3. 設定の変更方法について 

設定値を工場出荷値から変更する場合は、以下を実施してください。 

※ID、パスワードについては、製品添付される紙面に記載される問い合わせ先に連絡願います。 

 

(1) UPSの設定値の変更 

 

「2. 設定項目一覧」の項番 1, 2 を変更する場合は、UPSに PC のブラウザ経由でログインして設定変更

してください。詳細は、「無停電電源装置(UPS) 取扱説明書」を参照してください。 

 

 

 

項番１のUPSのネットワークアドレスを変更した時は、PCNS の再セットアップが必要です。本項の

(3)及び「Power chute network shutdown 補足説明書 日立編」を参照して、PCNSの再セットアップを

実施してください。 

 

(2) AIXのインストールディレクトリの変更 

 

「2. 設定項目一覧」の項番 3, 4 を変更する場合は、AIXで PCNSの再インストールが必要です。イン

ストール手順は、「Power chute network shutdown 補足説明書 日立編」を参照してください。なお、再

インストールに伴い PCNS の再セットアップも必要となりますので、本項の(3) 及び「Power chute 

network shutdown 補足説明書 日立編」を参照して、PCNS の再セットアップを実施してください。 

サーバ再起動時間も初期化されるため、(5) サーバ再起動時間の変更を参照して再設定して下さい。 

  

http://＜UPSの IP アドレス＞  

ユーザ ID：*** 

初期パスワード：***** 

http://＜UPSのIPアドレス＞
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(3) PCNSの再セットアップ 

 

PCNSの再セットアップは、PCのブラウザから AIXの PCNS にログインして実施してください。 

詳細は、「Power chute network shutdown 補足説明書 日立編」を参照してください。 

 

 
  

PowerChuteセットアップをクリックすることで、

PCNSの再セットアップを実行できます。 

以降、ウィザードに従って設定して下さい。 

https://＜AIXの IP アドレス＞:6547 

ユーザ ID：*** 

初期パスワード：****** 

https://＜AIXのIPアドレス＞:6547
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(4) PCNSの設定値の変更 

 

「2. 設定項目一覧」の項番 5, 6, 7 を変更する場合は、PCNS にブラウザ経由でログインして設定変更し

ます。詳細は、「Power chute network shutdown 補足説明書 日立編」を参照してください。 

 

 

 

(5) サーバ再起動時間の変更 

 

「2. 設定項目一覧」の項番 8は、AIXの以下ファイル（shutdownScheduleOn）に記述されています。 

 

/opt/APC/PowerChute/group1/bin/shutdownScheduleOn 

 

shutdownScheduleOn を vi エディタ等で開き、n=に続く数値を変更してください。数値の単位は“分”で

す。設定変更後、AIX のリブートが必要です。 

 

＜shutdownScheduleOnの抜粋＞ 

#possibility that the server may power on too early and lead to an unclean shutdown. 

n=20 

 

  

https://＜AIXの IP アドレス＞:6547 

ユーザ ID：*** 

初期パスワード：****** 

5. イベントの設定 

7. snmp 

6. AIX shutdown遅延時間 

https://＜AIXのIPアドレス＞:6547
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4. サーバハードウェアの設定 

 

4.1 Power off when the last logical partiton is shutdown 

本設定を Enabled（チェックあり）にすることで、すべての LPAR のシャットダウン完了と同時にサー

バがパワーオフします。Disabed（チェック無し）では、LPARをシャットダウンしてもサーバは稼働を

継続し、サーバがパワーオンのままUPS の出力をオフすることにつながります。 

本設定は、HWMC に接続されるサーバのみに必要です。 

 

(1) HWMC のサーバのメニューから、Properties -> General Settings をクリックします。 

(2) Power off when the last logical partiton is shutdown にチェックがあることを確認します。 

(3) チェックが無い場合は、チェックを付けて、[Save]をクリックします。 
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4.2 Server firmware start policy 

 

本設定を“Running (Auto-Start Always)”に設定することで、サーバ起動時に LPAR が自動起動します。

ただし、自動起動するのは、AIX を shutdown -t で停止してサーバをパワーオフした時のみで、それ以外

の方法でサーバをパワーオフした場合は、LPAR は自動起動しません。shutdownScheduleOn を使用し

た UPS 連動で AIXを停止すると、shutdown -t が発行されますので、次のサーバ起動時に LPAR が自動

起動します。“Running (Auto-Start Always)”以外の設定では、停止方法によらず、LPAR は自動起動しま

せん。 

 

本設定は、ASMI で実施します。ASMI へのアクセス手順については、「POWER9 サーバの ASMI メニ

ューアクセス手順 (ASC-DC-MAN-1092)」を参照ください。 

 

(1) ASMI へ admin ユーザでログインします。 

(2) Power/Restart Control -> Power On/Off System をクリックします。 

(3) Server firmware start policy が Running (Auto-Start Always)であることを確認します。 

(4) Running (Auto-Start Always)でない場合は、Running (Auto-Start Always)を選択して Save settingを

クリックします。 
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4.3 Auto Power Restart 

 

本設定を“Enabled”に設定することで、サーバのパワーオフの完了よりも先に UPS の出力が停止した場

合に、UPS の出力再開に連動してサーバが自動起動します。“Disabled”の状態では、パワーオフ処理中に

AC 供給が停止すると、UPS の出力再開時にサーバは自動起動しません。 

 

本設定は、ASMI で実施します。ASMI へのアクセス手順については、「POWER9 サーバの ASMI メニ

ューアクセス手順 (ASC-DC-MAN-1092)」を参照ください。 

 

(1) ASMI へ admin ユーザでログインします。 

(2) Power/Restart Control -> Auto Power Restart をクリックします。 

(3) Settingsが Enabled であることを確認します。 

(4) Enabledでない場合は、Enabledを選択して Save settings をクリックします。 

 

 


