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ユーザーの皆様へ 

 

本マニュアルに記載された全ての情報、ドキュメンテーション、および製品仕様は、製造元であ

る ATEN International により、予告無く改変されることがあります。製造元 ATEN International は、

製品および本ドキュメントに関して、品質・機能・商品性および特定の目的に対する適合性につい

て、法定上の、明示的または黙示的であるかを問わず、いかなる保証もいたしません。 

 

弊社製品は一般的なコンピューターのメインフレームおよびインターフェースの操作・運用・管理

を目的として設計・製造されております。高度な動作信頼性と安全性が求められる用途、例えば軍

事使用、大規模輸送システムや交通インフラの制御、原子力発電所、セキュリティシステム、放送

システム、医療システム等における可用性への要求を必ずしも満たすものではございません。 

 

キーボード、マウス、モニター、コンピューター等、弊社製品に接続されるクライアントデバイスは、

それぞれベンダの独自技術によって開発・ 製造されております。そのため、これらの異なるデバイ

スを接続した結果、予期できない機器同士の相性問題が発生する可能性があります。 また、機器

の併用により、それぞれオリジナルで持つ機能を全て発揮できない可能性があります。異なる環

境・異なる機器の組み合わせにより、機能面での使用制限が必要になる可能性があります。 

 

本製品および付属のソフトウェア、ドキュメントの使用によって発生した装置の破損・データの損

失等の損害に関して、直接的・間接的・特殊な事例・付帯的または必然的であるかを問わず、弊社

の損害賠償責任は本製品の代金相当額を超えないものとします。 

 

製品をお使いになる際には、製品仕様に沿った適切な環境、特に電源仕様についてはご注意

のうえ、正しくお使いください。 
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ATEN ジャパン製品保証規定 

 

弊社の規定する標準製品保証は、定められた期間内に発生した製品の不具合に対して、すべ

てを無条件で保証するものではありません。製品保証を受けるためには、この『製品保証規定』お

よびユーザーマニュアルをお読みになり、記載された使用法および使用上の各種注意をお守りく

ださい。 
また製品保証期間内であっても、次に挙げる例に該当する場合は製品保証の適用外となり、有

償による修理対応といたしますのでご留意ください。 

 

◆使用上の誤りによるもの 

◆ 製品ご購入後の輸送中に発生した事故等によるもの 

◆ ユーザーの手による修理または故意の改造が加えられたもの 

◆ 購入日の証明ができず、製品に貼付されている銘板のシリアルナンバーも確認できないもの 

◆ 車両、船舶、鉄道、航空機などに搭載されたもの 

◆ 火災、地震、水害、落雷、その他天変地異、公害、戦争、テロリズム等の予期しない災害によっ

て故障、破損したもの 

◆ 日本国外で使用されたもの 

◆ 日本国外で購入されたもの 

 

【製品保証手順】 

弊社の製品保証規定に従いユーザーが保証を申請する場合は、大変お手数ですが、以下の手

順に従って弊社宛に連絡を行ってください。 

（1）不具合の確認 

製品に不具合の疑いが発見された場合は、購入した販売店または弊社サポート窓口に連絡の

上、製品の状態を確認してください。 この際、不具合の確認のため動作検証のご協力をお願いす

ることがあります。 

（2）本規定に基づく製品保証のご依頼 

（1）に従い確認した結果、製品に不具合が認められた場合は、本規定に基づき製品保証対応を

行います。製品保証対応のご依頼をされる場合は、RMA 申請フォームの必要項目にご記入の上、

『お客様の製品購入日が証明できる書類』を用意して、購入した販売店までご連絡ください。販売

店が不明な場合は、弊社までお問い合わせください。 

（3）製品の発送 

不具合製品の発送は宅配便などの送付状の控えが残る方法で送付してください。 
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【製品保証期間】 

製品保証期間は通常製品/液晶ディスプレイ搭載製品で異なります。詳細は下記をご覧くださ

い。 

   

①通常製品 

製品納品日～30 日 初期不良、新品交換※1 

31 日～3 年間 無償修理 

3 年以上 有償修理※2 

②液晶ディスプレイ搭載製

品 

製品納品日～30 日 初期不良、新品交換※1 

31 日～2 年間 無償修理 

2 年以上 有償修理※2 

 

※1…製品購入日から30日以内に確認された不具合は初期不良とし、新品交換を行います。初期

不良の場合の送料は往復弊社にて負担いたします。 

※2…有償修理の金額は別途製品を購入された販売店までお問い合わせください。 

※ケーブル類、その他レールキット等のアクセサリ類は初期不良の際の新品交換のみ、承ります。 

※EOL (生産終了)が確定した製品については、初期不良であっても無償修理対応とさせていただ

きます。また EOL 製品の修理に関して、上記無償修理期間中であっても、部材調達の都合等によ

り修理不可になる可能性がございます。そのような場合には、機能同等品による良品交換のご対

応となる可能性がございます。 

 

 

【補足】 

・本規定は ATEN 製品に限り適用します。 

・ケーブル類は初期不良対応に準じます。 

・初期不良による新品交換の場合は、ATEN より発送した代替品の到着後、5 営業日以内に不具

合品を弊社宛に返却してください。返却の予定期日が守られない場合は弊社から督促を行います

が、それにも係わらず不具合品が返却されない場合は、代替機相当代金を販売代理店経由でご

請求いたします。 

・ラベルの汚損や剥がれなどにより製品のシリアルナンバーが確認できない場合は、すべて有償修

理とさせていただきます。 
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【免責事項】 

1. 弊社製品は一般的なコンピューターのメインフレームおよびインターフェースの操作・運用・管

理を目的として設計・製造されております。高度な動作信頼性と安全性が求められる用途、例えば

軍事使用、大規模輸送システムや交通インフラの制御、原子力発電所、セキュリティシステム、放

送システム、医療システム等における可用性への要求を、必ずしも満たすものではございません。 

2. キーボード、マウス、モニター、コンピューター等、弊社製品に接続されるクライアントデバイスは、

それぞれベンダの独自技術によって開発・製造されております。そのため、これらの異なるデバイス

を接続した結果、予期できない機器同士の相性問題が発生する可能性があります。また、機器の

併用により、それぞれオリジナルで持つ機能を全て発揮できない可能性があります。異なる環境・

異なる機器の組み合わせにより、機能面での使用制限が必要になる可能性があります。 

3. 他社製品のKVMスイッチ、キーボード・マウスコンバーター、キーボード・マウスエミュレーター、

KVM エクステンダー等との組み合わせはサポート対象外となりますが、お客様で自己検証の上で

あれば、使用を制限するものではありません。 

4. 製品に対しての保証は、日本国内で使用されている場合のみ対象とさせて頂きます。 

5. 製品やサービスについてご不明な点がある場合は、弊社技術部門までお問い合わせください。 
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製品についてのお問い合わせ 

 

製品の仕様や使い方についてのお問い合わせは、下記窓口または製品をお買い上げになった

販売店までご連絡ください。 

購入前のお問い合わせ 

 

ATEN ジャパン株式会社 営業部 

TEL：03-5615-5810 

MAIL:sales@atenjapan.jp 

購入後のお問い合わせ 

 

ATEN ジャパン株式会社 技術部 

TEL ：03-5615-5811 

MAIL :support@atenjapan.jp 
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安全にお使い頂くために 

 

PE デバイス 

 

 銘板に記載された定格電流が建物内の電気回路の最大許容電流を超え

ないようにしてください。また、各国の規格や安全コードについても確認し

てください。 

 接地された電源アウトレットまたはシステムのみに PE デバイスを接続するよ

うにしてください。 

 接続されたシステムの電流入力の合計が、PE デバイスの銘板に記載され

た定格電流を超えないようにしてください。 

 不適切なタイプのバッテリーに交換された場合、爆発する危険性がありま

す。使用済のバッテリーは、関連する指示に従って処分してください。 

 

 

 

※本マニュアルに記載されている商品名・会社名等は、各社の商標ならびに登録商標です。 
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第 1 章 

はじめに 
概要 

 

 NRGence eco Sensor ソフトウェアは、ATEN の次世代 NRGence PE シリーズである eco PDU と

ともに使用して、データセンターにおける電源使用の効率性を高めるために開発されました。

NRGence eco Sensor ソフトウェアは、動的なラック冷却指数（RCI）およびゾーン別の戻り温度指

数（RTI）を使用し、センサー対応 eco PDU＊と組み合わせることで、エネルギーをどれだけ節約

できたかを査定・診断し、予測することができます。センサー対応システムからの提案に従えば、

IT 設備の信頼性を失うことなく、エネルギーを最適化して、節約することができます。NRGence 

eco Sensor ユーティリティを使用すれば、ローカルからでも、また世界のどこからでも、いつでも

ネットワークを通して、最大 1000 台までの PE デバイスをシングルポータル、シングルログイン、

セキュアで集約化したアクセスにて、管理し、操作することができます。 

 

 NRGence eco Sensor は、デバイス全てを管理するのに、一つに統合されたウィンドウベースの

アプリケーションプログラムを使用しているため、ユーザーはデバイス毎のインターフェースを習

得したり、各デバイスの IP アドレスを覚えたりする必要はなく、システム管理がより簡単に、効果

的になります。 

 

 NRGence eco Sensor は NRGence デバイスの管理を統合することによって、1 つの IP アドレス

から NRGence デバイスそれぞれにアクセスし、操作することができるようになります。eco Sensor

は異なる NRGence デバイスのアウトレット全てを 1 つのツリービューに統合するため、大規模な

データセンター、および同じイントラネット内の様々な場所にある支店のサーバールームといっ

た所での電源管理に最適です。 

 

 NRGence eco Sensorは同じイントラネット内にあるNRGenceデバイス全てを自動的に検出する

ことができ、それらを監視/操作することができます。このソフトウェアには、PE デバイスのアウトレ

ットの電源 ON/OFF/再投入、アウトレットレベルでの電源 ON/OFF シーケンス設定、PDU また

はアウトレットレベルでの電流/kWH/環境監視、アウトレットの名前、SNMP を通じた電流/kWH/

環境センサーしきい値設定/アラームなど、しきい値超過時における Syslog または SMTP を通じ

たアラートといった機能があります。 
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＊ 本製品に対応する NRGence センサー対応 eco PDU の一覧表については、p.9「対応

NRGence デバイス」を参照してください。 
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特長 

 

 同一イントラネット内の NRGence デバイス全てを自動的に検出 

 リモートリアルタイム電源計測および監視 

 PDU レベルの電流/電圧/消費電力/電力消費量 

 アウトレットの ON/OFF/再投入ステータス 

 ブレーカーの状況監視 

 リモートリアルタイム電源アウトレット管理* 

 電源 ON/OFF/再投入を電源アウトレット毎に切替 

 ユーザーが設定したアウトレットレベルでの電源投入シーケンスの遅延が可能 

 電流/電圧/電力/消費電力のしきい値が設定可能 

 アウトレット毎にユーザーのアクセス権を設定可能 

 各アウトレットに名前をつけることが可能 

 リモートからリアルタイムでの環境センサーモニタリングが可能 

 温度/温度＋湿度 読取 

 温度および湿度のしきい値レベルが設定可能 

 PE デバイス全てを描画/モニタリング可能 

 データセンターのサーバーラックを追加可能 

 各サーバーラックに NRGence デバイスを追加可能 

 各プロットのデバイス/デバイスのアウトレット状況を管理 

 しきい値を超えた場合、SMTP や Syslog を通して警告 

 VMWare ESXi 5.1 対応 

 イベントログは 10240 件まで提供可能 

 Syslog 提供 

 

注意： NRGence eco PDU PE モデル全てが、全ての機能に対応しているわけではありま

せん。詳細は、p.9「対応 NRGence デバイス」および eco PDU PE ユーザーマニュ

アルを参照してください。 
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システム要件 

 

 eco Sensor をインストールするシステムには、下記の条件を満たさなければなりません。 

 

 ハードウェア 

 CPU：デュアルコア 2GHz 以上 

 メモリー：2GB 

 ハードドライブ：300GB 以上の空き容量 

 イーサネット：１つ以上のイーサネットアダプター（100Mbps以上） – ギガLANを推奨しま

す。 

 

 OS 

 Windows 7、2000、XP、2000 Server、Server 2003、Server 2008、または Windows Vista 

（それぞれに最新のサービスパックがインストールされていること） 

 Microsoft .NET Framework 4.0 SP1 以降がインストールされていること 

 

センサー 

 

 NRGence eco PDU および eco Sensor ソフトウェアを使用して、データセンターの電源管理を完璧

なものにするには、完全なエネルギー効率データチャートを作成するためにもデータセンター内の

各ラックにセンサーを 4 台設置しなければなりません。センサーをより多く設置すると、より正確なデ

ータが得られます。8 ポートモデルには、センサーポートが 2 つあります。この場合、sensor 1 はラッ

クの吸入口(EA1140 または EA1240)に設置し、sensor 2 はラックの IT 設備の排気口（EA1140 また

は EA1240）、または床（EA1340）に設置しなければなりません。センサーをより多く設置すれば、よ

り正確なデータを得ることができます。 

 

 最も完全なeco Sensorダッシュボードのデータを得るには、下表のように、各ラックセンサーに eco 

PDU ユニットを 2 台セットアップすることを推奨いたします。 

eco PDU ポート 位置 型番 センサー 

eco PDU 1 Sensor 1 吸気口 EA1240 温度/湿度 

Sensor 2 床 EA1340 差圧/温度 

eco PDU 2 Sensor 1 吸気口 EA1240 温度/湿度 

Sensor 2 排気口 EA1240 温度/湿度 
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対応 NRGence デバイス 

型番 アウトレット 計測レベル 

PE6108A / B  NEMA 5-15R / IEC C13 PDU 

PE6208A / B  NEMA 5-20R / IEC C13 / C19 

PE8108A / B  NEMA 5-15R / IEC C13 アウトレット 

PE8208A / B  NEMA 5-20R / IEC C13 / C19 

PE6216 IEC 320 C19＋IEC 320 C13 バンク×1 

PE5324 / PE6324 バンク×2 

PE8216 アウトレット 

PE7324 / PE8324 アウトレット 

PE5324kJA NEMA 5-15R ツイストロック バンク 

PE7324kJA PDU / バンク×2 /  

アウトレット 

PE8324A / JA NEMA 5-15R PDU / バンク×2 /  

アウトレット 

EC1000 / EC2004 接続する PDU の機種 – PE1216 

/ PE1324 による 

バンク×1/2 

 

注意： アウトレット情報および各型番の仕様に関する詳細は、それぞれのユーザーマニュア

ルを参照してください。 

 

  

9 

 



第 2 章 

インストール 
始める前に 

 

 NRGence eco Sensor ソフトウェアは ATEN の Web サイトからダウンロードできます。ダウンロード

のリンク先は、NRGence eco PDU パッケージに同梱されているソフトウェアCD に収録されています。

ソフトウェアをダウンロードし、そのファイルをコンピューターの任意の場所に保存したら、下記の手

順に従ってください。 

 

 

eco Sensor のインストール 

 

1. eco Sensor の実行ファイル(exe ファイル)をダブルクリックして、インストーラーを開いてください。

ウェルカムウィンドウが表示されます。 

 

 

「次へ」をクリックして続けてください。 
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2. ライセンス同意のウィンドウが開きます。 

 

「I agree to the terms of this license agreement」（本使用許諾契約に合意する）ボタンを有効に

し、「次へ」をクリックして続けてください。 

 

3. シリアル番号のウィンドウが表示されます。 

 

本製品のシリアル番号（同梱の CD-ROM に記載）を入力してから、「次へ」をクリックして続け

てください。 

 

4. ユーザー情報の画面が表示されます。 

 

ユーザー情報を入力し、「次へ」をクリックして続けてください。  
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5. インストール先フォルダーウィンドウが表示されます。 

 

eco Sensor をインストールするフォルダーを選択し、「次へ」をクリックして続けてください。 

 

6. ショートカットフォルダーウィンドウが表示されます。 

 

eco Sensor ショートカットをインストールするフォルダーを選択し、「次へ」をクリックして続けてく

ださい。 

 

7. データベースオプションウィンドウが表示されます。 

 
データベースを選択し（オプションは Access または MySQL）、「次へ」をクリックして続けてくだ

さい。 
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注意： 正規のデータセンター操作では、「MySQL」を選択されることを強く推奨いたしま

す。詳細は、p.13「データベースの考慮点」を参照してください。 

 

8. インストールの準備ウィンドウが表示されます。 

情報を確認してから、「次へ」をクリックして、インストールを進めてください。 

 

 

9. インストールが完了すると、デスクトップ（または指定した場所）に eco Sensor のアイコンが表示

されます。 

注意： Windows 7 を使用している場合、eco Sensor はアドミニストレーター権限で実行す

ることを推奨します。 

 

 

データベースの考慮点 

 データセンターの規模が小さく（eco PDU の台数が 10 台以下）、約 3 か月分だけのデータ履歴

（100 万データ記録、200MB ファイルサイズ）をシステムに保存したり、このデータ履歴にアクセスし

たりする必要がある場合、「Access」の使用がこの条件に最適です。 

 

 大規模なデータセンターで、データ履歴全てを完全に保存するには、「MySQL」を選択すること

を推奨します。 

 

注意： 「MySQL」を選択される場合、eco Sensor をインストールする前に、「MySQL Database 

5.5」がインストールされていることをご確認ください。インストール情報については、

MySQL の Web サイトを参照してください。 
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第 3 章 

初回セットアップ 
ログイン 

 

 eco Sensor プログラムを開いてください。ログイン画面が表示されます。 

 

 

1. 有効なユーザーネームとパスワードを入力してください。 

注意： これは初回ログインのため、デフォルトユーザーID「administrator」、およびデフォ

ルトパスワード「password」を入力してください。セキュリティの面から、パスワードを

変更されることを推奨します。 

 

2. ご使用の言語を選択してください（オプションは、英語[デフォルト]、日本語、中国語[繁体字/

簡体字]、ドイツ語、イタリア語、フランス語です）。 

 

3. 次に「ログイン」をクリックして、インターフェースのメイン画面を表示させてください。 
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eco Sensor メイン画面 

 

 ログインに成功すると、「エネルギー管理」のダッシュボード画面が開いた状態で、eco Sensor のメ

イン画面が表示されます。 

 

ページ構成 

本製品のブラウザインターフェースは下表のコンポーネントから構成されています。 

No. 項目 説明 

1 タブバー タブバーには、eco Sensor のメイン操作カテゴリーが含まれています。 

2 メニューバー メニューバーには、タブバーで選択された項目に関連する操作サブ

カテゴリーが含まれています。 

3 ダッシュボード

アラートバー 

ダッシュボードアラートバーは、ダッシュボード画面において特別な機

能があります。メニューバーに似ていて、タブバーで選択した項目に

関する操作サブカテゴリーを含んでいますが、カテゴリーの状態がす

ぐわかるように、特別に色付けされた機能があります。 

赤：危険 

オレンジ：警告 

グレー：オフライン 

緑：正常 

4 ログアウト/モニ

ター 

右端のボタンをクリックすると、eco Sensor のセッションからログアウトし

ます。 

モニターアイコンをクリックすると、リアルタイムエネルギー性能測定器

を開始します。 

5 双方向性ディ

スプレイパネル 

これはメインの作業エリアとなります。選択したメニュー内容を反映し

た画面が表示されます。 
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セットアップの手順 

 

 ひとたびログインしたら、eco Sensor を使用してデバイスの監視や管理を始める前に、データセン

ターを定義し、様々なパラメーターを設定する必要があります。こうしたユーザーマニュアルの各章

に書かれた手順内容を速やかに行えるように、簡単に表した作業手順を下記に示します。 

 

1. データセンターの各ラックの位置を描画してください。p.43「ラックのインストール」を参照してく

ださい。 

 

2. デバイスレベルおよびアウトレットレベルで、NRGence デバイスのしきい値設定およびその他

パラメーターを設定してください。p.44「デバイスのセットアップ」を参照してください。 

注意： PE モデルの全てがアウトレットレベルでの監視に対応しているわけではありません

（詳細は、p.9「対応 NRGence デバイス」および eco PDU のユーザーマニュアルを

参照してください）。 

 

3. データセンター内のラックをゾーン別にグループ分けしてください。p.41「ゾーン設定」を参照

してください。 

 

4. システムのパラメーター、イベント通知およびデータベース設定を設定してください（p.56「シス

テム管理」を参照してください）。 

 

5. ログ設定を行ってください（p.74「ログ」 

 

 上記の基本的なセットアップ手順を終えたら、p.17「エネルギー管理」に進んでください。 
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第 4 章 

エネルギー管理 
はじめに 

 

 エネルギー管理セクションでは、ゾーンレベル、ラックレベル、デバイスレベル、およびアウトレット

レベルにて、データセンターのリアルタイム電源計測および環境モニタリング情報を様々なフォー

マットで表示します。また、エネルギー節約に関する提案を含むデータセンターの状態についての

報告をカスタマイズし、作成することもできます。 

 

ダッシュボード 

 

 ダッシュボードアラートバーは、ダッシュボード画面の特別な機能で、カテゴリーの状態がすぐわ

かるように、タブが色づけ（赤：危険、オレンジ：警告、グレー：オフライン、緑：正常）されています。 

 

デバイスセンサー 

 PDU センサータブでは、センサーで測定された様々なレベルの全体像を表すデータ形式を順に

表示します。4 色に色分けされたダッシュボード形式（上記参照）を組み合わせると、グループ/デ

バイスの全体的な状態を一目で簡単に査定することができます。 

 

しきい値モニター 

 
 これは全体的なしきい値測定情報を表示しています。しきい値の設定に関しては、p.44「デバイス

のセットアップ」を参照してください。  
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 リアルタイム測定 

リアルタイム電源測定およびモニタリング情報を参照するには、下図のようにディスプレイに表

示されたラックの上にマウスを重ねてください。 

 

アイコンの意味は、下表の通りです。 

アイコン デバイス アイコン 意味 単位 

 

 

 

PDU 

 

 

 

バンク 

 

消費電力 kWh 

（キロワット時間） 

 

電源 W 

（ワット） 

 

電圧 V 

（ボルト） 

 

電流 A 

（アンペア） 

 

センサー 

 

湿度 % RH 

（相対湿度） 

 

温度 ℃/℉ 

（摂氏/華氏） 

 

気圧 Pa 

（パスカル） 

1 Pa＝1 N/m2 

 

注意： カテゴリーの状態がすぐにわかるようにアイコンは色付け（赤：危険、オレンジ：警

告、緑：正常、グレー：オフライン）されています。 
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利用可能な電力キャパシティ 

 

 

 利用可能な電力キャパシティでは、ラックデバイス用の標準公式を使用した利用可能な電力を表

示します。 

 

トータル電力キャパシティ（KWh） - 使用電力(KWh) = 利用可能な電力キャパシティ(KWh) 

 

 画面の右上角にあるボックスはラック全てで利用可能な電力の平均パーセンテージ（%）を表示し

ます。バールパーセンテージは、Var(X) = E[(X-μ)2]という公式を使用して、全てのデバイスの値

の差異を計算します。マウスを各ラックの上に移動すれば、そのラックで利用可能な電力のパーセ

ンテージを表示します。各ラックの利用可能な電力キャパシティは 5%の増分で色分けされて表示さ

れます。 
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総合ラック冷却効率 

 

 

 これは、ラック冷却指数（RCI）を表しています。RCI は産業用温度指針および基準内において、

装置ラックがいかに効率的に冷却され、維持されているかを知る評価基準であり、冷却性能の測定

基準として役立つ機能を果たしています。グラフ表示に加えて、この画面ではすぐに参照できるよう

に、「高温」から「低温」の範囲を示しています。 

 

 

総合ラック湿度効率 

 

 

  

20 

 



総合ラック気圧効率 

 

 

 これは、ラック差圧指数（RPI）を表しています。 

 

総合ラック気流効率 

 

 

 これは、ラックエアフロー指数（RAI）を表しています。 
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総合空気管理効率 

 

 

 これは、戻り温度指数（RTI）を表しています。 

 

総合指数ダッシュボード 

 

 

 これは、直近 1 時間における 5 つの指数全て（RCI、RHI、RPI、RAI、RTI）を表しています。 
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省エネ予測 

 

 

 これは送風機用エネルギー（計測値/見込値）および冷却装置用エネルギー（計測値/見込値/

積極値）の省エネ予測を表しています。 

 

ラックドア開閉状態 

 

 

 ラックドア開閉状態は eco Sensor ドアセンサー（EA1440、EA1441 または EA1442）がセットアップ

された各キャビネットドアの開閉状態を表示します。 

 

 グリーンはラックのドアが閉まっていることを、グレーはドアセンサーがセットアップされていないこ

とを、オレンジはラックのドアが開いていることを表します。 
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クイックビューカラースケール 

 「電源管理」、「温度管理」、「空調管理」および「湿度管理」タブでは、同じカラースケールを使用

していますが、各示度数の単位は異なります。 

 

 例えば、「電源管理」タブにある「熱負荷放散」では、下図のように 4000～40000kWh の単位を表

しています。 

 

 

 データセンターのラックは、一目でわかるように、様々な単位におけるラックの状態に結びついて

いる色で表示されています。例えば、下図のラックは、熱負荷放散において、4000kWh の範囲で

現在登録されていることを表しています。 

 

 

電源管理 

 このタブでは、下記のセクションで説明するように、電源管理に関する詳細なリアルタイム情報を

表示します。 

 

熱負荷放散 

 この画面には、リアルタイムでの熱負荷放散値、電流平均値および（kWh での）差異が表示され

ます。熱負荷放散の詳細値は、日、週、月、四半期、年の各単位で表すことができます。カラース

ケールは 4000～40000kWh の範囲で表示されます。 

 

熱負荷密度 

 この画面にはリアルタイムでの熱負荷密度、電流平均値、および（W での）差異が表示されます。

カラースケールは 500～4500W の範囲で表示されます。  
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温度管理 

 この画面では、下記のセクションで説明するように、温度管理に関する詳細なリアルタイム情報を

表示します。 

 

外気取入口温度 

 この画面では、リアルタイムでの外気取入口温度、電流平均値および（℃での）差異を表示しま

す。カラースケールは 10～45℃の範囲を表します。 

 

外気差温 

 この画面では、リアルタイムでの取入口差温値、電流平均値および（℃での）差異を表示します。

カラースケールは 2～20℃の範囲を表します。 

 

高温排気温度 

 この画面では、リアルタイムでの高温排気温度、電流平均値、および（℃での）差異を表示します。

カラースケールは 2～20℃の範囲を表します。 

 

排気差温 

 この画面では、リアルタイムでの排気差温、電流平均値、および（℃での）差異を表示します。カ

ラースケールは 10～45℃の範囲を表します。 

 

温冷交差温度 

 この画面では、リアルタイムでの温度上昇における高低、電流平均値、および（℃での）差異を表

示します。カラースケールは 5～55℃の範囲を表します。 
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空調管理 

 このタブでは、下記のセクションで説明するように、空調管理に関する詳細なリアルタイム情報を

表示します。 

 

外気差圧分布 

 この画面では、リアルタイムでの取入口差圧分布値、電流平均値、および（Pa での）差異を表示

します。カラースケールは 10～200Pa の範囲を表します。 

 

熱負荷気流交差分布 

 この画面では、リアルタイムでの熱負荷エアフロー配分値、電流平均値、および（v_equip[cfm]で

の）差異を表示します。カラースケールは 10～200cfm の範囲を表します。 

 

フロアプレナム気流供給分布 

 この画面では、リアルタイムでのフロアプレナムエアフロー供給配分値、電流平均値、および

(Q_floor[cfm]での)差異を表示します。カラースケールは 500～2500cfm の範囲を表します。 

 

熱負荷エアフロー供給分布 

 この画面では、リアルタイムでの熱負荷エアフロー供給配分値、電流平均値、および(Q[cfm]で

の)差異を表示します。カラースケールは 500～2500cfm の範囲を表します。 

 

熱気再循環/気流分布 

 この画面では、リアルタイムでの熱再循環/エアフロー配分値、電流平均値、および（△A_circk[%]

での）差異を表示します。カラースケールは 10～50%の範囲を表します。 

 

冷気バイパス/気流分布 

 この画面では、リアルタイムでの冷気バイパス/エアフロー分布値、電流平均値、および（△

A_bypas[%]での）差異を表示します。カラースケールは 10～50%の範囲を表します。 
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湿度管理 

 このタブでは、下記のセクションで説明するように、湿度管理に関する詳細なリアルタイム情報を

表示します。 

 

外気取入湿度 

 この画面では、リアルタイムでの外気吸入相対湿度、電流平均値、および（in_rel[%]での）差異を

表示します。カラースケールは 10～90%の範囲を表します。 

 

外気露点温度 

 この画面では、リアルタイムでの外気露点温度、電流平均値、および（in t_dew[℃]での）差異を表

示します。カラースケールは 0～15℃の範囲を表します。 
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電源制御 

 

 「電源制御」タブでは、デバイスレベルまたはアウトレットレベルでの電源管理を手動で実行する

ことができます。 

注意： NRGence eco PDU PE モデルの全てがアウトレットレベルでの電源管理に対応している

わけではありません。詳細は、p.9「対応 NRGence デバイス」およびユーザーマニュアル

を参照してください。 

 

 サイドバーに表示されたデバイスをクリックすると、その画面が下図のように表示されます。 

 

 

デバイス状態 

 デバイスの電源管理を手動で行うには、ON、OFF、および再投入のオプションを使用してくださ

い。 

 

センサー状態 

 このセクションは、閲覧のみ可能で、センサーの状態に関する情報を表示します。 

 

アウトレット状態 

 各アウトレットの電源管理を手動で行うには、ON、OFF、および再投入のオプションを使用してく

ださい。  
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Group Control 

 

 「Group Control」タブでは、作成したデータグループのアウトレットレベルでの電源管理を同時に

手動で行うことができます。 

注意： 1. 電源管理操作のグループ作成に関する詳細は、p.54「データグループの設定」を

参照してください。 

2. NRGence モデルの全てがアウトレットレベルでの電源管理に対応しているわけで

はありません。詳細は、p.9「対応 NRGence デバイス」およびユーザーマニュアルを

参照してください。 

 

 サイドバーに表示されたグループをクリックすると、下図のような画面が表示されます。 

 

 

 グループアウトレットのセクションでは、グループ中のアウトレットがいくつ操作可能または操作

不可能であるかを表示します。 

 電源操作のセクションでは、グループ中の操作可能なアウトレット全てを同時に電源 ON、

OFF、または再投入を行うことができます。 

 操作可能なアウトレット情報のセクションでは、グループ内のアウトレットの電源状態やデバイ

ス/ラック/ゾーンの位置というような情報を表示します。 
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電源分析 

 

レポート生成 

 

 レポート生成のセクションでは、レポートのパラメーターとスケジュールを設定することができます。

項目の詳細な説明は下表の通りです。 

項目 説明 

レポート情報 「タイトル」の欄にレポート名、「作成者」の欄に作成者の名前を入力してくださ

い。 

「時刻」および「開始時刻」（レポートを開始する時刻）に時刻を入力してから、

「期間」（オプションは時間、日、週、月、または四半期）および「継続期間」（1～

24）を入力してください。 

注意：システムがデータをどれだけ遡って保存できるかは、データベースのタイ

プによります。詳細は、p.13「データベースの考慮点」を参照してください。 

グループ この欄では、レポートの対象となるデータグループを選択してください。詳細

は、p.35「レポートの管理」を参照してください。 

グラフ この欄では、レポートに含めたい分析項目にチェックを入れてから、CO2/KG、

/1KWH および 1KG の値を入力してください。 

 

 情報を入力後、「生成」をクリックしてください。次ページに示すように、「グループの合計電力の

設定」画面が表示されます。 
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グループの合計電力の設定 

 

 

 データセンターで使用する電力の合計（KWh）を入力してください。この情報は、電力使用合計

（KWh）から IT 設備のエネルギー使用を差し引くことによって、データセンターにおける IT 設備の

電力使用効率（PUE）を計算するのに使用されます。 

 

注意： eco Sensor は現在のシステムの時刻をレポート時刻として自動的に読み込みます。現

在の状態/最新の利用可能な分析に基づいたレポートを作成するには、「レポート期

間」、「レポート開始時刻」および「継続期間」の欄をデフォルト値のままにしておいて、

「グループ」と「グラフ」の欄を入力してから、「生成」をクリックしてください。 

 

レポート結果 

 「生成」をクリックしたら、下図のように、「折れ線グラフ」、「省エネ提案」、「IT電力容量」、「IT資産

一覧」、および「電力 PUE」といった 5 つのパートからなるタブ形式で報告書が表示されます。選択

されると、「折れ線グラフ」が最初に表示されます。 

 

  

31 

 



 

注意： どのタブの場合でも、レポートを任意の場所に保存するには、「保存」をクリックしてくだ

さい（保存場所を特定するには、p.35「レポートの管理」を参照してください）。また、レポ

ートの作成画面に戻ってパラメーターを調整する、または終了するには、「選択」をクリッ

クしてください。 

 

  

32 

 



省エネ提案 

 このレポートタブでは、下図のように、送風機用エネルギー（計測値/見込値）および冷却装置用

エネルギー（計測値/見込値/積極値）のエネルギー節約値および見込み値をグラフ形式で表して

エネルギーの節約に関する提案と、データセンターのエネルギー効率を向上させるための行動一

覧表を表示します。 

 

 

IT 電力容量 

 このレポートタブは、下図のように、表とグラフ形式でデータセンター（またはデータセンター内の

特定エリア）の IT 能力に関する情報を表示します。 
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IT 資産一覧 

 このレポートタブでは、下図のように、グループや個々のサーバーをリストアップした IT 全項目そ

れぞれの電源使用量およびコストに関するデータの分析結果を表示します。 

 

 

電力 PUE 

 このレポートタブにはデータセンターの IT 設備で電力がどれだけ使用されたかを計算する電力

使用効率(PUE)が表示されます。下図のように、PUE に与えた電力合計から IT 電力を差し引きま

す。 
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レポート管理 

 

 

 この画面では、レポートを保存する場所を選択したり、様々な検索オプションを入力したりすること

ができます。詳細は下表の通りです。 

項目 説明 

レポートフォルダー レポートを保存するフォルダーを特定するには、この欄を使用します。フ

ォルダーを決定するには「参照」を使用し、「保存」をクリックしてフォルダ

ーを保存してください。 

検索 ドロップダウンメニューの検索パラメーター（時間、タイトル、または作成

者）でレポートを検索することができます。右側にある欄にタイトルまたは

作成者を入力してください。 

時間範囲 検索するレポートの時間の範囲を入力してから「検索」をクリックしてくだ

さい。 

レポート メインウィンドウにレポートが表示されます。ここで、レポートを「全て表

示」または「削除」することができます。 

 

 「検索」をクリックすると、レポートの一覧が表示されます。1 画面で表示させるためにブラウザでレ

ポートを開くには「Open HTML」をクリックしてください。また、レポートフォルダーを開いて、個々の

CSV および PDF レポートファイルを開くこともできます。  
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Thermal Analysis 

 

レポート生成 

 

 

 「レポート生成」のセクションでは、温度分析レポートのパラメーターとスケジュールを設定すること

ができます。詳細な説明は下表の通りです。 

項目 説明 

レポート情報 「タイトル」の欄にレポート名、「作成者」の欄に作成者の名前を入力してくださ

い。 

「時刻」および「開始時刻」（レポートを開始する時刻）に時刻を入力してから、

「期間」（オプションは時間、日、週、月、または四半期）および「継続期間」（1～

24）を入力してください。 

注意：システムがデータをどれだけ遡って保存できるかは、データベースのタイ

プによります。詳細は、p.13「データベースの考慮点」を参照してください。 

グループ この欄では、レポートの対象となるデータグループを選択してください。詳細

は、p.35「レポートの管理」を参照してください。 

チャート この欄では、レポートに含めたい分析項目にチェックを入れてください。 
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レポートの結果およびレポートの管理 

 レポートの結果は、「電源分析」タブで作成したのと全く同じ方法で管理されています。詳細は、

p.31「レポート結果」および p.35「レポート管理」を参照してください。 
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第 5 章 

ユーザー管理 
はじめに 

 

 「ユーザー管理」タブを選択すると、メイン画面に「アカウント」と「すべてのユーザー」の画面が表

示されます。eco Sensor では、アドミニストレーターと 8 名までのユーザーアカウントに対応していま

す。 

 

注意： eco Sensor は、同時ログインセッションには対応していません。 
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ユーザー情報 

 ユーザーを追加するには、下記の作業を行ってください。 

 

1. 「追加」をクリックしてください。新規ユーザー画面が表示されます。 

 

 

2. 「全般」セクションにて、ユーザー欄にはユーザーネームを、パスワード欄と確認用パスワード

欄にパスワードをそれぞれ入力してください。 

注意： デフォルトではユーザーネームとパスワードは 6 文字となっていますが、1～16 文

字に設定することができます。 

 

3. 「ユーザータイプ」のセクションで、ユーザータイプを選択してください。オプションはアドミニス

トレーターとユーザーです。 

注意： デフォルトでアドミニストレーターにはフルアクセス権があり、ユーザーにはアクセス

権がないように設定されています。 

 

4. 「アクセス権限」のセクションで、ユーザーの権限範囲を設定してください。デバイス毎に権限

を設定するには、下記の「デバイスアクセス権」を参照してください。 

 

5. 設定内容を保存するには、「保存」をクリックしてください。 
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デバイスアクセス権 

 「デバイスアクセス権」ボタンをクリックすると、セットアップされた NRGence デバイス全てのリストが

表示されます。リストには、デバイス名、MAC/IP の各アドレス、モデルタイプよびラック情報が表示

されます 

 

 ユーザーがアクセスできる個々の NRGence デバイスを設定するには、この画面を使用してくださ

い。アクセス可能とするには、デバイスネームの隣にあるボックスにチェックマークを入れてから、

「保存」をクリックして、設定内容を保存してください。 
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第 6 章 

デバイス管理 
はじめに 

 

 「デバイス管理」タブでは、電源分析をカスタマイズするために、ラックおよびゾーングループによ

るデータセンターのレイアウトを定義することができます。また、デバイスのしきい値設定のような詳

細なパラメーターを PDU レベルおよびアウトレットレベルで定義することもできます。詳細は、下記

のセクションを参照してください。 

注意： 1. ゾーンの設定はオプションですが、eco Sensor が動作するようにするには、少なくと

も 1 台のラックがセットアップされていなければなりません。 

2. NRGenceの全機種が全ての機能（例：アウトレットレベルでの監視）に対応している

わけではありません。詳細は、p.9「対応 NRGence デバイス」および eco PDU ユー

ザーマニュアルを参照してください。 

 

ゾーン定義 

 

 「ゾーン定義」セクションでは、データセンターのラックをゾーン別にグループ分けしたり、または、

読込を行いたいエリアを設定したりすることができます。 

 

1. ゾーンを設定するには、ラック、ラックグループ、またはデータセンターの任意のエリアをマウス

でハイライトしてください。ハイライトされたエリアが黄色に表示されれば、「新規」をクリックして

ください。 
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2. ウィンドウが表示されたら、グループ名を入力し、色を設定してから、「保存」をクリックしてくだ

さい。 

 

 

3. グループがデータセンターのレイアウトにゾーンとして表示され、サイドバーにグループネーム

が表示されます。 

 

 

注意： 1. データセンターレイアウトにゾーンが設定されると、その位置を修正したり、動

かしたりすることができません（名前や色を修正することはできます）。修正す

る場合は、サイドバーでゾーンを選択して、ゾーンを削除しなければなりませ

ん。「削除」をクリックしてから、新しいゾーンを設定してください。 

2. ゾーンが複数ある場合に、簡単に参照できるようにするため、個々のゾーンを

リストから選択すると、選択されたゾーンエリアが点滅します。 
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ラックセットアップ 

 

 「ラックセットアップ」セクションでは、データセンター内の各ラックの位置を描画することができま

す。 

 

 

1. ラックを追加するには、「新規」をクリックしてください。 

 

2. 下図のように、パラメーターを使用して、ラックに名前を付け、位置を定めてください。 

 

 

3. 「保存」をクリックしてください。データセンターレイアウトにラックが表示され、サイドバーに名

前が表示されます。 

注意： 1. データセンターレイアウトにラックが設定された後、ラックの位置や方向を変更

するには、その名前をハイライトして「修正」をクリックしてください。 

2. また、ラックをクリックアンドドラッグして、新しい位置に移動させることもできま

す。 
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デバイス設定 

 

 「デバイス設定」セクションでは、セットアップされた NRGence デバイスのリストが表示され、

NRGence デバイス全ての詳細なパラメーターをデバイスレベル、バンクレベル、アウトレットレベル

およびセンサーレベルで設定することができます。 

 

 

注意： 1. サイドバーにある「全てのデバイス」の隣にある「＋」サインをクリックすると、ツリー

が展開します。 

2. サイドバーにあるツリー、またはメイン画面のリストにあるデバイスをダブルクリック

すると、そのデバイスの「デバイス設定」画面に直接移動します。 
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新規デバイスの追加 

 eco Sensor ソフトウェアは同じイントラネット上にある NRGence デバイス全てを自動的に検知する

ことができます。「新規」をクリックすると、「新規デバイス」ウィンドウが表示されます。 

 

 

方法 

 スキャンされるサブネットを設定し、IP アドレスを特定した後は、「検索」をクリックしてください。デ

バイスがリストに表示されます。 

 

デバイス SNMP エージェント設定 

 このセクションでは、eco Sensor がセットアップされた NRGence デバイスに接続できるようにするた

めの SNMP およびシステムパラメーターを設定します。 

 

1. ユーザーネーム/コミュニティ、ポート ID およびイベントのトラップレポートを入力してください。 

2. タイムアウトおよび再試行の回数を設定してください。 

3. SNMP のバージョン、プライバシーおよび認証プロトコルをドロップダウンメニューから選択して

ください。 

4. プライバシーおよび認証パスワードを入力してください。 

注意： このセクションのパラメーターのいくつかは接続された eco PDUのパラメーターと一

致していなければなりません。p.60「SNMP パラメーター」を参照してください。 

5. 「デバイスの種類」を選択してから、「検索」をクリックしてください。デバイスがリストに表示され

ます。 
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設定レベル 

 デバイスが選択されると、デバイスの機能や設定レベルによりますが、「デバイス」、「バンク」、「ア

ウトレット」、および「センサー」のタブが利用可能となります。詳細は、下記のセクションを参照してく

ださい。 

 

デバイスレベル 

1. 設定を行うデバイスをハイライトしてから、「セットアップ」をクリックしてください。 

 

2. 「デバイス」タブが開いた状態でウィンドウが表示されるので、下記の図と表に示したように、

「デバイス設定（標準/詳細）」を入力してください。 

 

デバイス標準設定 

 

詳細設定 
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項目 説明 

デバイス情報 このセクションでは、設定を行う「名前」、「IP」、「モデル」および「ラック」に

関する情報が表示されます。 

SNMP エージ

ェント 

SNMP エージェントはここで設定してください（詳細は、p.45「デバイス

SNMP エージェント」を参照してください。 

センサー位置

の種類 

ドロップダウンメニューからセンサーの位置を選択してください。 

しきい値 下記のパラメーターを使用して、デバイスのしきい値（最小～最大）を設

定してください。赤色は危険（しきい値の 85%以上）、オレンジ色は警告（し

きい値の 85%未満）を表します。 

 総電流 

 電圧 

 総電力 

 総消費電力 

注意：これらの設定は「詳細設定」のラジオボタンをクリックすると、表示さ

れます。 

 

3. 保存するには、2 通りの方法があります。特定のデバイスにこれらの設定値を保存するには、

「適用」をクリックしてください。または、特定のデバイスと同じ型番のデバイス全てにこれらの

設定値を保存するには、「同じモデルに適用」（詳細設定）をクリックしてください。 
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バンクレベル 

1. 設定を行うデバイスをハイライトしてから、「セットアップ」をクリックしてください。 

2. 「バンク」タブをクリックし、下記の図および表にあるように、「バンク設定」とその他のパラメータ

ーを入力してください。 

 

 

項目 説明 

バンク情報 このセクションでは、デバイスの「名前」、「IP」、「モデル」および「ラック」に

関する情報が表示されます。 

バンク バンクアイコンをクリックして、各バンクを選択してから、下記のようにパラメ

ーターの設定に進んでください。 

名前 バンクに名前を付けてください（オプション）。 

しきい値 下記のパラメーターを使用して、デバイスのしきい値（最小～最大）を設

定してください。赤色は危険（しきい値の 85%以上）、オレンジ色は警告（し

きい値の 85%未満）を表します。 

 電流 

 電圧 

 電力 

 消費電力 

注意：NRGence デバイスによっては、これらのオプション全てが利用でき

るわけではありません。 
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3. 保存するには、2 通りの方法があります。特定のデバイスにこれらの設定値を保存するには、

「適用」をクリックしてください。または、特定のデバイスと同じ型番のデバイス全てにこれらの

設定値を保存するには、「バンク全てに適用」をクリックしてください。  
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アウトレットレベル 

 ご使用のデバイスがアウトレットレベルでのモニタリングに対応しているのであれば（p.9「対応

NRGence デバイス」およびユーザーマニュアル参照）、セットアップされたデバイス全てに対してア

ウトレットレベルで詳細なパラメーターを設定することもできます。 

 

1. 「アウトレット」タブをクリックして、設定を行うデバイス/アウトレットをハイライトしてから、「セット

アップ」をクリックしてください。 

2. 下図のように、ウィンドウが表示されるので、「アウトレット設定」を入力してください。 

 

 

項目 説明 

デバイス情報 このセクションでは、デバイスの「名前」、「IP」、「モデル」および「ラック」に

関する情報が表示されます。 

アウトレット アウトレットアイコンをクリックして、各アウトレットを選択してから、下記のよ

うにパラメーターの設定に進んでください。 

名前 アウトレットに名前を付けてください（オプション）。 

設定  ドロップダウンメニューから、3 つのシャットダウン方法のうちの 1 つを

選択してください。詳細は、p.51「シャットダウン方法」を参照してくだ

さい。 

 MAC アドレスおよび On/Off 遅延時間を選択した方法で設定してく

ださい。 

（表は次ページに続きます。） 
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項目 説明 

しきい値 下記のパラメーターを使用して、デバイスのしきい値（最小～最大）を設

定してください。赤色は危険（しきい値の 85%以上）、オレンジ色は警告（し

きい値の 85%未満）を表します。 

 総電流 

 電圧 

 総電力 

 総消費電力 

 

3. 保存するには、2 通りの方法があります。特定のアウトレットにこれらの設定値を保存するには、

「適用」をクリックしてください。または、特定のデバイスのアウトレット全てにこれらの設定値を

保存するには、「アウトレット全てに適用」をクリックしてください。 

 

シャットダウン方法 

 下記で詳しく説明しているように、シャットダウンを行うには、3 通りの方法があります。 

 

 Kill the Power - このオプションが選択されている場合、NRGence デバイスは「電源 Off 遅延

時間」の欄で設定した時間の間待機してから、アウトレットの電源を Off にします。電源を Off

にするには、コールド（非セーフ）シャットダウンを実行します。 

 

 Wake on LAN - これはセーフシャットダウン・電源再投入のオプションです。これが選択され

ている場合、アウトレットの電源が Off になると、NRGence デバイスはまず、コンピューターにシ

ャットダウンの準備をするようにメッセージを送信します。それから、「電源 Off 遅延時間」の欄

で設定した時間の間待機して、コンピューターの電源がダウンしてスタンバイモードになる前

に、OS が終了できるようにする時間を与えます。 

同様に、アウトレットの電源がOnになった場合、NRGenceは「電源On遅延時間」の欄で設定

した時間の間待機して、アウトレットに接続されたコンピューターに、電源を On にするように伝

えるイーサネットメッセージを送信します。 

注意： セーフシャットダウン・電源再投入を行うには、コンピューターに Windows(Windows 

98以降）が搭載されており、セーフシャットダウンプログラム（弊社Webサイトからダ

ウンロード可）がコンピューターにインストールされていなければなりません。また、

コンピューターが Wake on LAN による起動をサポートしている必要があります。 
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 System after AC Back - これはセーフシャットダウン・電源再投入のオプションです。これが選

択されている場合、アウトレットの電源が Off になると、NRGence デバイスはまず、コンピュータ

ーにシャットダウンの準備をするようにメッセージを送ります。それから「電源 Off 遅延時間」の

欄で設定した時間の間待機して、コンピューターの電源が落ちる前に OSが終了できるための

時間を与えます。 

アウトレットに電源が入った場合、NRGenceデバイスは「電源On遅延時間」の欄で設定した時

間の間待機してから、サーバーに電源を送ります。サーバーは電源を受け取ると、起動しま

す。 

注意： セーフシャットダウン・再投入を行うには、コンピューターに Windows(Windows 98

以降）が搭載されており、セーフシャットダウンプログラム（弊社 Web サイトからダウ

ンロード可）がコンピューターにインストールされていなければなりません。また、コ

ンピューターが System after AC Back (Wake on Power)による起動をサポートして

いる必要があります。 
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センサーレベル 

1. 設定を行うセンサーのついたデバイスをハイライトしてから、「セットアップ」をクリックしてくださ

い。 

2. 「センサー」タブをクリックし、下記の図および表に示しているように、「センサーしきい値設定」

とその他のパラメーターを入力してください。 

 

 

項目 説明 

デバイス情報 このセクションでは、デバイスの「名前」、「IP」、「モデル」および「ラック」に

関する情報が表示されます。 

センサー 1 、

2、3、4 

下記のパラメーターを使用して、センサーのしきい値（最小～最大）を設

定してください。赤色は危険（しきい値の 85%以上）、オレンジ色は警告（し

きい値の 85%未満）を表します。 

 温度 

 湿度 

 気圧 

 

3. 保存するには、2 通りの方法があります。特定のデバイスにこれらの設定値を保存するには、

「適用」をクリックしてください。または、特定のデバイスと同じ型番のデバイスセンサー全てに

これらの設定値を保存するには、「同じモデルに適用」をクリックしてください。 
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データグループの設定 

 

 「データグループの設定」セクションでは、電源管理操作に対するゾーン別、ラック別、デバイス別、

またはアウトレット別のグループを作成することができます。「リスト」セクションはグループのタイプ

（ゾーン、ラック、デバイス、またはアウトレット）とその名前を表示し、「メンバー」セクションでは、グ

ループ内のゾーン、ラック、デバイス、またはアウトレットを個別に表示します。 

 

 

 グループを設定するには、下記の作業を行ってください。 

 

1. 下図のように、「追加」をクリックして、データグループ情報ウィンドウを表示してください。 

 

 

2. 「グループ名」の欄にグループネームを入力してください。  
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3. ドロップダウンメニューからグループタイプを選択してください。オプションは、「区域」、「ラック」、

「デバイス」、および「アウトレット」です。 

注意： 区域（ゾーン）はリストに表示される前に設定しなければなりません。詳細は、p.41 

「ゾーン設定」を参照してください。 

 

4. グループのメンバーをクリックして選択するか、または、「すべて」のチェックボックスにチェック

を入れて、リスト全てを選択してください。 

 

5. グループを作成するために、「保存」をクリックしてください。メイントップページにリストが表示さ

れるようになります。 
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第 7 章 

システム管理 
はじめに 

 

 「システム管理」タブでは、セットアップした NRGence デバイスに接続する SNMP プロトコルを使用

するための eco Sensor 用パラメーターを設定するとともに、その他メンテナンス、データベースおよ

びタスクに関連する機能を実行することができます。 

 

システム設定 

 

 このセクションでは eco Sensor ソフトウェアのシステムパラメーターの設定を行うことができます。 

 

 

システムパラメーター 

 エナジーボックスからの新しいデータを要求するまでにソフトウェア待機する秒数を「サービス

遅延」に入力してください。 

 「データセンターレイアウト」にサイズの合計を入力してください。これは「エネルギー」および

「デバイス」タブに表示されているように、eco Sensor ソフトウェアがセットアップされたデバイス

の最大パラメーターを設定します。 
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 エネルギーボックスの電圧の値を設定するには、「ユーザー定義」または「（ランダム）デバイス

にリンク」を入力してください。 

注意： EC1000 は電流のみを計測します。EC における電源と消費電力を計算するため

に、ここには参考電圧値を入力してください。 

 「その他」のセクションは、eco Sensor がデータを生成するのに使用するデフォルト値を設定す

ることができます。 

 「通貨」のドロップダウンメニューから使用する通貨記号を選択することができます。 

 環境の算定全てに使用する温度の単位（摂氏または華氏）を選択してください。 

 多言語によるラックの名前を有効にするには、「ラックのフルネームを有効にする」にチェックを

入れてください。この機能は、ラックの名前を作成する際に、中国語や日本語、その他の言語

の文字を使用することができます。 
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SNMP 設定 

 

 このセクションでは、セットアップされた eco PDU に eco Sensor が接続できるようにするための

SNMP およびシステムパラメーターを設定することができます。 

 

 

デフォルト SNMP エージェント設定 

 

 このセクションでは、セットアップされたNRGenceデバイスに eco Sensorが接続できるようにするた

めのデフォルト SNMP およびシステムパラメーターを設定することができます。 

 

1. ユーザーネーム/コミュニティ、ポート ID およびイベントのトラップポートを入力してください。 

2. タイムアウトおよび再試行回数を設定してください。 

3. ドロップダウンメニューから SNMP バージョン、プライバシーおよび認証プロトコルを選択してく

ださい。 

4. プライバシーおよび認証パスワードを入力してください。 

注意： このセクションのパラメーターの中には、接続された NRGence デバイス全てのパラ

メーターと一致していなければならないものがあります。p.60「SNMP パラメーター

の同期」を参照してください。 
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SNMP トラップレシーバー 

 SNMP トラップイベントの通知を受けるには、下記の作業を行ってください。 

 

1. ユーザーネーム、ポート ID、イベントのトラップポートを入力してください。 

2. ドロップダウンメニューから SNMP バージョン、プライバシーおよび認証プロトコルを選択してく

ださい。 

3. プライバシーおよび認証パスワードを入力してください。 

注意： このセクションのパラメーターの中には、接続されたeco PDUデバイス全てのパラメ

ーターと一致していなければならないものがあります。p.60「SNMP パラメーターの

同期」を参照してください。 
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SNMP パラメーターの同期 

 セットアップされたNRGenceデバイスに eco Sensorがアクセスできるようにするには、3つの SNMP

パラメーターが同じである必要があります。それは、「ユーザーネーム」、「プライバシーパスワード」、

および「認証パスワード」です。eco Sensor と eco PDU ユニットとで同じに設定されているデフォルト

値は、下表の通りです。 

パラメーター デフォルト値 Web UI 

ユーザーネーム administrator アドミニストレーターアカウント ID 

プライバシーパスワード pribacypwd SNMP プライバシーパスワード 

認証パスワード password アドミニストレーターアカウントパスワード 

 

 これらパラメーターのどれかが eco PDU デバイスの Web GUI で修正されている場合、eco Sensor

側の同じパラメーターも修正しなければなりません。 

注意： eco Sensorはパラメーターが同じ eco PDUにしかアクセスできませんので、これらのパラ

メーターが接続した eco PDU 全てと一致していることが必要です。詳細は、eco PDU の

ユーザーマニュアルにある「ブラウザ操作」を参照してください。 
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SMTP 

 

 

 SMTP サーバーから eco Sensor の E メールレポートを受け取るには、下記の作業を行ってくださ

い。 

 

1. 「以下の SMTP サーバーからレポートを有効にする」を有効にしてから、SMTP サーバーの IP

アドレスおよびポート番号を入力してください。 

 

2. レポートがどこから送信されてくるかを表す E メールアドレスを、「差出人」の欄に入力してくだ

さい。 

注意： 1. 「差出人」の欄に入力できる Eメールアドレスは 1つだけで、64バイトを超えて

はなりません。 

2. 1 バイト＝英数字 1 文字分 

 

3. SMTP レポートの送信先となる E メールアドレスを「宛先」の欄に入力してください。 

注意： 1. 複数の E メールアドレス宛にレポートを送信する場合、アドレス間はセミコロン

で区切ってください。アドレスの合計は 256 バイトを超えないようにしてくださ

い。 

2. 1 バイト＝英数字 1 文字分 

 

4. サーバーが認証を必要としている場合、「SMTP サーバーは認証が必要」のチェックボックスに

チェックを入れ、アカウント名およびパスワードの欄に適切なアカウント情報を入力してくださ

い。  
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その他の設定 

 

 「その他の設定」画面では、問い合わせサービスを有効にし、サービスポートとセキュリティ文字列

を設定することができます。この画面は、サードパーティーのソフトウェアの料金請求サービスとの

接続を確立するのに使用します。 

 

  

62 

 



メンテナンス 

 

 「メンテナンス」機能では、eco Sensorを使用して、接続されたNRGenceデバイスのファームウェア

をアップグレードすることができます。「メンテナンス」タブをクリックすると、下図のような「ファームウ

ェアのアップグレード」画面が表示されます。 

 

 

メインパネル 

 このメインパネルに表示される項目について、下表で説明しています。 

項目 説明 

メインファーム 

ウェアバージョンを

チェックする 

この項目を有効にすると、デバイスの現在のファームウェアバージョン

とアップグレードファイルのバージョンを比較します。現在のバージョン

がアップグレードファイルと同等または新しい場合、その状況とアップ

グレード作業を中止するように伝えるポップアップメッセージが表示さ

れます。 

ファームウェア 

ファイル 

新しいバージョンのファームウェアが利用できるようになると、弊社の

Web サイトにアップされ、ご使用のコンピューターの任意の場所にダウ

ンロードすることができます。「参照」ボタンをクリックして、アップグレー

ドファイルのダウンロード先を選択してください。 

デバイス名 NRGence デバイス全てをリストアップします。「選択」列にて、ファーム

ウェアをアップグレードしたいデバイスを選択してください。 

（表は次ページに続きます。） 
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項目 説明 

ファームウェア 

バージョン 

デバイスの現在のファームウェアバージョンを表示します。 

IP 選択した NRGence デバイスの IP アドレスを表示します。 

アップグレードステ

ータス 

選択したデバイスのアップグレード状況を表示します。 

アップグレード 選択したデバイスのアップグレードを実行するには、このボタンをクリッ

クします。 

 

ファームウェアのアップグレード 

 ファームウェアをアップグレードするには、前ページのスクリーンショットを参照して、下記の作業

を行ってください。 

 

1. 弊社の Web サイトから新しいファームウェアファイルをご使用のコンピューターの任意の場所

にダウンロードしてください。 

 

2. 「参照」ボタンをクリックして、ファームウェアファイルを探し、選択してください。 

 

3. 「アップグレード」をクリックしてアップグレード作業を開始してください。 

 「メインファームウェアのバージョンをチェックする」を有効にしている場合、現在のファー

ムウェアバージョンとアップグレードファイルのバージョンを比較します。現在のバージョン

がアップグレードファイルのものと同等、または新しい場合、その状況とアップグレード作

業を中止するように伝えるポップアップメッセージが表示されます。 

 「メインファームウェアのバージョンをチェックする」を有効にしていない場合、アップグレ

ードファイルはバージョンを確認することなく、インストールされます。 

 アップグレードに成功すると、本製品はリセットされます。 

 

4. もう一度ログインして、ファームウェアのバージョンが新しいものになっていることを確認してく

ださい。 
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データベース 

 

DB 設定 

 このセクションでは、MySQL データベースの設定やデータベースの消去のオプション設定を行う

ことができます。 

 

 

 データベースのサイズを維持するには、「データベースの消去オプション」を使用してください。

「データ保持月数」にチェックを入れ、システムがデータファイルを保持し、削除を開始するまでの

月数を入力してください。古いデータファイルから削除を開始するようにするには、「最も古いデー

タを削除する」にチェックを入れてください。 

 

DB 容量 

 このセクションでは現在のデータベースの容量に関する情報を表示します。 
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DB メンテナンス 

 このセクションでは、システムデータベースと設定情報のバックアップおよびリストアを行うことがで

きます。 

 

 

データのインポート/エクスポート 

 「データのインポート/エクスポート」タブでは、電力分析、温度分析、および請求情報に関連する

データ表のインポートおよびエクスポートをすることができます。 

 

リストア/バックアップの設定 

 「リストアの設定」および「バックアップの設定」タブでは、ユーザーアカウントやデバイス情報を含

む「ユーザー」および「デバイス」タブにある eco Sensor ソフトウェア設定に関連する設定データのリ

ストアやバックアップをすることができます。 
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Tasks 

 

 このセクションでは、内部のグループパラメーターを使用して、グループの電源操作タスク

（On/Off）をスケジューリングすることや設定データを自動的にバックアップする設定バックアップタ

スクをスケジューリングすることができます。 

 

 

グループ電源操作 

 これらのタスクは、全デバイス、全ラック、または全アウトレットに対して実行されます。下図のよう

に、メイン画面にて「追加」をクリックして、「追加/修正タスク」ウィンドウを開いてください。 

 

  

67 

 



グループ電源操作タスクをスケジューリングするには、下記を行ってください。 

 

1. タスク名を「名前」に入力してください。 

2. ドロップダウンメニューからタスクの「タイプ」（毎日、毎週または毎年）を選択してください。 

3. ドロップダウンメニューから「Target group(対象となるグループ)」を選択してください。 

4. 「Scheduling(スケジューリング)」セクションから電源 ON と電源 OFF を行う時刻を設定し、年間

で行うタスクに対しては「例外」を追加してください。 

注意：「例外」は全てのスケジューリングパラメーターに上書きされます。 

5. 「保存」をクリックしてタスクを保存してください。メインページが表示されます。 

 

 

 「グループ電源操作タスク」メイン画面でタスクを選択して、「修正」または「削除」ボタンを使用して

ください。 

 

設定のバックアップ 

 これらのタスクは eco Sensor の設定データの自動バックアップを毎日または週間単位で行うかを

設定します。メイン画面で、「追加」をクリックすると、下図のように「設定のバックアップタスクの追加

/修正」ウィンドウが開きます。 
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 設定バックアップタスクをスケジューリングするには、下記の作業を行ってください。 

 

1. タスク名を「名前」に入力してください。 

 

2. ドロップダウンメニューからタスクの「タイプ」（毎日または毎週）を選択してください。 

 

3. 「フォルダーに保存」または「FTP 経由で保存」を選択して、関連する情報を入力してくださ

い。 

 フォルダーに保存：バックアップ内容を保存する場所を参照してください。認証*を必

要とするセキュリティを設定する場合は、フォルダーにユーザーネームとパスワードを

与えてください。 

 FTP 経由で保存：FTPサーバー、ポート番号、FTP ディレクトリを入力し、匿名でログイ

ンするというボックスにチェックを入れてください。認証*を必要とするセキュリティを設

定する場合は、フォルダーにユーザーネームとパスワードを与えてください。 

 

注意：フォルダーにユーザーネーム/パスワードを与え、フォルダーがユーザーネーム

/パスワードセキュリティで設定されていない場合、設定バックアップタスクはデータを

保存しません。 

 

4. 「スケジューリング」セクションを使用して、設定バックアップタスクを開始する曜日（毎週）お

よび時刻（毎週/毎日）を設定してください。 

 

5. 「保存」をクリックしてタスクを保存してください。 
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請求額 

 

 「請求額」のセクションでは、実際のエネルギー使用量からエネルギーコストを計算し、データを

作成して、請求額のレポートを生成することができます。 

 

設定 

 

 

 単一料金：データセンターの請求額を計算するのに使用する KW/時の料金を入力してくださ

い。 

 二重料金：エネルギーコストをピーク時と非ピーク時に分ける場合にこのオプションを使用して

ください。ピーク時：ピーク時料金が開始する時間を「From」に入力し、ピーク時料金が適用さ

れる時間を「Duration（継続時間）」に入力し、時間当たりの料金を「$/KWH」に入力してくださ

い。非ピーク時：時間当たりの非ピーク時の料金を「$/KWH」に入力してください。 

 「保存」をクリックしてください。 
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レポートの生成 

 

 

 「レポートの作成」セクションでは、レポート用のパラメーターを設定することができます。各欄の詳

細は下表の通りです。 

項目 説明 

レポート情報 「タイトル」の欄にレポート名、「作成者」の欄に作成者の名前を入力してくださ

い。 

レポートが作成された時刻を「時刻」に入力してください。 

「タイプ」を入力してください。「トータル」は全てのラックのエネルギーコスト全て

の蓄積額をレポートします。「ラック」はラックごとに蓄積されたエネルギーコスト

の明細を提供します。 

請求額データを計算したい「月」を選択してください。 

注意：詳細な請求額情報を提供するために、より多くのデータが必要とされれ

ばされるほど、ラックレポートの生成に時間がかかります。 

グループ この欄では、請求額レポートの対象となるデータグループを選択して、「追加」

をクリックしてください。 

 

 情報を入力したら、「生成」をクリックしてください。新しいウィンドウが開き、次ページのように、トー

タルまたはラックの請求額情報が表示されます。 

  

71 

 



トータルレポート 

 

 

 この画面から「保存」をクリックして請求額情報を保存するか、または「チャートの選択」をクリックし

て前の画面に戻り、請求がくれポートのパラメーターを再設定して下さい。 

 

ラックレポート 

 

 

 この画面から「保存」をクリックして請求額情報を保存するか、または「チャートの選択」をクリックし

て前の画面に戻り、請求がくれポートのパラメーターを再設定して下さい。 
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レポートの管理 

 

 

 この画面では、レポートを保存する場所を選択したり、様々な検索オプションを入力したりすること

ができます。詳細は下表の通りです。 

項目 説明 

レポートフォルダー レポートを保存するフォルダーを特定するには、この欄を使用します。フ

ォルダーを決定するには「参照」を使用し、「保存」をクリックしてフォルダ

ーを保存してください。 

検索 ドロップダウンメニューの検索パラメーター（時間、タイトル、または作成

者）でレポートを検索することができます。右側にある欄にタイトルまたは

作成者を入力してください。 

時間範囲 検索するレポートの時間の範囲を入力してから「検索」をクリックしてくだ

さい。 

レポート メインウィンドウにレポートが表示されます。ここで、レポートを「全て表

示」または「削除」することができます。 

 

 「検索」をクリックすると、レポートの一覧が表示されます。1 画面で表示させるためにブラウザでレ

ポートを開くには「Open HTML」をクリックしてください。また、レポートフォルダーを開いて、個々の

CSV および PDF レポートファイルを開くこともできます。 
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第 8 章 

ログ 
はじめに 

 

 eco Sensor は、接続機器の内部で発生したやり取りの記録を保持することができ、一度に 128 件

のイベントを保存することができます。「システムログ」画面では、強力な検索フィルター機能で、ロ

グファイルデータの閲覧やエクスポートができるとともに、発生した特定のイベントをEメールで通知

することができます。 

 

 

システムログ 

 メイン画面の左上では、ログファイルの総ページ数と現在閲覧しているページ数を表示してい

ます。 

 下側の列にあるボタンの機能は下記の通りです。 

  

 「最初のページ」 - クリックすると、ログイベントリストの最初のページに移動します。 

 「前ページ」 - クリックすると、ログイベントリストの前のページに移動します。 

 「次ページ」 - クリックすると、ログイベントリストの次のページに移動します。 
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 「最後のページ」 - クリックすると、ログイベントリストの最後のページに移動します。 

 「ログのエクスポート」 - クリックすると、ログイベントリストの内容をファイルに保存します。 

 

ログのオプション 

 このタブを使用して、ログの「メンテナンス」および「表示」オプションを設定することができます。 

 

 

イベント 

 このタブを使用して、システムがローカル側で記録させたいイベントや SMTP を経由して E メール

送信したいイベントを設定することができます。イベントに対して「ログ」または「E メール」にチェック

を入れてください。E メール送信されるイベントについては、SMTP 設定を行わなければなりません

（p.58「SNMP 設定」参照）。 
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付録 
製品仕様 

 

ハードウェア要件 

OS Windows XP / Windows Server 2008 以降 

解像度 1024×768 

メモリー 2GB 

ディスク 300GB 

ネットワーク 10/100/1000 Mbpｓ Ethernet 

 

システムパラメーター 

最大 PDU 数 1000 

データセンターレイアウト 90×60 

最大ラック数 500 

最大ゾーン数 20 

電力レポートデータ 3 年 

リアルタイムダッシュボードデータ 1 時間 
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