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1
概要
Dell OpenManage Power Center は、データセンター用の電力管理ソリューションです。これを使用するこ

とにより、管理コンソールを通してデータセンターの電力消費量と温度を監視および管理できます。

 

主な機能

表 1. OpenManage Power Center 機能

機能 説明

容易なインストール OpenManage Power Center インストールウィザー

ドには、アプリケーションを簡単に数分でインスト

ールすることができる使いやすい手順が用意されて

います。

電源モニタ 次のレベルで電力関連の指標を監視します。

• 個別デバイス

• データセンター / 部屋 / 通路 / ラック / シャーシ

• ユーザー定義グループ

温度監視 デバイスまたはデバイスグループの温度データを監
視します。

電源制御 デバイスおよびグループレベルで電力消費量を制御
するポリシーを作成します。

タスク 電源制御および検出タスクを作成することができま
す。電源制御タスクは、電源切断や電力スパイクの
回避に役立ちます。検出タスクは Power Center 管
理コンソールへのデバイスの追加に加え、デバイス
管理にも役立ちます。

デバイス検出 PowerEdge ブレードおよびタワー / ラックサーバ
ー、シャーシ、電源装置（PDU）および無停電電源
装置（UPS）を含む Dell Enterprise システムをサポ
ートします。

必要なライセンスを取得することによって、Dell 製
以外のサーバーおよびシャーシの検出に 
OpenManage Power Center を使用することもでき
ます。
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機能 説明

役割ベースのアクセスコントロール ユーザー認証、および複数の役割ベース権利をサポ
ートします。

イベント管理 デバイスおよびグループイベントを監視して管理で
きます。

レポート管理 インベントリと監視に関するレポートを生成するこ
とができます。

有効利用されていない電力の情報 ヘッドルームとも呼ばれる有効利用されていない電
力は、デバイスグループに対して使用可能な余剰電
力です。OpenManage Power Center は、デバイス
およびデバイスグループの有効利用されていない電
力の算出に役立ちます。有効利用されていない電力
の計算式は次のとおりです。

Stranded Power(t) = Allocated Power(t) 
- Peak Power Consumption(t)
ここで、(t) は時間の関数として計算されます。レ
ポートでは時間範囲を指定できます。(t) は、デフ
ォルトで監視対象データの時間範囲になっていま
す。

トポロジ

次の図は、ウェブブラウザを使って Power Center サーバーにアクセスしてデータセンターを管理する方法

を示しています。
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図 1. OMPC トポロジ

システム要件

サーバーシステムのハードウェアおよびソフトウェア要件 

メモ: ハードウェアおよびソフトウェア要件の 新のリストについては、Dell OpenManage Power 

Center のソフトウェアダウンロードに含まれている readmefirst.txt ファイル、および dell.com/
support/home にある『リリースノート』を参照してください。

ソフトウェア要件

OpenManage Power Center は、次のオペレーティングシステムをサポートしています。

• Microsoft Windows Server 2012 R2 Essentials Edition

• Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard Edition

• Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition

• Microsoft Windows Server 2012 x64 Standard Edition

• Microsoft Windows Server 2012 x64 Data Center Edition

11



• Microsoft Windows Server 2012 x64 Essential Edition

• Microsoft Windows Server 2008 x64 Enterprise Edition R2 SP1

• Microsoft Windows Server 2008 x64 Standard Edition R2 SP1

• Microsoft Windows Server 2011 x64 SBS

• Microsoft Windows 7 Professional および Enterprise

• Microsoft Windows 8 Professional および Enterprise（x64 推奨）

• Red Hat Enterprise Linux 5.10 x86_64

• Red Hat Enterprise Linux 6.4 x86_64

• Red Hat Enterprise Linux 6.5 x86_64

• Red Hat Enterprise Linux 7.0 x86_64

• SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4 x86_64

• SUSE Linux Enterprise Server 11 SP2 x86_64

• SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 x86_64

OpenManage Power Center は、次のウェブブラウザをサポートしています。

• Mozilla Firefox 30

• Microsoft Internet Explorer 10 および 11

OpenManage Power Center インストールには、次の主要ソフトウェアツールが含まれます。

• Sun Microsystems Java Runtime Environment（JRE）7 アップデート 25

• Apache Tomcat アプリケーションサーバー 7.0.52

• PostgreSQL 8.3

ハードウェア要件

Power Center は、 低次の要素が搭載されたシステムにインストールする必要があります。

• 2.6Ghz 以上のデュアルコアプロセッサ

• 4GB RAM

• 60GB のハードドライブ空き容量

• 帯域幅がギガバイト単位のネットワークインフラストラクチャ

デバイスのハードウェアおよびソフトウェア要件 

• 管理下サーバーには Integrated Dell Remote Access Controller（iDRAC）6、7、または 8 が必要です。
iDRAC6 の場合は 新バージョン、iDRAC7 の場合は 1.23.23 バージョン以降が推奨されます。

• 電力配分装置（PDU）および無停電電源装置（UPS）は、SNMP インタフェース経由でベンダーが提供す
る管理情報ベース（MIB）に準拠している必要があります。

• デバイスは Power Center への排他的アクセスを提供する必要があります。これは、他の管理ソリューシ
ョンからデバイスに設定されたポリシーが Power Center 電源制御機能に影響を与えるからです。

• Power Center がデバイスと通信するために用いられる、ベースボード管理コントローラ（BMC）のユー
ザーは、持っている役割に管理者が含まれるローカルユーザーアカウントである必要があります。デバイ
スは、管理者が少なくとも暗号スイートレベル 0-3 のいずれかを使用し、IPMI over LAN 設定を有効に
するよう構成する必要があります。

• Power Center がシャーシと通信するために用いられる WS-MAN のユーザーは、管理者役割を持つロー
カルユーザーである必要があります。シャーシは、ウェブサーバーサービスを有効にするよう構成する必
要があります。

• お使いの管理下ネットワークにインストールされているすべてのデバイスをサポートする Chassis 
Management Controller（CMC）。
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メモ: OpenManage Power Center 対応デバイスのリストは、対応デバイスと非対応デバイスを参照し
てください。
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2
はじめに
本章では、Dell OpenManage Power Center 管理コンソールを紹介し、いくつかのケースを使って 

OpenManage Power Center の標準的な使用方法を説明します。

 

管理コンソールについて

Power Center を使用するには、ウェブブラウザを開いてログインする必要があります。左ナビゲーションペ

インに使用可能な画面のリストされ、右ペインには現在開いている画面が表示されている管理コンソールが

開きます。

表 2. メイン OMPC ページ

メイン画面 この画面で使用できる処置

ホーム ホーム 画面には、Dell OpenManage Power Center 機能が表示され、セットアッ
プ後に完了することができる初期セットアップ手順がリストされます。追加情報
は、ヘルプ をクリックして取得することができます。この画面では、次を表示す
ることができます。

• 検出されたデバイスの合計数とタイプ

• 管理対象のデバイスによって生成されたイベント

• ルートレベルの消費電力上位 5 デバイスグループ

• ルートレベルのデバイスグループによって消費されたピーク電力の算出

• 電力上限を超過した上位デバイス

• も活用されていないラック

• 上位 10 件の 近の重要および警告イベント

タスク タスク機能では、特定のデバイスまたはデバイスグループでのデバイスの検出、
および電源オンや電源オフなどの電源制御タスクを実行することができます。タ
スク 画面では、次の操作を実行できます。

• 検出タスクと電源制御タスクの新規作成

• 検出タスクと電源制御タスクの編集または削除

• 検出タスクと電源制御タスクの開始または再実行

• 電源制御タスクの有効化または無効化

• 検出タスクと電源制御タスクのリストの更新

• 検出タスクまたは電源制御タスクの概要の表示

デバイス デバイス 画面では、ネットワークで検出されたデバイスと手動で追加したデバイ
スの両方を表示することができます。この画面では、次の操作を実行できます。

• グループの追加

• 非対応デバイスの追加
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メイン画面 この画面で使用できる処置

• 仮想グループの作成

• デバイスの推定 大電力の設定

• デバイスまたは管理下グループの編集

• デバイスまたは管理下グループの削除

• デバイスまたは管理下グループのリストの更新

• デバイスのリストのフィルタと検索

• デバイスのリストの並び替え

• グループ間でのデバイスの移動

• 緊急時の電力削減（EPR）の有効化と無効化

• デバイスまたは管理下グループの詳細の表示

グループ化されているか未割り当てかに関わらず、すべてのデバイスが すべての
デバイス タブに表示されます。デバイスグループは 管理下グループ タブに表示
されます。

ポリシー ポリシー 画面では、お使いのデバイスに適用された電源ポリシーを管理すること
ができます。この画面では、次の操作を実行できます。

• 電力ポリシーの作成

• 電力ポリシーの編集

• 電力ポリシーの有効化または無効化

• 電力ポリシーの削除

• 特定のポリシーのみを表示するための電力ポリシーのフィルタ

• ポリシーのリストの並び替え

レポート レポート 画面は、インベントリおよび監視についてのレポートを定期的に生成す
るために役立ちます。この画面では、次の操作を実行できます。

• レポートの作成

• レポートの編集

• レポートの削除

• レポートリストの更新

• レポートグループの追加または編集

• 推定 大電力の設定

イベント イベント 画面には、次の重大度レベルのシステムイベントとログイベントがリス
トされます。

• 重要

• 警告

• 情報

この画面では、次の操作を実行できます。

• イベントの承認

• イベントへのメモの追加

• イベントの削除

• イベントの並べ替え

• イベントのフィルタ

• イベントのエクスポート
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メイン画面 この画面で使用できる処置

設定 設定 サブメニューからは、次を含む OpenManage Power Center 設定のすべてを
設定することができます。

• 一般 — コンソールとデバイスのタイムアウトを設定します。

• 監視 — 電力 / 温度の単位およびエネルギー消費のパラメータを設定します。

• アラート — SNMP トラップのためのアラートの設定、電子メールによるアラ
ートの送信を有効または無効にする、電子メールの宛先の設定、イベントの重
大度レベルの設定を行います。

• SMTP — 警告電子メールを送信するための SMTP パラメータを指定します。

• データベース — データベースの圧縮およびパージのポリシーを設定します。

• ディレクトリ — LDAP 経由の認証をサポートするための LDAP（Lightweight 
Directory Access Protocol）を設定します。このタブは、Linux オペレーティ
ングシステムを実行し、OpenManage Power Center がインストールされて
いるシステムでのみ表示されます。

• ユーザーおよびグループアカウント — OpenManage Power Center にアクセ
スするためのユーザーアカウントまたはグループアカウントを管理します。

• 役割 — 役割と権限を管理します。

• ライセンス — 発行したライセンスを管理します。

• インベントリ — シャーシインベントリを追跡します。

ログ ログ 画面には、OpenManage Power Center で発生した予期しないイベント、情
報イベント、または内部エラーが表示されます。

ホームページ

ホーム ページでは、次の項目を表示できます。

• イベント（全体）

• イベント（上位 5 グループ）

• 検出されたデバイス [Total: <数値>]

• 電力消費デバイス（上位 5 グループ）[KWh]

• ピーク時の消費電力

• 上位違反デバイス

• 十分に活用されていないラック

• 上位（ 新）10 件の重要および警告イベント

イベント

ホーム ページで、OpenManage Power Center 内で発生したイベントの円グラフを表示できます。グラフ上

でポインタを動かすと、イベントタイプごとに数が表示されます。

イベント（上位 5 グループ）

ホーム ページで、ルートレベルにあるグループのうち、イベント数が も高い上位 5 つのデバイスグループ

を表す棒グラで表示できます。グラフ上にポインタを動かすと、上位 5 デバイスグループのイベントタイプ

ごとの数が表示されます。
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検出されたデバイス [Total: <数値>]

ホーム ページで、検出されたデバイスの総数とタイプを円グラフで表示できます。

電力消費デバイス（上位 5 グループ）[KWh]

ホーム ページで、ルートレベルにあるデバイスグループのうち、消費電力量の上位 5 デバイスグループを棒

グラフで表示できます。  をクリックして、ピーク電力消費を計算するための月数を指定します。月数は

デフォルトで 6 です。

ピーク時の消費電力

このオプションでは、ピーク電力を計算するルートレベルグループを選択することができます。  をクリ

ックして、ピーク電力消費を計算するための月数を指定します。月数はデフォルトで 6 です。

上位違反デバイス

このオプションでは、電力および温度しきい値を超過したラック名を表示することができます。イベント超

過タイプ、電力容量、電力上限、重要しきい値、アクティブポリシー、および 電力ポリシー 情報も表示され

ます。実際 または 割合 をクリックして、ラックが電力および温度のしきい値または上限を超過した実際の

消費量、または割合でデバイスまたはグループを並び替えます。

十分に活用されていないラック

このオプションで、電力容量とラック容量が未使用のまま残っているデバイスの名前を表示することができ

ます。実際 または 割合 をクリックして、電力およびラック容量の実際の使用量、または使用率でデバイス

を並べ替えます。

上位（ 新）10 件の重要および警告イベント

このオプションでは、 近の上位 10 件の重要および警告イベントを表示することができます。

よくある使用事例

本項では、管理者役割のユーザーが Dell OpenManage Power Center を起動する標準シナリオを提供しま

す。

初回ユーザーの場合、手順 1～5 を実行して OpenManage Power Center をインストールし、データセンタ

ーを監視するためのグループ構成をセットアップします。その後、手順 6、7、および/または 8 を参照して、

監視、デバイスおよび / またはタイムスロット間の電力と温度データ比較、ポリシーの作成を行うために 

OpenManage Power Center を使用します。

1. Windows または Linux 環境での OpenManage Power Center のインストール

2. OpenManage Power Center を起動します。

3. デバイスを検出し、ネットワークから 1 つ、または複数のデバイスを追加します。

4. デバイスを管理します。デバイスは、削除、編集、およびフィルタすることができます。

5. 1 つ、または複数のデータセンターグループ構成を作成します。
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6. 1 つ、または複数の電力ポリシーを作成して、それらをデバイスに適用します。

7. 電源制御タスクを作成します。

8. デバイスの電力と温度イベントを監視します。

9. レポートを生成し、2～3 台のデバイス、または 2～3 個のグループの電源または温度ステータスとエネ

ルギーコストを比較します。

対応デバイスと非対応デバイス

対応デバイスを検出して、データセンターを構築するためのグループ構成を作成することができます。

Power Center はすべてのデバイスタイプを検出または管理することができないため、データセンターのグル

ープ構成を完成させるには非対応デバイスを手動で追加する必要があります。

サポートされているデバイスでは次のようになっています。

• デバイスタイプには、シャーシ、サーバー、UPS、および PDU が含まれます。

• 接続プロトコルと資格情報を設定することにより、デバイスが Power Center と通信できるようにする。

• 検出、グループ構成への追加、電力と温度の監視、電源管理ポリシーの適用、およびイベントの送信を含
む管理機能を実行します。

Power Center は、1 つのデータセンターで 高 4000 の管理下デバイスをサポートします。

表 3. 対応デバイス

カテゴリ サポートされているプラッ
トフォーム

認証モデル

サーバー Dell • Dell PowerEdge R610 ラックサー
バー

• Dell PowerEdge R620 ラックサー
バー

• Dell PowerEdge R710 ラックサー
バー

• Dell PowerEdge R720 ラックサー
バー

• Dell PowerEdge R820 ラックサー
バー

• Dell PowerEdge M610 ラックサー
バー

• Dell PowerEdge M620 ラックサー
バー

• Dell PowerEdge T620 ラックサー
バー

• Dell PowerEdge R920 ラックサー
バー

• Dell PowerEdge R730 ラックサー
バー

• Dell PowerEdge R730Xd ラックサ
ーバー

• Dell PowerEdge R630 ラックサー
バー

• Dell PowerEdge T630 タワーサー
バー
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カテゴリ サポートされているプラッ
トフォーム

認証モデル

• Dell PowerEdge R620 ラックサー
バー

• Dell PowerEdge R320 ラックサー
バー

• Dell PowerEdge R820 ラックサー
バー

• Dell PowerEdge R520 ラックサー
バー

• Dell PowerEdge R720 ラックサー
バー

• Dell PowerEdge R720xd ラックサ
ーバー

• Dell PowerEdge R420 ラックサー
バー

• Dell PowerEdge M820 ブレードサ
ーバー

• Dell PowerEdge M420 ブレードサ
ーバー

• Dell PowerEdge T320 タワーサー
バー

• Dell PowerEdge M520 ブレードサ
ーバー

• Dell PowerEdge T420 タワーサー
バー

• Dell PowerEdge R810 ラックサー
バー

• Dell PowerEdge R310 ラックサー
バー

• Dell PowerEdge R515 ラックサー
バー

• Dell PowerEdge R410 ラックサー
バー

• Dell PowerEdge R715 ラックサー
バー

• Dell PowerEdge R910 ラックサー
バー

• Dell PowerEdge R815 ラックサー
バー

• Dell PowerEdge R710 ラックサー
バー

• Dell PowerEdge R610 ラックサー
バー

• Dell PowerEdge M610x ブレード
サーバー

• Dell PowerEdge M910 ブレードサ
ーバー

• Dell PowerEdge M710HD ブレー
ドサーバー

• Dell PowerEdge T610 タワーサー
バー

• Dell PowerEdge T710 タワーサー
バー
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カテゴリ サポートされているプラッ
トフォーム

認証モデル

• Dell PowerEdge M610 ラックサー
バー

• Dell PowerEdge M710 ブレードサ
ーバー

HP • HP ProLiant DL 360 G5

• HP ProLiant DL 380 G7

• HP ProLiant DL360p Gen8

• HP Blade ProLiant BL460c G7

IBM IBM System x3550 M4

Cisco Cisco UCSC-C220-M3S

Intel Intel S2600CP

• UCSB-B200-M3

• HS12（タイプ 8028）

シャーシ Dell • Dell PowerEdge M1000e ブレー
ドエンクロージャ

• Dell VRTX 1.35 ブレードエンクロ
ージャ

HP HP BladeSystem c7000 エンクロージ
ャ G2

IBM IBM BladeCenter-E/86774TC

Cisco Cisco N20-C6508

PDU Dell • Dell 6804 Metered PDU

• Dell 6607 Metered PDU

• Dell XX5T6 Metered PDU

• Dell 6803 Metered PDU

• Dell 6605 PDU

APC • APC Metered Rack PDU AP78001

• APC Switched Rack PDU AP7900

• APC Switched Rack PDU AP7920

• APC AP8853 PDU

• APC AP8953 PDU

Eaton • Eaton Monitored PDU 
PW312MI0UC07

• Eaton Switched PDU 
PW105SW0U154

Emerson • Emerson Liebert MPH MPH-
NCR09NXXE30

ServerTech • ServerTech Switched PDU 
CW-24V4J411
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カテゴリ サポートされているプラッ
トフォーム

認証モデル

• ServerTech Smart CDU, 0U 
CS-24V1-C20M

Raritan Raritan DPXS20A-16 PDU

UPS Dell • Dell N313P Line interactive UPS
（ウェブカード付き）H910P

• Dell Online Rack UPS 3750R OL 
K804N

• Dell UPS、2700/2300VA、120V、
3U K802N

APC • APC Online UPS（ウェブカード付
き）SURTD3000XLI

• APC Smart-UPS 3000VA RM 
SUA3000RM2U

• Smart-UPS 5000VA RM 
DL5000RMT5U

• APC Smart-UPS 2200 RM

• APC Smart-UPS 3000

Eaton • Eaton Line interactive UPS（ウェブ
カード付き）PW5130I1750-XL2U

Emerson • Emerson Online UPS（ウェブカー
ド付き）GXT2-2700RT208

非対応デバイスについて：

• Power Center は非対応デバイスとは通信しません。そのため、接続プロトコルおよび資格情報は不必要
です。

• 非対応デバイスは検出不可能で、すべてのデバイス タブにあるリストへの追加のみを行うことができま
す。

• Power Center は非対応デバイスをグループ構成に追加しますが、使用できる機能でそのデバイスを管理
することはできません。

対応デバイスまたは非対応デバイスを追加するときは、推定 大電力 値を入力する必要がある場合がありま

す。
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3
Power Center のインストール、アンインス
トール、および起動
本章では、Windows および Linux プラットフォームの両方で Dell OpenManage Power Cener をインストー

ル、アンインストール、および起動する方法を説明します。

OpenManage Power Center の起動にはウェブブラウザを使用できます。

 

Windows での Power Center のインストール、アンインスト
ール、起動、およびアップグレード

本項では、Windows プラットフォームで OpenManage Power Cener をインストール、アンインストール、

起動、およびアップグレードする方法を説明します。

Windows サーバーでの OpenManage Power Center のインストール

Windows サーバーで Dell OpenManage Power Center を インストールするには、管理者権限と、インスト
ール先フォルダに対する読み取り / 書き込みアクセス権を持っている必要があります。これらの権限がない
場合、インストールは失敗する場合があります。

OpenManage Power Center をインストールする前に、システムが 小システム要件を満たしていることを

検証してください。

メモ: インストール中、OpenManage Power Center は Windows ネットワークサービスアカウントを

使って OpenManage Power Center サービスを起動します。セキュリティ強化のため、OpenManage 

Power Center サービスをオフにして、Windows ネットワークサービス以外のアカウントに変更してか

ら OpenManage Power Center サービスを起動することもできます。 

1. http://www.dell.com/powercenter で OpenManage Power Center をダウンロードします。

2. OpenManagePowerCenter.exe をダブルクリックします。

3. インストールウィザード ホームウィンドウで 次へ をクリックします。

4. ライセンス契約 ウィンドウでライセンス契約を読み、ライセンス契約の条件に同意します を選択して 
次へ をクリックします。

5. 管理者アカウント ウィンドウで、ユーザー名 テキストボックスにスーパーユーザーアカウントまたはイ
ンストールアカウントの名前を入力します。ユーザー名はデフォルトで「admin」です。

ユーザー名は、次の条件に従う必要があります。

• それぞれの OpenManage Power Center ユーザーに対して固有である

• 大 20 までの大文字または小文字の印刷可能文字で、“/\[]:;|=,+*?<>.@ は使用しない

• 大文字と小文字を区別しない

6. パスワード テキストボックスにパスワードを入力してから、パスワードの確認 テキストボックスに入力
して確定します。
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メモ: パスワードは 小 8 文字で、大文字、小文字、数字、非英数字カテゴリのうち少なくとも 3 

つを使用する必要があります。パスワードにはスペースを使用できます。

インストールをカスタマイズするには、カスタムインストール チェックボックスを選択し、手順 7 に進

みます。カスタマイズしない場合は、手順 10 に進みます。

7. インストール先フォルダ ウィンドウで、デフォルトのインストールパスをそのまま使用するか、変更 ...
をクリックしてシステム上の目的の場所に移動し、次へ をクリックします。

メモ: インストールパスは ANSI 文字（英文字、数字、単純記号）のみをサポートします。ANSI 文

字以外のインストールパスを使用しないでください。

8. HTTPS ウィンドウで、次の HTTPS 設定を行ってから 次へ をクリックします。

• HTTPS ポート — OpenManage Power Center は HTTPS 通信のためにデフォルトでポート 8643 を
使用します。別のポートを選択するには、新しいポート番号を 1000～9999 の範囲で入力してくだ
さい。

• キーストアパスワード — キーストアファイルにアクセスするために使用されるパスワードを入力し
ます。パスワードの確認 フィールドにパスワードを再入力して確定します。パスワードは 5 文字以
上である必要があり、ANSI 以外の文字と二重引用符（"）は使用できません。

または、ランダムパスワードの生成 を選択して、キーストアファイルにアクセスするためのシステム生

成パスワードを取得します。このオプションを選択する場合は、C:\Program Files\DELL

\OpenManagePowerCenter\pgdata にある password メソッドのオプションを trust に変更してく

ださい。この変更は、デバック作業のためのデータベース管理者ツールを使用した PostgreSQL データ

ベースへのログインに役立ちます。

9. データベース ウィンドウで、PostgreSQL データベースサーバーアカウントについて次の情報を入力し
ます。

• ユーザー名 — PostgreSQL データベースサーバーのユーザー名を入力します。

• データベースポート — デフォルト値は 6443 です。別のデータベースがこのデフォルトポートをす
でに使用している場合は、新しいポート番号を 6000～9999 の範囲で入力してください。

• ユーザーパスワード — PostgreSQL データベースサーバーのユーザーパスワードを入力します。

• パスワードの確認 — パスワードを再入力して確定します。

• データベースデータディレクトリ — PostgreSQL データの場所です。

メモ: パスワードは 小 8 文字の長さにし、大文字、小文字、数字、非英数字カテゴリのうち少な

くとも 3 つを使用する必要があります。パスワードにはスペースは使用できません。

10. 次へ をクリックします。プログラムのインストール準備完了 ウィンドウが表示されます。

このウィンドウには、OpenManage Power Center のフォルダおよびファイルが格納されているシステ

ム上のインストール先フォルダ、およびデータベース情報などのインストールサマリ情報を表示するこ

とができます。

11. インストール をクリックしてインストールを開始します。

インストールの完了後、InstallShield ウィザード完了 ウィンドウが表示されます。

12. 終了 をクリックしてウィザードを終了します。

Windows でのインストール先ディレクトリ

デフォルトで、OpenManage Power Center パッケージは C:\Program Files\Dell

\OpenManagePowerCenter にインストールされます。

メモ: Windows ボリュームのルートフォルダに OpenManage Power Center をインストールすること
はできません。ルート以外のフォルダ、または別のボリュームを選択する必要があります。

OpenManage Power Center パッケージには、次のフォルダが含まれます。
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• bin — OpenManage Power Center バイナリ

• conf — OpenManage Power Center 設定ファイル

• external — OpenManage Power Center によってインストールされたその他アプリケーション

• Logs — OpenManage Power Center イベントログ

• Pgdata（デフォルト）— データベースファイル

データを保護するため、次のファイルはネットワークサービスまたは管理者ユーザーのみがアクセスできま

す。

• OpenManagePowerCenter\conf\app.config.xml

• OpenManagePowerCenter\external\apache-tomcat\conf\server.xml

Windows での Power Center サービス

OpenManage Power Center には、次のサービスが含まれます。

• Dell OpenManage Power Center – Power Center ウェブアプリケーションをホストする Apache 
Tomcat サーバーで、アクション要求を OpenManage Power Center サーバーに渡します。

• Dell OpenManage Power Center データベースサービス – OpenManage Power Center 用の 
PostgreSQL 内部データベースです。

• Dell OpenManage Power Center SNMP ディスパッチャ – Windows SNMP トラップサービスがインス
トールされている場合に、SNMP トラップを Dell OpenManage Power Center サーバーサービスにルー
ト変更します。Windows SNMP トラップサービスがインストールされていない場合、このサービスは自
動的に停止します。

メモ: Windows SNMP トラップサービスがインストールされている場合、それが無効となっていな
いことを確認してください。そうしないと、Power Center は正常に機能しません。

• Dell OpenManage Power Center サーバー – Power Center サーバーのコアサービス。デバイスとの通
信を含むすべてのアクションを実行します。

サービスを停止または開始するには、Windows Services リストから適切なサービスを選択して、実行するア

クションを選びます。

Power Center は、すべてのサービスの起動にネットワークサービスアカウントを使用しています。セキュリ

ティ上の目的で、このアカウントを通常の Windows オペレーティングシステムのユーザーアカウントに変

更することができます。

Windows でのアップグレード

Windows で動作しているシステム上で Power Center をアップグレードするには、システムが次の 低要件
を満たしている必要があります。

• C: ドライブに 低 363 MB の空き容量がある

• Windows Server 2008 R2 またはそれ以降を実行している

1. OpenManage Power Center をインストールします。詳細に関しては、Power Center のインストールを
参照してください。

ダイアログボックスに、OpenManage Power Center の旧バージョンがインストールされているという

メッセージが表示されます。

2. 以前の Power Center データベースを移行させる場合は、以前のデータを移行する チェックボックスを
選択するようにしてください。これにより、階層情報、モニタリング履歴、ポリシー設定、イベント、
および資格情報データなどの Power Center データの大部分が移行されます。
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3. アップグレードするには、今すぐアップグレード をクリックします。アップグレードしない場合は キャ
ンセル をクリックします。

メモ: リモートシステムで OpenManage Power Center を 新バージョンにアップグレードする時は、
OpenManage Power Center データベース内のデータは 新バージョンに移行されません。

メモ: OpenManage Power Center 1.2 から OpenManage Power Center 3.0 にアップグレードした後、
役割に割り当てられている権利が変更される場合があります。役割を編集して、権利を再度割り当てて
ください。

Windows での OpenManage Power Center のアンインストール

メモ: Power Center をアンインストールする前に、Power Center 管理コンソールからすべてのデバイ
スを削除するようにしてください。そうしないと、ポリシーに設定された既存の電力キャップ値（EPR 
を含む）が、デバイスで有効なままとなります。ブレーカが落ちるのを避けるため、デバイスを削除す
る前にデータセンターの電力キャップをチェックする必要があります。これは、同時にポリシーも削除
されるからです。

1. スタート → コントロールパネル → プログラム / プログラムと機能 をクリックします。

2. Dell OpenManage Power Center を選択し、右クリックして アンインストール を選択します。

次のメッセージが表示されます。

Are you sure you want to uninstall Dell OpenManage Power Center?
3. はい をクリックして承認します。画面上の指示に従ってください。

メモ: OpenManage Power Center のアンインストール時、OpenManage Power Center がインストー
ルされているインストールフォルダが削除されます。

Windows での OpenManage Power Center の起動

システムでの OpenManage Power Center のインストールの完了後、OpenManage Power Center のデスク

トップアイコンがデスクトップに作成されます。OpenManage Power Center コンソールは、このアイコン

を使用して起動することができます。コンソールはシステムで設定されたデフォルトブラウザに起動されま

す。

または、ウェブブラウザを開いて OpenManage Power Center を起動することもできます。OpenManage 

Power Center を起動するには、お使いのブラウザを設定する必要がある場合があります。

OpenManage Power Center を起動するには、ウェブブラウザに次のアドレス https://
<Server_Name>:<HTTPS_Port>/powercenter/ を小文字で入力します。

例：https://localhost:8643/powercenter/

メモ: OpenManage Power Center 管理コンソールの使用には、画面解像度 1280×800 ピクセル以上の
使用をお勧めします。

ユーザーアカウントを選択して、名前とパスワードを入力します。OpenManage Power Center コンソール

が表示されます。ここから OpenManage Power Center の機能を使用できます。

Internet Explorer のためのセキュリティ強化の構成の設定

OpenManage Power Center サーバーが Windows Server 2008 R2 または Windows Server 2012 を使用し

ており、ウェブブラウザが Internet Explorer 10 以上の場合、デフォルトで Internet Explorer セキュリティ

強化の構成（ESC）機能が有効になっています。Internet Explorer で OpenManage Power Center を正しく
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機能させるには、この機能を無効にするか、Internet Explorer が OpenManage Power Center サイトとリン

クを信頼するように設定する必要があります。

Windows Server 2012 での ESC の無効化

1. 開いている Internet Explorer ウィンドウをすべて閉じます。

2. Server Manager を開きます。

3. 左のナビゲーションバーで、ローカルサーバー をクリックします。

4. プロパティ で IE セキュリティ強化の設定 を探し、システム管理者およびユーザー両方のために オン ま
たは オフ ラジオボタンを必要に応じてクリックして、これらのグループの ESC を有効化または無効化
します。

5. OK をクリックして、選択を保存します。

Windows Server 2008 R2 での ESC の無効化

1. コントロールパネル → システムおよびセキュリティ → 管理ツール → サーバーマネージャの順に選択
します。

2. サーバー概要セキュリティ情報 セクションで、IE ESC の設定 をクリックします。

Internet Explorer セキュリティ強化の設定ウィンドウが開きます。

3. 管理者とユーザー両者に対して、セキュリティ強化の設定をオフに設定します。

ESC が Power Center サイトとリンクを信頼するよう設定する

1. Internet Explorer → ツール → インターネットオプション → セキュリティの順に選択します。

2. 信頼済みサイトをクリックして、信頼するサイトに about: Blank を追加します。

メモ: 設定を有効にするために Internet Explorer を再起動しなければならない場合があります。

Linux での Power Center のインストール、アンインストー
ル、起動、およびアップグレード

本項では、Linux プラットフォームで Power Cener をインストール、アンインストール、起動、およびアッ

プグレードする方法を説明します。

Linux サーバーでの Power Center のインストール

Windows サーバーで Dell OpenManage Power Center を インストールするには、管理者権限と、インスト
ール先フォルダに対する読み取り / 書き込みアクセス権を持っている必要があります。これらの権限がない
場合、インストールは失敗する場合があります。

Power Center をインストールする前に、システムが 低システム要件を満たしていることを検証してくださ

い。

メモ: –prefix=<dir> を使用して、デフォルトパス以外の場所にインストールバイナリファイルを保

存します。

1. dell.com/powercenter で、Power Center の圧縮（*.zip または *.tar.gz）インストールファイルをダウ
ンロードします。

メモ: 次の手順を実行するには、ルートユーザーアカウントを使用する必要があります。

2. インストールファイルを解凍し、rpm および install.sh ファイルを生成します。
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メモ: デフォルトのインストールディレクトリは /opt/dell/ompc ですが、デルでは、次の手順

で説明されている通り、インストールを INSTALLDIR に指定することをお勧めします。

3. 次のコマンドを実行してバイナリをインストールし、初期化ツールを自動的に起動します。

#./install.sh <INSTALLDIR>
4. Linux コマンドラインインタフェースで rpm –i と入力し、バイナリファイルを抽出します。

5. Linux ターミナルでは、Power Center のインストールと設定に初期化ツールを使用します。

Dell OpenManage Power Center インストールウィザードのようこそ画面が表示されます。

6. <Enter> を押して続行します。

エンドユーザー使用許諾契約書 が表示されます。

7. EULA 契約書を読み、accept と入力して続行します。

Power Center ライセンス 画面が表示されます。

8. ライセンスメッセージを確認し、<Enter> を押して続行します。

HTTPS 設定 画面が表示されます。

9. リストから番号を入力した後、要求される情報を入力して、HTTPS 設定を行います。

• HTTPS ポート — 1000～9999 範囲内のポート番号を入力します。OMPC はデフォルトポート番号 
8643 を使用します。

• キーストアパスワード — キーストアファイルにアクセスするために使用されるパスワードを入力し
ます。パスワードは少なくとも 5 文字である必要があり、非 ANSI 文字と二重引用符（"）は使用で
きません。

すべての変更を行ったら、<Enter> を押します。データベースサーバー 画面が表示されます。

10. 次の情報を入力して、PostgreSQL サービスを設定します。

• ユーザー名 — PostgreSQL データベースサーバーのユーザー名を入力します。

• ユーザーパスワード — PostgreSQL データベースサーバーのユーザーパスワードを入力します。

メモ: パスワードは 小 8 文字の長さにし、大文字、小文字、数字、非英数字カテゴリのうち
少なくとも 3 つを使用する必要があります。パスワードにはスペースを使用できます。

• PostgreSQL ポート — デフォルト値は 6443 です。別のデータベースでデフォルトポートが使用さ
れている場合、別のポートを入力します。

• PostgreSQL データディレクトリ — PostgreSQL データの場所です。

<Enter> を押して続行します。

メモ: インストール後に OpenManage Power Center ログインするには、スーパーユーザーアカウ

ントを作成する必要があります。

11. スーパーユーザーアカウントを作成します。

a. 1 を入力し、スーパーユーザーアカウント名を入力します。このアカウント名には次の条件が必要で

す。

• 各 Power Center ユーザーについて固有である

• 高 20 までの、“/\[]:;|=,+'*?<>.@ 以外の大文字または小文字の印刷可能文字

• 大文字と小文字を区別しない

b. 2 と入力し、スーパーユーザーアカウント用のパスワードを入力します。

メモ: パスワードは 小 8 文字の長さにし、大文字、小文字、数字、非英数字カテゴリのうち

少なくとも 3 つを使用する必要があります。パスワードにはスペースを使用できます。

12. <Enter > を押してインストールを開始します。

13. インストールが完了したら、q を入力してインストールウィザードを終了します。
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Linux でのインストール先ディレクトリ

OpenManage Power Center パッケージはデフォルトで /opt/dell/ompc にインストールされています。

OpenManage Power Center パッケージには、次のフォルダが含まれます。

• bin — OpenManage Power Center バイナリ

• conf — OpenManage Power Center 設定ファイル

• external — OpenManage Power Center によってインストールされたその他アプリケーション

• Logs — OpenManage Power Center イベントログ

• Pgdata（デフォルト）— データベースファイル

Linux での Power Center サービス

Linux プラットフォームインストールでは、OpenManage Power Center に次のサービスが含まれています。

• Dell OpenManage Power Center データベースサービス – OpenManage Power Center 用の 
PostgreSQL 内部データベースです。

• Dell OpenManage Power Center DataCenter Manager サービス – OpenManage Power Center サーバ
ーのコアサービスです。デバイスとの通信を含むすべてのアクションを実行します。

• Dell OpenManage Power Center 認証サービス – 標準 PAM インタフェース経由で、ローカル Linux ユー
ザーおよびグループを認証します。

• Dell OpenManage Power Center WebServer サービス – OpenManage Power Center ウェブアプリケー
ションをホストする Apache Tomcat サーバーで、アクション要求を OpenManage Power Center サーバ
ーに渡します。

OpenManage Power Center サービスステータスをチェックするには、コマンドラインインタフェースで次

のコマンドを使用します。

#service ompcdaemons status Control power center service

OpenManage Power Center サービスを開始、停止、または再開するには、次のコマンドを使用します。

 #service ompcdaemons start|stop|restart|status

Linux での Power Center のアンインストール

メモ: Power Center をアンインストールする前に、OpenManage Power Center のコンソールからす
べてのデバイスを削除するようにしてください。削除しなければ、ポリシーで設定された既存の電力上
限値（EPR を含む）がデバイスで有効なままとなります。ブレーカが落ちないようにするため、デバイ
スを削除する前にデータセンターの電力容量をチェックするようにしてください。これは、デバイスと
同時にポリシーも削除されるからです。

Linux サーバーから Power Center をアンインストールするには、コマンドラインインタフェースで次のコマ

ンドを入力します。

rpm –e OpenManage_PowerCenter

メモ: OpenManage Power Center のアンインストール時、OpenManage Power Center がインストー
ルされているインストールフォルダが削除されます。
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Linux での Power Center の起動

ウェブブラウザを開きます。OpenManage Power Center を起動するには、お使いのブラウザを設定する必

要がある場合があります。

OpenManage Power Center を起動するには、ウェブブラウザに次のアドレス https://
<Server_Name>:<HTTPS_Port>/powercenter/ を小文字で入力します。

例：https://localhost:8643/powercenter/

メモ: OpenManage Power Center 管理コンソールの使用には、画面解像度 1280×800 ピクセル以上の
使用をお勧めします。

ユーザーアカウントを選択して、名前とパスワードを入力します。OpenManage Power Center コンソール

が表示されます。ここから OpenManage Power Center の機能を使用できます。
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4
コマンドラインインタフェース
コマンドラインインタフェース（CLI）がサポートするすべてのコンピュータエンドは、次のフォーマットで

す。

ompc_cli [COMMAND] [GENERIC_OPTIONS] [COMMAND_OPTIONS] [COMMAND_TARGET]

動作は有効な [COMMAND] で始める必要があります。オプションは [COMMAND] の後ならどこにでも入力で

きます。値が入っている各オプションについて、.値はオプションの直後に入力する必要があります。

メモ: コマンドとともに重複または不正確なオプション値が入力された場合、CLI でエラーが発生して

終了します。たとえば、コマンドでプロファイルとプロトコルオプションの両方が同時に入力された場

合、エラーが発生して CLI が終了します。

GENERIC_OPTIONS は、このコマンドラインで汎用ジョブを実行するために使用されます。

Windows では、ユーザー認証資格権限は次のように指定されます。

• user_auth <POWER_CENTER|WINDOWS_LOCAL|WINDOWS_DOMAIN>
• user_name <user_name>： user_type が WINDOWS_DOMAIN の場合、user_name は domain\user 

フォーマットである必要があります。

• user_password <password>

Linux では、ユーザー認証資格権限は次のように指定されます。

• user_auth <power_center|linux_local|ldap>
• user_name <user_name>
• user_password <password>

COMMAND_TARGET は、コマンドが実行されるターゲットを指定します。たとえば、add_profile の 

COMMAND_TARGET は追加するプロファイル名です。特定のコマンドについては、COMMAND_TARGET は汎用

オプションまたはこのコマンドがサポートするオプションの名前と同じ名前はつけられません。たとえば、

COMMAND_TARGET はコマンド add_profile の –protocol または –user_name にはできません。

COMMAND_TARGET の場合、コンテンツの順序は特定のコマンド定義項で定義されたとおりである必要があ

ります。有効なオプションであれば、COMMAND_TARGET のコンテンツと混在でｋます。たとえば、

move_device コマンドの COMMAND_TARGET の順序は、 初に FROM_GROUP_PATH から、次に 

TO_GROUP_PATH から提供する必要があります。
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コマンドラインインタフェースのエラー処理

Windows では、コマンドが成功した時の CLI の終了コードは 0 になります。コマンドが成功しなかった場

合は、エラーコードが表示されます。詳細に関してはコマンドラインインタフェースのエラーコードを参照

してください。

Linux では、コマンドが成功した時の CLI 終了コードは 0 になります。 コマンドが成功しなかった場合は、

汎用エラーコードである 1 が表示されます。より具体的なエラーコードを取得するには、stderr を使用し

てください。そのコードについての詳細は、コマンドラインインタフェースのエラーコードを参照してくだ

さい。

コマンドラインインタフェースコマンド

メモ: 次のコマンドでは、[ ] は任意の属性を、< > は変数を表します。すべてのコマンドラインテキス
トで大文字と小文字が区別されます。

ヘルプ

使用方法：

 ompc_cli help [<COMMAND>] [<COMMAND_OPTION >]

ヘルプコマンドは、コマンドまたはコマンドオプションのヘルプコンテンツを印刷します（汎用オプション

を含む）。ヘルプコマンドに認証は必要ありません。

ヘルプコマンドが指定されていない場合（ompc_cli コマンドがパラメータなしで発行される）、ompc_cli ツ

ールについての汎用ヘルプ情報が表示されます。 ompc_cli help にも汎用ヘルプが表示されます。

ompc_cli help help には、ヘルプコマンドのヘルプが表示されます。

<COMMAND> のみ入力された場合、CLI はコマンドに使用可能なコマンドオプションを含む、指定したコマ

ンドのヘルプを印刷します。無効なコマンドを入力した場合、CLI にはエラーメッセージが表示されます。

<COMMAND> と <COMMAND_OPTION> の両方が入力された場合、CLI は所定のコマンドに指定されたコ

マンドオプションを印刷します。コマンドオプションが所定コマンドに対して無効なオプションの場合、CLI 

にはエラーメッセージが表示されます。

複数のコマンドまたはコマンドオプションが入力された場合、CLI にはエラーメッセージが表示されます。

add_profile

使用方法：

ompc_cli add_profile -protocol <protocol_name> [-description <description>] 
[<pair of protocol property and value options>] <profile_name>

add_profile コマンドは新規に検知されたプロファイルを OMPC に追加します。profile_name argument 

は、プロファイルの識別に使用され、固有名である必要があります。プロトコルプロパティおよび値は、検

知を実行するのに使用するプロトコルによって異なります。
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protocol_name は <IPMI | SNMPv1v2c | SNMPv3 | WS-Man | SSH | HTTPS> にしてください。

IPMI の場合、プロパティは次の通りです：

• ipmi_user
• ipmi_password
• ipmi_key

SNMPv1v2c の場合、プロパティは snmp_community_string です（必須）。

SNMPv3 の場合、プロパティは次の通りです：

• snmp_user (Required)
• snmp_authentication_password
• snmp_encryption_password

WS-Man の場合、プロパティは次の通りです：

• wsman_port
• wsman_user
• wsman_password
• wsman_validate_cert （値は true または false のいずれか）

HTTPS の場合、プロパティは次の通りです：

• https_port
• https_user
• https_password
• https_validate_cert （値は true または false のいずれか）

SSH の場合、プロパティは次の通りです：

• ssh_port
• ssh_user
• ssh_password

update_profile

使用方法：

ompc_cli update_profile [-description <description>] [<pair of protocol 
property and value options>] <profile_name> [<new_profile_name>]

update_profile コマンドは、OMPC の profile_name が識別した既存検知プロファイルをアップデートし

ます。コマンドオプションのセマンティックは、add_profile と同じです。プロトコルプロパティは、このプ

ロファイルがサポートするプロトコルによってアップデートできるよう設定します。new_profile_name 
が入力された場合、profile_name が new_profile_name にアップデートされます。
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add_device

使用方法：

ompc_cli add_device [-device_name <device_name>] [-description <description>] [-
size <size>] [-estimated_max_power <estimated_max_power>] –device_type <SERVER 
| PDU | UPS | UNSUPPORTED|CHASSIS> [-model <model>] [–profile <profile-name>] [-
protocol <protocol_name>] [<pair of protocol property and value options>] 
[host_name or ip]

add_device コマンドは、プロファイル名識別プロファイルを使用、またはコマンドオプション経由で直接提

供される関連プロトコル情報を使用することにより、OMPC にデバイスを追加します。–profile と–
protocol を同時に入力できません。

device_nameは任意で、入力されない場合は、OMPC が device_name（ネットワーク検知と同じルール

で）を生成します。サポートされていないデバイスの場合、デフォルトの自動生成された device_name は

サポートされていません。識別子を固有にするため、OMPC がデバイス名に数値をつけます。

[host_name or ip] オプションは、device_type がサポートされていない場合以外必須です。

-model オプションは、タイプがサポートされていない場合にのみ有効です。

update_device

使用方法：

ompc_cli update_device [-description <description>] [-size <size>] [-
estimated_max_power <estimated_max_power>] [-host_name <host_name>] [-ip <ip>] 
[<pair of protocol property and value options>] <device_name > 
[<new_device_name>]

update_device コマンドは、device_name によって識別されるデバイス情報をアップデートします。

new_device_name が入力された場合、device_name も new_device_name にアップデートされます。

[<pair of protocol property and value options>] は、このデバイスによってサポートされるプ

ロトコルによって異なります。

rediscover_device

使用方法：

ompc_cli rediscover_device [-service_tag <stag>] [<device_name>]

rediscover_device コマンドを使うと、OMPC がデバイスと接続し、デバイス側で変更される可能性がある

プロパティを更新します（たとえば、電源能力およびデバイスモデルなど）。

再検知後、検知時刻 が再検知時刻にアップデートされます。

シャーシ管理コントローラ（CMC）について、ラックに追加する前に再検知する場合（つまり、その中にあ

るブレードが列挙されていない）、その中のブレード列挙をトリガしません。ラックに追加された後に CMC 

を再検知する場合（中のブレードが列挙される）、OMPC はその中のブレード変更を列挙して変更を反映し

ます。

-service_tag と device_name を同時に使用できません。
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デバイスがサポートされていないデバイス（device_type がサポートされていない）の場合、CLI にエラー

「CLI はサポートされていないデバイスの再検知を許可しません。」が表示されます。

remove_profile

使用方法：

ompc_cli remove_profile <profile-name> 

remove_profile コマンドは、検知プロファイルを削除します。

delete_device

使用方法：

ompc_cli delete_device [-service_tag <stag>] [<device_name>]

delete_device コマンドは、デバイスを削除します。–service_tag と device_name は同時に使用できま

せん。

デバイスがシャーシの場合、グループのように削除さえｒます（その中のブレードがすでに列挙されている

場合）。シャーシ自体も OMPC から削除され、デバイスページに表示されなくなります。

add_group

使用方法：

 ompc_cli add_group [-description <description>] -group_type <DC|ROOM|AISLE|
RACK|CUSTOM > [-capacity <capacity>] [-total_power_capacity <power_capacity>] 
GROUP_PATH 

add_group コマンドは、GROUP_PATH に識別された新しいグループを追加します。タイプが RACK の場

合、<capacity> オプションを提供する必要があります。

フォワードスラッシュ（/）は、add_group コマンドで GROUP_PATH としては使用できません。

シャーシはどのグループにも、いつでも追加できます。シャーシ管理コンソール（CMC）を追加できるの

は、複数ラックではなく 1 つのラックにのみです。

CMC をどのグループに追加しても、その中のブレードは列挙されます。

delete_group

使用方法：

ompc_cli delete_group [-preview] GROUP_PATH

delete_group コマンドは、GROUP_PATH により識別されるグループを削除します。このグループ内のすべ

てのデバイスが、このグループから削除されます。デバイスページと、デバイスを含むほかのグループには、

デバイスがまだ存在します。

すべてのサブグループはこのグループから削除されます。サブグループが複数の親グループに所属する場

合、このサブグループは他の親グループに存在したままとなります。(現在の親から削除後）サブグループが

親グループに所属しない場合、このサブグループは OMPC から削除されます。これは、グループ自体にも適

用されます。
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[-preview] オプションが与えられた場合、影響を受けるグループ、デバイス、およびポリシーの集計が表

示されます。削除は行われません。

• 集計には、影響を受けるデバイス数、影響を受けるグループ数、影響を受けるポリシー数が含まれます。

• 指定したグループパスのすべてのサブグループは、OMPC から削除されたかどうかに関わらず集計に入

ります。(サブグループが指定したグループパスから削除できたが、別の親グループからの参照により 

OMPC からは削除できないことがある。）

• すべてのデバイスとサブグループが集計に入ります（指定したグループの直接の子のみではない）。

• 影響を受けるデバイスに追加したポリシーは、デバイスが OMPC から削除されずこれらのポリシーはこ

れらのデバイスに残るため、集計には入りません。

集計例：

– 影響を受けたデバイス数：5

– 影響を受けたサブグループ数：10

– 影響を受けたポリシー数：3

delete_group コマンドでシャーシをグループとして削除できます。この場合、削除が完了するとシャーシ

はデバイスページにデバイスとして表示されたままですが、このシャーシを含むほかのグループがなければ

グループとしては表示されなくなります（シャーシとその中のブレードに関連がない場合）。

update_group

使用方法：

ompc_cli update_group [-description <description>] [-group_type <DC|ROOM|AISLE|
CUSTOM|RACK >] [-capacity <capacity>] [-total_power_capacity <power_capacity>] 
GROUP_PATH [new_group_name]

update_group コマンドは GROUP_PATH によって識別される既存グループのプロパティをアップデートし

ます。–capacity と –total_power_capacity オプションが有効なのは、アップデートするグループが

ラックの場合のみです。ラックの –group_type はアップデートできず、他のタイプのグループはすべてラ

ックにアップデートできません。

new_group_name が入力された場合、CLI がグループ名を新しい名前にアップデートします。グループは他

のグループに属することが可能です。この場合は、名前の矛盾により名前変更操作に失敗する可能性があり

ます。

シャーシはグループとしてみなすことができるため、CLI は update_group コマンドを使ってシャーシのプ

ロパティにアップデートを許可します。シャーシ説明と名前のアップデートは、update_group コマンドで

のみ可能です。グループのタイプをシャーシにアップデートすることはできません。

名前は、同じ親グループのデバイスとグループ全体で固有のものである必要があります。

update_group コマンドの GROUP_PATH として「/」は使用できません。

add_device_to_group

使用方法：

ompc_cli add_device_to_group [-slot <slot_num>] [-service_tag <stag>] 
[<device_name >] GROUP_PATH
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add_device_to_group コマンドはデバイスをグループに追加します。デバイスがラックに追加された場合、

slot_num オプションを使用してデバイスの追加先のスロットが指定されます。スロットの値が -1 の場合、

スロットは自動選択されます。PDU/UPS 追加時にスロットオプションを提供しない場合、PDU/UPS はラッ

クにつけられます。ラックにサーバーまたはシャーシを追加するために、-slot が許可されます（提供され

ない場合、スロットは自動選択されます）。他のグループにサーバーまたはシャーシを追加する場合、-slot
は許可されません（エラーが表示されます）。

スロットは 1 から始まります（0 は無効なスロット番号です）。

PDU と UPS を追加できるのはラックにのみです。前の OMPC リリースのほかのタイプのグループにある 

PDU と UPS の場合、データをアップグレードする場合、アップグレード後にそれらのグループから PDU と

UPS を削除する必要があります。

add_device_to_group コマンドは、グループからグループにデバイスを移動しません。これを行うのは 

move_device です。

デバイスがすでにグループにぞくしている場合、add_device_to_group コマンドを使ってデバイスを別のグ

ループに追加できます。追加されたデバイスは、旧グループと新しい親グループの両方に属します。例外は、

デバイスが属することができるのが 1 つのラックのみで（複数ではない）、ブレードが属することができるの

は 1 つのシャーシのみ（複数ではない）であることです。add_device_to_group コマンドではブレードをシ

ャーシに追加できません。

シャーシがどのグループに追加されても、シャーシの中のブレードが列挙され、シャーシは中にすべてのブ

レードを含むグループとなります。

remove_device_from_group

使用方法：

ompc_cli remove_device_from_group [-service_tag <stag>] [<device_name >] 
GROUP_PATH

remove_device_from_group コマンドは、GROUP_PATH によって識別あれるグループからデバイスを削除

します。

グループから（デバイスとして）シャーシを削除することはできません。

デバイスが複数グループに属する場合、1 つのグループから削除しても、他のグループには属したままです。

シャーシはこのコマンドで削除できます。この場合、動作は、delete_group コマンドを使ったシャーシの削

除と同じです。

move_device

使用方法：

ompc_cli move_device [-service_tag <stag>] [<device_name >] [-slot <slot_num>] 
FROM_GROUP_PATH TO_GROUP_PATH

move_device コマンドは FROM_GROUP_PATH から TO_GROUP_PATH にデバイスを移動します。移動した

デバイスは、FROM_GROUP_PATH でなく TO_GROUP_PATH に属します。
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スロットオプションが該当するのは、デバイス（シャーシを含む）をラックに移動する場合のみです。デバ

イスの移動先スロットが指定されます。デバイスをラックに移動する際にそれが提供されない場合、CLI が

スロットを特定します。

PDU/UPS をラックからラックへ移動し、スロットが提供されていない場合：

• PDU/UPS が前のラックのスロットにある場合、CLI が新しいラックのスロットを 1 つ選択します。

• PDU/UPS が前のラックに付けられている場合、CLI は新しいラックに付け直します。

PDU/UPS をラックからラックへ移動し、スロットを指定した場合：

• PDU/UPS が前のラックのスロットにある場合、CLI は新しいラックの指定スロットを使用します。

• PDU/UPS が前のラックに付けられている場合、CLI がエラーを報告します。

Power Center では、PDU/UPS プロパティの「slotted」と「attached」 間の変更ができません。「slotted」

と「attached」 間の変更は、ラックから PDU/UPS を削除してラックに再追加することによって実行できま

す。

移動するデバイスがシャーシの場合、動作は move_group コマンドによる移動と同じです。

属性 -service_tag と device_name を同時に使用できません。

移動操作が失敗した場合、デバイスは元のグループに維持されます。停電、クラッシュ、リモートデータベ

ースのネットワーク障害、ローカルネットワーク障害などの重大な状況は例外となります。

move_group

使用方法：

ompc_cli move_group FROM_GROUP_PATH TO_GROUP_PATH

move_group コマンドはグループを FROM_GROUP_PATH から TO_GROUP_PATH に移動します。

FROM_GROUP_PATH から TO_GROUP_PATH と同じグループパスは使用できません。また、

FROM_GROUP_PATH として「/」は使用できません。

グループを移動した後、FROM_GROUP_PATH により識別されたグループは、FROM_GROUP_PATH の元の親に

は属しません。TO_GROUP_PATH に属するようになります。

シャーシをラックに移動すると、CLI が使用可能なスロット（ある場合）を 1 つ選択します。新しいラック

のシャーシにスロットを指定する場合、move_device コマンドを使用する必要があります。

移動操作が失敗した場合、デバイスは元のグループに維持されます。停電、クラッシュ、リモートデータベ

ースのネットワーク障害、ローカルネットワーク障害などの重大な状況は例外となります。

add_group_to_group

使用方法：

ompc_cli add_group_to_group GROUP_PATH TO_ _GROUP_PATH

add_group_to_group コマンドは、GROUP_PATH が識別したグループを TO_GROUP_PATH に移動します。

ソースグループパスが別の親グループに属する場合、グループの追加後、ソースグループが旧グループと新
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しい親グループの両方に属することになります。例外は、シャーシが属することができるのは（複数でなく）

1 つのラックのみということです。

ラックにグループは追加できません（シャーシは例外で、ラックに追加される前のデバイスで、ラックに追

加された後のグループです）。

シャーシをラックに追加すると、CLI が使用可能なスロット（ある場合）を 1 つ選択します。そのラックの

シャーシにスロットを指定する場合、add_device_to_group コマンドを使用する必要があります。

リストコマンド

次に挙げるのは、リストコマンドの汎用ルールです：

• リストコマンドの出力は単純な表状の構造で、カンマ区切りの行名が 初に出力され、次にカンマ区切り

のデータが続きます。レコードごとに 1 行あります。データが該当しないまたは使用不可能な場合、その

データは横に並んだ 2 つのカンマで示されます（NULL フィールド）。

• 出力フィールドの改行（CRLF）は、スペースに置き換える必要があります。

• 二重引用符とカンマを含むフィールドは、二重引用符で囲む必要があります。

• フィールド内部に二重引用符が表示される場合、別の二重引用符を前に置くことでエスケープする必要が

あります。例： “aaa”、“b””bb”、“ccc”。

list_device_props

使用方法：

ompc_cli list_device_props [-service_tag <servtag>] [<device_name>]

list_device_props コマンドは、servtag または device_name. により識別されたデバイスのすべてのプロ

パティをリスト表示します。プロパティには、service_tag、プロトコル、プロトコルプロパティ、デバイス

名、アドレス（IP またはホスト名）、モデル、およびデバイスタイプ（デバイス名は 初の行）が含まれま

す。

機密データ（パスワード/キー）はプロトコルプロパティとしてリストされません。

list_devices

使用方法：

ompc_cli list_devices [GROUP_PATH]

list_devices コマンドは、GROUP_PATH の直下にあるすべてのデバイスをリスト表示します。GROUP_PATH 
が提供されない場合、OMPC によって管理されるすべてのデバイスを、接続の有無に関わらずリスト表示し

ます。プロパティには、プロトコル情報を除く list_device_props コマンドのプロパティすべてが含まれます

（デバイス名は 初の行）。

「/」が GROUP_PATH として提供されている場合、CLI はルートレベルのデバイスをリスト表示します。

list_group_props

使用方法：

ompc_cli list_group_props GROUP_PATH
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list_group_props コマンドは、GROUP_PATH によって識別されたグループのすべてのプロパティをリスト表

示します。プロパティには、group_type（DC、部屋、ラック、通路など）、説明、およびそのグループタイ

プに固有のその他のプロパティが含まれます。たとえば、ラックの場合、その他のプロパティには容量およ

び総電力容量などが含まれます。

このコマンドは「/」には適用されません。

list_groups

使用方法：

ompc_cli list_groups [-unique] [GROUP_PATH]

list_groups コマンドは、GROUP_PATH の子グループすべてをリスト表示します(直接の子のみ）。

GROUP_PATH が提供されない場合、CLI はすべてのグループパスまたは OMPC のすべての固有グループをリ

スト表示します。プロパティには、完全就職グループ名、グループタイプ、および member_count などが

含まれます。member_count プロパティは、子グループのすぐ下にあるデバイスとグループの数です。

[-unique] には、GROUP_PATH が提供されても影響はありません。

「/」が GROUP_PATH として提供されている場合、CLI はルートレベルのグループをリスト表示します。

グループには複数の完全修飾グループ名がある可能性があります。[-unique] が提供された場合、CLI はす

べての固有グループをリストしますが、そうでない場合はすべてのグループパスをリストします。

list_groups の出力例：

group_name, group_type, member_count

myservers/mygroup, Room, 20

list_report_groups

使用方法：

ompc_cli list_report_groups

list_report_groups コマンドは、すべてのレポートグループをリストするために使用します。各レポートグ

ループは、report_group_name、description、および created_by の 3 つのフィールドを含む 1 つの行で出

力されます。

list_reports

使用方法：

ompc_cli list_reports [REPORT_GROUP]

list_reports コマンドは、ユーザー定義のレポートをリストするために使用します。REPORT_GROUP は

レポートグループの名前です。REPORT_GROUP が提供されない場合は、すべてのレポートがリストされま

す。提供されていると、指定された REPORT_GROUP に属するレポートのみがリストされます。

各レポートは、report_name、description、format、report_group_name、created_by、および 

status（実行されているかどうか）のフィールドを含む 1 つの行で出力されます。
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run_report

使用方法：

ompc_cli run_report [-start_date <start_date>] [-end_date <end_date>] [-format 
<CSV|XML>] [-file_name <file_name>] [-detail] REPORT_NAME

run_report コマンドは、保存したレポートを実行し、結果をコンソールまたはファイルにエクスポートす

るために使用します。

REPORT_NAME は必須で、どの保存済みレポートを実行するかを指定します。

-start_date および -end_date オプションは任意です。これらを提供すると、元のレポート設定で保存

された時間範囲に優先してレポートを実行するために使用されます。 -start_date のみを提供すると、現

在の時刻が時間範囲の終了時刻として使用されます。-end_date のみを提供すると、監視データの も早

い時刻が時間範囲の開始時刻として使用されます。

-file_name が提供されない場合、結果は CSV フォーマットでコンソールに表示され、レポートと共に保

存されたフォーマット設定、または -format オプションで指定されたフォーマットは無視されます。

-file_name が提供されると、結果は -format オプションで指定されたフォーマットでファイルに保存さ

れます。-format が提供されない場合、レポートと共に保存されたフォーマットが使用されます。

-detail オプションは、有効利用されていない電力の計算詳細をエクスポートする「Power HeadRoom」

レポートのみに適用されます。

レポートが正常に実行された後、レポート結果はコンソールに表示されるか、<file_name> で指定されたフ

ァイルに保存されます。これ以外の場合は、エラーメッセージが表示されます。

discover_device

使用方法：

ompc_cli discover_device -profile <profile-name> [-ip <ip>] [-host_name 
<host_name>] [-network_mask <network_mask>] [-end_ip <end_ip>]

discover_device コマンドは、デバイスを検出して検出されたデバイスを自動的に OMPC に追加するた

めに使用します。このコマンドは HTTPS プロファイルのみをサポートします。

-ip および -host_name オプションを提供する必要があります。

-ip を提供するときは、-network_mask も提供する必要があります。-end_ip は、-ip が提供されてい

る場合にのみ使用可能です。

-end_ip が提供されている場合、検出は <ip>-<end_ip> の IP 範囲で実行されます。提供されていない場

合は、単一アドレス <ip> に対して検出が実行されます。

検出の完了後、検出されたデバイスが OpenManage Power Center に自動的に追加され、計数がコンソール

に表示されます。デバイスの検出が失敗した場合は、エラーメッセージが表示されます。
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コマンドラインインタフェースのエラーコード

エラーコードは、次のうち 2 つの条件が発生した場合に表示されます。

• CLI が、コマンドまたはコマンドオプション検証エラーなどのエラーを識別した。CLI によってエラーコ

ードが生成されます。CLI のモジュール番号は 0xEE です。各コマンドのエラー番号とオプションが表

示されます。

• OpenManage Power Center バックエンドエラーが発生した。この場合、サーバーからのエラーコードが

CLI によって返されます。

エラーコードでは次のフォーマットが使用されます。

8E|Module|Related Module (Optional)|Detail (Optional)

OMPC モジュールおよびエラーコード：

• OMPC データベース — 0x01

• DCM SDK — 0x02

• OMPC UI アセット — 0x03

• DC モデリング — 0x04

• 概要 — 0x05

• モニタリング — 0x06

• ユーザーアカウント — 0x07

• 設定 — 0x08

• イベント — 0x09

• 発見 — 0x0A

• ライセンス — 0x0B

• ポリシー — 0x0C

• 接続プール — 0x0D

• ロール/権限 — 0x0E

• ログイン/ログアウト — 0x0F

• プロファイル — 0x10

• 使用可能リスト — 0x11

• セキュリティ — 0x12

• ページング/並べ替え/フィルタリング — 0x13

• 設定 — 0x14

• ユニットハンドラー — 0x15

• インフラストラクチャ — 0x16

• 不明 — 0xFF
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5
アクセスコントロール
本章では、次に挙げる項目を含む、Dell OpenManage Power Center のアクセスコントロールについての情

報を提供します。

• ログイン / ログアウト — ユーザーアカウントの資格情報を入力して OpenManage Power Center にロ
グインします。

• ユーザー / 役割 / 権限管理 — ログイン後は、管理コンソールの 設定 → ユーザー 画面からユーザーアカ
ウントを管理することができます。OpenManage Power Center は、ユーザーの役割ベースのアクセスコ
ントロールを提供します。これらのコントロールを使用するには、まず 初に役割をセットアップしてか
ら、各役割の権限を定義します。その後、OpenManage Power Center アカウントをセットアップして、
それらを異なる役割を割り当てることができるようになります。

• ライセンス — OpenManage Power Center には有効なライセンスが必要です。試用版ライセンスの有効
期限が切れたら、永続ライセンスをインポートする必要があります。

 

認証について

OpenManage Power Center は、OpenManage Power Center ユーザーと、Windows および Linux ユーザー

の両方をサポートします。

クロスドメイン認証では、ドメインは、OpenManage Power Center サーバーがインストールされたドメイ

ンによって推移的に双方向で信頼されている必要があります。一方向で信頼されている、または 

OpenManage Power Center サーバーがインストールされたドメインから信頼されていないドメインのユー

ザーアカウントの認証はサポートされておらず、失敗する場合があります。

ログイン

Dell OpenManage Power Center は、OpenManage Power Center で管理されるユーザーと、認証済みの 

Windows および Linux ユーザーの両方をサポートしています。

ユーザー名とパスワードでのログイン

ユーザー名とパスワードを使って Dell OpenManage Power Center にログインするには、次のアカウントの

いずれかを使用します。

• Power Center アカウント — このアカウントは OpenManage Power Center で作成できます。初めて 
OpenManage Power Center にログインするときは、インストール中に作成した Power Center ユーザー
アカウントを使用する必要があります。

メモ: Windows ドメインまたは Windows ローカルアカウントのいずれかで OpenManage Power 
Center にログインする前に、設定 → ユーザー 画面にアクセスして OpenManage Power Center に
アカウントを追加する必要があります。詳細に関しては、ユーザーアカウントの追加を参照してく
ださい。
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メモ: OpenManage Power Center には、OpenManage Power Center サーバーの SSO を使用して
ログインすることはできません。SSO をリモートで使用する場合に限り、OpenManage Power 
Center にログインできます。

メモ: SSO を使用してログインする前に、OpenManage Power Center に SSO ユーザーアカウント
を追加する必要があります。SSO を使用することにより、ログインページを省略して ホーム ペー
ジに直接アクセスします。

• Windows ドメインアカウント — Windows ドメインアカウント。

• Windows ローカルアカウント — OpenManage Power Center サーバー上の Windows ローカルアカウ
ント。

• Linex ローカルアカウント — OpenManage Power Center サーバー上の Linux ローカルアカウント。

メモ: OpenManage Power Center では、LDAP サーバーで SSL が有効になっている必要がありま
す。無効の場合は認証試行が失敗します。

メモ: ディレクトリ設定 画面で、LDAP 認証を有効にする必要があります。ディレクトリ設定の編集
を参照してください。

• LDAP アカウント

OpenManage Power Center 管理コンソールの開き方についての詳細は、Windows での Power Center の起

動または Linux での Power Center の起動を参照してください。

Power Center アカウントを使用したログイン

1. OpenManage Power Center アカウントの ユーザー名 および パスワード を入力します。

2. ログインに使用 ドロップダウンリストから、OMPC アカウント（デフォルト）を選択します。

3. ログイン をクリックします。

Windows ドメインアカウントを使用したログイン

1. Windows ドメインアカウントの ユーザー名 および パスワード を入力します。

2. ログインに使用 ドロップダウンリストから Windows ドメインアカウント を選択します。

3. Windows ドメインアカウントの ドメイン 名を入力します。

4. ログイン をクリックします。

Windows ローカルアカウントを使用したログイン

1. Windows ローカルアカウントの ユーザー名 および パスワード を入力します。

2. ログインに使用 ドロップダウンリストから Windows ローカルアカウント を選択します。

3. ログイン をクリックします。

ローカル Linux アカウントを使用したログイン

1. ローカル Linux アカウントの ユーザー名 および パスワード を入力します。

2. ログインに使用 ドロップダウンリストから Linux ローカルアカウント を選択します。

3. ログイン をクリックします。
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LDAP アカウントを使用したログイン

メモ: LDAP アカウントタイプは、LDAP 認証がディレクトリ設定で有効化されている場合にのみ使用可
能です。

1. LDAP アカウントの ユーザー名 および パスワード を入力します。

2. ログインに使用 ドロップダウンリストから LDAP アカウント を選択します。

3. ログイン をクリックします。

シングルサインオン（SSO）を使用したログイン

SSO は、他のアプリケーションおよびシステムが認証目的のために使用している一元化された認証サーバー
をその他の技術と共に使用して、ユーザーが 1 度以上自分から資格情報を入力する必要をなくすものです。
Kerberos SSO では、ウェブブラウザに特定の設定を行う必要があります。詳細に関しては、シングルサイン
オン用のウェブブラウザの設定にある Internet Explorer 10 の設定手順を参照してください。これ以外のブ
ラウザでの SSO 設定についての手順は、適切なブラウザヘルプ文書を参照してください。さらに、
OpenManage Power Center 対応のウェブブラウザのリストについては、システム要件を参照してください。

次の例は、Microsoft Internet Explorer 10 または 11 での設定手順例です。

メモ: Power Center サービスをネットワークサービス以外のアカウントを使用して起動すると、

Kerberos SSO が機能しない場合があります。

シングルドメイン環境

シングルドメイン環境は、次のコンポーネントでセットアップできます。

• ドメインコントローラ — ドメイン（親と子）をサポートする AD サーバー

• Power Center サーバー — Power Center がインストールされたサーバー

• Power Center クライアント — Power Center サーバーに接続されるクライアントサーバー

図 2. シングルドメイン環境
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Kerberos SSO シングルドメイン環境をセットアップするには、Power Center をインストールし、ウェブブ

ラウザを SSO 用に設定します。

シングルサインオン用のウェブブラウザの設定

Kerberos シングルサインオン（SSO）を有効にするには、この機能をサポートするようにウェブブラウザを
設定する必要があります。詳細に関しては、お使いのウェブブラウザのヘルプ文書を参照してください。
OpenManage Power Center 対応のウェブブラウザのリストについては、システム要件を参照してください。

メモ: Kerberos SSO を正しく設定するには、関与するコンピュータの日付と時刻がすべて同じであり、
DNS 構成が正確である必要があります。

Internet Explorer で SSO をサポートするには、OpenManage Power Center サーバーをローカルイントラネ
ットサイトとして追加する必要があります。
次の例は、Microsoft Internet Explorer 10 での設定手順例です。

1. Internet Explorer 10 → インターネットオプション → セキュリティ → ローカルイントラネットと移動
して、サイト をクリックします。

ローカルイントラネットのウィンドウが開きます。

2. 詳細設定 をクリックします。

3. Power Center サイトをローカルイントラネット—たとえば server1.dcm.dell.com に追加します。

マルチドメイン環境

マルチドメイン環境は、次のコンポーネントでセットアップします。

• ドメインコントローラ — 複数の Windows Active Directory (AD) ドメインコントローラがある可能性が
あります。たとえば、親ドメインと複数の子ドメインなどです。

• Power Center サーバー — Power Center がインストールされたサーバーです。AD ドメインコントロー
ラです。

• Power Center クライアント — クライアントサーバーは Power Center サーバーのネットワークに接続
します。
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図 3. マルチドメイン環境

Kerberos SSO マルチドメイン環境をセットアップするには、次の手順を実行します。

1. Power Center をインストールします。

2. ウェブブラウザを SSO 用に設定します。

Windows NT LAN Manager（NTLM）認証制限

Dell OpenManage Power Center は、Windows ドメインユーザー認証のために Kerberos SSO をサポートし

ています。この機能を有効にするため、OpenManage Power Center は Kerberos と NTLM の 2 つのメカニ

ズムを含む Windows 統合認証オプションをサポートするよう設定されています。

NTLM は OpenManage Power Center ではサポートされていません。クライアントのウェブブラウザが 

OpenManage Power Center のドメインユーザーを認証するために NTLM を使用する場合は、いくつかの制

限があります。

ウェブブラウザに、Windows ユーザー名とパスワードを求めるメッセージボックスが表示されます。

• ユーザー名とパスワードを入力後に OK をクリックすると、情報が正しいかどうかに関わらず 
OpenManage Power Center ログインページが表示されて、ログインページでの認証を求められます。

• キャンセルをクリックすると、HTTP ステータス 401 失敗が表示され、Power Center にはログインでき
なくなります。
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この問題への対応の詳細については、トラブルシューティングを参照してください。

ログアウト

Kerberos SSO 経由でログインしていない場合、Dell OpenManage Power Center からログアウトするには、

管理コンソールの右上角にある ログアウト をクリックします。

Kerberos SSO 経由でログインしている場合は、ウェブブラウザ、または OpenManage Power Center 管理

コンソールを閉じてログアウトします。ログアウト をクリックしても機能しません。

ユーザーの役割と権限の管理

Dell OpenManage Power Center は事前に定義された 3 つの役割をサポートしています。

• 管理者：すべての特権

• パワーユーザー：役割 / ユーザーの管理およびライセンスの管理を除くすべての特権

• ゲスト：デバイス / グループの表示特権のみ

これらの事前定義役割は編集または削除できません。

メモ: 役割 / ユーザー管理特権のあるユーザーのみが、役割またはユーザーやグループアカウントを追
加、編集、削除することができます。

カスタム役割の追加

1. 左ペインで 設定 → 役割 とクリックします。

2. 役割の追加 をクリックします。

役割の追加 ウィンドウが表示されます。

3. 役割名 テキストボックスに役割の名前を入力します。名前は 50 文字を超えることはできません。

4. 役割の説明 テキストボックスに役割の説明を入力します。説明は 1024 文字以下にします。このフィー
ルドはオプションです。

5. 権限の選択 下で、役割に割り当てる権利の横にあるチェックボックスにチェックを入れます。使用可能
なオプションは次のとおりです。

• グローバル設定

• 役割 / ユーザーの管理

• デバイス / グループの表示

• デバイス / グループの管理

• ポリシーの管理

• イベント / ログの管理

• ライセンスの管理

• レポートの管理

• 電力タスクの実行

• 電力タスクの管理

6. 保存 をクリックしてカスタム役割を追加するか、キャンセル をクリックして変更を破棄して役割 タブ
に戻ります。
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役割の編集

メモ: 事前定義された役割は編集できません。

1. 左ペインで 設定 → 役割 とクリックします。

2. 編集する役割の横にあるチェックボックスを選択して、編集 をクリックします。

役割の編集 ウィンドウが表示されます。

3. この役割の 役割名、役割の説明、および 特権の選択 フィールドで必要な変更を行います。

4. 保存 をクリックして設定を適用するか、キャンセル をクリックして設定を破棄し、役割 タブに戻りま
す。

役割の削除

1. 左ペインで 設定 → 役割 とクリックします。

2. 削除する役割の横にあるチェックボックスを選択して、削除 をクリックします。

次のメッセージが表示されます。

選択したアイテムを削除してもよろしいですか?
3. はい をクリックして削除を確定、または いいえ をクリックして削除タスクを破棄します。

Privileges

各事前定義役割は、特定の特権一式に関連付られています。さらに、以下の 1 つ、または複数の特権を持つ

カスタム役割を作成することもできます。

• グローバル設定

• 役割 / ユーザーの管理

• デバイス / グループの表示

• デバイス / グループの管理

• ポリシーの管理

• イベント / ログの管理

• ライセンスの管理

• レポートの管理

• 電力タスクの実行

• 電力タスクの管理

Power Center の各画面は、ユーザーアカウントに割り当てられた特権レベルに応じて異なる機能を提供しま

す。

• 全機能 — ユーザーはすべてを表示および編集することが可能。

• 一部機能 — ユーザーは一部を表示または編集することが可能。

• 機能なし — ユーザーには空白のページが表示される。
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グローバル設定

グローバル設定権限があると、ユーザーは Power Center のグローバル設定を変更できます。たとえば、サ

ンプリング間隔やデータベース設定などが対象です。この権限がないユーザーは、設定 ページの一部のみ表

示でき、変更はできません（編集 オプションが表示されない）。

役割 / ユーザーの管理

役割 / ユーザーの管理権限を持つユーザーは次を実行できます。

• 役割を作成する

• 役割を削除する

• 役割をアップデートする

• ユーザーを作成する

• ユーザーを削除する

• ユーザーをアップデートする

この権限を持たないユーザーは、自分自身のユーザーアカウント情報の表示と、パスワードの更新しか行う

ことができません。

デバイス / グループの表示

デバイス / グループの表示権限があると、ユーザーはすべてのデバイスおよびグループ情報を表示できます。

この権限がないと、デバイスまたはグループ情報を表示できません。サーバーページが表示されるのみです。

デバイス / グループの表示権限のみを持つユーザーには次の制限が適用されます。

• 検出の実行 タスクが使用できません。

• デバイス 画面の 追加 / 編集 / 削除 の機能が無効になっています。

デバイス / グループの管理

デバイス / グループの管理権限があると、ユーザーは次を実行できます。

• グループを作成する

• Data Center / 部屋 / 通路 / ラック / デバイスを作成する

• Data Center / 部屋 / 通路 / ラック / デバイス / グループを関連付ける

• デバイスを管理する

• デバイスリストからデバイス / グループを削除する

メモ: ユーザーにデバイス / グループの管理権限を割り当てると、Power Center が自動的にこのユーザ

ーにもデバイス / グループの表示権限を割り当てます。

この権限がないユーザーはすべてのデバイスとグループ情報を表示できますが、デバイスとグループを追

加 / 削除 / 編集　/ 管理することはできません。

ポリシーの管理

ポリシーの管理権限があると、ユーザーは次を実行できます。
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• ポリシーを追加 / 削除する

• ポリシーをアップデートする

• デバイスまたはグループで緊急時電力低減を開始/停止する

メモ: ポリシーを管理するには、デバイス / グループの表示権限も必要です。

この権限を持たないユーザーには、ポリシー 画面は表示されません。

イベントの管理

イベントの管理権限があると、ユーザーは次を実行できます。

• イベント条件（しきい値）を追加 / 削除する

• イベント条件（しきい値）をアップデートする

• イベントを削除する

メモ: イベントを管理するには、デバイス / グループの表示権限も必要です。

この権限がないユーザーの場合、イベント情報を表示して、イベントにコメントを追加することはできます

が、イベントを削除したり、デバイス 画面で しきい値 の値を表示することはできません。

ユーザーアカウントの管理

ユーザーを作成して、異なる役割に割り当てることができます。

役割 / ユーザーの管理権限がある場合、OpenManage Power Center でユーザーを追加、編集、または削除

することができます。

ユーザーアカウントの追加

1. 左ペインで 設定 → ユーザー とクリックします。

メモ: Windows Active Domain Controller サーバーに OpenManage Power Center がインストー

ルされている場合、このサーバーに追加されるすべてのユーザーアカウントは Windows ドメイン

アカウント になります。

2. ユーザー / グループの追加 をクリックします。

ユーザーまたはグループアカウントの追加 ウィンドウが開きます。

3. ユーザー オプションを選択します。

4. アカウントタイプ を選択して、必要な資格情報を入力します。

利用できるオプションは次のとおりです。

Windows および Linux インストールの両方：

• OMPC アカウント

– アカウント用に一意の ユーザー名 を入力します。

– パスワード を入力します。パスワードは、大文字、小文字、数字、英数字以外の文字のカテゴリ
の 3 種類以上を組み合わせ、長さは少なくとも 8 文字以上にします。

– パスワードの確認 テキストボックスにパスワードを再入力して確認します。
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Windows インストール：

• Windows ローカルアカウント — アカウント用に一意の ユーザー名 を入力します。

メモ: Power Center が Windows 2012 Essential サーバーにインストールされており、このサ

ーバーがドメインコントローラとして設定されている場合、そのサーバー上の全ユーザーアカ

ウントが Windows ローカルアカウントではなく Windows ドメインアカウントである必要が

あります。

• Windows ドメインアカウント

– アカウント用に一意の ユーザー名 を入力します。

– 有効な Windows ドメイン名 を入力します。

Linux インストール：

• Linux ローカルアカウント — アカウント用に固有の ユーザー名 を入力します。

メモ: Linux ローカルアカウントは Linux サーバーから変更できますが、これらの変更は Power 
Center に追加された同じローカルアカウントにはミラーリングされず、このアカウントでの 
Power Center 認証試行は失敗します。Linux ローカルアカウントが Linux から変更された場
合にローカルアカウントを Power Center と Linux サーバー間で同期化させておくには、元の
アカウントが Power Center から削除され、変更されたアカウントが新しい Linux ローカルア
カウントとして Power Center で作成される必要があります。

• LDAP アカウント — アカウント用に固有の ユーザー名 を入力します。

メモ: 2 人の人が同じユーザー名を持つ場合、ユーザーの説明が有用です。ユーザータイプが違う

場合に限り、2 つのアカウントで同じユーザー名が可能です。

5. 説明 テキストボックスに、このユーザーアカウントの説明を入力します（省略可能）。

6. 役割 ドロップダウンリストから、ユーザーおよびグループの役割を選択します。ドロップダウンリスト
に希望の役割がない場合は、新規作成 をクリックして 役割の追加 ウィザードを開きます。詳細に関し
ては、『Dell OpenManage Power Center ユーザーズガイド』を参照してください。

7. 保存 をクリックしてユーザーアカウントを追加するか、キャンセル をクリックして変更を破棄します。

グループアカウントの追加

1. 左ペインで 設定 → ユーザー とクリックします。

2. ユーザー / グループの追加 をクリックします。

ユーザーまたはグループアカウントの追加 ウィンドウが開きます。

3. グループ オプション を選択します。

4. グループの アカウントタイプ を選択します。

利用できるオプションは次のとおりです。

• Windows ローカルグループ

• Windows ドメイングループ

5. ユーザー名 テキストボックスに、固有のグループユーザー名を入力します。

6. グループアカウントの説明を入力します（オプション）。

7. Windows ドメイングループ アカウントタイプを選択した場合は、ドメイン 名 テキストボックスに有効
な Windows ドメイン名を入力します。

8. 1～4 つのユーザー役割と権限を選択します。希望の役割がドロップダウンリストにない場合は、新規作
成 をクリックして 役割の追加 ウィザードを開きます。詳細に関しては、『Dell OpenManage Power 
Center ユーザーズガイド』を参照してください。
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9. 保存 をクリックして新しいグループを追加するか、キャンセル をクリックして変更を破棄します。

ユーザーまたはグループアカウントの編集

1. 左ペインで 設定 → ユーザー とクリックします。

2. 編集したいユーザまたはグループアカウントの横にあるチェックボックスを選択し、編集 をクリックし
ます。

ユーザーまたはグループアカウントの編集 ウィンドウが表示されます。

3. 必要な変更を行い、保存 をクリックして変更を保存するか、キャンセル をクリックして変更を破棄して
ユーザー タブに戻ります。

ユーザーアカウントまたはグループアカウントの削除

メモ: インストール中に作成された Power Center 管理のユーザー（スーパーユーザー）は削除できま
せん。

1. 左ペインで 設定 → ユーザー とクリックします。

2. 削除したいユーザまたはグループの横にあるチェックボックスを選択します。

3. 削除 をクリックします。

次のメッセージが表示されます。

Are you sure you want to remove the selected item(s)?
4. はい をクリックして続行するか、 いいえ をクリックして ユーザー タブに戻ります。

ユーザーアカウントパスワードの変更

次の手順のいずれか 1 つを実行します。

• 現在のユーザーのパスワードを変更します。

a. OpenManage Power Center 画面の右上で、現在ログインしているユーザーアカウント名をクリッ
クします。 現在のユーザー ウィンドウが表示されます。

b. 現在のパスワード テキストボックスに現在のパスワードを入力します。

c. 新規パスワード テキストボックスに新しいパスワードを入力します。

d. パスワードの確認 テキストボックスに新しいパスワードを再度入力して確定します。

e. 保存 をクリックして新しいパスワードを適用するか、キャンセル をクリックして変更を破棄しま
す。

• ユーザーまたはグループアカウントパスワードは、いずれも 設定 → ユーザー 画面で変更します。

1. 設定 → ユーザー をクリックして、パスワードを変更するユーザーアカウントの横にあるチェックボッ
クスを選択します。

2. タスクメニューで、編集 をクリックします。

3. パスワード テキストボックスに新しいパスワードを入力します。

4. パスワードの確認 テキストボックスに新しいパスワードを再度入力して確定します。

5. 保存 をクリックしてパスワードを変更するか、キャンセルをクリックして変更を破棄します。

現在のユーザー情報の表示

現在のユーザー情報を表示して、現在のユーザーパスワードをアップデートできます。

52



現在のユーザー情報を表示するには、OpenManage Power Center 画面の右上角にあるログインユーザー名

をクリックするか、設定 → ユーザー と移動します。

現在のユーザのパスワード変更については、ユーザーまたはグループアカウントの変更を参照してください。
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6
タスク管理
タスク機能では、特定のデバイスまたはデバイスグループでのデバイスの検出、および電源オンや電源オフ

などの電力制御タスクを実行することができます。

左ペインで タスク をクリックします。 タスク 画面は次のタブで構成されています。

• 検出タスク

• 電力制御タスク

デフォルトでは、 検出タスク タブが表示されます。

タスク 画面では以下を実行できます。

• 検出タスクと電力制御タスクの新規作成

• 検出タスクと電力制御タスクの編集または削除

• 検出タスクと電力制御タスクの開始または再実行

• 電力制御タスクの有効化または無効化

• 検出タスクと電力制御タスクのリストの更新

• 検出タスクまたは電力制御タスクの概要の表示

メモ: 夏時間が有効なときに既存しない時間でタスクをスケジュールすると、ウェブブラウザは独自で
正確な時刻に同調します。

 

検出タスク

デバイス検出権限は、ネットワークデバイスを検出を可能にします。この権限がないユーザーは、デバイス 

画面の表示できても、変更はできません。

Dell OpenManage Power Center でデバイスを管理するには、 デバイス / グループの管理権限が必要であ

り、まず 初に OpenManage Power Center 管理コンソールにそのデバイスを追加する必要があります。

OpenManage Power Center は IP 範囲を使用してデバイスを検出し、各デバイスから次のような基本情報を

収集します。

• デバイス名

• 接続ステータス

• デバイスタイプ

• デバイスモデル

• IP アドレス

• ホスト名
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この情報により、デバイスステータスとデータセンター情報を追跡できます。これら検出したデバイスは 

Power Center で管理することもできます。データセンターに新しいまたは変更されたデバイスがある場合、

デバイス検出機能を使ってデバイスを再検出することができます。

Power Center にデバイスを追加する方法には 2 つあります。

• 単一の IP アドレス、IP 範囲、またはホスト名を使用して、スケジュールされた時間にネットワーク上の
デバイスを検出する。

• OpenManage Power Center 管理コンソールを使用してデバイスのプロパティを指定し、デバイスを検出
する。

メモ: ネットワークセキュリティポリシーを使用している場合、検出機能が正常に動作しないことがあ
ります。

メモ: Dell の第 13 世代 PowerEdge システムを検出するために複数の IPMI プロトコルを使用するとき
は、プロトコルの IP アドレスが正しいことを確認してください。誤った IP アドレスを入力した場合
は、しばらく待ってから、検出タスクを再度実行してください。

デバイスの検出後、そのデバイスは自動的に デバイス → すべてのデバイス タブに追加されます。デバイス

はグループに割り当てて、OpenManage Power Center で管理することができます。

検出タスクの作成後は、必要に応じてタスクを再実行することもできます。また、検出タスクの実行をスケ

ジュールして後から実行したり、タスクをただちに実行することもできます。

検出タスクの作成

新規検出タスク ウィザードを使用して、検出タスクを作成することができます。

1. 左ペインで、タスク → 検出タスク → 新規検出をクリックします。

新規検出タスク ウィザードが表示されます。

2. 検出 タブで、検出タスクの名前を入力します。

3. 一定範囲のシステムを検出したい場合は、IP アドレス範囲 を選択してサブネットマスクを指定します。
それ以外の場合は、単一デバイス オプションを選択して単一デバイス用検出タスクを実行し、そのデバ
イスの IP アドレスまたはホスト名を指定します。

デバイスの範囲またはホスト名は、複数追加することができます。

メモ: 単一デバイスにサブネットマスクは必要ありません。

4. 追加 をクリックします。IP アドレスの範囲が画面の下部で指定されます。

5. 次へ をクリックし、接続プロトコル タブを表示します。

6. 検出タスクのリストでプロトコルプロファイルの横にあるチェックボックスを選択するか、追加 をクリ
ックしてプロファイルを作成し、次へ をクリックします。詳細については、プロトコルを参照してくだ
さい。

7. タスクのスケジュール タブで 今すぐ実行 オプションを選択し、検出タスクを直ちに開始します。

または、スケジュールの設定 オプションを選択して、特定の間隔で検出タスクを開始することもできま

す。使用可能なオプションは次のとおりです。

• 1 度実行 — 検出タスクを開始する日時を指定します。

• 定期的 — 検出タスクを毎時、毎日、毎週、または指定した間隔で開始するにはこのオプションで指
定します。

a. アクティブ化 チェックボックスを選択または選択解除して、タスクのスケジュールを有効または無
効にします。このチェックボックスはデフォルトで選択されています。非アクティブなタスクを保
存することはできますが、実行するようにスケジュールすることはできません。
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メモ: タスクを編集して アクティブ化 チェックボックスをクリアまたは選択したり、検出タス

ク タブにタスクのステータスを表示することができます。

b. 反復の範囲 オプションで、タスクの開始日と終了日を選択するか、終了日なし オプションを選択し
て、期間無制限でタスクを実行します。

c. 次へ をクリックして、検出タスクの概要を 概要 タブに表示します。

概要は、タスクの名前、使用されているプロトコル、IP 範囲、およびスケジュールで構成されます。

メモ: 検出タスクのスケジュールに使用するブラウザが夏時間対応であることを確認してくだ

さい。

8. 終了 をクリックして検出タスクを作成し、検出タスク タブに戻ります。

シャーシ内のデバイスの表示

Dell OpenManage Power Center では、シャーシ内に取り付けられたデバイスを表示することができます。
さらに、シャーシ内でデバイスの物理的な追加、取り外し、または交換を行った場合、Power Center でデバ
イス情報をアップデートすることもできます。

1. 左ペインで、デバイス → すべてのデバイス または デバイス → 管理下グループ とクリックします。

2. デバイスのリストからシャーシを選択します。

シャーシの詳細が <Device> 詳細 → サマリ タブに表示されます。

近の検出タスクの再実行

1. 左ペインで、タスクをクリックします。

a. タスクメニューで 検出の実行 をクリックし、次へ をクリックして検出タスクを選択します。

2. 近の検出ジョブの再実行 ラジオボタンをクリックしてから 次へ をクリックします。

検出ジョブの再実行 画面が表示されます。

3. 近の検出ジョブをリストから 1 つまたは複数選択します。右向きのキャレットを使用して、各ジョブ
の詳細を展開および表示します。

4. 戻る をクリックして 接続プロトコル 画面に戻る、次へ をクリックして続行、または キャンセル をクリ
ックして検出ジョブを破棄します。

5. ジョブのスケジュール 画面で、検出ジョブを実行する時間を決定します。今すぐジョブを実行する、ま
たはジョブをスケジュールして後ほど実行する、のどちらかを選択できます。

6. 戻る をクリックして再実行する異なるジョブを選択し、終了 をクリックして続行、または キャンセル 
をクリックして検出タスクを破棄します。

7. 左側のナビゲーションペインで ジョブ をクリックして検出ジョブを表示します。

8. 検出ジョブの完了後、デバイス 画面に移動して、正しいデバイスがリスト示されていることを確認しま
す。

電源制御タスク

電源制御タスクは、デバイスの電源オン / オフの管理に役立ちます。電源制御タスクが実行される必要があ

る時刻を、デバイスまたはデバイスグループにスケジュールすることができます。

電源タスクの作成

電源タスク ウィザードを使用して、電源タスクを作成することができます。

1. 左ペインで、タスク → 電源制御タスク → 新規タスクの順にクリックします。
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電源タスク ウィザードが表示されます。

2. 電源タスク タブで電源制御タスクの名前を入力し、次のオプションの 1 つを選択します。

• 電源オン

• 電源オフ

• 正常なシャットダウン

• システムをリセットする（ウォームブート）

• システムのパワーサイクル（コールドブート）

システムを強制的に再起動することを「ウォームブート」と呼ぶのに対し、すべてのプログラムを閉じ

てシステムをシャットダウンすることを「コールドブート」と呼びます。

3. 電源投入コマンドをランダムに実行 チェックボックスを選択し、電力タスクを適用する間隔（分単位）
およびデバイスの数を指定して、 次へ をクリックします。

4. 関連付けられたデバイス / グループ タブで すべてのデバイス タブ、または グループ化されたデバイス 
タブにあるデバイスを選択し、管理するデバイスグループを選択して、次へ をクリックします。

5. タスクのスケジュール タブで 今すぐ実行 オプションを選択し、電源制御タスクを直ちに開始します。

または、スケジュールの設定 オプションを選択して、特定の間隔でタスクを開始することもできます。

使用可能なオプションは次のとおりです。

• 1 度実行 — 電力制御タスクを開始する日時を指定します。

• 期間 — 電力制御タスクを毎日、毎週、または特定の期間に開始する場合に指定します。

a. アクティブ化 チェックボックスを選択して、タスクを有効にするか、チェックをクリアして無効に
します。デフォルトでは、チェックボックスにはチェックが入っています。無効になっているタスク
を保存することはできますが、実行することはできません。

b. 反復の範囲 オプションで、タスクの開始日と終了日を選択するか、終了日なし オプションを選択し
て、期間無制限でタスクを実行します。

c. 次へ をクリックします。電力制御タスクを実行するデバイスの iDRAC/IPMI ユーザー名とパスワー
ドを入力します。

6. 完了 をクリックして電源制御タスクを作成し、電源制御タスク タブに戻ります。

プロトコルプロファイル

Power Center サーバーはプロトコルプロファイルを使ってデバイスと通信します。プロトコルプロファイ

ルは、デバイスの接続プロトコルと資格情報を指定します。新しいデバイスを検出したときは、プロトコル

プロファイルを選択します。

デバイスには、それぞれ複数のプロトコルプロファイルをセットアップすることができます。さらに、プロ

ファイルの追加、既存プロファイルの編集、またはプロファイルの削除も可能です。

Power Center は以下の接続プロトコルタイプをサポートし、オプションでの設定がいくつかあります。

メモ: 正しいプロトコルタイプと資格情報をシステム管理者から取得します。IPMI/WS-MAN プロトコ
ルのユーザー名およびパスワードは iDRAC/CMC ウェブコンソールで使用されるものと同一である必
要があります。

• IPMI：サーバーの IPMI プロトコルを選択します。

– IPMI ユーザー名 — 長 16 文字です。

– IPMI パスワード — 長 255 文字です。

– IPMI キー — 40 桁の 16 進数文字列です。
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• WS-MAN：シャーシの WS-MAN プロトコルを選択します。

– WS-MAN ユーザー名 — HTTP Basic ユーザー名で、 長 255 文字です。

– WS-MAN パスワード — HTTP Basic パスワードで、 長 255 文字です。

– WS-MAN ポート — デフォルト値は 443 で、1～65535 のポート番号を入力することもできます。

– WS-MAN 証明書検証 -（オプション）デバイス証明書の検証を有効にします。

メモ: 信頼された証明書をインポートしてから「WS-MAN 証明書検証」オプションを有効化しない
と、通信がうまくいかない場合があります。Dell シャーシ管理コントローラを使った証明書のイン
ストール方法については、ホワイトペーパー『シャーシ管理コントローラ（CMC）を使って Dell 
PowerEdge M1000e をリモート管理するための Windows リモート管理（WinRM）の使用』（http://
www.delltechcenter.com/page/dcim.modular.cmc.winrm）を参照してください。Power Center 
へ証明書をインポートする方法の詳細に関しては、証明書の管理を参照してください。

• SNMP v1v2c (UPS/PDU)： PDU または UPS 用の SNMP プロトコルバージョンを SMMPv1 または SNMP 
v2/v2c から選択します。

– SNMP コミュニティ文字列 -（必須） 長 255 文字です。

• SNMP v3 (UPS/PDU)：PDU または UPS の SNMP v3 を選択します。

– SNMP ユーザー名 — （必須） 長 255 文字です。

– SNMP 認証パスワード -（必須） 長 16　文字です。

– SNMP 暗号化パスワード — 長 255 文字です。SNMP 認証パスワード を空にすると、SNMP 暗号化
パスワード も空になります。

• HTTPS — サードパーティ製エンクロージャを管理するための HTTPS ベースのデバイス通信を選択しま
す。

– HTTP ユーザー名 — HTTPS ベースのデバイス通信用のユーザー名。 長 255 文字です。

– HTTP パスワード — HTTPS ベースのデバイス通信用のパスワード。 長 255 文字です。

– HTTPS ポート — HTTPS ベースのデバイス通信用のポート。1～65535 のポート番号を入力します。
デフォルトポートは 443 です。

• SSH — サードパーティ製エンクロージャを管理するための SSH ベースのデバイス通信を選択します。

– SSH ユーザー名 — サードパーティ製エンクロージャを管理するための SSH ベースのデバイス通信用
のユーザー名。 長 255 文字です。

– SSH パスワード — SSH ベースのデバイス通信用のパスワード。 長 255 文字です。

– SSH ポート — SSH ベースのデバイス通信用のポート。1～65535 のポート番号を入力します。デフ
ォルトポートは 22 です。

メモ: 設定 → 一般タブでは、プロトコルのタイムアウト設定を変更することができます。

プロトコルの追加

1. 左ペインで タスク を展開し、プロトコル をクリックします。

接続プロトコルの選択 画面が表示されます。

2. タスクメニューで、追加 をクリックします。

プロトコルの追加 ウィンドウが表示されます。

3. プロファイル名 テキストボックスに、プロトコルの名前を入力します。

4. 説明 テキストボックスに、プロトコルの説明を入力します。

5. プロトコル情報 で、次のオプションのひとつを選択します。

• IPMI（サーバー）
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• WS-MAN（シャーシ）

• SNMPv1v2c（UPS / PDU）

• SNMPv3（UPS / PDU）

• HTTPS

• SSH

プロトコルの編集

デバイスのプロトコル情報を編集できます。

1. 左ペインで、タスク を展開し、プロトコル をクリックします。

接続プロトコルの選択 画面が表示されます。

2. 編集したいプロトコルの横にあるチェックボックスを選択します。

3. タスクメニューで、編集 をクリックします。

プロトコルの編集 ウィンドウが表示されます。

4. 必要な変更を行います。

5. 変更を保存するには 終了 をクリック、変更を破棄するには キャンセル をクリックします。

プロトコルの削除

1. 左ペインで タスク を展開し、プロトコル をクリックします。

接続プロトコルの選択 画面が表示されます。

2. 削除したい接続プロトコルの横にあるチェックボックスを選択します。

3. タスクメニューで、削除 をクリックします。

次のメッセージが表示されます。

選択したプロトコルを削除してもよろしいですか?
4. はい をクリックします。
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7
デバイス管理
デバイス機能では、ネットワークが検出したデバイスと、手動で追加されたデバイスを表示および管理する

ことができます。また、デバイスをグループに分類することも可能です。

左ペインで デバイス をクリックします。次のタブで構成される デバイス 画面が表示されます。

• すべてのデバイス

• 管理グループ

デフォルトでは すべてのデバイス タブが表示されます。

デバイス 画面の 下部に、特定デバイスまたはデバイスグループの詳細を表示することもできます。詳細は

次のタブに分類されています。

• サマリ

• イベント

• ポリシー

• 電力および温度

 

新規デバイスの追加

新規デバイスの追加 ウィンドウでは、デバイスリストに新しいデバイスを手動で追加することができます。
サポートされていないデバイスのみを追加して、データセンターを構築するためのグループ構成を作成する
ことが可能です。
Dell OpenManage Power Center はすべてのデバイスタイプを検出および管理できないため、データセンタ
ーグループ構成を完成させるためには、サポートされていないデバイスを手動で追加する必要があります。
サポートされているデバイスについては、次の手順を実行します。

• サポートされているデバイスを検出してシステムに追加します。

• 検出、グループ構成への追加、電力と温度の監視、電源管理ポリシーの適用、およびイベントの送信を含

む管理機能を実行します。

サポートされていないデバイスについては、次の手順を実行します。

• Dell PowerManage Power Center はサポートされていないデバイスとは通信しないため、接続プロトコ

ルおよび資格情報は必要ありません。

• サポートされていないデバイスは検出できず、手動でしかシステムに追加できません。

• Dell OpenManage Power Center は、サポートされていないデバイスをグループ構成に追加しますが、

使用可能な管理機能でそのデバイスを管理することはできません。

1. 左ペインで、デバイス → すべてのデバイス → 新規追加 の順にクリックします。
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新規デバイスの追加 ウィンドウが表示されます。

2. 追加するデバイスの名前を デバイス名 テキストボックスに入力します。

3. 有効な IP アドレスを IP アドレス テキストボックスに、またはデバイスのホスト名を ホスト名 テキス
トボックスに入力します。

4. モデル テキストボックスでデバイスのモデルを指定します。

5. 追加情報 → デバイスのサイズ（U）ドロップダウンリストから、追加するデバイスのサイズをラック単
位（U）で選択します。

6. 説明 テキストボックスに、デバイスの説明を入力します。

7. 推定 大電力 テキストボックスのデバイスに推定 大電力をワット単位で入力します。

8. 保存 をクリックしてデバイスを追加するか、キャンセル をクリックして変更を破棄します。

デバイスが すべてのデバイス タブに表示されます。

既存グループの追加

管理下グループの機能を使用して既存のグループにサブグループを追加できます。サブグループは新規のグ
ループまたは既存のグループを使用できます。

1. 左ペインで、デバイス → 管理下のグループ の順にクリックします。

2. サブグループの追加先のグループをクリックします。

3. タスクメニューから 新しく追加 をクリックします。

新規デバイス / グループの追加 ウィンドウが表示されます。新規グループの既存のグループへの追加

の詳細については、「新規グループの作成」 を参照してください。

4. 既存のグループの追加 タブをクリックして、既存のグループの追加先のグループの横にあるオプション
ボタンを選択します。

デフォルトでは、 近の階層ナビゲーションのグループが選択されています。

5. 既存のグループのリストで、追加する既存のグループの横にあるチェックボックスを選択します。

6. 終了 をクリックしてグループを追加するか、変更を保存せずに デバイス → 管理下グループ に戻るに
は、キャンセル をクリックします。

ネットワークからのデバイスの追加

Power Center 管理コンソールを使って、ネットワークからデバイスを検出できます。

メモ: Power Center サーバーは、オペレーティングシステムのネットワーク構成で指定される DNS サ
ーバーからデバイス名を取得しようとします。DNS サーバーがデバイス IP アドレスを別のデバイス
名に解決した場合、これにより、デバイス名が実際のものと異なってくる可能性があります。

ネットワークからデバイスを追加する前に、DNS サーバーが正確にセットアップされていることを確認しま

す。特に、次の点に注意してください。

• Power Center ネットワークで稼動している DNS サーバーがある。

• 指定した DNS サーバーには、デバイスを検出しようとしているネットワークの逆 DNS ゾーンがある。

Power Center に手動でデバイスを追加するには、新規デバイスの追加を参照してください。
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デバイスのフィルタ

すべてのデバイス タブにあるフィルタ機能では、特定の属性を共有するデバイスを表示することができま
す。たとえば、特定のデバイスタイプのデバイス、または IP 範囲を共有するデバイスを表示することができ
ます。

1. 左ペインで、デバイス をクリックします。

デフォルトでは すべてのデバイス タブが表示されます。

2. タスクメニューで、フィルタ をクリックします。

デバイスフィルタ ウィンドウが表示されます。

3. 次の手順のいずれか 1 つを実行します。

• IP 範囲 のチェックボックスを選択して、デバイスの開始 IP アドレスと終了 IP アドレスを入力しま
す。

• デバイスタイプ チェックボックスを選択して、ドロップダウンリストからデバイスタイプを選択し
ます。使用可能なオプションは次のとおりです。

– サーバー

– シャーシ

– PDU

– UPS

– サポートなし

複数のデバイスタイプを選択することができます。

• 電力機能 チェックボックスを選択して、ドロップダウンリストからデバイスの電力機能を選択しま
す。使用可能なオプションは次のとおりです。

– 不明 — デバイスの電力機能が不明であることを示します。

– なし — デバイスには電力機能がないことを示します。

– 監視 — デバイスには集約電力監視機能があることを示しています。

– 監視および制限 — デバイスには集約電力監視機能と電力制限機能があることを示しています。

– 監視、アップグレード可能 — デバイスが電力制限用 iDRAC エンタープライズライセンスでのア
ップグレードが可能であることを示しています。

– 瞬時電力 — デバイスに瞬時電力監視機能があることを示しています。

– 監視無効 — 「デル製以外のシステム監視」ライセンスがない、または失効しているため、デバイ
スの監視機能が無効になっていることを示しています。

電力機能は複数選択することができます。

• プロトコル チェックボックスを選択し、通信に使用するプロトコルを選択します。使用可能なオプ
ションは次のとおりです。

– IPMI（サーバー）

– WS-MAN（シャーシ）

– SNMPv1v2c（UPS / PDU）

– SNMPv3（UPS / PDU）

– HTTPS

– SSH
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プロトコルは複数選択することができます。

• 状態 チェックボックス選択し、ドロップダウンリストからデバイスの状態を選択します。使用可能
なオプションは次のとおりです。

– 接続済み

– 接続喪失

– 不明

状態は複数選択することができます。

• 日付範囲 チェックボックスを選択して、デバイス検出の開始日および終了日を入力します。
MM/DD/YYYY の形式に従って、手動で日付を入力するか、カレンダから日付を選択します。 開始日
00：00：00 時から終了日の次の日 00：00：00 時までに検出されたデバイスが表示されます。例
えば、フィルタ処理オプションで、 01/01/2013 を開始日および終了日の両方として入力した場合、
2013 年 1 月 1 日の 00：00：00 時から、2013 年 1 月 2 日の 00：00：00 時までに検出されたすべ
てのデバイスが表示されます。

• デバイスモデル チェックボックスを選択し、デバイスのモデルを入力します（例：Dell PowerEdge 
M 610）。デバイスタイプ と デバイスモデル の両方を選択した場合は、デバイスタイプとデバイス
モデルが一致するようにしてください。一致していない場合には結果が表示されません。

• 推定 大電力（W） チェックボックスを選択し、デバイスの 大電力を入力します。推定 大電力
とは、デバイスにおけるピーク時の電力消費と定義されています。

4. フィルタの名前を フィルタ名（オプション）テキストボックスに入力し、保存および実行 をクリックし
て、フィルタを保存し、フィルタの条件に基づいてデバイスを並び替えます。

または

• 1 度実行 をクリックして、フィルタ処理されたデバイスのリストを表示します。

または

• キャンセル をクリックして、すべてのデバイス タブに戻ります。

保存したフィルタは後で使用することができます。

デバイスの編集

デバイス 画面でデバイスまたはデバイスグループを編集できます。

1. 左ペインで、デバイス をクリックします。

2. 編集するデバイスまたはデバイスグループの横にあるチェックボックスを選択します。

3. 編集 をクリックします。

スナップショットの編集 画面が表示されます。

4. 必要な変更を行います。

デバイスでは、デバイスの名前、デバイスの説明、デバイスのサイズ、および推定 大電力を編集でき

ます。デバイスグループでは、グループタイプ、グループ名、グループの説明、電力容量を編集できま

す。

5. 終了 をクリックして変更を保存するか、 キャンセル をクリックして変更を保存せずに デバイス 画面に
戻ります。
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フィルタを使用したデバイスの削除

フィルタ機能を使用してデバイスを削除することもできます。

1. 左ペインで、デバイス をクリックします。

2. タスクメニューで、フィルタ をクリックします。

デバイスフィルタ ウィンドウが表示されます。

3. デバイスリストを並び替えるフィルタを選択します。

4. 削除するデバイスの横にあるチェックボックスを選択します。

5. タスクメニューで、削除 をクリックします。

次のメッセージが表示されます。

選択したアイテムを削除してもよろしいですか?
6. はい をクリックして削除を続行します。

デバイスの並べ替え

すべてのデバイス タブのデバイスは、デフォルトで 名前 のアルファベット順（A～Z）に並べられています
が、要件に応じてリストを並べ替えることができます。

1. 左ペインで、デバイス をクリックして、すべてのデバイスのリストを表示します。

2. デバイスを並べ替えるには、次の列見出しのひとつの横にある「上」または「下」矢印をクリックしま
す。

• ステータス

• デバイス

• デバイスタイプ

• デバイスサイズ

• デバイスモデル

「上」または「下」矢印が列の見出しの横に表示され、この矢印により表示が並び替えられます。

グループの管理

OpenManage Power Center では、より効率的にデバイスを管理できるように、デバイスを分類するための

グループを作成することができます。グループには次のタイプがあります。

• データセンター

• 部屋

• アイル

• ラック

• カスタム

左ペインで デバイス → 管理下グループ をクリックします。このタブでは、次の操作が可能です。

• 特定デバイスグループの詳細の表示

• グループの追加

• グループの編集
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• グループの削除

• デバイスグループのリストの更新

• グループ間でのデバイスの移動

• ラックの管理

• 緊急時の電力削減（EPR）の有効化と無効化

• ラック使用率グラフの表示

グループ構造情報のマッピング

Dell OpenManage Power Center は、Dell PowerEdge のラックサーバーとタワーサーバのグループ構造マッ

ピングをサポートしています。

グループ構造を作成またはアップデートしたら、Power Center が次のマッピング構造を使って、サポートさ

れているデバイスのファームウェアに関するロケーション情報を自動的にアップデートします。

• データセンター — Power Center のデータセンターおよび部屋情報。フォーマット：<Data Center - 
Room>

• 通路 — Power Center 内の通路情報

• ラック — Power Center 内のラック情報

• ラックスロット — Power Center 内のラックスロット情報

• カスタム — デバイスグループのカスタマイズ

メモ: サポートされているデバイスでアップデートされたロケーション情報を表示するには、デバイス
ステータスが Power Center で接続済みになっていることを確認してください。ロケーション情報が
デバイスファームウェアをアップデートするには数分かかる場合があります。

新規グループの作成

グループはデータセンター、部屋、アイル、ラック、またはカスタムの実際の構成を表します。グループを
親子の関係にネストして、お使いのデータセンターのデバイスが物理的にどのように構成されているかを表
すことができます。

1. 左ペインで、デバイス → 管理下グループ の順にクリックします。

2. タスクメニューから 新しく追加 をクリックします。

新規デバイス / グループ の追加ウィンドウが表示されます。デフォルトでは、 ルート デバイスグルー

プが選択されています。

3. 名前 テキストボックスに、グループの名前を入力します。

メモ: 名前は親グループのグループおよびデバイス全体で固有である必要があります。

4. タイプ ドロップダウンリストからグループのタイプを選択します。

利用できるオプションは次のとおりです。

• データセンター

• 部屋

• アイル

• ラック

• カスタム

ラックの場合、

• 容量（U） ドロップダウンリストから、容量を選択します。
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• 電力容量を 電力容量（W） テキストボックスに入力します。電力容量は、ラックへの電力配分によ
って決まります。

• （オプション）PDU の電力消費の使用 チェックボックスを選択します。デフォルトではこのチェッ
クボックスはクリアされています。

5. 説明 テキストボックスに、グループの説明を入力します。

6. 終了 をクリックして新しいグループを保存するか、変更を保存せずに デバイス → 管理下グループ に戻
るには、キャンセル をクリックします。

デバイスグループまたはデバイスの移動

手動で追加したデバイスを既存グループに移動させる他、デバイスの複数グループをひとつのグループまた
はラックから、別のグループまたはラックに移動させることもできます。デバイスの 1 つのグループをラッ
ク内のひとつのスロットから別のスロットに移動させることも可能です。
デバイスをひとつのスロットからラック内にある別のスロットに移動させるには、ラックの管理を参照して
ください。

メモ: グループの移動後、実行中の電力ポリシーはすべて再計算されます。

1. 左ペインで、デバイス → 管理下のグループ の順にクリックします。

2. 移動先となるデバイスグループを選択します。

3. タスクメニューで、移動 をクリックします。

移動先グループ ウィンドウにグループのリストが表示されます。現在のエンティティ フィールドには、

デバイスが現在関連付けられているグループの名が表示されます。

移動先 にはデフォルトで選択されている その他 オプションが表示されます。

4. グループまたはデバイスの移動先となるグループを選択します。

5. 終了 をクリックして デバイス 画面に戻る、または キャンセル をクリックして変更を破棄します。

6. 移動を確認するには、次の手順を実行します。

a. デバイス → 管理下グループをクリックします。

b. デバイスツリーを使用してグループまたはデバイスを追加したグループを選択し、デバイスが期待通
りにリストされていることをチェックします。

ラックの管理

Dell OpenManage Power Center では、Power Center システムに追加されたラック、スロットに挿入され
たデバイス、および関連付けられたデバイスを管理することができます。

ラックの管理 ウィザードは、次のタブで構成されています。

• ラックの中身

• 関連するデバイス

ラックの中身 タブでは、デバイス 画面で選択したラックを次の方法で設定できます。

• ラックスロットへのデバイスの追加

• ラックスロット内でのデバイスの並べ替え

• ラックスロットからのデバイスの取り外し

• デバイスの編集

関連付けられたデバイス タブでは、ラックスロットには追加されていなくても、ラックに関連付けられた 

PDU などのデバイスを次の方法で管理することができます。

• ラックへの関連付けられたデバイスの追加
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• ラックにすでに追加された関連付けられたデバイスの編集

• ラックからの関連付けられたデバイスの削除

ラックスロットへのデバイスの追加

1. 左ペインで、デバイス → 管理下グループ の順にクリックします。

2. デバイスのリストからラックデバイスを選択します。

3. デバイス メニューから ラックの管理 をクリックします。

ラックの管理 ウィンドウが表示されます。デフォルトでは、 ラックの中身 タブが表示されます。

4. ラックコンテンツ タブで、 ラックスロットに追加 をクリックします。

ラックスロットに追加 ウィザードが表示されます。

5. ラックに追加するデバイスの横にあるチェックボックスを選択して、次へ をクリックします。

6. ラックに追加するデバイスの横にある 選択 ドロップダウンリストから、デバイスを取り付けるスロット
を選択します。

7. 終了 をクリックして ラックの管理 画面に戻り、変更を確認します。

関連付けられたデバイスのラックへの追加

1. 左ペインで、デバイス → 管理下のグループ の順にクリックします。

2. デバイスのリストからラックデバイスを選択します。

3. タスクメニューで、ラックの管理 → 関連するデバイス → ラックへの追加 の順にクリックします。

デバイスとラックの関連付け ウィンドウが表示されます。

4. ラックと関連付けるデバイスの横にあるチェックボックスを選択します。

5. 終了 をクリックし、ラックの管理 画面に戻って変更を確認、または キャンセル をクリックして前の画
面に戻ります。

ラックに関連付けられたデバイスの編集

1. 左ペインで、デバイス → 管理下のグループ の順にクリックします。

2. デバイスのリストからラックデバイスを選択します。

3. タスクメニューで、ラックの管理 → 関連するデバイス → ラックへの追加 の順にクリックします。

4. デバイスのリストから編集するデバイスを選択して 編集 をクリックします。

5. 必要な変更を行います。

6. 終了 をクリックし、ラックの管理 画面に戻って変更を確認、または キャンセル をクリックして前の画
面に戻ります。

ラックでのデバイスの並べ替え

1. 左ペインで、デバイス → 管理下のグループ の順にクリックします。

2. デバイスのリストからラックデバイスを選択します。

3. タスクメニューで ラックの管理 をクリックします。

ラックの管理 ウィンドウが表示されます。デフォルトでは、 ラックの中身 タブが表示されます。

4. ラックの中身 タブで、 ラックの並べ替え をクリックします。

スロットに入っているデバイスのリストと共に ラック内で移動 ウィンドウが表示されます。

5. 並び替えるデバイスの横にある スロット ドロップダウンリストから、デバイスの移動先のスロットを選
択します。

6. 終了 をクリックして ラックの管理 画面に戻り、変更を確認します。
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ラックに関連付けられたデバイスの削除

1. 左ペインで、デバイス → 管理下のグループ の順にクリックします。

2. デバイスのリストからラックデバイスを選択します。

3. タスクメニューで ラックの管理 → 関連するデバイス の順にクリックします。

4. 関連するデバイス タブをクリックします。

5. 削除 をクリックし、必要な情報を入力します。

6. 終了 をクリックし、ラックの管理 画面に戻って変更を確認、または キャンセル をクリックして前の画
面に戻ります。

スロットに割り当てられたデバイスのラックからの削除

1. 左ペインで、デバイス → 管理下のグループ の順にクリックします。

2. デバイスのリストからラックデバイスを選択します。

3. タスクメニューで ラックの管理 をクリックします。

ラックの管理 ウィンドウが表示されます。デフォルトでは、 ラックの中身 タブが表示されます。

4. ラックスロット内のデバイスのリストから、削除するデバイスを選択して ラックから削除 をクリックし
ます。

メモ: ラックから削除 をクリックするとデバイスがラックからただちに削除されますが、誤って削

除した場合は、デバイスを追加しなおすことができます。

ラック使用率グラフの表示

Dell OpenManage Power Center では、Power Center システム内のカスタムおよび物理エンティティに対
するラック使用率のさまざまな側面を図で表示することができます。この情報は、新しいデバイスを追加す
るために、特定のラック内における容量および電力の可用性を判断するのに役立ちます。

1. 左ペインで、デバイス → 管理下グループ の順にクリックします。

2. デバイスグループのリストから、ラックデバイスを含むグループを選択します。

デバイスの詳細が <デバイス> 詳細 セクションに表示されます。

3. 電力および温度 → ラック使用率の表示 をクリックします。

または、概要 → ラック使用率の表示 をクリックすることもできます。

使用率 ウィンドウが表示されます。

メモ: ラック使用率の表示 オプションは、タイプのグループ（データセンター、部屋、通路）に対

してのみ利用可能です。

4. 電力使用率 または 容量使用率 をクリックし、実際 または パーセント オプションで表示するデータを変
更します。

5. 管理下グループ タブに戻るには右上隅の X をクリックします。

次の場合、ラック使用率グラフにラックが表示されないことがあります。

• ラック内の 1 つ、または複数のデバイスの実際の電力が、指定された電力容量を超えている。

• ラック内のデバイスに推定 大電力が設定されていない。
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グループの削除

1. 左ペインで、デバイス → 管理下のグループ の順にクリックします。

2. 管理下グループ タブで、削除するグループを選択します。

3. タスクメニューで、削除 をクリックします。

削除する管理下グループの詳細が記載された グループの削除 ウィンドウが表示されます。

4. 確認 をクリックして削除を続行します。

緊急時電力削減

停電が発生してデバイスが UPS で稼働しているなどの緊急時には、緊急時の電力削減を開始して、管理下デ

バイスの電力消費を削減することができます。

注意: 

緊急時の電力削減を適用すると、デバイスの電力が極めて低いレベルまでスロットルされ、パフォーマ

ンスが影響を受け、電力の監視と上限制限機能を備えたすべてのデバイスが影響を受けます。これは緊

急時のみに使用するようにしてください。

このグループ内にある電力監視と電力上限制限機能を備えたすべてのデバイスは、 小電力消費状態に設定

されます。緊急時の電力削減 ボタンは全ページの右上角に表示されます。緊急時の電力削減の影響を受け

たデバイスは、デバイス タブで 緊急時の電力削減中 とマークされます。

緊急時の電力削減の有効化

1. 左ペインで、 デバイス → すべてのデバイス または デバイス → 管理下グループ とクリックします。

2. デバイスの一覧から緊急時の電力削減を適用するデバイス（データセンター、部屋、通路、ラック、シ
ャーシ）を選択します。

3. タスクメニューで EPR の有効化 をクリックします。

次のメッセージが表示されます。

緊急時の電力削減を適用すると、電力が極端に低いレベルまで調整され、パフォーマンスに影響します。
続行しますか?

4. はい をクリックして続行します。

緊急時の電力削減の無効化

緊急時の電力削減（EPR）を無効にすると、デバイスの電力が完全な状態に復元されます。

メモ: EPR をエンティティに適用する手順については、緊急時の電力削減の有効化を参照してください。

メモ: Power Center コンソールが EPR の無効化を反映するには少し時間がかかる場合があります。画

面を手動で更新して、画面の右上隅にある EPR 状態通知をアップデートすることができます。

メモ: 赤い EPR 状態通知アイコンは、EPR がデバイスに適用されたときにのみ、画面の右上隅に表示さ

れます。

1. Power Center 内の任意の画面で、画面の右上部または左ペインの赤色の EPR 状態通知をクリックして、
デバイス → すべてのデバイス または デバイス → 管理下グループ をクリックします。

メモ: EPR を有効にしたデバイスがリストに表示されない場合は、更新 をクリックします。
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EPR が有効になっているエンティティの 名前 、および EPR が有効になった時刻を反映する タイムスタ

ンプ がリストされたポップアップウィンドウが開きます。

2. EPR の表示 ボタンをクリックします。

緊急時の電力削減 ウィンドウが表示されます。

3. EPR を無効にするエンティティ（データセンター、部屋、通路、ラック、シャーシ）を選択します。

4. タスクメニューで EPR の無効化 をクリックします。
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8
電源監視
Power Center では、現在または過去の電力関連指標（たとえば、電力消費量またはコストなど）を監視でき

ます。これにより、データセンターの電力ステータスを理解し、その他の電力インフラストラクチャ、冷却

および施設のニーズを計画できます。

異なるデバイスおよび/またはグループレベルで電力を監視できます。電源監視設定を自分のニーズに合わ

せて構成し、電力ステータスグラフを印刷できます。

 

Power monitoring levels

OpenManage Power Center provides power monitoring at the following levels for groups:

• Rack

• Aisle

• Room

• Data center

• Custom

電力しきい値

グループおよび / またはデバイスの電力が制限を越えたときに通知を受け取るときは、しきい値を監視する
と便利です。

1. 左ペインで デバイス をクリックします。

2. すべてのデバイス または 管理下グループ タブから、しきい値を設定するグループまたはデバイスを選
択します。

3. 画面の詳細セクションで 電力と温度 をクリックします。

4. 電力アラートしきい値（W） 下で次の手順を実行します。

5. 警告上限 および 重要上限 テキストボックスに値を入力します。

電力が警告の警告上限値を超えると、警告レベルのイベントアラートが送信されます。電力が重要上限

値を超えると、重要レベルのイベントアラートが送信されます。

6. 保存 をクリックします。

デバイス/グループ範囲の構成およびサンプリング間隔については、監視設定を参照してください。

デフォルト単位およびエネルギー消費の設定に関する詳細については、エネルギー消費コスト設定の設定を

参照してください。
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電源詳細の表示

左側のペインで、デバイス → すべてのデバイス をクリック、または デバイス → 管理下グループ をクリッ

クします。デバイスまたはグループのアイコンをクリックし、画面下部にある詳細セクションを参照します。

Dell OpenManage Power Center は PDU およびその他デバイスとグループの電源情報を表示しますが、UPS 

デバイスの電源詳細は表示しません。

デバイスおよびグループ（PDU と UPS を除く）に関しては、電源 グラフが過去 1 時間の電源詳細をデフォ

ルトで表示します。デバイスまたはグループのグラフへのアクセスについての詳細は、電源履歴グラフの表

示を参照してください。

次の詳細も表示できます。

現在の時間枠の電源詳細

時間枠 タブをクリックすることにより、現在の時間枠の電源詳細を表示することができます。次の表には、

時間枠と、それに関連付けられた間隔が表示されています。

表 4. 時間枠と間隔

時間枠 説明 間隔

15Min 15 分間 1 分間

1H 1 時間 3 分間

1D 1 日 1 時間

1W 1 週間 6 時間

1M 1 ヶ月 1 日

3M 3 ヶ月 1 週間

1Y 1 年間 2 週間

メモ: この表には、サンプリング間隔がデフォルト値（1 分間）のときの間隔が示されています。サン

プリング間隔を変更すると、15 分と 1 時間の時間枠が変更されます。サンプリング間隔を 3 分間に変

更すると、15 分の時間枠は 3 分間になります。サンプリング間隔を 6 分間に変更すると、1 時間の時

間枠は 6 分間になります。

異なる時間枠の電源詳細

矢印 < > をクリックして、前 / 次のサンプリング時刻を表示するか、または二重矢印 << >> をクリックして、

現在の時間枠の結果の前/次のページ詳細を表示します。平均、 大、 小をクリックして、選択した値を表

示できます。

• 平均：前の時点から現在の時点までの平均値。

• 大：前の時点から現在の時点までの 大値。

• 小：前の時点から現在の時点までの 小値。

たとえば、1 時間 の枠の電源詳細が見ると、15:00 の 大値が 500W で、時間間隔は 6 分間になっていま

す。この値は、14:54～15:00 の 大電力消費量が 500W であることを示しています。
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メモ: 瞬時値が 大ラインの電力上限制限を超過することはよくあります。Power Center はこの値を

監視して、これが発生するときに正常な電力範囲に調整します。平均電力値が電力上限制限値を超過す

るときにのみ、注意する必要があります。

メモ: 設定 ページで間隔（ある時点から次の時点への期間）を設定できます。間隔設定に関する詳細に

ついては、監視設定を参照してください。

ラックの電源詳細

ラックの場合、電力消費量 をクリックすると、すべてのラック PDU の PDU 電力消費量が表示されます。

また、電力ポリシー をクリックすると電力ポリシーを変更できます。

メモ: 電力ポリシー ボタンは、ポリシー ページで電力ポリシーを設定した場合にのみ表示されます。

PDU デバイスについては次の電源詳細を表示できます。サポートされている PDU デバイスの詳細に関して

は、システム要件を参照してください。

• PDU 名、モデル、および IP アドレスなどの PDU デバイス情報。

• 出力番号、電力（W）、電圧（V）、アンペア（A）、および記録した情報の時刻を含む PDU 出力情報で、

フォーマットは <YYYY-MM-DD HH:MM:SS> です。表には、各出力およびすべての出力の総電力消費量

の情報がリストされます。

メモ: PDU 出力情報については、Power Center は Dell Managed Rack PDU 6605 のみをサポートしま

す。

エネルギー消費量の表示

各デバイスおよびデバイスのグループの電力消費量の詳細は、デバイス 画面のすべてのタブで参照できま

す。

• IT 設備エネルギー — 選択されたデバイスまたはデバイスグループ内の全管理下デバイスに対する総エ

ネルギー消費量とコストです。

メモ: Power Center は、デバイスが S0（オン）状態であればその電力消費量を読み込むことができま

す。S4/S5 状態のデバイスの場合、Power Center が固定値（30W を使って電力消費量を計算します。

• 冷却エネルギー — 選択されたデバイス / グループを冷却すために必要な予想エネルギー消費量とコスト

です。

冷却エネルギー = IT 設備エネルギー * 冷却乗数

冷却乗数は、エネルギー消費量コスト セクションの 設定 → 監視 ページで設定できます。

• エネルギー消費量（合計） — IT 設備と冷却エネルギーのエネルギー消費とコストを合わせたものです。

式は次のとおりです。

コスト =（IT 設備エネルギー T1*冷却乗数） *単一従量制料金 T1+(IT 設備エネルギー T2*冷却乗数） *単

一従量制料金 T2+°¦+(IT 設備エネルギー Tn*冷却乗数） *単一従量制料金 Tn 

メモ: T1/T2/.../Tn は特定の単一従量制料金における期間（時間）です。
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メモ: コスト 列にはデフォルトで 0 が表示されます。コストを表示するには、コスト率を設定する

必要があります。コスト率はグローバル設定であり、設定 → 監視 ページで設定できます。

メモ: エネルギー消費コスト セクションには、設定 画面で設定された値に基づいた情報が表示され

ます。この情報は、見積もり用限定で使用するようにしてください。

メモ: デバイスまたはグループが Power Center で新しく追加または作成されたものである場合、監

視時間が 1 週間以内なら「1W」と「1M」時間枠に表示される電力およびエネルギー消費量データ

が異なり、監視時間が 1 日以内の場合は、「1H」と「1D」時間枠に表示されるデータが異なります。

これは、異なる時間枠に対して Power Center が異なるサンプリング間隔を使用しているために起

こります。たとえば、デバイスが Power Center に追加されたのが 2011-10-15 09:00 で、現在の

時刻が 2011-10-17 11:10 などの場合です。1M 時間枠（サンプリング間隔は 1 日） の場合、電力お

よびエネルギー消費量は 2011-09-17 00:00～2011-10-17 00:00 で計算されます。1W 時間枠（サ

ンプリング時間は 1 時間） の場合、電力およびエネルギー消費量は 2011-10-10 11:00～2011-10-17 

11:00 で計算されます。11 時間の差があるため、２つの時間枠に表示されるデータは異なります。

電力履歴グラフの表示

Dell OpenManage Power Center は、システムデバイスの温度履歴の図解を提供します。

1. 左ペインで、デバイス → すべてのデバイス または デバイス → 管理下グループ とクリックします。

2. デバイスのリストからデバイスを選択します。

デバイスの詳細が <デバイス> 詳細 セクションに表示されます。

3. <デバイス> 詳細 セクションで、 電力および温度 タブをクリックします。

または、要約 タブで 電力使用率 をクリックすることもできます。

4. 電力アラートしきい値 の横にある 履歴の表示 をクリックします。

電力の履歴のグラフが新しいウィンドウに表示されます。

5. 表示された期間と属性の選択：

a. グラフ内に表示された期間を選択するには、グラフ上部にあるボタンをクリックします。

b. 属性を追加または削除するには、リストされたオプションから選択します。オプションをクリックし
て、グラフに対する属性の追加または削除を切り替えます。

• 小

• 大

• 平均

• 電源ポリシー

• 上位警告

• 上位重要

メモ: グラフの任意の部分と共に表示された各属性に関連する特定の数字を表示するには、グラフ

上にマウスポインタを移動させます。

6. 経時的なデータストリームに沿って移動するには、グラフ下のナビゲーション矢印をクリックします。

PDU 電力の監視

PDU 電力を監視するには、左ペインの デバイス をクリックして、PDU に移動し、画面の詳細セクションを

参照してください。
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PDU の瞬時電力の値が表示され、画面の詳細セクションには、デバイスから読み取った PDU の詳細情報の

リストが表示されます。PDU デバイスからデータが提供されなかった項目には、NA と表示されます。

UPS 電力の監視

UPS 電力を監視するには、左ペインの デバイス をクリックして、UPS の場所に移動し、UPS を選択します。

UPS の詳細が、画面の詳細部分に表示されます。

UPS の瞬時電力の値が表示されるとともに、デバイスから読み取られた USP の詳細情報が表示されます。

UPS デバイスからデータが提供されなかった項目には、NA と表示されます。
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9
温度監視
Dell OpenManage Power Center では、Power Center 内のデータセンターの現在と過去の温度を監視でき

ます。これにより、温度ステータスを理解し、データセンターのホットスポットを特定できます。

異なるデバイスおよび / またはグループレベルで温度ステータスを監視できます。温度監視設定を自分のニ

ーズに合わせて設定し、温度ステータスグラフを印刷できます。

 

温度監視レベル

Power Center は、次のレベルで温度を監視します。

• デバイスレベル — デバイスの温度関連指標を監視できます。

• 物理的グループレベル — 物理的グループレベルでは温度関連の指標（データセンター、部屋、通路、シ

ャーシモジュラーなど）を監視できます。

• 論理的グループレベル — 論理的グループレベルでは温度関連の指標を監視できます。

温度詳細の表示

左側のナビゲーションペインで デバイスをクリックし、次に グループ化されたデバイスタブまたは 未割り

当てデバイスタブをクリックします。その後、グループまたはデバイスのアイコンをクリックし、画面下部

の詳細部分を参照してください。

温度の詳細グラフにアクセスするには、現在の電力の見出しの下の 履歴の表示 をクリックします。デフォル

トでは、温度の詳細グラフには、過去 1 時間の温度の詳細が表示されます。

次の詳細も表示できます。

現時刻ウィンドウの温度詳細

時間ウィンドウタブをクリックすることにより、現時刻ウィンドウの温度詳細を表示することができます。

次の表には、時間ウィンドウと、それに関連付けられた間隔が表示されています。

表 5. 時間ウィンドウと間隔

時間ウィンドウ 説明 Interval（間隔）

15Min 15 分間 1 分間

1H 1 時間 3 分間

1D 1 日 1 時間

1W 1 週間 6 時間
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時間ウィンドウ 説明 Interval（間隔）

1M 1 ヶ月 1 日

3M 3 ヶ月 1 週間

1Y 1 年間 2 週間

メモ: この表には、サンプリング間隔がデフォルト値（1 分間）のときの間隔が示されています。サン

プリング間隔を変更すると、15Min と 1H 時間ウィンドウが変更されます。サンプリング間隔を 3 分間

に変更すると、15Min 時間ウィンドウは 3 分間になります。サンプリング間隔を 6 分間に変更すると、

1H 時間ウィンドウは 6 分間になります。

異なる時刻ウィンドウの温度詳細

矢印 < > をクリックして、前 / 次のサンプリング時刻を表示するか、または二重矢印 << >> をクリックして、

現時刻ウィンドウの結果の前/次のページ詳細を表示します。平均、 大、 小をクリックして、選択した値

を表示できます。

• 平均：前の時点から現在の時点までの平均値。

• 大：前の時点から現在の時点までの 大値。

• 小：前の時点から現在の時点までの 小値。

たとえば、1H（1 時間）ウィンドウに温度詳細が表示され、15:00 の 大値が 40°C で、時間間隔は 6 分間

です。この値は、14:54～15:00 の 大温度が 40°C であることを示しています。

シャーシ詳細

デバイス 画面でシャーシを選択すると、シャーシの詳細の表が表示されます。シャーシの詳細 には、次の情

報を含む、シャーシ内のすべてのブレードサーバーと、その温度の詳細の一覧が、表形式で表示されます。

• デバイス： デバイス名。

• 平均： 新のサンプリング間隔の平均値。

• 大： 新のサンプリング間隔の 大値。

• 小： 新のサンプリング間隔の 小値。

メモ: 設定 > 一般 ページで、間隔（ある時点から次の時点の期間）を設定できます。間隔の設定に関す

る詳細については、「監視設定」を参照してください。

メモ: データがなければ、平均、 大、 小フィールドには NA が表示されます。たとえば、ブレード

サーバーがサポートされていないデバイスである場合などです。

温度履歴グラフの表示

Dell OpenManage Power Center は、お使いのシステムデバイスの温度履歴の図解を提供します。

1. 左ペインで、デバイス → すべてのデバイス または デバイス → 管理下グループ とクリックします。

2. デバイスのリストからデバイスを選択します。

デバイスの詳細が <デバイス> 詳細 セクションに表示されます。

3. <デバイス> 詳細 セクションで、 電力および温度 タブをクリックします。
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または、要約 タブで 温度使用率 をクリックすることもできます。

4. 吸気平均温度アラートしきい値 の横にある 履歴の表示 をクリックします。

温度の履歴のグラフが新しいウィンドウに表示されます。

5. 表示された期間と属性の選択：

a. グラフ内に表示された期間を選択するには、グラフ上部にあるボタンをクリックします。

b. 属性を追加または削除するには、リストされたオプションから選択します。オプションをクリックし
て、グラフに対する属性の追加または削除を切り替えます。

• 小

• 大

• 平均

• 下位警告

• 下位重要

• 上位警告

• 上位重要

メモ: グラフの任意の部分と共に表示された各属性に関連する特定の数字を表示するには、グラフ

上にマウスポインタを移動させます。

6. 経時的なデータストリームに沿って移動するには、グラフ下のナビゲーション矢印をクリックします。

シャーシ / ブレードサーバーの温度の監視

ブレードサーバーレベルで吸気口の温度を監視できます。

また、シャーシレベルで吸気口温度（平均、 大、および 小詳細など）を監視できます。

シャーシへのブレーカ制限の適用

Dell OpenManage Power Center では、M1000E 4.4 以降または VRTX 1.35 以降をサポートするシャーシに
ブレーカを設置したり、静的電力制限を設定することができます。

1. 左ペインで、 デバイス → すべてのデバイス または デバイス → 管理下グループ とクリックします。

2. デバイスのリストから特定のシャーシを選択します。

選択したシャーシの詳細が <デバイス> 詳細 → 概要 セクションに表示されます。

3. シャーシブレーカ の横にある 編集 をクリックします。

シャーシブレーカの編集 ウィンドウが表示されます。

4. 選択したシャーシに対して、シャーシブレーカ上限、シャーシ下限、および シャーシ上限 値を入力しま
す。

メモ: VRTX 1.35 およびその前のバージョンの下限シャーシブレーカはデフォルトで「0」です。フ

ァームウェアを 新バージョンにアップデートしてください。

5. 保存 をクリックして変更を適用するか、キャンセル をクリックして変更を破棄します。
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デバイス / グループ温度の監視

Power Center は、デバイスとグループの吸気口温度スパンの温度監視をサポートします。吸気口温度スパン

は、グループ内のデバイスの 大と 小温度測定値の平均吸気口温度差です (摂氏と華氏)。この値は、温度

詳細グラフの 大と 小温度に従って計算できます。
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10
ポリシー
電力ポリシーはデバイスまたはグループの電力上限を管理するための一連の設定です。ポリシーは様々な状

況での電力管理に役立ちます。例えば、次の操作を行うためのポリシーを作成することができます。

• 電力上限 — 電力消費が回路の容量を超えないようにします。

• 電力使用率の制御 — デバイスまたはグループの作業負荷に応じて電力使用をスケジュールします。例え

ば、作業負荷が低ければ低めの上限を設定し、データセンターでの電力使用を減らすことができます。

• ラック密度の増加 — 例えば、10 台のデバイスを装備したラックの現在の電力消費量を監視して、ラック

に追加できるデバイスの数を見積もります。その後、デバイスの追加後にラックの総電力消費量を制限す

る電力ポリシーを確立します。

Power Center は 2 つのタイプの電力上限ポリシーをサポートします。

• 静的 — ラックまたはシャーシ内の各デバイスに手動で電力上限を設定します。

• 動的 — Power Center がデータセンター、部屋、通路、ラック、またはシャーシ内の各デバイスに対して

動的に電力上限を割り当てます。

ポリシー 画面では次の操作を行うことができます。

• 電源ポリシーの作成

• 電源ポリシーの編集

• 電源ポリシーの有効化または無効化

• 電源ポリシーの削除

• ポリシーのリストの更新

• 特定の電力ポリシーのみを表示するためのフィルタ

• ポリシーのリストの並び替え

 

動的消費電力上限

動的消費電力上限の仕組みについて理解するには、次の用語が役に立ちます。

• 消費量 — デバイスが使用している電力量です。

• 電力上限 — デバイスが消費できる 大電力量です（デバイスの需要とは異なる場合あり）。

• ヘッドルーム — ラックの電力容量（Dell OpenManage Power Center システムへのラック追加時にユー

ザーが指定）とラックの電力消費量（ラックに追加された、または関連付けられた PDU による実際の電

力消費量によって特定）との違いです。

• 需要 — 作業負荷に対応するためにデバイスが要求する電力量です。
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• 推定 大電力 — デバイス用に推定された 大電力消費割り当てです。推定 大電力には、デバイスごと

の電力消費のピークが考慮されています。

動的消費電力上限により、すべてのデバイスは、グループに割り当てられた電力上限全体を超える電力を必

要とすることなく作業負荷を処理することが可能になります。動的消費電力上限を選ぶ場合は、次の点に注

意してください。

• 低優先度のデバイスが上限を維持するためにより多くの電力を必要とする場合は、低優先度のデバイスが

高優先度のデバイスよりも多くの電力を受電する場合があります。

• 電力制限が厳しすぎる、およびグループ電力消費が電力上限を超える場合は、ポリシーに対してエラーイ

ベントが発生します。これが頻繁に発生する場合は、電力の割り当てを再検討するか、制限に応じて作業

負荷を調整してください。

• 電力制限が正常に確立されてからデバイス電力要件が変動すると、ポリシー内の別のデバイスの電力上限

に違反することになる場合、より多くの電力を必要とするデバイスが電力を獲得できないことがありま

す。ポリシー内の 1 つ、または複数のデバイスの上限を強制的に下げるには、そのデバイスの静的電力ポ

リシーを低いレベル（ラックまたはシャーシ）で作成します。重複するポリシーのうち も厳しい電力上

限がそのデバイスに適用されます。

• すべての電力上限要件が満たされた後に利用可能な余剰電力（ヘッドルーム）がある場合、その余剰電力

は電力ポリシー内の各デバイスの優先度および需要に応じて動的に割り当てられます。

電源ポリシー機能

Power Center は、デバイスについて次のような電源ポリシー機能のステータスを定義します。

• 不明 — Power Center に接続されたことがないサポート外のデバイスについて表示されます。

• なし — 電源ポリシー機能がありません。デバイスにポリシーを設定できません。

• 監視ー — 電源監視機能がある場合のみ。

• 監視ーおよびキャッピング — 電源監視とキャッピング機能がある場合。

• 監視ーおよびアップグレード可能 — 電力監視機能があり、アップグレードして電力キャッピング機能を

使用できます。

この電力ポリシー機能ステータスは、デバイスページの電源能力列に表示されます。

Dell iDRAC7 に準拠するサーバーについては、ライセンス変更のために電力ポリシー機能が変化すると、24 

時間以内に Power Center が管理コンソールの情報を変更します。

シナリオ 1 — ライセンスが失効するか、またはインポートされていません。

この場合、次のようになります。

• デバイスにポリシーが存在する場合、「サーバー機能が変更されました」イベントを受け取ります。

• デバイスのポリシータブが、グループページで無効に設定されます。

• デバイスの電源能力ステータスが、デバイスページで「なし」に設定されます。

• ポリシーページからはこのデバイスのポリシーを削除できるのみで、編集はできません。
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シナリオ 2 — ライセンスがインポートされていないデバイスにライセンスをイ
ンポートしようとします。

この場合、次のようになります。

• デバイスにポリシーが存在する場合、「サーバー機能が変更されました」イベントを受け取ります。

• デバイスのポリシータブが、グループページで有効に設定されます。

デバイスの電源能力ステータスが、デバイスページで変更されます。

デバイスのポリシーは編集可能です。ポリシーページからアクセスできます。

デバイス電源ポリシー能力のアップグレード

いくつかのデバイスの電力ポリシー機能は、Dell PowerEdge M620 などの電力消費量のキャッピングを含む

ようアップグレードできます。これらのデバイスには監視およびアップグレード可能と表示されます。電力

消費量をキャッピングできるようにデバイスをアップグレードするため、デバイスページに移動して、デバ

イスの横にあるアップグレードをクリックし、ポップアップヘルプページの指示に従ってデバイス電源能力

をアップグレードします。アップグレードが完了したら、電源能力ステータスが 24 時間以内に、監視およ

びキャッピング に変わります。

新規ポリシーの作成

ラック、シャーシ、またはデバイス用の静的電力ポリシー、およびグループまたはデバイス用の動的電力ポ
リシーを作成することができます。電力ポリシーは、電力監視および電力上限機能があるグループまたはデ
バイスのみに適用されます。

メモ: デバイス → すべてのデバイス → ポリシー、または デバイス → 管理下グループ → ポリシー タブ
からポリシーを作成することもできます。

1. 左ペインで、ポリシー をクリックします。

ポリシー 画面が表示されます。

2. タスクメニューから 新規ポリシー をクリックします。

新規ポリシーの作成 ウィザードが表示されます。

3. グループまたはデバイスの選択 ウィンドウで、ポリシーの名前を ポリシー名 テキストボックスに入力
します。名前の長さは 25 文字未満にする必要があります。

4. グループ化されたデバイス タブでデバイスグループを選択するか、 未割り当て タブでポリシーを適用
するデバイスを選択します。

5. 続行するには 次へ をクリック、ポリシー の画面に戻るには キャンセル をクリックします。

6. 電力上限値 ウィンドウで、ポリシーのタイプ からポリシーのタイプを選択します。

利用できるオプションは次のとおりです。

• 静的

• 動的

メモ: この手順は、ラックおよびシャーシにのみ該当します。

7. 電力監視値は一定の時間 ドロップリストから、電力上限値を選択します。

利用できるオプションは次のとおりです。

• 前回の時間
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• 前回の日

• 前回の週

• 前回の月

• 前回の 4 半期

8. 電力上限値 テキストボックスに値を入力します。

9. 続行するには 次へ をクリック、前の画面に戻るには 戻る をクリック、タスクを中断するには キャンセ
ル をクリックします。

10. 電力上限優先度 ウィンドウで 優先度 ドロップダウンリストからオプションを選択し、グループ内の各
デバイスの上限の優先度を設定します。

利用できるオプションは次のとおりです。

• 低

• 中速

• 高

メモ: 電力上限優先度 ウィンドウは、デバイスグループを選択した場合にのみアクセス可能です。

11. 続行するには 次へ をクリック、前の画面に戻るには 戻る をクリック、タスクを中断するには キャンセ
ル をクリックします。

12. 電力ポリシースケジュール ウィンドウで、ポリシーの監視スケジュールを設定します。

• 期間 — 常時または範囲（24 時間表記を使用した HH:MM フォーマットで開始時間と終了時刻を入
力）

• 反復パターン—常時または特定の曜日

• 反復範囲 — 常時または範囲（開始日および終了日を入力）

13. 次へ をクリックして、作成したポリシーのサマリを表示します。

14. 概要 ウィンドウでは、終了 をクリックしてポリシーを保存、戻る をクリックしてポリシー情報を確認、
または キャンセル をクリックして変更を破棄します。

新しいポリシーは即時に有効になります。

ポリシー優先度レベル

ポリシーを作成またはアップデートすると、各デバイス / グループに異なる優先度レベルを選択できます。

たとえば、デバイス / グループで稼動している作業負荷に関連付けられたサービス内容合意書に基づいて優

先度レベルを設定できます。

Power Center は、デバイス / グループの電力キャップが完全に利用されていない場合、優先度が高いデバイ

ス / グループにより多くの電力を確保する傾向があります。

各デバイス / グループについて、次の 3 つの優先度レベルのうちいずれかを設定できます。

• 低

• 中（デフォルト）

• 高

優先度リストは、ポリシーごとにことなります。ただし、デバイス / グループには、異なるポリシーに異な

る優先度レベルがある可能性もあります。ポリシーのデバイス / グループの高い優先度値は、別のポリシー

で同じノードの低い優先度値を上書きします。
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たとえば、デバイス <A, B, C> にポリシー 1 を、<B, C, D> にポリシー 2 を作成し、同じタイムスロットを持

つポリシーに異なる電力キャップを設定しました。この場合、Power Center は次のルールに従います。

• エンティティに重複するポリシーがある場合、電力キャップが低いポリシーが適用される。

• エンティティに重複動的ポリシーがあり、両方とも現在アクティブな場合、このエンティティで 高の優

先度（高 > 中 > 低）が適用されます。

ポリシーモード

ポリシーモードは、ポリシーページの「有効」および「アクティブ」列に表示されます。 緑の記号は、「有

効」か「アクティブ」を示します。Power Center は 3 つのポリシーモードをサポートします：

表 6. ポリシーモード

有効列 アクティブ列 モード 説明

緑色 緑色 有効およびアクティブ ポリシーは使用中です。

緑色 NA 有効だがアクティブでな
い

ポリシーは使用可能です
が、現在アクティブでは
ありません。

NA NA 無効 ポリシーは作成されまし
たが、使用できません。

電力ポリシーの有効化または無効化

1. 左ペインで、ポリシー をクリックします。

ポリシー 画面が表示されます。

2. ポリシーのリストで、有効または無効にするポリシー（複数可）の横にあるチェックボックスを選択し
ます。

3. タスクメニューで 有効化 または 無効化 をクリックします。

メモ: 有効化 および / または 無効化 メニューオプションは、ポリシーを選択した場合にのみ使用

できます。

電源詳細グラフでのポリシーの表示

1. 左ペインで、 デバイス → すべてのデバイス または デバイス → 管理下グループ とクリックします。

2. デバイスまたはデバイスグループの横にあるチェックボックスを選択します。

選択されたデバイスまたはデバイスグループの詳細が画面下部のセクションに表示されます。

3. ポリシー タブをクリックしてデバイスまたはデバイスグループに関連するポリシーを表示します。

電力ポリシーの編集

電力管理ポリシーは一度に 1 つずつしか変更できません。

1. 左ペインで、ポリシー をクリックします。

2. ポリシーのリストで、編集するポリシーの横にあるチェックボックスを選択します。

3. タスクメニューで、編集 をクリックします。
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ポリシーの編集 ウィザードが表示されます。

4. 必要な変更を行います。

メモ: ポリシーの編集中は、選択したデバイスまたはグループを変更することはできません。

5. 概要 画面で変更を確認し、終了 をクリックして変更を保存、戻る をクリックして前の画面に戻る、ま
たは キャンセル をクリックして変更を破棄します。

電力ポリシーの削除

1. 左ペインで、ポリシー をクリックします。

ポリシー 画面が表示されます。

2. ポリシーのリストで、削除するポリシーの横にあるチェックボックスを選択します。

メモ: 複数のポリシーを一度に選択することができます。

3. タスクメニューで、削除 をクリックします。

次のメッセージが表示されます。

選択したアイテムを削除してもよろしいですか?
4. はい をクリックします。

電力ポリシーのフィルタ処理

タイプ、電力制限、および / または状態別に表示されるように電力ポリシーをフィルタすることができます。

1. 左ペインで、ポリシー をクリックします。

ポリシー 画面が表示されます。

2. タスクメニューで、フィルタ をクリックします。

ポリシーフィルタ ウィンドウが表示されます。

メモ: ポリシーフィルタ ウィザードは、ポリシーが少なくとも 1 つある場合にのみ表示されます。

3. 選択フィルタ ドロップダウンリストから既存のフィルタを選択して実行、または手順 4 に進みます。

4. クイックビュー で ポリシータイプ チェックボックスを選択し、静的 または 動的 を選択します。

5. 次のオプションから 1 つ、または複数を選択します。

• 電力制限 チェックボックスを選択してから、 小 および / または 大 テキストボックスに値を入力
します。

• 有効化されたポリシー チェックボックスを選択して、はい または いいえ オプションを選択します。

• アクティブ化されたポリシー チェックボックスを選択して、はい または いいえ オプションを選択
します。

メモ: ポリシーフィルタは、クリアされるまで、またはセッションを閉じるまで有効なままとなり

ます。

6. 1 度実行 をクリックして、フィルタ処理されたポリシーのリストを表示します。

または

• フィルタ名（オプション）テキストボックスにフィルタの名前を入力し、保存して実行 をクリック
してフィルタの保存、およびフィルタ条件に基づいたポリシーの並び替えを行います。
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または

• キャンセル をクリックして選択を破棄し、ポリシー 画面に戻ります。

保存したフィルタは後で使用することができます。
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11
レポートの管理
本章では、インベントリ用レポートの定期的な生成、およびレポートの監視と管理についての情報を提供し

ます。

レポートの生成に役立つ事前定義済みのテンプレートが用意されています。レポートはデフォルトで HTML 

フォーマットで生成されます。XML または CSV フォーマットでダウンロードすることも可能です。

左ペインで、レポート をクリックします。レポート 画面が表示されます。この画面では、次の操作が可能で

す。

• レポート詳細の表示

• レポートの作成

• レポートの編集

• レポートの削除

• レポートリストの更新

• レポートグループの追加または編集

• 推定 大電力の設定

OpenManage Power Center を使用することにより、次のタイプのレポートを生成できます。

• 電力独占 - 電力独占レポートには、電力を も消費しているデバイスが表示されます。結果は、一定の期
間内におけるデバイスの 大平均消費電力を考慮して計算されます。

• 電力倹約 - 電力倹約レポートには、電力消費が も少ないデバイスが表示されます。結果は、一定の期間
内におけるデバイスの 小平均消費電力を考慮して計算されます。

• 電力データ - 電力データレポートには、選択したデバイスまたはデバイスグループの電力消費データが表
示されます。このデータには、 小値、 大値、平均消費電力の 大値または 小値が含まれます。

• 電力ヘッドルーム - 電力ヘッドルームレポートには、選択されたデバイスまたはデバイスグループについ
ての合計消費電力量と合計未使用電力量が表示されます。

• 一般インベントリ - 一般インベントリレポートには、選択したデバイスまたはデバイスグループのインベ
ントリデータが表示されます。

• 電力独占ラック - 電力独占ラックレポートには、電力消費が も多いラックデバイスが表示されます。結
果は、一定の期間内におけるデバイスの 小ヘッドルームを考慮して計算されます。

• 電力倹約ラック - 電力倹約ラックレポートには、電力消費が も少ないラックデバイスが表示されます。
結果は、一定の期間内におけるデバイスの 大ヘッドルームを考慮して計算されます。

• 未処理の監視データ - 未処理の監視データレポートには、選択したデバイスまたはデバイスグループの監
視データが表示されます。

• 比較レポート - 比較レポートには、 小 2 つ、 大 3 つのデバイスまたはデバイスグループの比較につ
いて取得された結果が表示されます。
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レポート詳細の表示

レポート 画面下部のセクションにあるレポートリストでは、特定のレポートの詳細を表示することができま

す。

レポート 画面で、詳細情報を表示するレポート名をクリックします。詳細は、次のタブに表示されます。

• 要約 - レポートの名前、説明、レポートグループ、および選択された属性などの情報が表示されます。

• 結果 - レポート作成中に選択された属性に対する結果が表示されます。

レポートは、お使いのシステム上にある必要な場所に、CSV または XML フォーマットでエクスポートでき

ます。

レポートの作成

1. 左ペインで、レポート → 新規レポート の順にクリックします。

2. ドロップダウンリストからレポートタイプを選択します。使用可能なオプションは次のとおりです。

• 電力独占

• 電力倹約

• 電力データ

• 電力ヘッドルーム

• 一般インベントリ

• 電力独占ラック

• 電力倹約ラック

• 未処理の監視データ

• 比較レポート

新規レポート ウィザードが表示されます。

3. 名前 テキストボックスにレポートの名前を入力します。

4. 継続時間 で、次のオプションの 1 つを選択します。

• 近 — ドロップダウンリストから次のオプションの 1 つを選択します。

– 時間

– 日

– 週

– 月

• 過去 — レポートを作成する過去の日数を入力します。

• 日付範囲 — レポートを作成する開始日から終了日までの範囲を入力します。

5. レポート集約期間 チェックボックスを選択して、データベースから特定の期間における電力関連データ
を収集します。

メモ: このオプションを使用できるレポートタイプは、電力データ、電力ヘッドルーム、および未

処理の監視データのみです。

メモ: デバイスまたはグループの電力集約値は、指定された レポート集約期間 の電力データがデー

タベース内で使用可能な場合にのみ、正確に計算されます。

6. レポート集約タイプ ドロップダウンリストからオプションを選択します。使用可能なオプションは次
のとおりです。
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• 時間

• 日

• 週

• 月

メモ: このオプションを使用できるレポートタイプは、電力データ、電力ヘッドルーム、および未

処理の監視データのみです。

7. レポート集約値 テキストボックスにレポートの集計値を入力し、次へ をクリックします。

メモ: このオプションを使用できるレポートタイプは、電力データ、電力ヘッドルーム、および未

処理の監視データのみです。

8. 関連付けられたデバイス / グループ タブで、レポートを生成するデバイスまたはグループを選択しま
す。

a. 「プラス」アイコンをクリックして、それらを 選択したデバイス / グループ リストに追加し、次へ 
をクリックします。

メモ: このオプションは、電力ヘッドルーム、一般インベントリ、未処理の監視データ、および比

較の各レポートタイプに対してのみ表示されます。

9. レポート属性 タブで、レポートに含める 1 つ、または複数の属性を選択します。属性は、選択するレポ
ートタイプに基づいて表示されます。

a. 出力の限度 ドロップダウンリストから、レポートの出力の限度を選択します。使用できるオプショ
ンは次のとおりです。

• 10

• 50

• 100

• すべて

b. 並び替え ドロップダウンリストから、レポートの並べ替えに使用する属性を選択します。昇順 また
は 降順 オプションを選択してレポートをその順序に並び替え、次へ をクリックします。

10. 保存 / 実行 タブで、次の操作の 1 つを行います。

• 保存のみ オプションを選択してレポートを保存します。

• 保存して実行 を選択してレポートを保存して実行し、CSV または XML フォーマットを選択して、選
択したフォーマットでレポートをエクスポートします。

11. 終了 をクリックしてレポートを保存、またはレポートを保存して実行します。

レポートの編集

1. 左ペインで、レポート をクリックします。

2. 編集するレポートの横にあるチェックボックスを選択します。

3. タスクメニューで、編集 をクリックします。

レポートの編集 ウィザードが表示されます。

4. 必要な変更を行います。

5. 終了 をクリックして変更を保存するか、 キャンセル をクリックして変更を保存せずに レポート 画面に
戻ります。
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レポートの削除

1. 左ペインで、レポート をクリックします。

2. 削除するレポートの横にあるチェックボックスを選択します。複数のレポートを削除するには、名前 見
出しの横にあるチェックボックスを選択します。

3. タスクメニューで、削除 をクリックします。

次のメッセージが表示されます。

選択したレポートを削除してもよろしいですか? そのレポートに属するすべてのインスタンスが削除
されます。

4. はい をクリックします。

レポートグループの追加

レポートグループ機能では、レポートを異なるグループに分類することができます。たとえば、使用可能な
電力データに基いたレポートを 2 つ作成し、これらを異なるグループに追加することができます。この機能
は、特定のレポートをフィルタして検索するために役立ちます。

1. レポート → レポートグループをクリックします。

レポートグループの追加 / 編集 / 削除 ウィンドウが表示されます。

2. レポートグループを作成するには、グループ ドロップダウンリストから 新規 を選択します。

3. 名前 テキストボックスにレポートグループの名前を入力します。

4. 説明 テキストボックスにレポートグループの説明を入力します。

5. 保存 をクリックしてグループを保存、または キャンセル をクリックして レポート 画面に戻ります。

レポートグループの編集

1. レポート → レポートグループをクリックします。

レポートグループの追加 / 編集 / 削除 ウィンドウが表示されます。

2. グループ ドロップダウンリストから編集するグループを選択します。

レポートグループの名前および説明を編集することができます。

3. 保存 をクリックして変更を保存、または キャンセル をクリックして変更を保存せずに レポート 画面に
戻ります。

レポートグループの削除

1. レポート → レポートグループをクリックします。

レポートグループの追加 / 編集 / 削除 ウィンドウが表示されます。

2. グループ ドロップダウンリストから削除するグループを選択します。

3. 削除 をクリックします。次のメッセージが表示されます。

このグループを削除してもよろしいですか? グループを削除すると、このグループにあるすべてのレポ
ートが削除されます。

4. はい をクリックして続行します。
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12
イベント管理
本章では、イベントタイプ、重要度レベル、サポートされている PDU/UPS イベントおよび Power Center 

イベントの管理方法に関する情報を提供します。

データセンターに異常な電源 / 温度状況が発生したことを示すイベントを受信することがあります。Power 

Center は次の項目を検知します。

• 事前定義されたイベント

• カスタムイベント

Power Center はポート 6553 を使って内部イベントをリッスンします。別のアプリケーションがポート 

6553 を使うように設定された場合、ポート 6533 を Power Center に予約するよう変更する必要がありま

す。

Power Center はポート 162 を使って内部デバイスからのイベントをリッスンします。 SNMP Trap サービ

スが存在してポート 162 を使用している場合、 Power Center は自動的にポート 1162 を使って SNMP トラ

ップサービスが転送する外部イベントを受信します。

左ペインで イベント をクリックします。イベント 画面が表示されます。この画面では、次の操作が可能で

す。

• イベントの承認

• イベントへのメモの追加

• イベントの削除

• イベントの並べ替え

• イベントのフィルタ

• イベントのエクスポート

 

事前定義されたイベント

事前定義イベントは、Power Center がシステム条件に基づいて定義したイベントです。イベントをサポート

するデバイスは次の通りです。

• PDU/UPS デバイス – イベントを受信するには、その PDU または UPS のコンソールからイベントにサブ

スクライブする必要があります。

• Dell PowerEdge タワーおよびラックサーバー – すべての IPMI イベント (IPMI 電力単位、IPMI 電源、IPMI 

プロセッサ温度トリップ、IPMI ファン) をサポートします。

• Dell PowerEdge ブレードサーバー – IPMI プロセッサ温度トリップイベントのみをサポートします。

• Integrated Dell Remote Access Controller（iDRAC） - IPMI トラップフォーマットのみをサポートしま

す。iDRAC デバイスからイベントを受け取るには、アラート機能が有効になっており、iDRAC 管理コン
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ソールのすべての Power Center 対応イベント（IPMI 電力単位、IPMI 電源、IPMI プロセッサ温度トリッ

プ、IPMI ファン）に IPM トラップフォーマットが選択されていることを確認してください。たとえば、

iDRAC 7 管理コンソールでは、すべての PWR/PSU/CPU/ ファン関連アラートに対して IPMI トラップを

選択する必要があります。

メモ: iDRAC 管理コンソールの使用方法の詳細に関しては、iDRAC のマニュアルを参照してくださ

い。

表 7. Power Center イベントと重要度レベル

タイプ 説明 重大度レベル

シャーシのブレード変更 シャーシ内のいくつかのブレード
が変更されました。シャーシを手
動で再発見する必要があります。
Power Center は 15 分ごとにシャ
ーシを検知します。

情報

イベントに登録することができま
せん

デバイスは、Power Center サーバ
ーにデバイスイベントを自動的に
レジスタできません。

警告

シャーシ電力制御機能が変更され
ました

シャーシ上のサーキットブレーカ
による電源制御（システム入力パ
ワーキャップ）機能がなくなりま
した。

重要

CMC SNMP イベント シャーシからイベントを受信しま
した

重要または警告

シャーシとの通信に失敗しました Power Center とシャーシの通信
が失われました。

警告

シャーシとの通信が回復しました Power Center とシャーシの通信
が回復しました。

情報

デバイスとの通信が失敗しました Power Center とデバイスの通信
が失われました。

警告

デバイスとの通信が回復しました Power Center とデバイスの通信
が回復しました。

情報

デバイスのホスト名が変更されま
した

デバイスのホスト名が変更されま
した。

情報

エンティティの機能が変更されま
した

エンティティの機能が変更されま
した。

警告

デバイスでのサンプル間隔の設定
に失敗しました

デバイスのサンプリング間隔の設
定に失敗しました。デバイスでサ
ンプリング間隔がサポートされて
いない可能性があります。

警告

iDRAC SNMP イベント iDRAC から受信したイベントで
す。

重要または警告
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タイプ 説明 重大度レベル

IPMI ファン サーバーのファンに関連したイベ
ント。

重要

IPMI 電源 サーバーに関連するイベントで
す。

重要

IPMI 電力単位 サーバーの電力単位に関連したイ
ベント。

重要

IPMI プロセッサ温度トリップ サーバープロセッサ温度トリップ
に関連したイベント。

重要

IPMI テスト IPMI テストイベントを受信しまし
た。

情報

MPCM の設定に失敗しました シャーシでの MPCM の設定に失
敗しました。

警告

MPCM はサポートされていません Dell シャーシが MPCM をサポー
トしていません。シャーシでのフ
ァームウェアのアップグレードが
必要な場合があります。

警告

PDU 高負荷 PDU 電力が、高負荷しきい値を超
えています。

警告

PDU 低負荷 PDU 電力が、低負荷しきい値を下
回っています。

警告

PDU 出力高負荷 PDU 出力電力が、高負荷しきい値
を超えています。

警告

PDU 出力低負荷 PDU 出力電力が、低負荷しきい値
を下回っています。

警告

PDU 出力オフ PDU 出力がオフです。 情報

PDU 出力オン PDU 出力がオンです。 情報

PDU 出力オーバーロード PDU 出力がオーバーロード状態で
す。

重要

PDU オーバーロード PDU がオーバーロード状態です。 重要

プロトコル操作が失敗しました デバイスプロトコル操作に失敗し
ました。

警告

サーバー機能が変更された ライセンスの変更など、サーバー
機能に変更がありました。このイ
ベントはポリシーが適用されてい
るデバイスにのみ該当します。こ
のようなイベントを目にした場

警告
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タイプ 説明 重大度レベル

合、デバイスのポリシーをチェッ
クしてください。

サポートされていないサンプリン
グ間隔

デバイスにサンプリング間隔を設
定できません。バージョン 1.5 よ
り前の BMC ファームウェアバー
ジョンを使用する Dell iDRAC 6 
デバイスがサポートするのは 1 分
のサンプリング間隔のみです。こ
のようなデバイスには 1 分間のサ
ンプリング間隔を使用するか、
BMC ファームウェアを新しいバ
ージョンにアップグレードしてく
ださい。

警告

UPS バッテリが故障しました UPS 内のバッテリ不具合に関連し
たイベント。

重要

UPS バッテリの残量低下 UPS 内の低バッテリ限度および閾
値超過に関連したイベント。

重要

UPS バイパスが故障しました UPS 内のバイパス不具合に関連し
たイベント。

重要

UPS 充電失敗。 UPS 内の充電不具合に関連したイ
ベント。

重要

UPS 通信喪失 UPS 内の通信喪失に関連したイベ
ント。

警告

UPS ファン障害 UPS 内の電源ファンの障害に関連
したイベント。

重要

UPS 入力電力 UPS 内の電力入力不具合に関連し
たイベント。

重要

UPS オンバイパス UPS 内のオンバイパスに関連した
イベント。

情報

UPS 出力電力 UPS 内の電力出力不具合に関連し
たイベント。

重要

UPS オーバーロード UPS 内の出力電力負荷限度および
閾値超過に関連したイベント。

重要

UPS シャットダウン UPS がシャットダウンしました。 情報

UPS 温度しきい値 UPS の温度しきい値を超えまし
た。

重要
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カスタムイベント

セットアップしたカスタムイベントは、カスタム条件しきい値に達すると自動的にトリガされます。

表 8. Power Center カスタムイベント

タイプ 説明 重大度レベル

平均吸気口温度 平均温度は、しきい値で設定した
平均値より大きいか小さいです

重大または警告；しきい値タイプ
によって異なります

ポリシーは維持できません このポリシーに関連する電力キャ
ッピング機能を持つデバイスの平
均電力消費量が、このポリシーの
電力キャップ値を超過するため、
ポリシーを維持できません

重要または警告

ポリシーは正常に戻りました 電力消費量が電力キャップ値を下
回ったため、ポリシーを維持でき
るようになりました

情報

電源 平均電力消費量は、しきい値で設
定した平均値より大きくなりま
す。

重要または警告

電力は正常に戻りました 電力消費量が、しきい値で設定し
た正常範囲に戻りました

情報

温度は正常に戻りました 温度が、しきい値で設定した正常
範囲に戻りました

情報

次の変更が発生した場合、対応する重大イベントが情報イベントになります：

• デバイス/グループが Power Center から削除されます。

• イベント条件 (しきい値設定など) が Power Center から削除されます。

• イベント条件 (しきい値設定など) が Power Center でアップデートされます。

• 電力ポリシーが削除されるか、または無効になります。

• ポリシーは正常に戻りましたイベントがトリガされます。

たとえば、電力 / 温度は正常に戻りました イベントがトリガされると、対応する重大または警告イベントが

情報イベントになります。平均吸気口温度を例にとると、50 °C を重大 しきい値、40 °C を警告しきい値に

設定すると、平均温度が 60 °C に達すると重大と警告イベントが送信されます。平均温度が 45 °C に戻る

と、重大イベントが自動的に情報になります。平均温度が 35 °C に戻った場合、警告イベントが自動的に情

報になります。

アプリケーションログイベント

アプリケーションログには、OpenManage Power Center で発生した情報もしくは予期しないイベント、ま

たは内部エラーについての情報が表示されます。
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タイプ 重大度 機能エリア 説明

内部エラー 警告 サービス Power Center 内部エラーです。

重複した管理下デバイス 警告 検出 重複したデバイスが識別されました。

グループ構造変更ポリシ
ー

警告 ポリシー グループ構造がポリシーに影響しました。

データベースメンテナン
ス成功

情報 サービス データベースメンテナンスが正常に行わ
れました。

プロトコルタイムアウト
変更失敗

警告 監視 プロトコルタイムアウト変更が失敗しま
した。

重複デバイス削除 情報 検出 重複したデバイスが削除されました。

電子メールエラー 警告 イベント イベントの電子メールアラートが失敗し
ました。SMTP またはアラート設定が正
しくない可能性があります。

内部データベース操作エ
ラー

警告 サービス 内部データベース操作が失敗しました。

検出進行中 警告 検出 以前スケジュールされたインスタンスが
引き続き進行中であるため、今回のスケジ
ュール済み検出タスクが省略されました。

シャーシインベントリ進
行中

警告 検出 以前のインスタンスが引き続き進行中で
あるため、今回のシャーシインベントリが
省略されました。

実行中検出タスクの再実
行

警告 検出 ユーザーがこのタスクを再実行したため、
以前の検出タスクが停止されます。

ライセンス違反検知 重要 ライセンス ライセンス違反が検出されました。

ライセンス違反是正 情報 ライセンス ライセンス違反が是正されました。

電力上限制限のないデバ
イスのポリシー

警告 ポリシー デバイスの電力上限制限機能が削除され
ています。

アプリケーションログの
クリア

情報 ログ すべてのアプリケーションログが削除さ
れました。

電源ポリシーのライセン
ス必須

警告 ライセンス 不十分なライセンスが原因で電源ポリシ
ーの設定に失敗しました。

サポートされている PDU と UPS イベント

Power Center は、異なる PDU と UPS デバイスのイベントをサポートします。次の表には、特定のデバイス

について Power Center によって検証されたイベントがリストされています。この表に載っていない他のイ

ベントもある可能性があります。

96



表 9. PDU および UPS イベント

PDU/UPS モデル サポートされているイベント

Dell UPS UPS 低バッテリ、UPS 不良入力

APC UPS UPS 低バッテリ、UPS シャットダウン、UPS オンバ
イパス

Eaton UPS UPS 低バッテリ、UPS 不良入力、UPS 不良バッテリ

Emerson UPS UPS 低バッテリ

Dell PDU PDU 低負荷、PDU 高負荷、PDU オーバーロード、
PDU 出力低負荷*、PDU 出力高負荷*、PDU 出力オ
ーバーロード*、PDU 出力オン*、PDU 出力オフ*

メモ: * がついたイベントは、Dell Managed 
Rack PDU 6605 でのみサポートされています。

APC PDU PDU 低負荷、PDU 高負荷、PDU オーバーロード

ServerTech PDU PDU 高付加、PDU 出力オン、PDU_出力オフ

Emerson PDU PDU 低負荷、PDU 高負荷、PDU オーバーロード

イベント重要度レベル

メモ: Power Center で定義された重要度レベルが、監視されるデバイスで定義されたレベルと異なる場
合があります。たとえば、デバイスで重大と定義されたイベントが Power Center で警告イベントとみ
なされる場合もあります。

表 10. Power Center イベント重要度レベル

重大度レベル アイコン 説明

重要 管理デバイスまたは Power 
Center が正しく動作しなくなる
エラー。不具合を解決するための
措置を取る必要があります。

警告 注意が必要なエラー。措置を取る
べきかどうかを判断するための根
本原因を確認する必要がありま
す。

情報 エラーまたは警告でないイベン
ト。これは、情報イベントであり、
措置を取る必要はありません。

イベントの表示

OpenManage Power Center 画面の右上部にはイベント数が表示されます。
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Power Center イベントを表示する方法はいくつかあります。

• 左側のペインを使用する： — 左ペインで イベント をクリックします。

• 重要イベント通知アイコンを使用する：

a. OpenManage Power Center 画面の右上角にある重要イベント通知アイコンをクリックします。

近の重要イベントのリストが表示されます。

b. イベントの表示 をクリックします。

イベントのリストからなる イベント 画面が表示されます。

• ホーム画面から次を行います。

a. 左ペインで ホーム をクリックします。

イベント（全体） および イベント（上位 5 グループ） のグラフが表示されます。

b. イベントの表示 をクリックします。

イベントのリストからなる イベント 画面が表示されます。

イベントの並べ替え

1. 左ペインで、イベント をクリックします。

イベントはデフォルトで、日付 別に降順（ 新のイベントから古いイベント）で一覧表示されます。

2. 日付以外のフィールドでリストを並べ替えるには、次のいずれかの列の見出しの横にある「上」または
「下」矢印をクリックします。

• 重大度

• エンティティ

• 承認者

• メモ

「上」または「下」矢印が列の見出しの横に表示され、この矢印により表示が並び替えられます。

イベントへのコメントの追加

1. 左ペインで、イベント をクリックします。

2. コメントを記入するイベントの メモ 列で、 をクリックします。

コメントの追加 ウィンドウが表示されます。

3. コメントを メモ テキストボックスに入力します。コメントの長さは 大 512 文字です。

他のユーザーがイベントにコメントしていた場合は、そのコメントが メモ テキストボックスの下に表示

されます。ユーザー名、コメント時のタイムスタンプ、コメントの内容が表示されます。

メモ: コメントを保存すると編集または削除ができなくなり、コメントの追加のみが可能になりま

す。

4. 追加 をクリックしてコメントを保存するか、キャンセル をクリックして変更を破棄し、イベント 画面
に戻ります。

Power Center は自動的に各コメントに ユーザー名 および タイムスタンプ の情報を追加します。

イベントにコメントが追加された後、  が、そのイベントの メモ 列に表示されます。
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イベントの削除

1. 左ペインで、イベント をクリックします。

イベント 画面が表示されます。

2. 削除するイベントの横にあるチェックボックスを選択します。

リストのすべてのイベントを削除する場合は、重大度 の横にあるチェックボックスを選択します。

3. タスクメニューで、削除 をクリックします。

次のメッセージが表示されます。

選択したアイテムを削除してもよろしいですか?
4. はい をクリックして削除を続行します。

イベントのフィルタ処理

イベントのフィルタ処理機能では、特定のタイプのイベント、承認者のユーザ名、および / または特定の期
間に発生したイベントを表示することができます。

1. 左ペインで、イベント をクリックします。

2. タスクメニューで、フィルタ をクリックします。

イベントフィルタ ウィンドウが表示されます。

3. 次の作業のうち 1 つまたは複数実行します。

• ドロップダウンリストから イベントタイプ を選択します。使用可能なオプションは次のとおりで
す。

– IPMI 電源ユニット

– IPMI 電源装置

– IPMI プロセッサ温度トリップ

– IPMI ファン

– IPMI テスト

– デバイスとの通信が失敗しました

– デバイスとの通信が回復しました

– イベントに登録することができません

– シャーシとの通信に失敗しました

– シャーシとの通信が回復しました

– UPS バッテリが故障しました

– UPS バッテリの残量低下

– UPS 温度しきい値

– UPS 入力電力

– UPS 出力電力

– UPS オーバーロード

– UPS オンバイパス

– UPS バイパスが故障しました

– UPS シャットダウン
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– UPS 充電障害

– UPS ファン障害

– UPS 通信喪失

– PDU 低負荷

– PDU 高負荷

– PDU 過負荷

– PDU 出力低負荷

– PDU 出力高負荷

– PDU 出力過負荷

– PDU 出力オン

– PDU 出力オフ

– CMC SNMP イベント

– iDRAC SNMP イベント

– プロトコル操作が失敗しました

– エンティティの機能が変更されました

– 電力は正常に戻りました

– 温度は正常に戻りました

– 大電力

– 電力

– 平均吸気口温度

– ポリシーを維持できません

– ポリシーは正常に戻りました

– シャーシ内でブレードが交換されました

– サーバー機能が変更されました

– シャーシ電力制御機能が変更されました

– サポートされていないサンプル間隔

– デバイスでのサンプル間隔の設定に失敗しました

– MPCM はサポートされていません

– MPCM の設定に失敗しました

– デバイスのホスト名が変更されました

• 重大度 レベルを選択します。使用可能なオプションは次のとおりです。

– 重要

– 警告

– 情報

• 開始日と終了日を 開始日 と 終了日 フィールドに入力します。MM/DD/YYYY の形式で入力してく
ださい。開始日の 00:00:00 から終了日の後の 00:00:00 までのイベントのみが表示されます。例
えば、フィルタ処理のオプションを 01-01-2013 を開始日および終了日として入力した場合、2013 
年 1 月 1 日の 00:00:00 から 2013 年 1 月 2 日の 00:00:00 までのすべてのイベントが表示されま
す。

• 承認者 フィールドのドロップダウンリストからユーザー名を選択して、そのユーザー名で並べ替え
ます。

4. 1 度実行 をクリックして、フィルタ処理されたイベントのリストを表示します。
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または

• フィルタの名前を フィルタ名（オプション）テキストボックスに入力し、保存および実行 をクリッ
クして、フィルタを保存し、フィルタの条件に基づいてイベント並び替えます。

または

• キャンセル をクリックして選択を破棄して イベント 画面に戻ります。

保存したフィルタは後で使用することができます。

IPMI デバイスからのテストイベントの送信

Power Center では、IPMI デバイスから送信されたテストイベントを表示できるため、IPMI デバイスと 
Power Center サーバー間のイベントチャネルを検証できます。

テストイベントを送信する前に、次の点を確認します。

• IPMI デバイスが デバイス ページに追加されている。

• IPMI デバイスのネットワーク接続ステータスが接続済みである。

• Power Center サーバーアドレスが、IPMI デバイスのイベント送信先リストに追加されている。

IPMI デバイスからテストイベントを送信するには、Dell PowerEdge M610 サーバーの次の例を参照してくだ
さい。

1. M610 の iDRAC 管理コンソールを開いて、SNMP トラップ設定に関連したページに移動します。

2. Power Center サーバーアドレスの横にある 送信 をクリックして、テストイベントを送信します。

3. Power Center 管理コンソールを開いて、左ペインの イベントログ をクリックします。

情報イベントである IPMI テストが、イベントログ ページに表示されます。

メモ: ステップ 1 と 2 の詳細に関しては、IPMI デバイスのマニュアルを参照してください。
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13
セキュリティ
Power Center は、データ機密性、データ整合性、およびユーザー認証のセキュリティを保証する設計となっ

ています。 Power Center はユーザーアカウントに認証およびアクセスコントロールを提供します (「アクセ

スコントロール」を参照) が、Power Center サーバーおよび Power Center サーバーに保管された機密デー

タ (パスワードなど) への通信チャネルもすべて保護します。

Power Center システムのセキュリティを強化するには、次の手順を実行します。

• 通常の Windows オペレーティングサービス (OS) のユーザーアカウントでサービスを開始します。イン
ストールが完了したら、デフォルトでネットワークサービスアカウントで Power Center サービスに自動
ログオンされます。セキュリティ強化のため、ネットワークサービスアカウントの変わりに通常の 
Windows OS ユーザーアカウントを使用することもできます。

• OS 強化： Power Center がインストールされているシステムに OS 強化を適用できます。そうすること
により、 小セキュリティ基礎が Power Center セキュリティ関連設定にセットアップされます。

• 監査ログ：Power Center は、ユーザーログイン/ログアウト、緊急時電力低減、ネットワーク発見の開
始/停止、セキュリティ構成、ポリシー変更などの重大なユーザー操作のアクションログをトラッキング
します。

• 証明書管理：通信機密性とデータ整合性を強化するため、Power Center では Power Center 管理コンソ
ールと Power Center サーバー間、そして Power Center サーバーと管理シャーシ間で SSL/TLS 通信を有
効にします。SSL/TLS 認証は証明書ベースです。Power Center はキーストアファイルを使って証明書を
管理します。

 

Windows オペレーティングシステム標準ユーザーアカウン
トでのサービスの開始

標準の Windows ユーザーアカウントを構成するには、次のステップを実行します。

1. すべての Power Center サービスを停止します。

2. コントロールパネル → ユーザーアカウント → ユーザーアカウントの管理の順に選択し、新しい標準ユ
ーザー（ローカルまたはドメイン）を追加するか、または既存の標準ユーザーを選択します。

3. 次のディレクトリまたはファイルの 完全制御 権限を、ユーザーアカウントに付与します。

ディレクトリ：

• Dell\OpenManagePowerCenter\bin

• Dell\OpenManagePowerCenter\external\apache-tomcat

• Dell\OpenManagePowerCenter\external\pgsql\bin

• Dell\OpenManagePowerCenter\logs

• Dell\OpenManagePowerCenter\pgdata

ファイル：

• Dell\OpenManagePowerCenter\conf\user.config.xml
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• Dell\OpenManagePowerCenter\conf\app.config.xml

• Dell\OpenManagePowerCenter\external\apache-tomcat\conf\context.xml

• Dell\OpenManagePowerCenter\external\apache-tomcat\conf\server.xml

• Dell\OpenManagePowerCenter\external\apache-tomcat\conf\tomcat-users.xml

• Dell\OpenManagePowerCenter\external\apache-tomcat\conf\web.xml

• Dell\OpenManagePowerCenter\external\jre\lib\security\krb5.conf

• Dell\OpenManagePowerCenter\keystore.ssl

• Dell\OpenManagePowerCenter\pgdata\pg_hba.conf

• Dell\OpenManagePowerCenter\pgdata\postgresql.conf

4. Dell\OpenManagePowerCenter\external\apache-tomcat\work にあるすべてのコンテンツを削除しま
す。

5. Power Center の プロパティ をアップデートして、通常のユーザーアカウントを使ってサービスにログ
インするようにします。「アカウント .\A に A サービスとしてログオンする権利が付与されました」とい
う通知が表示されたら、OK をクリックして承認します。

6. すべての Power Center サービスを起動して、これらの変更を有効にします。

オペレーティングシステムハードニング

OpenManage Power Center を仮想アプライアンスに導入する前に、オペレーティングシステム（OS）を次

のように設定してデータ拮抗やエラーを避ける必要があります。

• インストール設定

– Power Center とそのデータベースは、システムボリュームまたはドメインコントローラにインスト

ールしないようにします。

• サービスバックおよびホットフィックス設定

– 重大または重要なサービスパックおよびホットフィックスはすべてインストールします。

• Center for Internet Security（CIS）推奨のハードニング要件

– OpenManage Power Center 対応 Windows OS のために CIS 推奨のハードニング要件を適用します。

CIS ベンチマークの詳細に関しては、www.cisecurity.org にアクセスしてください。

監査ログ

Power Center は、監査目的のためにログファイルの重要な動作および保存関連情報を追跡します。各ログに

は、次の基本的な情報が含まれています。

• ユーザー名

• 時間

• 処置

• 詳細（処置によって異なります。以下の監査ログ詳細表を参照してください）。
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表 11. 監査ログ詳細

処置 追跡された情報

成功 / 失敗したユーザーログイン / ログアウト ソース IP

緊急時電力削減の追加 / 削除 影響を受けた単一のデバイス / グループ

電源ポリシーの設定 / アップデート / 削除 影響を受けた単一のデバイス / グループ

ネットワーク検出の開始 / 停止 ネットワーク検出情報（プロトコルプロファイル、
IP 範囲を含む）

セッションタイムアウトの変更 タイムアウトの古い / 新しい値

Power Center 管理下ユーザーのパスワード変更 ユーザー名

役割権限のアップデート 役割名、権限の古い / 新しい値

役割へのユーザーの追加 / 削除 ユーザー名、役割名の古い / 新しい値

ユーザーの追加 / 削除 ユーザー名

イベントログはログファイルに保持されます。ログファイルは、<InstallDir>\OpenManagePowerCenter

\logs\Audit.log.x にあります。該当する場合、この x は増分番号です（下記に表示）。

監査ログファイルの合計サイズは 20 MB に制限されています。Power Center は、それぞれ約 6.67 MB の監

査ログファイルを 大 3 つ維持します。新しいログが原因でひとつのログファイルのファイルサイズ上限を

超過した場合、Power Center はログファイルの名前を変更し、その新しいログを元のファイル名が付いた新

しいログファイルに保存します。

監査ログファイルの生成時における命名規則は次のとおりです。

• audit.log — 初の監査ログファイル名です。このファイルには常に 新の処置がログされます。

• audit.log.1 — 2 番目の監査ログファイル名です。これは、audit.log のファイルサイズ上限を超えた時に、
audit.log からコピーされます。

• audit.log.2 — 3 番目の監査ログファイル名です。これは、audit.log.1 のファイルサイズ上限を超えた時
に、audit.log.1 からコピーされます。

証明書の管理

Power Center は Keytool（Java Runtime Environment（JRE）からのキーおよび証明書管理ユーティリテ

ィ）を使って、インストール中に自己署名証明書を作成するのに使用されるキーペア（パブリックキーと関

連するプライベートキー）を生成します。

Keytool は <InstallDir>\external\jre\bin\keytool.exe にインストールされます。プライベートキーと自己署

名証明書は、<InstallDir>\keystore.ssl にあるキーストアファイルに保管されます。自己署名証明書はインス

トール後 3 ヶ月で失効します。

メモ: プライベートキーと自己署名証明書のアップデートを強くお薦めします。

Keytool で Power Center 証明書を管理できます。よくあるシナリオは次の通りです。

• シナリオ 1 — キーペアと自己署名証明書を生成します。Power Center インストール中、 Power Center 
サーバーに対するキーペアと自己署名証明書が生成されます。

メモ: キーストアファイルからエントリを削除する際、キーストアファイルに 低 1 つのキーペアを
残すようにしてください。そうしないと、Power Center が機能しません。
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• シナリオ 2 – 自己署名証明書を証明機関（CA）が発行した証明書と置き換えます。CA が署名した証明書
のほうが、ウェブブラウザに信頼されやすいためです。CA による署名を行うには、次の操作を実行して
ください。

– 証明書署名要求（CSR）を生成して、CA に送信します。

– CA に証明書をインポートします。

– CA からの証明書返信をインポートします。

• シナリオ 3 – 新しい信頼証明書をインポートします。デバイスによっては（WS-MAN 経由のシャーシお
よび暴露された管理インターフェイスなど）またはウェブサービスプロバイダが、通信確立時に Power 
Center 認証用の証明書を提供することがあります。証明書を検証して Power Center がキーストアファ
イルの信頼証明書から信頼パスをビルドすることで検証できなかった場合、通信に失敗します。このシナ
リオでは、証明書検証のために信頼パスをビルドできることを証明するため新しい信頼証明書をインポー
トする必要があります。

証明書の管理方法については、Keytool マニュアルを参照してください。

105



14
設定の実行
OpenManage Power Center の設定は、設定 画面で行います。設定 画面は、次のタブで構成されています。

• 一般 — コンソールとデバイスのタイムアウトを設定します。

• 監視 — 電力 / 温度の単位およびエネルギー消費のパラメータを設定します。

• アラート — SNMP トラップのためのアラートの設定、電子メールによるアラートの送信を有効または無
効にする、電子メールの宛先の設定、イベントの重大度レベルの設定を行います。

• SMTP — 警告電子メールを送信するための SMTP パラメータを指定します。

• データベース — データベースの圧縮およびパージのポリシーを設定します。

• ディレクトリ — LDAP 経由の認証をサポートするための LDAP（Lightweight Directory Access Protocol）
を設定します。このタブは、Linux オペレーティングシステムを実行し、OpenManage Power Center が
インストールされているシステムでのみ表示されます。

• ユーザー - OpenManage Power Center へのアクセスのためのユーザーアカウントまたはグループアカ
ウントを管理します。

• 役割 — 役割と権限を管理します。

• ライセンス — 発行したライセンスを管理します。

• インベントリ — シャーシインベントリを追跡します。

即座に有効となる設定とそうでないものがあります。より具体的な情報については、次の項を参照してくだ

さい。

 

一般設定

左ペインで 設定 をクリックします。デフォルトで設定 → 一般タブが表示されます。

一般 タブで、コンソールセッションおよびプロトコルのタイムアウトを表示および設定することができま

す。

コンソールセッションタイムアウトの設定

1. 左ペインで、設定 をクリックします。

設定 画面の 一般 タブが表示されます。

2. コンソールセッションタイムアウト の セッションタイムアウト テキストボックスに、コンソールセッ
ションをタイムアウトさせる時間を分単位で入力します。

デフォルトの時間は 20 分です。

3. 保存 をクリックして変更を保存するか、または リセット をクリックして前回保存された設定に戻しま
す。
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プロトコルのタイムアウト期間の設定

1. 左ペインで、設定 をクリックします。

デフォルトで、一般 設定画面が表示されます。

2. プロトコルのタイムアウト セクションで、指定した通信プロトコル（IPMI、 SNMP、 WS-MAN、
HTTPS、 SSH）のタイムアウト（秒）を入力します。

OpenManage Power Center は、タイムアウト時間内にデバイスから応答を得られない場合、そのデバ

イスが到達不可であると判断します。

3. 保存 をクリックして設定を適用、リセット で以前に保存した設定内容に戻します。

新しい設定は、Power Center が次回デバイスと通信する際に有効になります。

監視設定

これらの設定は、監視を有効 / 無効にし、サンプリング間隔を設定するために使用されます。

• すべてのデバイスとグループを監視する - すべてのデバイスとグループの監視を有効または無効にしま
す。このチェックボックスはデフォルトで選択されています。チェックをクリアすると、デバイスまたは
グループの電力および温度詳細を表示できません。

– 電力サンプリング間隔 – Power Center は、ユーザーが設定したサンプリング間隔に従って電力デー
タを取得します（1、3、6、または 10 分）。電力データは、電源詳細 ページで表示できます。デフォ
ルトは 1 分間です。

– 温度サンプリング間隔 – Power Center は、ユーザーが設定したサンプリング間隔に従って温度デー
タを取得します（1、3、6、または 10 分）。温度データは、温度詳細 ページで表示できます。デフォ
ルトは 1 分間です。

• 監視単位

– 電力単位 - デバイスまたはデバイスグループの電力消費量は、ユーザーが選択した単位（ワットまた
は BTU/ 時）で表示されます。電力消費量はデフォルトでワット単位で表示されます。

– 温度単位 - デバイスまたはデバイスグループの温度データは、ユーザーが選択した単位（摂氏または
華子）で表示されます。温度データはデフォルト摂氏で表示されます。

• エネルギー消費コスト - 電力消費コストは、次の要素で構成されています。

– フラットレート - 指定した通貨でのキロワット時あたりの使用電力コストです。

– 冷却乗数 - デバイスまたはデバイスグループを冷却するために必要なエネルギーの概算に使用しま
す。

– 通貨 - ドロップダウンリストから、エネルギー消費コストを計算するための通貨を選択します。

パフォーマンスチューニングとスケーリングに推奨されるサンプリング間隔

Power Center で適切な電力および温度サンプリング間隔を設定することは重要ですが、これは、サンプリン

グ間隔がネットワーク帯域幅消費量、データベースサイズ、および傾向グラフ表示レイテンシなどのシステ

ム性能とフットプリントに大きく影響するからです。

Power Center のデフォルト電力および温度間隔は 1 分間です。この値は、デバイス数が 1000 以下の小～中

規模環境に適しています。しかし、環境にある管理デバイスがそれより多い場合、値を 3 または 6 分間に調

整することが推奨されます。

メモ: デバイス数にはサポートされているデバイスのみが含まれます。サポートされていないデバイス

は数に入りません。
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設定が有効になるのはいつですか？

• すべてのデバイスとグループを監視する — 即時

• 電力 / 温度サンプリング間隔 — 30 分毎（例： 08:00、08:30、09:00、など）

電力および温度のサンプリング間隔の設定

1. 設定 画面で 監視 タブをクリックします。すべてのデバイスとグループを監視する チェックボックスを
選択して、すべてのデバイスとグループの電力および温度監視を有効にします。

2. 電力サンプリング間隔 および 温度サンプリング間隔 テキストボックスに値を入力します。

デフォルトの電力および温度サンプリング間隔は 1 分です。

3. 保存 をクリックして変更を適用するか、以前に保存された設定に戻すには リセット をクリックします。

電力および温度の監視単位の設定

1. 監視 → 電力単位設定で、消費電力の表示に使用する必要がある電力の測定単位を選択します。

利用できるオプションは次のとおりです。

• ワット

• BTU/ 時

2. 温度単位 で、次のオプションから温度監視の表示に使用する必要があるどちらかのオプションを選択し
ます。

利用できるオプションは次のとおりです。

• 摂氏

• 華氏

3. 保存 をクリックして変更を適用するか、以前に保存された設定に戻すには リセット をクリックします。

エネルギー消費量コストの設定

1. 左ペインで 設定 → 監視 とクリックします。

2. エネルギー消費量コスト セクションで 定額 および 冷却乗数 テキストボックスに値を入力します。

定額 は、指定通貨での kWh あたりの電力コストです。

冷却乗数 は、デバイスまたはデバイスグループを冷却するために必要なエネルギーの概算に使用しま

す。

3. 通貨 ドロップダウンリストで、エネルギー消費コストを表示させるから通貨を選択します。

4. 保存 をクリックして設定を適用するか、以前に保存された設定に戻すには、リセット をクリックしま
す。

メモ: 冷却乗数 への変更は直後に適用されます。ただし、定額 への変更は、次の 1 時間が始まる時

に適用されます。

データベースポリシー設定

データベースポリシー設定は、データベースメンテナンスポリシーの構成に使用されます。

OpenManage Power Center はデータセンターの監視データをデータベースファイルに保管し、高度なクエ

リ性能と 低限のデータベースサイズのための 適化に圧縮された電力 / 温度データを使用します。データ

ベースには、電力 / 温度の圧縮データと非圧縮データの両方が保管されます。データ圧縮は、サンプリング
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間隔によって決定された元の粒度ではなく、より大きい粒度（時間または日単位）を使用して監視データを

集約および保存することから、データクエリの効率性向上に役立ちます。

OpenManage Power Center はデフォルトで、圧縮された電源 / 温度データおよびイベントデータを 長 

365 日間、圧縮されていない電源 / 温度データを 長 14 日間維持します。OpenManage Power Center が圧

縮および非圧縮データを保持する期間は、データ圧縮 および データのパージ（これより古い）フィールドを

使用して設定することができます。保存期間を超過、またはパージ日より古いデータは削除され、これによ

ってデータクエリの効率性が向上します。データは、パージのスケジュール フィールドを使用してデータを

自動でパージ、またはパージを手動でトリガして、直ちにパージを開始することができます（「データベース

を今すぐパージする」を参照）。

データベースメンテナンス用に次のフィールドを設定できます。

• データ圧縮 — 非圧縮データを保管しておく日数（1～14）を設定します。デフォルトは 7 日間です。

• データのパージ（これより古い） — 圧縮データとイベントログを保管しておく日数（1～365）を設定し
ます。デフォルトは 365 日間です。

• パージのスケジュール - データベースのパージを開始する時刻（00:00:00～23:00:00）を設定します。
デフォルトは 23:00:00 です。今すぐパージ をクリックして、データを直ちにパージすることも可能で
す。Power Center は データのパージ（これより古い）にある設定に基づいてデータベースを直ちにパー
ジします。データのパージ後は、情報イベント、データベースメンテナンス成功が イベント 画面に表示
されます。

• アプリケーションログ設定 - 大ログサイズ テキストボックスに、データベースに保管される 
OpenManage Power Center アプリケーションログの 大サイズを入力します。デフォルトは 100,000 
エントリです。指定されたログサイズに到達すると、新しいアプリケーションログが作成されます。

• イベントログ設定 - 大ログサイズ テキストボックスに、データベースに保管される OpenManage 
Power Center イベントログの 大サイズを入力します。デフォルトは 100,000 エントリです。指定さ
れたログサイズに到達すると、新しいアプリケーションログが作成されます。

データベースポリシーの設定または編集

1. 左ペインで 設定 → データベース とクリックします。

2. データ圧縮 ドロップダウンリストで、非圧縮データを保持する日数（1～14 日）を選択します（デフォ
ルトは 7 日）。

3. パージのスケジュール ドロップダウンリストからデータをパージする時間を選択します。デフォルト
は 23:00 です。

4. データのパージ（保存期間） テキストボックスに、指定期間後にデータを自動的にデータベースから削
除する日数を入力します。デフォルト値は 365 日です。

5. アプリケーションログ設定 → 大ログサイズ テキストボックスに、アプリケーションログの 大エン
トリ数を入力します。デフォルトサイズは 100,000 エントリです。

6. イベントログ設定 → 大ログサイズ テキストボックスに、イベントログの 大エントリ数を入力しま
す。デフォルトサイズは 100,000 エントリです。

7. 保存 をクリックして変更を適用するか、以前に保存された設定に戻すには、リセット をクリックしま
す。

ディレクトリ

メモ: ディレクトリ 設定画面は、Linux 環境でのみ使用できます。

ディレクトリ 設定画面では、Linux を実行し、OpenManage Power Center がインストールされているシス

テムでのユーザー認証および証明書検証を管理するための LDAP 設定を設定することができます。次の表に

は、この画面で使用できるオプションがリストされています。
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表 12. ディレクトリの設定オプション

オプション 説明

LDAP ユーザー認証を有効にする LDAP 認証を有効にするには、このチェックボックスを選択しま

す。以下のフィールドは、このチェックボックスを選択した場合

にのみ有効になります。

• LDAP サーバーアドレス

• バインド識別名

• バインドパスワード

• 検索するベース識別名

• ユーザーログインの属性

LDAP サーバーアドレス（単一、または

カンマで区切られた複数の DNS 名ま

たは IP アドレスを入力）

LDAP サーバーの IP アドレスまたは DNS 名を入力します。DNS 

名または IP アドレスをカンマで区切って、複数のアドレスを入力

することができます。例：192.125.46.89, 192.25.47.68
バインド識別名 バインド検索用のユーザー名を入力します。名前を入力しない

と、OpenManage Power Center は匿名バインドを使用してユー

ザーのログイン識別名を指定します。例：uid=mark, 
ou=manager, dc=dell, dc=com

バインドパスワード 入力したバインド識別名のパスワードを入力します。

検索するベース識別名 ディレクトリの識別名は、検索を開始する場所から分岐します。

例： ou=ccr, dc=dell, dc=com
ユーザーログインの属性 検索のためのユーザーログイン属性を指定します。属性を指定し

ない場合は、デフォルトの検索文字列には「uid」が使用されます。

この属性は固有である必要があります。

詳細設定 詳細 LDAP 設定を有効にするには、このチェックボックスを選択

します。次のフィールドは、このチェックボックスを選択した場

合にのみ有効になります。

• LDAP サーバーポート

• 検索フィルタ

• ネットワークタイムアウト

• 検索タイムアウト

• 証明書の検証を有効にする

LDAP サーバーポート SSL 上の LDAP サーバーのポート番号を入力します。デフォルト

のポート番号は 636 です。

検索フィルタ 指定したベース識別名で固有のログインユーザーを特定できない

場合は、有効な LDAP 検索フィルタを指定します。検索フィルタ

が入力されていない場合、デフォルトのフィルタ 

（objectClass=*） が使用され、ツリー内のすべてのオブジェク

トが検索されます。このフィルタタイプの 大長は 1024 文字で

す。
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オプション 説明

ネットワークタイムアウト OpenManage Power Center LDAP が LDAP サーバーとの接続の

ために待機する時間（秒）を指定します。デフォルトのタイムア

ウトは 30 秒です。

検索タイムアウト OMPC Power Center LDAP が LDAP サーバーへの接続を待機す

る必要がある時間を秒単位で指定します。デフォルトのタイムア

ウトは 30 秒です。

証明書の検証を有効にする LDAP 証明書検証を有効にするには、このチェックボックスを選択

します。次のフィールドは、このチェックボックスが選択されて

いる場合にのみ有効になります。

• ディレクトリサービス CA 証明書のアップロード

• ディレクトリサービス CA 証明書情報

ディレクトリサービス CA 証明書のア

ップロード

ファイルの選択 をクリックして、CA 証明書のあるシステム上の場

所に移動してから、ファイルを選択し、開く をクリックしてファ

イルをアップロードします。選択したファイルの名前が表示され

ます。

ディレクトリサービス CA 証明書情報 有効な CA 証明書に関する情報を表示します。

この画面では次の操作を行うことができます。

• ディレクトリ設定の表示

• ディレクトリ設定の編集

ディレクトリ設定の編集

メモ: ディレクトリ設定は、Linux 環境内にある Dell OpenManage Power Center にのみ適用可能です。

1. 左ペインで 設定 → ディレクトリ とクリックします。

2. LDAP 認証を有効にするには、LDAP ユーザー認証を有効にする チェックボックスを選択し、以下の情
報を入力します。

• LDAP サーバーアドレス（必須） — 1 つの DNS 名または IP アドレスを入力するか、複数の名前また

はアドレスを入力します。複数の名前またはアドレスはコンマで区切ります。例えば次のようにな

ります。

192.25.46.89,192.25.47.68 
• バインド識別名（オプション） — バインド識別名が入力されない場合、Power Center は匿名バイン

ドを使用して、ユーザーのログイン識別名を検索します。例えば次のようになります。

uid=mark,ou=manager,dc=dell,dc=com 
• バインドパスワード （バインド識別名が入力された場合を除きオプション）— バインド識別名 のパ

スワードです。

• 検索するベース識別名（必須）— 検索が開始されるディレクトリのブランチの識別名です。例えば

次のようになります。

ou=ccr,dc=dell,dc=com 
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• ユーザーログインの属性（オプション）— 検索する属性を指定します。このフィールドが設定され

ない場合、使用されるデフォルト検索文字列は「uid」です。ユーザーログイン属性は一意である必

要があります。

3. 詳細 LDAP 設定を設定するには、詳細設定 チェックボックスを選択し、次の情報を入力します。

• LDAP サーバーポート（必須）— SSL 上の LDAP サーバーのポート番号を入力します。デフォルトの

ポート番号は 636 です。

• 検索フィルタ（オプション）— 選択したベース識別名の中でログインユーザーを特定できない場合、

有効な LDAP 検索フィルタを指定します。検索フィルタが入力されない場合、フィルタはデフォルト

で（objectClass=*）となり、ツリー内のすべてのオブジェクトが検索されます。このプロパティの

大長は 1024 文字です。

• ネットワークタイムアウト（秒） — OMPC Power Center LDAP が LDAP サーバーへの接続を待機す

る必要がある時間を秒単位で指定します。デフォルトのタイムアウトは 30 秒です。

• 検索タイムアウト（秒） — OMPC Power Center LDAP が検索要求への応答待機を停止する時間を秒

単位で指定します。デフォルトのタイムアウトは 120 秒です。

• 証明書検証の有効化（オプション）— このオプションが選択されている場合、Power Center は SSL 

ハンドシェイクの際に CA 証明書を使用して、LDAP サーバー証明書を検証します。

– ディレクトリサービス CA 証明書のアップロード（証明書検証が有効の場合を除き、オプション

となります） — 。参照 をクリックしてアップロードする CA 証明書まで移動し、開く をクリッ

クして新しい証明書をアップロードします。

– ディレクトリサービス CA 証明書情報 — 有効な CA 証明書に関する情報を表示します。

4. 保存 をクリックして設定を保存するか、以前に保存された設定に戻すには、リセット をクリックしま
す。

ディレクトリ設定の表示

左ペインで 設定 → ディレクトリ とクリックします。

この画面からディレクトリ設定を 編集 することも可能です。

アラート

アラート 設定画面で、SNMP トラップ転送および電子メールアラートを有効または無効にできます。次の表

に、この画面上のオプションを示します。

表 13. アラート設定オプション

オプション 説明

SNMP トラップを有効に
する

SNMP トラップ転送を有効にするには、このチェックボックスを選択します。
送信先 IP/ ホスト、ポート、コミュニティ名 詳細を入力します。

電子メールアラートを有
効にする

チェックボックスをオンにして、重大度に基づいてアラートを有効にします。
重大度レベルは次のとおりです。

• 重要 — このチェックボックスを選択して、重要イベントに関する電子メー
ルを送信します。

• 警告 — このチェックボックスを選択して、警告イベントに関する電子メー
ルを送信します。

112



オプション 説明

• 情報 — このチェックボックスを選択して、情報イベントに関する電子メー
ルを送信します。

電子メール受信者 重要度に応じたイベントに関する電子メールを受け取る受信者の電子メール 
ID を入力します。複数の電子メール ID は、セミコロン（;）で区切ります。

SNMP トラップの設定

SNMP トラップを設定して、サードパーティーアプリケーションにカスタムイベントを送信します。次のタ
イプのイベント用に 大 3 件の SNMP トラップ受信先を追加できます。

• 電力

• 平均吸気口温度

• 電子メールエラー

• サーバー機能が変更されました

• デバイスへのサンプリング間隔の設定に失敗しました

• イベントに登録することができません

• デバイスとの通信が失敗しました

• デバイスとの通信が回復しました

• ポリシーは維持できません

• ポリシーは正常に戻りました

• 電力は正常に戻りました

• 温度は正常に戻りました

SNMP トラップは、サードパーティ製コンソールで OpenManage Power Center 固有のアラートを識別する

ことを可能にします。

1. 左ペインで 設定 → アラート とクリックします。

2. SNMP トラップを有効にする チェックボックスをオンにします。

3. 次の情報を入力します。

• イベントの送信先デバイスの IP アドレスまたはホスト名（送信先 IP / ホスト）。 長 255 文字です。

• 送信先デバイスの （ポート） 番号。1～65535 から利用可能ないずれかのポートを入力できます。

（デフォルト：162）

• コミュニティの説明となる （コミュニティ名）。例えば、パブリック など。 長 255 文字です。

4. 保存 をクリックして変更を適用するか、以前に保存された設定に戻すには、リセット をクリックしま
す。

サードパーティーアプリケーションへの SNMP トラップの送信

1. <InstallationDirectory> で、Power Center MIB ファイル（DellOpenManagePowerCenter-MIB.mib）を
見つけます。

2. MIB ファイルをサードパーティーアプリケーションにインポートします。

3. SNMP トラップ設定が OpenManage Power Center で必要通りに設定されていることを確認します。
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電子メールアラートの設定の編集

1. 左ペインで 設定 → アラート とクリックします。

2. SNMP トラップを有効にする チェックボックスをオンにします。

3. 送信先 IP アドレス、またはホスト名、ポート、コミュニティ名を入力します。

4. 電子メールアラートを有効にする チェックボックスを選択します。

5. 重大度レベル で、転送するイベントログアラートの重大度レベルを選択します。

6. アラート受信者の E-メールアドレスを入力します。複数のアドレスはセミコロンで区切ってください。

7. テスト E メール をクリックして E-メール受信者のリストにテスト E-メールを送信し、E-メールが正常
に送信されたことを確認します。

8. 保存 をクリックして設定を保存するか、以前に保存された設定に戻すには、リセット をクリックしま
す。

アラート転送設定の表示

左ペインで 設定 → アラート とクリックします。

この画面でアラート転送設定を 編集 することも可能です。

SMTP 設定の編集

OpenManage Power Center が使用する SMTP 情報を追加して、イベントアラートメッセージを転送しま
す。

1. 左ペインで 設定 → SMTP とクリックします。

2. SMTP サーバーのアドレスまたはホスト名、サーバーポート、返信アドレスを入力します。

3. ログイン認証情報などの機密情報を保護するには、SSL を有効にする チェックボックスを選択します。

4. SMTP サーバーにアクセスするためには、資格情報を使用する チェックボックスを選択します。

ライセンス

Dell OpenManage Power Center では、Dell 第 13 世代 PowerEdge システムの上限設定（詳細電力上限設

定）、および Intel、HP、IBM、および Cisco などのデル以外のシステム（サードパーティ製品の電力監視）

の監視には有効なライセンスが必要です。ライセンスには次の 3 タイプがあります。

• 評価 - このライセンスは限られた期間のみ有効です。

• 無期限 - このライセンスは無期限ですが、ライセンスの取得時に提示したノード数しか使用できません。

• サイト - 指定された有効期間が経過した後には期限切れになりますが、ノード数無制限で使用することが
できます。

メモ: ライセンスの管理権限を持つユーザーのみが、ライセンスをインポートすることができます。

ライセンス 設定画面では、次の操作を実行できます。

• 取得したライセンスの概要および詳細を表示

• ライセンスのインポートと削除

メモ: ホーム 画面には、ライセンス条項に違反したときに警告メッセージが表示されます。
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Power Center のライセンスを取得するには、dell.com/us/business/p/dell-openmanage-power-
center/pd を参照してください。

ライセンスのインポート

試用期限後も引き続き製品を使用するには、ライセンスを購入、ダウンロード、およびインポートする必要
があります。

1. 左ペインで 設定 → ライセンス とクリックします。

2. ライセンス詳細 ペインで、ライセンスのインポート をクリックします。

3. ライセンスのインポート ウィンドウで、ライセンスファイルの選択 テキストボックスの横にある 参照 
をクリックし、ライセンスファイルを保存した場所に移動、または ライセンスファイルの選択 テキスト
ボックスにライセンスファイルがある場所のパスを入力します。

メモ: ライセンスをまだ購入していない場合は、ライセンスセルフサービスポータル をクリックし

てライセンスを購入します。

メモ: OpenManage Power Center コンソールでインポートできるのは、一度に 1 つのライセンス

のみです。

ライセンスのアップロード後、次のメッセージが表示されます。

File uploaded successfully
4. 参照 をクリックして追加のライセンスファイルをアップロードするか、閉じる をクリックして ライセ

ンスのインポート ウィンドウを閉じ、ライセンス タブに戻ります。

ライセンス情報を ライセンス タブで確認することができます。

インベントリ

インベントリ 設定画面では、シャーシのインベントリを追跡することができます。インベントリチェックは

デフォルトで 30 分ごとに実行されます。ただし、インベントリ 設定画面で 今すぐ実行 をクリックすること

によって、インベントリを直ちにトリガすることもできます。

インベントリの設定

1. 左ペインで 設定 → インベントリ とクリックします。

2. シャーシインベントリ検索を次の間隔でスケジュールする テキストボックスに、シャーシのインベント
リチェックを実行する間隔を分単位で入力します。

デフォルト間隔は 30 分間です。

3. 今すぐ実行 をクリックして、インベントリチェックを直ちに実行します。

近のシャーシインベントリ検索実行時刻 に、インベントリチェックを 後に実行した時のタイムスタ

ンプが表示されます。

4. 保存 をクリックして変更を適用するか、以前に保存された設定に戻すには リセット をクリックします。
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15
ログ
ログ機能は、OpenManage Power Center で発生する予期しないイベント、情報イベント、または内部エラ

ーに関する情報を表示します。リストの一番上には 新のアプリケーションログが表示されます。ログは

大 100,000 エントリを保有することができます。

左ペインで ログ をクリックします。アプリケーションログ 画面が表示されます。この画面では次の操作が

可能です。

• ログの削除

• ログのエクスポート

• ログリストの更新

• ログのフィルタ

• 既存フィルタのクリア

• ログリストの並べ替え

• ログの 大数の指定

 

ログ表示の並び替え

1. 左ペインで ログ をクリックして、アプリケーションログのリストを表示します。

2. ログを並べ替えるには、次の列見出しの横にある「上」または「下」矢印をクリックします。

• 重大度

• 時間

• エンティティ名

• エンティティタイプ

• ソース / 機能

「上」または「下」矢印が列の見出しの横に表示され、この矢印により表示が並び替えられます。

アプリケーションログサイズの設定

1. アプリケーションログ 画面で、 をクリックします。

アプリケーションログの設定 ウィンドウが表示されます。

2. 大ログサイズ テキストボックスにログファイルのエントリの数を入力します。デフォルト値は 
100,000 です。

3. 変更を保存するには 保存 をクリック、変更を保存せずに アプリケーションログ 画面に戻るには キャン
セル をクリックします。
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16
バックアップとリカバリ
OpenManage Power Center では、データをバックアップして復元することができます。OpenManage 

Power Center リカバリをサポートするには、まず 初に OpenManage Power Center データをバックアッ

プする必要があります。OpenManage Power Center がサポートするのは完全なバックアップとリカバリの

みで、増分バックアップおよびリカバリはサポートしません。

メモ: OpenManage Power Center データは定期的にバックアップするようにしてください。

バックアップおよびリカバリ中に OpenManage Power Center サービスを起動または停止する必要が生じ

る場合があります。OpenManage Power Center サービスの詳細に関しては、Power Center サービスを参照

してください。OpenManage Power Center サービスの起動または停止方法の詳細に関しては、Windows ヘ

ルプを参照してください。

 

バックアップとリカバリのための Power Center データファ
イル

表 14. Power Center データファイル

カテゴリ ファイル 説明

設定ファイル • app.config.xml

• user.config.xml

• web.config.xml

• server.xml

キーストアファイル keystore.ssl

データベースデータファイル pgdata Pgdata は、Power Center がデー
タの保管に PostgreSQL を使用す
る標準 PostgreSQL データフォル
ダです。

C:\Program Files\Dell\OpenManagePowerCenter にある Power Center をインストールする場合、データフ

ァイルは次の位置にあります。

• C:\Program Files\Dell\OpenManagePowerCenter\conf\app.config.xml

• C:\Program Files\Dell\OpenManagePowerCenter\conf\user.config.xml

• C:\Program Files\Dell\OpenManagePowerCenter\conf\web.config.xml

• C:\Program Files\Dell\OpenManagePowerCenter\external\apache-tomcat\conf\server.xml

• C:\Program Files\Dell\OpenManagePowerCenter\keystore.ssl

• C:\Program Files\Dell\OpenManagePowerCenter\pgdata
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Power Center データのバックアップ

1. すべての OpenManage Power Center サービスを停止します。

2. OpenManage Power Center データのすべてをバックアップします。

a. OpenManage Power Center データテーブルにリストされているファイルに対しては、読み取りおよ
び書き込み権限を持つオペレーティングシステムユーザーを追加する必要があります。また、
pgdata フォルダのサブコンテンツすべてに対して読み取り権限を追加する必要があります。権限の
変更方法については、オペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。

b. OpenManage Power Center データファイルのすべてをバックアップ場所にコピーします。

メモ: PostgreSQL データベースファイル pgdata については、増分バックアップ / リカバリな

どのカスタマイズされたデータベースバックアップリカバリを行う場合は、PostgreSQL バッ

クアップおよびリカバリウェブページ（www.postgresql.org/docs/8.3/interactive/
backup.html）を参照してください。

3. すべての OpenManage Power Center サービスを開始します。

OpenManage Power Center のバックアップが完了しました。

Power Center データのリカバリ

1. 元のインストールと同じバージョンとユーザー情報の OpenManage Power Center をインストールし
ます。

2. すべての OpenManage Power Center サービスを停止します。

3. OpenManage Power Center データファイルをすべて回復します。

a. ファイル権限の変更方法については、オペレーションシステムのマニュアルを参照してください。
OpenManage Power Center データテーブルにリストされているファイルに対しては、読み取りおよ
び書き込み権限を持つオペレーティングシステムユーザーを追加する必要があります。

メモ: これらの権限は後に削除されるため、アクションを記録してください。

b. server.xml と java.security を除くすべての Power Center データファイルをバックアップファイル
と置換します。 良の結果を得るには、これらのファイルの名前をバックアップ用に変更し、この場
所にバックアップファイルをコピーします。

c. server.xml の場合、パラメータを、手動で元の server.xml バックアップファイルでアップデートす
る必要があります。これらのパラメータは次の通りです：

• SSL ポートのアップデート：

下の太字で表示されている値を、server.xml バックアップファイルの値に置き換えます。

<Connector port="8688" protocol="HTTP/1.1" server="localhost" maxHttpHeaderSize="8192" 
connectionTimeout="60000" xpoweredBy="false" allowTrace="false" scheme="http" 
redirectPort="8643"/>

<Connector protocol="org.apache.coyote.http11.Http11Protocol" port="8643" 
minSpareThreads="5" maxSpareThreads="75" maxHttpHeaderSize="8192" 
enableLookups="true" disableUploadTimeout="true" connectionTimeout="60000" 
acceptCount="100" maxThreads="200" server="localhost" allowTrace="false" scheme="https" 
secure="true" SSLEnabled="true" xpoweredBy="false" keystoreFile="E:\Program Files\Dell
\OpenManagePowerCenter\keystore.ssl" keystorePass="DCM10!pass" clientAuth="false" 
sslProtocol="TLS"/>
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• キーストアパスのアップデート：

下の太字で表示されている値を、回復された keystore.ssl ファイルの実際の場所に置き換えま

す。

<Connector protocol="org.apache.coyote.http11.Http11Protocol" port="ABCDEFGH8643" 
minSpareThreads="5" maxSpareThreads="75" maxHttpHeaderSize="8192" 
enableLookups="true" disableUploadTimeout="true" connectionTimeout="60000" 
acceptCount="100" maxThreads="200" server="localhost" allowTrace="false" scheme="https" 
secure="true" SSLEnabled="true" xpoweredBy="false" keystoreFile="E:\Program Files\Dell
\OpenManagePowerCenter\keystore.ssl" keystorePass="DCM10!pass" clientAuth="false" 
sslProtocol="TLS"/>

• キーストアパスワードのアップデート：

下の太字で表示されている値を、server.xml バックアップファイルの値に置き換えます。

<Connector protocol="org.apache.coyote.http11.Http11Protocol" port="8643" 
minSpareThreads="5" maxSpareThreads="75" maxHttpHeaderSize="8192" 
enableLookups="true" disableUploadTimeout="true" connectionTimeout="60000" 
acceptCount="100" maxThreads="200" server="localhost" allowTrace="false" scheme="https" 
secure="true" SSLEnabled="true" xpoweredBy="false" keystoreFile="E:\Program Files\Dell
\OpenManagePowerCenter\keystore.ssl" keystorePass="ABCDEFGHDCM10!pass" 
clientAuth="false" sslProtocol="TLS"/>

d. 権限の削除方法については、オペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。ファイル
に追加した権限を削除する必要があります。

メモ: Power Center が稼動しているアカウントが、振るコントロール権限で Power Center デ

ータファイルにログインしていることを確認してください（Power Center データのバックアッ

プを参照）。 そうしないと、リカバリに失敗する場合があります。たとえば、Power Center サ

ービスがネットワークサービスアカウント（デフォルト）でログインしている場合、このアカ

ウントにはリカバリされた pgdata フォルダへのフルコントロール権限がないため、Dell 

OpenManage Power Center データベースサーバーサービスは開始されず、リカバリは失敗し

ます。

4. すべての Power Center サービスを開始します。

Power Center リカバリが完了しました。

メモ: バックアップやリカバリが成功したかどうかを検証するには、続行する前に Power Center 

データファイル表にリストされたファイルについて読み書き権限をダブルチェックします。
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17
トラブルシューティング
本章では、Power Center で作業中に発生する既知の問題について説明します。

Power Center で何度もログインする必要があるのはなぜで
すか?

考えられる原因： この問題は、Kerberos SSO のエレメントである Power Center サーバー、ウェブブラウ

ザ、または AD ドメインコントローラ設定のひとつが正しく設定されていない場合に発生します。

解決方法： お使いの Power Center サーバーおよびウェブブラウザを Kerberos SSO 用に正しく設定してく

ださい。詳細については、お使いのウェブブラウザのヘルプマニュアルを参照してください。

Power Center サーバーは正常に稼動しているのに、ウェブ
ブラウザから Power Center 管理コンソールにアクセスでき
ないのはなぜですか？

考えられる原因： プロキシ設定により、ブラウザがネットワーク上の Power Center サーバーにアクセスで

きない場合があります。

解決方法： プロキシサーバー設定をチェックして、設定が正しいことを確認してください。

Power Center から自動的にログアウトされたのはなぜです
か？

考えられる原因： ネットワーク接続が失われました。

解決方法： ネットワーク接続ステータスをチェックし、Power Center サーバーに接続されていることを確

認します。

考えられる原因： コンソールセッションがタイムアウトしました。

解決方法： 設定 → 一般 → コンソールセッションタイムアウト 設定をチェックします。

考えられる原因： ユーザーアカウントが削除されました。

解決方法： ユーザーアカウントをチェックして、権限が高い他のユーザーに削除されていないことを確認し

ます。
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ネットワーク接続ステータスが接続済みなのに、Dell 
iDRAC6 デバイス（Dell PowerEdge Servers）への接続が切
断されたのはなぜですか？

考えられる原因： Dell iDRAC6 デバイスで同時に接続できるのは 3 セッションに制限されており、その制限

に達しました。解除されるまでセッションが占有される理由にはさまざまありますが、たとえば、短期間に 

3 回、不正確な資格情報を使って Dell iDRAC6 デバイスにアクセスしようとした場合などです。

解決方法： Dell iDRAC6 デバイスが接続セッションを解除するまで 1 分間以上待ち、やりなおしてください。

デバイスから送信されたイベントを Power Center で受信で
きないのはなぜですか？

考えられる原因： Power Center は、デバイスから送信されるイベントの送信先ホストです。

解決方法： Power Center サーバーの IP アドレスが、デバイスでイベントの送信先としてレジスタされてい

ることを確認します。

考えられる原因： ネットワーク接続問題があります。

解決方法： デバイスネットワークと Power Center サーバーが接続されており、パケットを送信できること

を確認します。

考えられる原因： 不可欠なサービスが起動していません。

解決方法：:Windows SNMP トラップサービスが Power Center サーバーにインストールされている場合、こ

のサービスと Dell OpenManage Power Center SNMP ディスパッチャが Power Center サーバーで起動し

ていることを確認します。

Power Center が破損したり、アンインストールされた後も、
以前に存在していた電力ポリシー（EPR を含む）がデバイス
で有効なままなのはなぜですか？

考えられる原因： Power Center が破損したりアンインストールされても、デバイスの既存の電力ポリシー

の電力キャップ値（EPR を含む）は有効なままです。

解決方法：

メモ: データセンター電力能力をチェックして、次の手順を実行する前にブレーカが落ちないようにし

てください。

• Power Center をアンインストールする場合、すべてのデバイスを 初に削除するようにしてください。

• Power Center が破損している場合、次のいずれかを実行して電力ポリシーを削除します。

– デバイス番号が小さい場合、Dell iDRAC 管理コンソールにアクセスして、電力ポリシーを手動で削除

します。
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– デバイス番号が大きい場合、次の手順を実行します。Power Center は 初にポリシーを削除し、次

にデバイスを削除します。

1. Power Center をインストールします。

2. すべてのデバイスを Power Center 管理コンソールに追加します。

3. すべてのデバイスを含む論理的グループを作成して、このグループに電力ポリシーを作成しま

す。

4. これらすべてのデバイスを Power Center 管理コンソールから削除します。

Windows イベントログに PostgreSQL エラーログ「致命的：
管理者コマンドにより接続を終了しています」が表示される
のはなぜですか？

考えられる原因： このエラーは、Power Center サーバーがシャットダウンすることにより発生します。通

常、Power Center データベースサービス（Dell OpenManage Power Center データベースサーバーサービ

ス）が停止するのは、他の Power Center サービスの後ですが、Power Center サーバーが高速でシャットダ

ウンすると、Power Center サービスがまだ停止していないのに Power Center データベースサービスが強制

的に停止されます。この場合、他の Power Center サービスによって閉じることができないデータベース接

続セッションが Power Center データベースサービスによって閉じられ、このエラーが生成されます。この

エラーは、サービスが高速でシャットダウンするときに Windows によって生成されるため、Power Center 

はトランザクションを通じて重要なデータを保護します。そのため、この種のエラーは Power Center に影

響を与えません。

解決方法：処置は必要ありません。

Firefox 31 からアクセスするときに Power Center ログイン
ページを開くことができないのははぜですか?

考えられる原因： Power Center のインストール中、Power Center 用の自己署名証明書が作成されます。エ

ンドユーザーがこの自己署名証明書を周知の CA（Firefox はこの CA を認識します）によって署名された証

明書と置き換えた場合、この問題は生じません。Mozilla は証明書の検証プロセスを改善しましたが（詳細に

関しては、www.wiki.mozilla.org/SecurityEngineering/Certificate_Verification にアクセスしてくださ

い）、この改善により、エンドユーザーが Firefox 31 経由で Power Center にアクセスすると、

「sec_error_ca_cert_invalid」というエラーが表示される場合があります。

解決方法： この問題に対処に推奨される、次の解決策を実行してください。

1. 別のウェブブラウザを使用する。

2. Power Center の自己署名証明書を既知の CA によって署名された証明書に交換する。

3. Mozilla Firefox の公式ドキュメントで解決方法を検索する。

上記の解決方法で解決できない場合は、次の手順を試してください。

1. Firefox 31 が記憶しているすべての自己署名証明書をを削除する。

2. Firefox 31 が記憶しているすべての履歴を削除する。

3. Firefox 31 を再起動する。
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4. 再度 Power Center を開いてみてください。

OpenManage Power Center サーバーが SUSE Linux 
Enterprise Server 11 SP2 にインストールされているとき、ホ
ームページに「内部エラーが発生しました。デルサポートに
連絡してサポートを受けてください。従属エラーコード：
0x8f0c1301」というエラーメッセージが表示されるのはなぜ
ですか?

考えられる原因： SUSE Linux Enterprise Server 11 SP2 には、Power Center がサーバーの正しいタイムゾー

ンの取得に失敗する原因となる既知のタイムゾーン問題があります。詳細に関しては、www.suse.com/
support/update/announcement/2012/suse-ru-20121258-1.html を参照してください。

解決方法： この問題に対処するには、SUSE Linux から提供されるパッチをインストールすることをお勧めし

ます。

LDAP ユーザーの追加中にネットワーク例外が発生するのは
なぜですか?

考えられる原因： 誤った LDAP サーバーアドレスが設定されていると、OpenManage Power Center はネッ

トワークタイムアウトが発生するまで LDAP サーバーへの接続を試みます。ただし、ネットワークタイムア

ウト前にウェブサーバータイムアウトが発生すると、ネットワーク例外が表示されます。

解決方法： この問題に対処するには、正しい LDAP サーバーアドレスを入力することをお勧めします。

グループへのシャーシ追加中にネットワーク例外が発生する
のはなぜですか?

考えられる原因： シャーシプラットフォームの応答が遅くなっていることが考えられます。ウェブサーバー

は、シャーシが OpenManage Power Center に応答する前にタイムアウトする場合があり、その結果として

ネットワーク例外が発生します。

解決方法： シャーシはバックエンドでグループに追加されますが、シャーシが OpenManager Power Center 

に応答する前に GUI がタイムアウトします。

比較レポートで、サービスが数時間停止されたときにデバイ
スの平均消費電力が異なるのはなぜですか?

考えられる原因： すべてのデバイス と 管理下グループ に対するロジックに矛盾がある可能性があります。

解決方法： 電力値の計算がより正確な 管理下グループ からデバイスを選択することができます。
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Chassis Management Controller（CMC）内の唯一のデバイ
スが削除されたときに「ポリシーが正常に戻りました」イベ
ントが表示されないのはなぜですか?

考えられる原因： シャーシ内の 後ブレードの電源が削除されると、シャーシ内にデバイスがなくなるた

め、電源値が「-1」に戻ります。電力測定値とポリシー上限制限間の比較は失敗し、「ポリシーが正常に戻り

ました」イベントはトリガされません。

解決方法： 電力値が電力上限制限値を超過しなければ、ブレードをシャーシに追加することができます。「ポ

リシーが正常に戻りました」イベントがトリガされます。
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