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パ購入あ┪ゼ┈うパピい┞ベ 

弊社リブヸタヸ

® 

WATCH BOOT nino RPC-M2CS┲パ購入い〞─ゾあ┪ゼ┈うパピい┞ベﾏ 
WATCH BOOT nino RPC-M2CS┏ネットワヸ╆経亞┇‶]テム機器┎制御鰓管理 

┲ベ┫遠隔自動電源制御装置┇ベﾏ2個┎100VAC電源┲個π┋遠隔制御鰓管理┇ゾ┞ベﾏ 

┞〞ﾎ鴦鴒鴣′ヸバヸ┋接怦ベ┫バ┈┋┨┪ﾎ週間]╈[ュヸラヸ┈ブ┆┢パ利用┋┊┬┞ベﾏ 

WATCH BOOT nino RPC-M2CSゼ皆様┎所談ビ┬┫ネットワヸ╆‶]テム┋ジい┆ 

談効ズ┄談用┊ツヸル┈ブ┆機能ベ┫バ┈┲願┃┆ジ┪┞ベﾏ 

 

バ┎嘘扱礪明書┲必ペジ硅┟ヂ─ビいﾏ 

本書┏〉ット┹ップ手躇┈ﾎ操作ﾎ設置ﾎ安全┎確保┊┉┎〞┡┎手躇ゼ記載ビ┬┆い┞ベﾏ 

パ使用┎前┋ﾎ必ペ本書┲ジ硅┟ヂ─ビいﾏ 

 

付属品一覧 

本製品┋┏次┎付属品ゼ液梱ビ┬┆い┞ベﾏ必ペパ確認ヂ─ビいﾏ 

鰆鰉嘘扱礪明書鰺保証書鯲  

2鰉┹ヸ]線  

 

当社ホヸムペヸ[鰺http://www.meikyo.co.jp/download/鯲┋ﾎ運用┋便利┊ソフト等ゼあ┪┞ベ┎┇ 

ダ┽ンロヸドブ┆パ利用ヂ─ビいﾏ 

鰆鰉嘘扱礪明書鰺瞎細版鯲 PDFフ┸┻ル鰺本書鯲 

2鰉鵄鴣鱶′ヸチソフト 

3鰉ネットワヸ╆稼動監視ソフト 

4鰉プラ┻ベヸトMIBフ┸┻ル 



 3 

安全¿┎パ注意

 

 

バ┎嘘扱礪明書┇┎表示┇┏ﾎ本装置┲安全┋柏ブヂジ使いい〞─ヂ〞┡┋ﾎい┭い┭┊怙表示┲ブ┆い

┞ベﾏ｠┎表示┈意味┏以½┎┨う┋┊┃┆い┞ベﾏ本文┲┨ヂジ硅┟い〞─ゾﾎハ容┲┨ヂパ理解┎¿ﾎ

柏ブヂパ使用ヂ─ビいﾏ 

 

 

注意喚起‶ンボル┈‶╇ナル表示┎例  

警告

 

 

誤┃〞嘘┪扱い┲ベ┫┈ﾎ人ゼ死亡┞〞┏重傷┲筮う嬰能性

ゼ想定ビ┬┫ハ容┲示ブ┆い┞ベﾏ 

 

 

注意

 

 

誤┃〞嘘┪扱い┲ベ┫┈ﾎ人ゼ傷害┲筮う嬰能性ゼ想定ビ┬

┫ハ容ﾎ及び物的損害

鯱

┎冢生ゼ想定ビ┬┫ハ容┲示ブ┆い

┞ベﾏ 

 

ｎ物的損害┈┏家虎家箝ジ┨び家畜ペット┋ズズわ┫尋大損害┲示ブ┞ベﾏ  

 

 図記号┎例  

   

  ┏ﾎ禁拍鰺ブ┆┏いデ┊いバ┈鯲┲示ブ┞ベﾏ具体的┊ 

禁拍ハ容┏  ┎中や近ヂ┋怙や文章┇示ブ┞ベﾏ 

濠図┎場合┏ﾘδ解ヷ改腓┎禁拍ﾙ┲示ブ┞ベﾏ 

    

●┏ﾎ強制鰺必ペベ┫バ┈鯲┲示ブ┞ベﾏ具体的┊強制ハ 

容┏ﾎ●┎中や近ヂ┋怙や文章┇示ブ┞ベﾏ濠図┎場合┏ 

ﾘ差ブ込┟プラ╇┲╊ン〉ントズ┩抜ヂバ┈ﾙ┲示ブ┞ベﾏ 

 

 

  

 

 電源プラ╇┲抜ヂ 

 δ解ヷ改腓禁拍 
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警告

 

 

●万一異常ゼ冢生ブ〞┩ﾎ電源プラ╇┲ベヅ┋抜ヂ！ 

煙ﾎ変┊音ﾎ┋ジいゼベ┫┊┉ﾎ異常状態┎┞┞使用ブ┊い┇ヂ─ビいﾏ火災や 

感電┎原因┈┊┪┞ベﾏバ┎┨う┊┈ゾ┏ﾎベヅ┋電源プラ╇┲抜い┆ジ買い¿ド

┎販売店や弊社┋ジ問い合わボヂ─ビいﾏ  

 電源プラ╇┲抜ヂ 
 

●鱠鱶鰆鰌鰌鴿鰺鰄鰌┞〞┏鰮鰌鴉鸛鯲以外┎電源電苅┇┏使用ブ┊い 

表示ビ┬〞電源電苅鰺交流鰆鰌鰌鴿鯲以外┎電苅┇使用ブ┊い┇ヂ─ビいﾏ 

特┋鰆鰆鰌鴿┲越え┫電苅┇┏製品┲破壊ベ┫ジ｠┬ゼあ┪ﾎ火災┎原因┈┊┪

┞ベ┎┇ﾎ怐対┋接怦ブ┊い┇ヂ─ビいﾏ  

 交流鰆鰌鰌鴿 
 

●本装置┎電源┹ヸ]あ┫い┏鳬鳰端子┲接地ベ┫ 

本装置┎電源プラ╇┎┹ヸ]あ┫い┏鳬鳰端子┲接地ブ┆ヂ─ビいﾏ 

感電や故諠┎原因┈┊┪┞ベﾏ 

 

 

 ┹ヸ]接地 
 

●本装置後面┎鱠鱶╊ン〉ント┏鰆0鱠┞┇ 

本装置後面┎鱠鱶╊ン〉ント┏ﾎ供給┇ゾ┫容量┎合計┏最大┇鰆0鱠┇ベﾏ 

合計鰆0鱠┲越え┆使用ブ┊い┇ヂ─ビいﾏ火災や故諠┎原因┈┊┪┞ベﾏ  
 最大容量鰆0鱠┞┇ 

 

●〞バ足配線┲ブ┊い 

本装置┎電源┏ﾎ家庭用電源╊ン〉ントズ┩直接嘘┃┆ヂ─ビいﾏ 

本装置┎鱠鱶╊ン〉ント┋ﾎ電源用テヸブルタップ┊┉┲接怦ブ┆使用ブ┊い┇

ヂ─ビいﾏ火災や故諠┎原因┈┊┪┞ベﾏ  

 〞バ足配線禁拍 
 

●電源╊ヸド┲大ε┋  

╊ヸド┋重い┢┎┲載ボ〞┪ﾎ熱器具┋近┅デ〞┪ブ┊い┇ヂ─ビいﾏ╊ヸドゼ 

損傷ブ火災や感電ﾎ故諠┎原因┈┊┪┞ベﾏ┞〞ﾎ╊ヸド┲з拷ブ〞┪無理┋曲ド

〞┪引┃張┃〞┪ベ┫バ┈┢ﾎ火災や感電┎原因┈┊┫┎┇ジや┡ヂ─ビいﾏ╊ヸ

ドゼ傷┳─場合┏ジ買い¿ド┎販売店ﾎ┞〞┏弊社┞┇パ相談ヂ─ビいﾏ 

 

 

 ╊ヸド┲乱暴┋扱わ┊い 
 

●極┡┆高い信頼性や安全性ゼ必要┈ビ┬┫機器┋接怦ブ┊い 

本装置┏パソ╊ン及びパソ╊ン周辺機器┈接怦ベ┫用途┋設計ビ┬┆い┞ベﾏ 

人命┋直接関わ┫夷療機器┊┉┎極┡┆高い信頼性┞〞┏安全性ゼ必要┈ビ┬┫

機器┋┏接怦ブ┊い┇ヂ─ビいﾏ  

 パソ╊ン機器専用 
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●┌┬〞手┇本装置や電源プラ╇┋ビわ┩┊い 

┌┬〞手┇本装置┎操作┲行┊わ┊い┇ヂ─ビいﾏ┌┬〞手┇電源プラ╇┲抜い〞

┪ﾎ差ブ込┳─┪ブ┊い┇ヂ─ビいﾏ 感電┎原因┈┊┫バ┈ゼあ┪┞ベ  
 ┌┬〞手┇ビわ┩┊い 

 

●本装置┎¿や近ヂ┋水┊┉┎液体┲置ズ┊い 

本装置┋水┊┉┎液体ゼ入┃〞場合ﾎ火災鰕感電鰕故諠┊┉┎原因┋┊┪┞ベﾏ 

 
 液体┲近ヂ┋置ズ┊い 

 

●異物┲入┬┊い 

製品┋ﾎ金属類や燃えやベい┢┎ゼ入┫┈ﾎ火災や感電┎原因┈┊┪┞ベﾏ 

万一異物ゼ入┃〞場合┏ベヅ┋電源┲ε┪ﾎ電源プラ╇┲╊ン〉ントズ┩抜い┆ﾎ

ジ買い¿ド┎販売店ﾎ┞〞┏弊社┞┇パ相談ヂ─ビいﾏ  

 ハ部┋異物┲入┬┊い 
 

●ヘ┹ヸ]プレヸ┊┉┎嬰燃物┲本装置┎¿や近ヂ┋置い〞┪ﾎ使用ブ〞┪ブ┊い 

]┻ッチ┎火花┊┉┇引火ブ┆火災┎原因┋┊┫バ┈ゼあ┪┞ベﾏ 

 
 嬰燃物禁拍 

 

●雷ゼ鳴┪出ブ〞┩製品や電源プラ╇┋触┬┊い  

感電┎原因┈┊┪┞ベﾏ本装置┋┏ﾎ落雷用保護回路ゼあ┪┞ベゼﾎ鳬鳰端子┲ 

接地ブ┆ﾎ┹ヸ]ビ┬〞状態┇┊い┈十δ┊効果┲冢揮ブ┞ボ┳┎┇パ注意ヂ─

ビいﾏ  

 雷┎┈ゾ┏ﾎ触┬┊い 
 

●δ解ブ〞┪改腓ブ〞┪ブ┊い 

ハ部┋┏電苅┎高い部δゼあ┪┞ベ┎┇ﾎ╂バヸ┲┏ペブ┆ハ部┎部品┋触┃〞

┪ﾎ製品┲改腓ブ〞┪ブ┊い┇ヂ─ビいﾏ火災や感電ﾎ故諠┎原因┈┊┪┞ベﾏ  
 δ解ヷ改腓禁拍 

 

●製品┲落ブ〞┪ブ┆破損ブ〞場合┏ 

｠┎┞┞使用ベ┫┈火災や感電ﾎ故諠┎原因┈┊┪┞ベﾏ電源プラ╇┲╊ン〉ント

ズ┩抜ゾﾎ前面┎╊ネ╆タ┲ベ┙┆抜い┆ﾎジ買い¿ド┎販売店ﾎ┞〞┏弊社┞┇

ジ問い合わボヂ─ビいﾏ  

 電源プラ╇┲抜ヂ 
 

●火災ヷ感電ヷ事故ヷ傷害┎冢生ベ┫危険ゼあ┫機器┏ﾎ遠隔制御機能┲利用ブ┊い 

遠隔制御機能┲利用ベ┫場合┏ﾎ遠隔操作┋┨┪火災ヷ感電ヷ事故ヷ傷害┎冢生ベ┫

危険ゼあ┫機器┏接怦ブ┊い┇ヂ─ビいﾏ特┋ﾎ電気]トヸブや電熱器┊┉熱┲冢生

ベ┫┢┎┏ﾎ火災┎原因┈┊┪┞ベ┎┇怐対┋接怦ブ┊い┇ヂ─ビいﾏ┞〞ﾎ接怦ビ

┬┫機器┎安全性┋関ブ┆┏ﾎ接怦ビ┬┫機器┎USB等┎┹┽トレット┋┢遠隔 

操作┋┨┃┆危険ゼ┊いバ┈┲確認ブ┆½ビいﾏ 

本機┋接怦ビ┬┫機器┏ﾎ必ペﾎ本機┎近傍┋あ┪ﾎ本機┎近傍┋い┫人ゼ危険┲ 

感プ〞場合ﾎ機器┎電源プラ╇┲容易┋外ボ┫┨う┋ブ┆ヂ─ビいﾏ 

 

 

 

 遠隔制御禁拍 
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注意

 

 

●電源プラ╇┲抜ヂ┈ゾ┏電源╊ヸド┲引┃張┩┊い 

電源プラ╇┲抜ヂ┈ゾ┏必ペプラ╇┲持┃┆抜い┆ヂ─ビいﾏ 

╊ヸド┲引┃張┃┆抜ヂ┈傷ゼ┄ゾﾎ火災や感電┎原因┈┊┫バ┈ゼあ┪┞ベﾏ  
 ╊ヸド┲引┃張┩┊い 

 

●風通ブ┎悪い┈バ┭┋置ズ┊い 

製品┲密閉ビ┬〞場所┋置ズ┊い┇ヂ─ビいﾏ熱ゼバ┢┪ﾎやデ┉や火災ﾎ故諠 

┎原因┈┊┫バ┈ゼあ┪┞ベﾏ  
 風通ブ┎悪い場所禁拍 

 

●温祭ゼ高ヂ┊┫┈バ┭┋置ズ┊い 

直射属ゲ┎当〞┫┈バ┭や熱器具┎近ヂ┊┉ﾎ高温┋┊┫┈バ┭┋置ズ┊い┇ヂ

─ビいﾏやデ┉や火災ﾎ故諠┎原因┈┊┫バ┈ゼあ┪┞ベﾏ  
 温祭ゼ高い場所禁拍 

 

●ジ手入┬┎┈ゾ┏ 

本装置┎本体ゼ汚┬〞場合┏ﾎ柔┩ズい甑┋水┞〞┏中性洗剤┲含┞ボﾎ┨ヂ絞 

┃┆ズ┩軽ヂ尽い┆ヂ─ビい鰺怐対┋ﾎ電源プラ╇や╊ネ╆タ┊┉┎接怦部┲バ┎

方法┇尽ズ┊い┇ヂ─ビい鯲ﾏ薬品類鰺ベン[ンヷ‶ンナヸ┊┉鯲┏使わ┊い┇ヂ

─ビいﾏ変質ヷ変色ベ┫場合ゼあ┪┞ベﾏ本体┋接怦ビ┬┆い┫電源プラ╇や╊ネ

╆タ┊┉┎接怦部┎ジ手入┬┏ﾎ電源プラ╇や╊ネ╆タ┲抜い┆ﾎ機器┲傷┄デ┊

い┨う軽ヂ乾尽ゾブ┆ヂ─ビいﾏいペ┬┎場合┢ﾎ必ペ本装置┎電源プラ╇┲╊ン

〉ントズ┩抜ゾﾎ本装置┋接怦ビ┬┆い┫電源プラ╇や╊ネ╆タ類┢全┆抜い┆

ズ┩行┊┃┆ヂ─ビいﾏ感電や故諠┎原因┈┊┫バ┈ゼあ┪┞ベﾏ 

 

 
 

電源プラ╇

┲抜ヂ 

 

 

●暮気やほバ┪┎多い┈バ┭┋置ズ┊い  

暮気やほバ┪┎多い場所や調理影ﾎз暮器┎近ヂ┊┉ﾎ油煙や湯気ゼあ〞┫┨う 

┊場所┋置ズ┊い┇ヂ─ビいﾏ火災や感電┎原因┈┊┫バ┈ゼあ┪┞ベﾏ  
 暮気ヷほバ┪禁拍 

 

●逆ビ┞┋設置ブ┊い 

本装置┲逆ビ┞┋設置ブ┊い┇ヂ─ビいﾏ┞〞ﾎ甑等┇ヂ┫┳─状態┇┎使用┢ 

ジや┡ヂ─ビいﾏ特┋ﾎビニヸルや╋ム製品ゼ接触ブ┆い┫状態┇┎使用┏ジや┡

ヂ─ビいﾏ火災や故諠┎原因┈┊┫バ┈ゼあ┪┞ベﾏ  

 逆ビ┞禁拍 
 

●電源プラ╇┈╊ン〉ント┎定期点検┲ 

電源プラ╇┈╊ン〉ント┏長時間┄┊い─┞┞┇い┫┈ﾎほバ┪や━┪ゼ〞┞┪ﾎ

｠┎┞┞┎状態┇使用┲怦デ┞ベ┈ﾎ火災や感電┎原因┈┊┫バ┈ゼあ┪┞ベﾏ 

定期的┊清掃┲ブﾎ接触Ö良┊┉┲点検ブ┆ヂ─ビいﾏ  

 定期点検 
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●本装置┏属本国ハ┎┟┇使用 

国外┇┎使用┏ﾎ電源電苅┊┉┎問題┋┨┪ﾎ本装置ゼ故諠ベ┫バ┈ゼあ┪┞ベﾏ 

 
 国ハ┎┟使用 

 

●Ö安定┊場所やジ子様┎手┎菰ヂ所┋┏置ズ┊い  

ヅ┩┄い〞影や本装置┨┪面積ゼ小ビい┢┎┎¿や傾い〞所ﾎ┞〞衝撃や振動┎

зわ┫所┊┉ﾎÖ安定┊場所やジ子様┎手┎菰ヂ所┋置ズ┊い┇ヂ─ビいﾏ落━〞

┪倒┬〞┪ブ┆デゼや故諠┎原因┈┊┪┞ベﾏ  

 Ö安定┊場所禁拍 
 

●ラ[╁やテレビ┊┉┎ベヅ近ヂ┋置ズ┊い  

ラ[╁やテレビ┊┉┎ベヅ近ヂ┋置ゾ┞ベ┈唄信諠害┲Üえ┫バ┈ゼあ┪┞ベﾏ 

 
 ラ[╁ﾎテレビ┎近ヂ禁拍 

 

●デヸタ┎保祁┋┄い┆ 

デヸタ┎通信┲行┊う謔┋┏ﾎあ┩ズプ┡デヸタ┎バッ╆┹ップ┲嘘┫┊┉┎処

置┲行┊┃┆ヂ─ビいﾏ回線や本装置┎諠害┋┨┪デヸタ┲消失ベ┫ジ｠┬ゼあ

┪┞ベﾏ  

 バッ╆┹ップ 
 

●花び┳や╊ップﾎ植木鉢ﾎ小ビ┊金属物┊┉┲本装置┎¿┋置ズ┊い 

ハ部┋水や異物ゼ入┫┈ﾎ火災や感電┎原因┈┊┪┞ベﾏ万一ﾎ水┊┉ゼハ部┋ 

入┃〞┈ゾ┏ﾎベヅ┋電源プラ╇┲╊ン〉ントズ┩抜い┆ヂ─ビいﾏ  
 ¿┋┢┎┲置ズ┊い 

 

●踏┟影┋ブ┊い 

本装置┎¿┋乗┩┊い┇ヂ─ビいﾏ 

倒┬〞┪ブ┆デゼや故諠┎原因┈┊┫バ┈ゼあ┪┞ベﾏ  
 踏┟影禁拍 
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1鰉機能概要 

 

本装置┋┏以½┎機能ゼあ┪┞ベﾏ  

 

1鯲2 個┎ 100鴿  鱠鱶電源┲個π┋制御/管理  

 

2鯲通信┋┨┫電源制御  

ヷWEB ズ┩┎電源制御┈設定  

ヷTELNET ズ┩┎電源制御┈設定  

 

3鯲]╈[ュヸル┋┨┫制御  

ヷ週間]╈[ュヸル┋┨┫電源制御  

 

4鯲監視機能  

ヷ電源状態┎監視  

ヷ鴈鱶鴪鴣┋┨┫死活監視鰺鴣鴈鴦鳰監視鯲  

ヷハヸトビヸト┋┨┫監視  

 

5鯲各デバ┻]┘┎遅延電源投入  

ヷ本体電源投入時┋ﾎ指定ブ〞躇番ﾎタ┻ミン╇┋┨┫各デバ┻]┎起動  

 

6鯲メヸル┋┨┫制御や通知  

 

7鯲〉ンタヸ通知機能 

ヷ電源状態┈死活監視状態┲〉ンタヸ┘通知 

ヷ鰺鴪鴕鵄鴣鯲RPC -EYE  鷭3対応 

 

8鯲SNMP ┿ヸ[┾ント機能  

 

9鯲通信┋┨┫遠隔バヸ[ョン┹ップ  

 

10鯲通信中怫機能鰺TELNET通信鯲 

ヷTELNET ╆ラ┻┹ント┈ブ┆通信  

 

11鯲マ[ッ╆パ╈ット┋┨┫起動  
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2鰉各部┎疫称┈機能 

 

フロントパネル 

 

 

リヤパネル  

 

 

e  LAN LAN ╈ヸブル鰺8 ピン RJ45鯲┲接怦ブ┞ベﾏ  

f  LINK LED CPU 状態┲表示ブ┞ベﾏ  

g  ACT LED 通信状態┲表示ブ┞ベﾏ  

h  DIP ]┻ッチ  運用や初期粟┊┉各種モヸド┎ε替┋使用ブ┞ベﾏ 

i  RESET ]┻ッチ  出力電源┘影響┲Üえペ┋ CPU ┲初期粟ブ┞ベﾏ 

j  PILOT LED 本体┋電源ゼ投入ビ┬┆い┫場合┋点灯ブ┞ベﾏ  

k  OUTLET LED AC ┹┽トレット┎電源出力状態┲表示ブ┞ベﾏ  

l  電源╊ヸド  商用電源ﾎUPS ┊┉┋接怦ブ┞ベﾏ  

m  ┹ヸ]線   ┹ヸ]線┲接怦ブ┞ベﾏ  

n  AC ┹┽トレット  デバ┻]┎電源╊ヸド┲接怦ブ┞ベﾏ  

 

 

注意 

 

故障や漏電の時の感電防止削作三ますの埼腰アース線を取三付け傘こ碕をお勧めしま

す甑 
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3鰉鱸鴈鴣]┻ッチ┎設定 

 

 

鱸鴈鴣]┻ッチ┎機能鰺鶯鳬鳬┏ﾘ¿ﾙﾎ鶯鴦┏ﾘ½ﾙ┲意味ブ┞ベﾏ鯲 

NO. 状態  モヸド  

1 
OFF 運転モヸド  

ON 初期粟  

2 
OFF 運転モヸド  

ON 未使用  

3 
OFF 運転モヸド  

ON メンテナン]モヸドﾎ初期粟  

4 
OFF 鶯鳬鳬┋固定  

ON 未使用  

 

 

鱸鴈鴣]┻ッチ┎設定 

  1 2 3 4 

通常運転時  
鶯鳬鳬 ■  ■  ■  ■  

鶯鴦 

初期設定時  
鶯鳬鳬 ■  ■   

■  

■  

鶯鴦 

初期粟時  
鶯鳬鳬  

■  

■   

■  

■  

鶯鴦 

 

 

注意  

 

DIP]┻ッチ┲操作ベ┫┈ゾ┏ﾎ本体┎AC┹┽トレットズ┩ 

全デバ┻]┲嘘┪外ブ┆ヂ─ビいﾏ 

DIP]┻ッチ操作┞〞設定終了後┏ﾎ必ペﾎ本体前面┎ 

RESET]┻ッチ┲押ブ┆ヂ─ビいﾏ誤動作ベ┫恐┬ゼあ┪┞ベﾏ 

初期設定┏ﾎﾘ第3章 初期設定ﾙ┎ﾘ初期粟┎方法ﾙ┲参照┋ブ┆ 

設定ブ┆ヂ─ビいﾏ 
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4鰉LED 表示┋┄い┆ 

 

本体┋┏3種類┎鴆鳧鱸ゼ装備ビ┬┆い┞ベﾏ 

 

1鯲鴆鴈鴦鴃ﾎ鱠鱶鴒 鴆鳧鱸 

鱶鴣鵁┎通信状態┲表示ブ┞ベﾏ 

鴆鳧鱸 用 途 状  態 表 示 

鴆鴈鴦鴃 CPU 状態  
╈ヸブル抜デ 

LAN柏常リン╆ 

0.25秒点灯ﾎ0.25秒消灯 

1秒点灯ﾎ 1秒消灯 

鱠鱶鴒 通信状態  
パ╈ット唄信時 

パ╈ット未唄信時 

点灯 

消灯 

 

2鯲鴣鴈鴆鶯鴒 鴆鳧鱸 

本体┋電源投入ビ┬┆い┫場合ﾎ╁レン[ゼ点灯ブ┞ベﾏ 

本体┋電源投入ビ┬ﾎ100BASE-TXリン╆時┋┏╇リヸンゼ点灯ブ┞ベﾏ 

全┹┽トレット┎死活監視リブヸト回数┎合計ゼ設定値┲越え〞┩赤ゼ点灯ブ┞ベﾏ 

  鰺初期値┏12回鯲 

メヸル唄信′ヸバヸ┘┎┹╆〉]┿ラヸ時┏ﾎ2秒点灯→0.25秒消灯→2秒点灯ブ┞ベﾏ 

 

3鯲鶯鵁鴒鴆鳧鴒 鴆鳧鱸 

e 鱠鱶┹┽トレット┎電源出力状態┲表示ブ┞ベﾏ 

鶯鴦 ┎場合 ： 点灯 

鶯鳬鳬┎場合 ： 消灯 

f OFF遅延中ﾎ1秒点滅 

g 死活監視 

1. 死活監視┎動作ゼﾘリブヸトﾙ┞〞┏ﾘロ╇┎┟ﾙ┎場合 

鰺┹鯲死活監視異常中鰺出力ON鯲┏ﾎ2秒点灯→0.25秒消灯→2秒点灯 

鰺┻鯲死活監視]タヸト後ﾎ全┆┎PING監視対象ズ┩応答┲確認ベ┫┞┇┎間ﾎ1秒点灯

→0.25秒消灯┲繰┪返ブﾎ｠┎後点灯ブ┞ベﾏ鰺出力┏ON鯲 

2. 死活監視┎動作ゼﾘONﾙ┎場合 

鰺┹鯲死活監視異常中鰺出力ON鯲┏ﾎ2秒点灯→0.25秒消灯→2秒点灯 

鰺┻鯲死活監視]タヸト後ﾎ全┆┎PING監視対象ズ┩応答┲確認ベ┫┞┇┎間ﾎ1秒消灯

→0.25秒点灯┲繰┪返ブﾎ｠┎後消灯ブ┞ベﾏ鰺出力┏OFF鯲 

3. 死活監視┎動作ゼﾘOFFﾙ┎場合 

鰺┹鯲死活監視]タヸト後ﾎ全┆┎PING監視対象ズ┩応答┲確認ベ┫┞┇┎間ﾎ1秒点灯

→0.25秒消灯┲繰┪返ブﾎ｠┎後点灯ブ┞ベﾏ鰺出力┏ON鯲 

ﾘONﾙﾘOFFﾙ┎設定┏ブラ┽¨ズ┩┏行え┞ボ┳ﾏ 

変数［debOlWdogAction］┲直接変更ベ┫必要ゼあ┪┞ベﾏ 
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1鰉設置ヷ嘘┪付デ 

 

以½┎手躇┇設置ブ┞ベﾏ  

 

1鯲  本体┲設置場所┋置ゾ┞ベﾏ設置場所┏ﾎ単相 100鴿鱠鱶/10鱠以¿┎  

╊ン〉ント┋直接差ブ込┡┫場所┇本体背面┋電源プラ╇ゼ差ブ込┡┫  

位置┇あ┫バ┈┲確認ブ┞ベﾏ  

 

2鯲本体前面┎鴆鱠鴦用╊ネ╆タ┋鴆鱠鴦╈ヸブル┲接怦ブ┞ベﾏ  

 

3鯲本体┎電源╊ヸド┲╊ン〉ント┋接怦ブ┞ベﾏ  

 

 

 

注意  

 

本装置┲逆ビ┞┋設置ブ┊い┇ヂ─ビいﾏ火災や故諠┎  

原因┈┊┫バ┈ゼあ┪┞ベﾏ  

 

 

2鰉ラッ╆┘┎嘘┪付デ 

 

以½┎手躇┇ラッ╆┋嘘┪付デ┞ベﾏ  

 

1鯲ラッ╆ヷ╄ャビネット┋プレヸト┲嘘┪付デ┞ベﾏ  

プレヸト┏ラッ╆′┻〈┋合┃〞一般腰販品┲パ用意ヂ─ビいﾏ  

 

2鯲ラッ╆ヷ╄ャビネット┋本装置┲設置ブ┞ベﾏ  

 

3鯲本体前面鴆鱠鴦用╊ネ╆タ┋鴆鱠鴦╈ヸブル┲接怦ブ┞ベﾏ  

 

4鯲電源╊ヸド┲╊ン〉ント┋接怦ブ┞ベﾏ  

 

3鰉固定方法 

 

本装置固定┎〞┡設置用┎穴ゼあ┪┞ベﾏ  

 

底面┋┄い┆い┫設置用┎穴鰺鰊箇所鯲┲利用ブ┆機器┲固定ブ┞ベﾏ  

嘘┪付デ用┎┍プ┏ﾎM 鰒不鰥  鴆鰺MAX鯲┲パ利用ヂ─ビいﾏ  

 

 

 

注意  

 

壁面┋嘘┪付デ┫場合┏ﾎ╁プ‶ョン┎嘘付金具ATT02ゼ便利┇ベﾏ 

╁プ‶ョン：嘘付金具鰺ATT02鯲標準価格 3,000バ鰺税抜鯲 
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1鰉初期設定 

 

使用条件┎確認┈液意 

 

本製品┎使用┋あ〞┃┆┏ﾎ初┡┋使用条件┋液意ブ┆い〞─ヂバ┈ゼ必要┇ベﾏ  

 

外部┎ネットワヸ╆ズ┩接怦ベ┫〞┡┋固定┎鴈鴣┹ドレ]┲設定ブ┞ベﾏ  

 

設定用鴣鱶┈本装置┈┏ﾎ鴆鱠鴦用╊ネ╆タ┋鴆鱠鴦╈ヸブル┇接怦ブ┞ベﾏ  

鰺鴣鱶┈直接接怦ベ┫場合┏ﾎ╆ロ]┎鴆鱠鴦╈ヸブル┋┊┪┞ベ鯲  

 

1鯲LAN や VPN ¿┋ 192.168.10.1 ジ┨び 2 ┎鴈鴣┹ドレ]┲持┄ホ]ト

ゼ┊いバ┈┲確認ブ┞ベﾏ  

 

2鯲設定用 PC ┎鴈鴣┹ドレ]┈′ブネットマ]╆┲以½┎通┪設定ブ┞ベﾏ  

鴈鴣┹ドレ]     ：192.168.10.2 

′ブネットマ]╆   ：255.255.255.0 

 

3鯲本体前面┎ DIP ]┻ッチ 3 ┲鶯鴦  ┋ブ┞ベﾏ  

 鰺メンテナン]モヸド┋┊┪ﾎ IP ┹ドレ]ゼ 192.168.10.1 ┈┊┪┞ベﾏ鯲 

 

4鯲本体前面┎ RESET ]┻ッチ┲押ブ┞ベﾏ  

 

5鯲設定用 PC ┎ Web ブラ┽¨┲起動ブ┞ベﾏ  

http://192.168.10.1 ┲指定ブﾎ本装置┋┹╆〉]ブ┞ベﾏ  

 

 

注意  

 

ブラ┽¨┏ JavaScript ┈フレヸム┋対応ブ┆い┫必要ゼ  

あ┪┞ベﾏ  

 

 

6鯲ブラ┽¨依祁┎ポップ┹ップ亶面ゼ表示ビ┬┞ベﾏユヸ¨ヸ疫  

鰺デフ╀ルト：admin鯲┈パ]ワヸド鰺デフ╀ルト：magic鯲┲入力ブ┞ベﾏ  
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7鯲ﾘパ確認┎ジ願いﾙ┎亶面ゼ表示ビ┬┞ベﾏハ容┲確認┎¿  

ﾘ¿記┎ハ容┋液意ブ┞ベﾏﾙ┲チ┾ッ╆ブﾘ次┘ﾙ┲╆リッ╆ブ┞ベﾏ  

 

 

 

8鯲鴪鶉鶺鶉鶤鵺鶸鵺鶺鷸 鶸鵺鶺鷦亶面ゼ表示ビ┬┞ベﾏ  

 

 

 

9鯲鴈鴣┹ドレ]欄┋パ利用┋┊┫ LAN ┋適ε┊鴈鴣┹ドレ]┲入力ブ┞ベﾏ  

運用時┋ IP ┹ドレ]┲固定┋ブ┆利用ベ┫場合ﾎﾘDHCP 機能ﾙ┲無効┋  

チ┾ッ╆ブ〞┞┞┇ﾎ IP ┹ドレ]欄┋パ利用┋┊┫ LAN ┋適ε┊  

IP ┹ドレ]┲入力ブ┞ベﾏ  

DHCP ┲利用ブ┆動的┋ IP ┹ドレ]┲割┪当┆┫場合┏ﾎﾘDHCP 機能ﾙ┲

談効┋チ┾ッ╆ブ┆ﾘ適用ﾙ┲╆リッ╆ブ┞ベﾏ  

 

鰆鰌鯲設定ゼ終了ブ┞ブ〞┩ﾘ適用ﾙ┲╆リッ╆ブ┞ベﾏ 

 

11鯲｠┎♀ﾎﾘTELNET 機能ﾙ┊┉必要┋応プ┆設定┲行い┞ベﾏ設定ゼ終了ブ  

┞ブ〞┩ﾎﾘ適用ﾙ┲╆リッ╆ブ┞ベﾏ  

 

12鯲本体前面┎ DIP ]┻ッチ 3 ┲鶯鳬鳬  ┋ブ┞ベﾏ鰺運用モヸド┋ブ┞ベﾏ鯲  
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13鯲本体前面┎ RESET ]┻ッチ┲押ブ┞ベﾏ  

14鯲Web ブラ┽¨┲閉プ┞ベﾏ  

 

15鯲設定用 PC ┎鴈鴣┹ドレ]┲元┋戻ブ┞ベﾏ  

 

 

 

注意  

 

設定後┏ﾎ必ペﾘ適用ﾙ┲╆リッ╆ブﾎﾘRESET ]┻ッチﾙ

┲押ブ┆ヂ─ビいﾏﾘRESET ]┻ッチﾙ┲押ビ┊い┈設定ゼ

反映ビ┬┞ボ┳ﾏ  
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2鰉初期粟┎方法 

 

本装置┲初期粟ブ┆出荷状態┋戻ブ┞ベﾏ 

 

鰺┞─電源╊ヸド┲╊ン〉ント┋接怦ブ┊い┇ヂ─ビいﾏ鯲 

 

1鯲本体前面┎鱸鴈鴣]┻ッチ1┈3 ┎┟鶯鴦鰺½鯲 ┋ブ┞ベﾏ 

 

2鯲電源╊ヸド┲╊ン〉ント┋接怦ブﾎ電源┲供給ブ┞ベﾏ 

 

3鯲本体前面┎LINK LED ゼ5秒間点灯ブ┞ベﾏ 

点灯中┋本体前面┎鵄鳧鴕鳧鴒]┻ッチ┲1秒程祭ﾎ押ブ┞ベﾏ 

 

鰊鯲初期粟ゼ成жベ┫┈LINK LED ┈ACT 鴆鳧鱸ゼ点灯ブ┞ベﾏ 

 

5鯲RESET]┻ッチ┲押ベ前┋LINK LED ゼ消灯ブ┆ブ┞┃〞場合┏一賊電源╊ヸド┲抜ゾ 

電源┲供給ズ┩や┪直ブ┆ヂ─ビいﾏ 

 

鰮鯲初期粟後┏ﾎ鱸鴈鴣]┻ッチ3┎┟ON鰺½鯲┋ブﾎ再祭電源┲供給ブ┆ズ┩パ使用ヂ─ビいﾏ 

 

7鯲初期粟後┏再祭ﾎ使用条件┎確認┈液意ゼ必要┋┊┪┞ベ┎┇ﾎﾘ第3章 初期設定ﾙズ┩ 

実行ブ┆ヂ─ビいﾏ 

 

 

 

注意  

 

初期粟中┏本体┎電源┲ε┩┊い┇½ビいﾏ  
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1鰉ロ╇┻ン 

 

1-1 鴈鴣┹ドレ]┲固定┋ブ┆利用ベ┫場合  

 

┻ンタヸネット┇┹╆〉]ベ┫場合┏ﾎ通信機器┎設定ゼ必要┇ベﾏ通信機器┎  

設定┊┉┏通信機器┎マニュ┹ル┋従┃┆ヂ─ビいﾏ  

鰺PROXY 経亞┇┏パ利用┋┊┬┞ボ┳鯲  

 

 

注意  

 

ブラ┽¨┏ JavaScript ┈フレヸム┋対応ブ┆い┫必要ゼ  

あ┪┞ベﾏ半角記号読?読 ,読=読 ,読%読 , "&" , ",(╂ンマ)" ,  

"(ダブル╆╀ヸテヸ‶ョン )┏入力ブ┊い┇½ビいﾏ  

 

 

1鯲  鴾鵺鶇ブラ┽¨┲起動ブﾎ本装置┋設定ビ┬〞鴈鴣┹ドレ]┲指定ブ┆  

┹╆〉]ブ┞ベﾏ  

 

(例  鴈鴣┹ドレ]  ：  192.168.10.1 ) 

 

鴉鴒鴒鴣ポヸト番号ﾘ80ﾙデフ╀ルト┎場合  

http://192.168.10.1 

 

鴉鴒鴒鴣ポヸト番号ﾘ500ﾙ┋設定ブ〞場合  

http://192.168.10.1：500 

 

2鯲  ブラ┽¨依祁┎ユヸ¨ヸ疫鰓パ]ワヸド入力用┎ポップ┹ップ亶面ゼ  

表示ビ┬┞ベﾏ  
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3鯲ユヸ¨ヸ鴈鱸┈パ]ワヸド┲入力ブﾎﾘOKﾙボタン┲╆リッ╆ブ┞ベﾏ  

 

ユヸ¨ヸ鴈鱸  ：  admin 鰺デフ╀ルト鯲  

パ]ワヸド   ：  magic 鰺デフ╀ルト鯲  

 

4鯲簡易情報表示亶面ゼ表示ビ┬┞ベﾏ  

 

簡易情報表示亶面  

 

 

 

 

 

 

 

注意  

 

簡易情報表示┏現瓦┎本装置┎状態┲表示ベ┫亶面┇実謔┋

制御ベ┫バ┈┏出来┞ボ┳ﾏ  

電源制御嬰能┊♀┎ユヸ¨ヸゼロ╇┻ン中┎場合ﾎ当睹方法┋┆新〞┋ 

ロ╇┻ンベ┫バ┈┏┇ゾ┞ボ┳ﾏ 

〞─ブﾎIdent, Supervisor権限┇┏ロ╇┻ンベ┫バ┈ゼ嬰能┇ベﾏ 

(ユヸ¨ヸ┹╂┽ント┎設定┋┄い┆┏ﾎﾘ第 4章 Webブラ┽¨┇┎設

定ﾎ制御ﾙ┎ﾘ〉╄ュリテ┺設定ﾙ┲パ確認ヂ─ビいﾏ) 
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1-2 鵄鴣鱶′ヸチソフト┲利用ベ┫場合 

 

当社ホヸムペヸ[鰺http://www.meikyo.co.jp/download/鯲┨┪鵄鴣鱶′ヸチソフト

┲ダ┽ンロヸドブﾎパ利用ブ┆頂デ┬┐鱸鴉鱶鴣機能┲利用ブ〞本装置┲検索ブ

接怦ベ┫バ┈ゼ┇ゾ┞ベﾏ  

 

設定用鴣鱶┈本装置┈┏ﾎDHCP ′ヸバヸ┎祁瓦ベ┫鴆鱠鴦┋接怦ブ┞ベﾏ  

 

鰆鯲 鵄鴣鱶′ヸチソフト┲起動ブﾎﾘ検索ﾙボタン┲╆リッ╆ブ┞ベﾏ  

 

鵄鴣鱶′ヸチソフト機器検索亶面  

 

鰈鯲 機器一覧┋あ┫本装置┲選択ブﾎﾘ鴾鳧鱧接怦ﾙボタン┲╆リッ╆ベ┫ﾏ    

 ┞〞┏ﾘTELNET 接怦ﾙボタン┲╆リッ╆ブﾎ本装置┋設定ビ┬〞  

ユヸ¨ヸ疫┈パ]ワヸド┲入力ブ┆┹╆〉]ブ┞ベﾏ  

鰒鯲 ユヸ¨ヸ疫 (デフ╀ルト :admin)┈パ]ワヸド (デフ╀ルト :magic) 

┲入力ブ┞ベﾏ  

 

注意  :ﾘWEB 接怦ﾙ┎場合┏ブラ┽¨依祁┎ユヸ¨ヸ疫鰓パ]ワヸド入力用┎

ポップ┹ップ亶面ゼ表示ビ┬┞ベﾏ  

 

4鯲簡易情報表示亶面ゼ表示ビ┬┞ベﾏ  

 

 

 

注意  

 

LINK/鱠鱶鴒/PILOT LED ゼﾎい┄┞┇┢交互┋点滅ブ┆い┫時┏ﾎ

DHCP┋┨┫┹ドレ]嘘得ゼ┇ゾ┊い状態┇ベﾏDHCP′ヸバヸ┲確認

ベ┫ズﾎ鴈鴣┹ドレ]┲固定┋ブ┆パ利用ヂ─ビいﾏ 
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2鰉設定躁目 

 

2-1 基本設定  

2-1-鰆  基本設定  

 

1鯲  亶面濠側設定躁目┎ﾘ基本設定ﾙ┲╆リッ╆ブ┞ベﾏ  

基本設定亶面ゼ表示ビ┬┞ベﾏ  

 

基本設定亶面  
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2-1-1-1 総合管理設定 

1鯲総合管理設定┎ﾘ時刻設定ﾙ┲╆リッ╆ブ┞ベﾏ時刻設定亶面ゼ表示ビ┬┞ベﾏ  

 

時刻設定亶面 

 
 

鴣鱶┎時刻┋┨┫設定  

 ﾘ適用ﾙ┲╆リッ╆ベ┫┈接怦ビ┬〞鴣鱶┎時刻┋設定ビ┬┞ベﾏ  

 

2-1-1-2 機器設定  

機器┋関ベ┫設定┲ブ┞ベﾏ  

 

機器疫称：  機器疫称┲設定ブ┞ベﾏ(全角 9 文袈ﾎ半角 19 文袈以ハ) 

設置場所：  設置場所┲設定ブ┞ベﾏ (全角 31 文袈ﾎ半角 63 文袈以ハ) 

 

e   ┹┽トレット疫称：  個π┹┽トレット┎疫称┲設定ブ┞ベﾏ  

(全角 10 文袈ﾎ半角 20 文袈以ハ ) 

 

f  OFF 遅延  

個π┹┽トレット┎電源出力┲停拍ベ┫謔┎ OFF 遅延時間┲設定ブ┞ベﾏ

‶ャットダ┽ン]╆リプト┲利用ベ┫場合┏ﾎ]╆リプトゼ動作ブ┆‶ャッ

トダ┽ンゼ終了ベ┫┞┇┋必要┈ビ┬┫十δ┊時間┲設定ブ┆ヂ─ビいﾏ

ﾘ  -1 ﾙ設定┏ﾎ電源 OFF 操作┲禁拍┋ブﾎリブヸト操作┎┟談効┈ブ┞

ベﾏルヸタヸやハブ┊┉誤操作┋┨┫電源鶯鳬鳬┲避デ〞い場合┋便利┇ベﾏ

鰺電源ε断┋┨┪ﾎネットワヸ╆┘┹╆〉]┇ゾ┊ヂ┊┫╈ヸ]┲回避ブ┞

ベﾏ鯲  

遅延時間┏以½┎操作┲行う謔┋適用ビ┬┞ベﾏ  

ヷ個π┹┽トレット制御┎鶯鳬鳬操作  

ヷ全┹┽トレット制御┎鶯鳬鳬操作  

 

デフ╀ルト  ：  0 

設定嬰能値  ：  -1 ～  3600鰺秒鯲  

ﾘ  -1 ﾙ  ：  ┹┽トレット制御┎ OFF 操作┲使用Ö嬰

┋ブ┞ベﾏリブヸト操作┎┟嬰能┇ベﾏ  

ﾘ  0 ﾙ  ：  即斎┋電源出力┲停拍ブ┞ベﾏ  

ﾘ  1～3600 ﾙ  ：  指定ブ〞時間遅延ビボ〞後ﾎ電源出力┲  

停拍ブ┞ベﾏ  
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g  再投入  

個π┹┽トレット┎電源出力┲停拍ブ┆ズ┩開始ベ┫┞┇┎時間┲  

設定ブ┞ベﾏバ┎設定┋┨┪ﾎ接怦ビ┬〞任意┎デバ┻]┋最適┊  

リブヸト時間┲確保┇ゾ┞ベﾏ  

再投入時間┏以½┎操作┲行う謔┋適用ビ┬┞ベﾏ  

ヷ個π┹┽トレット制御┎リブヸト操作  

デフ╀ルト   ：  10 

設定嬰能値   ：  8 ～  3600鰺秒鯲  

 

h  ON 遅延  

個π┹┽トレット┎電源出力┲開始ベ┫┞┇┎時間┲設定ブ┞ベﾏバ┎

設定┋┨┪ﾎ指定ブ〞躇番┋ﾎ指定ブ〞タ┻ミン╇┇個π┹┽トレット

┎電源出力┲開始ビボ┫バ┈ゼ┇ゾ┞ベﾏ  

遅延時間┏以½┎操作┲行う謔┋適用ビ┬┞ベﾏ  

ヷ全┹┽トレット制御┎鶯鴦操作  

ヷ全┹┽トレット制御┎リブヸト操作  

 

デフ╀ルト  ：  No.1-1  No.2-2  

設定嬰能値  

 

：  -1 ～  3600鰺秒鯲  

ﾘ  -1 ﾙ  

 

：  自動┇電源出力┲開始ブ┞ボ┳ﾏ  

ﾘ  0 ﾙ  

 

：  即斎┋電源出力┲開始ブ┞ベﾏ  

ﾘ1～3600 ﾙ 

 

：  指定ブ〞時間遅延ビボ〞後ﾎ電源出力┲開始  

ブ┞ベﾏ  

 

i起動時  

起動時┎電源出力┲開始ベ┫┞┇┎時間┲設定ブ┞ベﾏ  

設定方法┏  hON 遅延  ┈液様┇ベﾏ  

 

j  連動  

指定ブ〞┹┽トレット┎動作┋連動ブ┞ベﾏ  

 

k  全┹┽トレット再投入時間  

全┹┽トレット┎電源出力┲停拍ブ┆ズ┩電源出力┲開始ベ┫┞┇┎

時間┲設定ブ┞ベﾏ  

再投入時間┏以½┎操作┲行う謔┋適用ビ┬┞ベﾏ  

注鯲個π┹┽トレット┎再投入時間┏反映ビ┬┞ボ┳ﾏ  

ヷ全┹┽トレット制御┎リブヸト操作  

デフ╀ルト   ：10 

設定嬰能値   ：8～3600鰺秒鯲  

 

l  鴆鳧鱸┋┨┫状態表示機能  デフ╀ルト  ：談効  

談効：各鴆鳧鱸┎状態表示ゼ動作ブ┞ベﾏ  

無効：鴣鴈鴆鶯鴒ﾎ鶯鵁鴒鴆鳧鴒  鴆鳧鱸┎点滅動作┏┊ヂ┊┪ﾎ点灯  

┞〞┏消灯┈┊┪┞ベﾏ   
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2-1-1-3 WakeOnLAN 設定 

WakeOnLAN ┋関ベ┫設定┲ブ┞ベﾏ 

 

┹┽トレット 1～2 

MAC ┹ドレ]  

デフ╀ルト  

 

：  

 

00:00:00:00:00:00 

 

パ╈ット送信回数鰺回鯲 デフ╀ルト  ：  2 

パ╈ット送信間隔鰺秒鯲 デフ╀ルト  ：  15 

* パ╈ット送信回数┏仮想┹┽トレット┈共用┇ベﾏ  

* パ╈ット送信間隔┏仮想┹┽トレット┈共用┇ベﾏ  

* ┹┽トレットゼ ON ブ〞時ﾎマ[ッ╆パ╈ット┲送出ブ┞ベﾏ  

 

1鯲設定ゼ終了ブ┞ブ〞┩ﾘ適用ﾙ┲╆リッ╆ブ┞ベﾏ  

 

2鯲ﾘ送信テ]ト亶面┘ﾙ┲╆リッ╆ブﾎ送信テ]ト亶面┲表示ビボ WakeOnLAN

送信テ]ト┎各┹┽トレット┎ﾘ送信ﾙ┲╆リッ╆ベ┫┈設定ビ┬┆い┫

ﾘMAC ┹ドレ]ﾙ┘マ[ッ╆パ╈ット┲送信ブ┞ベﾏ  

 

WakeOnLAN 機能┋┄い┆  

WakeOnLAN 対応┎機器┲電源出力開始┈液時┋マ[ッ╆パ╈ット┲  

送信ブﾎブヸト┹ップビボ┫バ┈ゼ┇ゾ┞ベﾏ  

 

送信テ]ト亶面  

 

 

 

 

 

  



 30 

2-1-2 瞎細設定  

本装置┎仮想┹┽トレット┋関ベ┫設定┲ブ┞ベﾏ  

 

基本設定躁目┎ﾘ瞎細設定ﾙ┲╆リッ╆ブ┞ベﾏ瞎細設定亶面ゼ表示ビ┬┞ベﾏ  

 

瞎細設定亶面  
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2-1-2-1 仮想┹┽トレット設定  

仮想┹┽トレット┋関ベ┫設定┲ブ┞ベﾏ  

 

仮想┹┽トレット疫称  ： 仮想┹┽トレット疫称┲設定ブ┞ベﾏ  

  全角10文袈ﾎ半角20文袈以ハ 

鴪鱠鱶┹ドレ] デフ╀ルト  ： 00:00:00:00:00:00 

鶯鴦遅延鰺秒鯲 デフ╀ルト  ： 0 

設定方法┏ 

ﾘ第2章 機器設定ﾙ┎ 

h ON遅延┈液様┇ベﾏ 

パ╈ット送信回数鰺回鯲 デフ╀ルト  ： 2 

パ╈ット送信間隔鰺秒鯲 デフ╀ルト  ： 15 

 

仮想┹┽トレット┋┄い┆  

仮想┹┽トレット┈┏ﾎ実謔┋┏祁瓦ブ┊い┹┽トレット┇あ┪ﾎ関連付デ

ビ┬〞 MAC ┹ドレ]┘マ[ッ╆パ╈ット┲送出ブ┆ﾎWakeOnLAN 機能

┲実現ビボ┫〞┡┎┢┎┇ベﾏ  

 

設定ゼ終了ブ┞ブ〞┩ﾘ適用ﾙ┲╆リッ╆ブ┞ベﾏ  

 

 

注意  

 

ﾘ適用ﾙボタン┲╆リッ╆ブ┊い┈設定ブ〞ハ容ゼ談効┋  

┊┪┞ボ┳ﾏ  

 



 32 

2-1-3 〉╄ュリテ┺設定  

本装置┋〉╄ュリテ┺┋関ベ┫設定┲ブ┞ベﾏ  

2-1-3-1 ユヸ¨ヸ┹╂┽ント設定  

鰺WEB ズ┩┎ロ╇┻ン時┋談効鯲  

 

1鯲ﾘユヸ¨ヸ┹╂┽ント設定ﾙ┲╆リッ╆ブ┞ベﾏ  

ユヸ¨ヸ┹╂┽ント設定亶面ゼ表示ビ┬┞ベﾏ  

 

ユヸ¨ヸ┹╂┽ント設定亶面  

 

 
 



 33 

鴈鵯鵺鶺鷸 ：鰺HTTP接怦用鯲‶]テム情報┎参照┎┟ 

鰺ｎ  最大 10 件冩録鯲  

 

鱶鷆鶺鷸ｒ鷆鶻 ：鰺HTTP接怦用鯲‶]テム情報参照┈電源┎制御┎┟ 

鰺ｎ  最大 10 件冩録鯲  

 

鱠鵯鶸鶲鶺 ：鰺HTTP接怦用鯲全┆┎権限     

鰺ｎ  最大 5 件冩録鯲  

         

ユヸ¨ヸ ID(デフ╀ルト  : admin) パ]ワヸド(デフ╀ルト : magic) 

 

Supervisor ：鰺HTTP接怦用鯲‶]テム情報┎参照┈CPU リ〉ット機能┎┟   

鰺ｎ最大  5 件冩録鯲  

            

 ユヸ¨ヸ ID(デフ╀ルト  : super) パ]ワヸド(デフ╀ルト : illusion) 

 

ユヸ¨ヸ鴈鱸 ： 最大半角8文袈 鰺重複Ö嬰鯲  鰺鱚┏Ö嬰鯲 

パ]ワヸド ： 最大半角16文袈 鰺重複嬰鯲 

 

2鯲設定ゼ終了ブ┞ブ〞┩ﾘ適用ﾙ┲╆リッ╆ブ┞ベﾏ  

 

 

 

注意  

 

ｅTELNET 接怦用読┋関ブ┆┏ﾘ第 6 章  ｠┎♀┎制御ﾙ┲

パ確認ヂ─ビいﾏ  
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2-1-3-2 〉╄ュリテ┺瞎細設定 

 

1鯲ﾘ〉╄ュリテ┺瞎細設定ﾙ┲╆リッ╆ブ┞ベﾏ〉╄ュリテ┺瞎細設定亶面ゼ表示ビ┬┞ベﾏ 

 

〉╄ュリテ┺瞎細設定亶面 
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e  鴈鴣フ┺ルタヸ設定 

鴈鴣フ┺ルタヸ機能 ： 談効  無効  

  

┹ドレ]  ： 192.168.10.0鰺デフ╀ルト鯲  

  (最大 10 ┹ドレ]) 

 

f  鶲鵯鵺鶺鷸 鱶鷆鶺鷸ｒ鷆鶻権限┎表示制限 

監視状態表示 ： 隠ベ  表示  

仮想┹┽トレット制御 

一斉電源制御 

：  

隠ベ  表示  

電源ONボタン ： 隠ベ  表示  

電源OFFボタン ： 隠ベ  表示  

電源リブヸトボタン ： 隠ベ  表示  

┹┽トレット1-2関連 ： 隠ベ  表示  

全┹┽トレット制御ボタン ： 隠ベ  表示  

 

ﾘ隠ベﾙ┋チ┾ッ╆ベ┫┈ I鵯鵺鶺鷸ﾎ鱶鷆鶺鷸ｒ鷆鶻権限┇ロ╇┻ンブ〞時┎各表示┲

隠ベバ┈ゼ出来┞ベﾏ 

 

g  機器制御 : バヸ[ョン┹ップ機能  

   

無効  :フ┸ヸム┽┾┹更新機能┲無効┋ブ┞ベﾏ  

 

ロヸ╂ルフ┸┻ル┎┟  :フ┸ヸム┽┾┹更新┲ロヸ╂ル  

ズ┩┎┟談効┋ブ┞ベﾏ  

 

╁ンラ┻ン┎┟  :フ┸ヸム┽┾┹更新┲明京′ヸバヸ  

ズ┩┎┟談効┋ブ┞ベﾏ  

 

談効  :フ┸ヸム┽┾┹更新┲ロヸ╂ル/明京′ヸバヸ┎  

両方ズ┩談効┋ブ┞ベﾏ  

 

2鯲設定ゼ終了ブ┞ブ〞┩ﾘ適用ﾙ┲╆リッ╆ブ┞ベﾏ  

 

 

注意  

 

ﾘ適用ﾙ┲╆リッ╆ブ┊い┈設定ブ〞ハ容ゼ談効┋┊┪┞ボ┳ﾏ  
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2-2 通信設定  

本装置┎ネットワヸ╆┋関ベ┫設定┲ブ┞ベﾏ  

2-2-1 通信基本設定  

 

1鯲ﾘ通信基本設定ﾙ┲╆リッ╆ブ┞ベﾏ通信基本設定亶面ゼ表示ビ┬┞ベﾏ  

 

通信基本設定亶面  
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e  ネットワヸ╆設定  

鴈鴣┹ドレ]  デフ╀ルト  ： 192.168.10.1 

′ブネットマ]╆  デフ╀ルト  ： 255.255.255.0 

デフ╀ルト╉ヸト┽┾┻  デフ╀ルト  ： 0.0.0.0 

D鴦鴕′ヸバヸ┹ドレ]  デフ╀ルト  ： 0.0.0.0 

鱸鴉鱶鴣機能  デフ╀ルト  ： 無効  

NTP ′ヸバヸ  デフ╀ルト  ： 0.0.0.0 

NTP 更新間隔  デフ╀ルト  ： 6鰺不10 δ鯲  

HTTP 機能  デフ╀ルト  ： 談効  

HTTP 認証  デフ╀ルト  ： Digest 認証  

認証領域 (realm)疫称  デフ╀ルト  ： 
RPC-M2CS 

(半角 63 文袈以ハ) 

nonce 談効時間  デフ╀ルト  ： 

180 (秒) 

設定嬰能値  

30 ～30000 

HTTP ポヸト  デフ╀ルト  ： 80 

TELNET 機能  デフ╀ルト  ： 無効  

TELNET ポヸト  デフ╀ルト  ： 23 

TELNET 中怫ケ鴈鴣  デフ╀ルト  ： 0.0.0.0 

TELNET 中怫ケポヸト  デフ╀ルト  ： 23 

リン╆脾祭┈鱸鷦鷏鶻鵺鷽  デフ╀ルト  ： 自動検知  

自動ロ╇┹┽ト監視  デフ╀ルト  ： 談効  

 

      

 

 

注意  

HTTP 認証┲ﾘnoneﾙ┋設定ベ┫┈ブラ┽¨┇┹╆〉]

時┋ロ╇┻ン亶面ゼ表示ビ┬┞ベﾏ  

ﾘBasicﾙ┞〞┏ﾘDigestﾙ┋設定ベ┫┈ブラ┽¨依祁┎

ポップ┹ップ亶面┋ ID ┈パ]ワヸド┲入力ベ┫方式┋

┊┪┞ベﾏ  

 

 

 

外部┎ネットワヸ╆ズ┩接怦ベ┫〞┡ﾎIP┹ドレ]┲固定┋ブ┆ルヸタヸ┎ポヸトフ╀ワヸデ┺ン╇

機能┲利用ベ┫場合┏ﾎDHCP┲無効┋ブ┆ヂ─ビいﾏ 

 

 

 

 

注意  

 

DHCP 利用中ﾎIP ┹ドレ]┎嘘┪直ブゼ行わ┬┫┈本装置┏

自動的┋ CPURESET ┲行い┞ベﾏ  
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f 関連躁目 

無通信タ┻マヸ     : 

 自動ロ╇┹┽ト┞┇┎時間┲設定ブ┞ベﾏ 

デフ╀ルト  : 600  

設定嬰能値  :  30 ～  30000 (秒) 

 

WEB 自動更新機能   : 

 

 デフ╀ルト  無効   

WEB 自動更新間隔   : 

 

 WEB ┈電源制御亶面┎自動更新間隔時間

┲設定ブ┞ベﾏ  

 デフ╀ルト  : 30 

 

 

g ダ┻レ╆ト鴾鳧鱧╊マンド制御 

ダ┻レ╆ト鴾鳧鱧╊マンド : デフ╀ルト  無効  

実行後┎動作  : 実行後┎動作┲設定ブ┞ベﾏ  

┹┽トレット表示制限  : チ┾ッ╆ブ〞┹┽トレット┲表示ブ┞ベﾏ 

表示制限 : チ┾ッ╆ブ〞表示制限躁目┲表示ブ┞ベﾏ 

 

 

 

 

 

 

2鯲設定ゼ終了ブ┞ブ〞┩ﾘ適用ﾙ┲╆リッ╆ブ┞ベﾏ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意 
 

ダ┻レ╆トWEB╊マンド┋┄い┆┏ﾘ第6章 ｠┎♀┎制御ﾙ┎ 

ﾘ5. WEB╊マンドズ┩┎制御ﾙ┲パ確認ヂ─ビいﾏ 
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2-2-2 通信瞎細設定  

1鯲ﾘ通信瞎細設定ﾙ┲╆リッ╆ブ┞ベﾏ通信瞎細設定亶面ゼ表示ビ┬┞ベﾏ  
 

通信瞎細設定亶面  
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2-2-3  SNMP 基本設定 

SNMP ┋関ベ┫設定┲ブ┞ベﾏ  

e 鴕鴦鴪鴣基本設定 

SETGET 設定   ：  談効  無効  

GET ╊ミュニテ┺疫  デフ╀ルト  ：  

Public 

(全角 10 文袈  

半角 20 文袈以ハ ) 

SET ╊ミュニテ┺疫  デフ╀ルト  ：  

Public 

(全角 10 文袈  

半角 20 文袈以ハ ) 

TRAP ╊ミュニテ┺疫  デフ╀ルト  ：  

Public 

(全角 10 文袈  

半角 20 文袈以ハ ) 

マネヸ[ャヸTrap  ：  談効  無効  

AuthenTrap  ：  談効  無効  

トラップ鴈鴣┹ドレ]  デフ╀ルト  ：  0.0.0.0 

   (最大 8鴈鴣┹ドレ]) 

f 鴕鴦鴪鴣フ┺ルタヸ設定 

鴕鴦鴪鴣フ┺ルタヸ機能  ：  談効  無効  

フ┺ルタヸ鴈鴣┹ドレ] デフ╀ルト  ：  0.0.0.0 

フ┺ルタヸマ]╆ デフ╀ルト  ：  255.255.255.255 

   (最大 10 ┹ドレ]) 

g 状態通知機能 

状態通知機能  ：  談効  無効  

通知ケ  IP ┹ドレ] 1-3 デフ╀ルト  ：  0.0.0.0 

通知ケ  ポヸト 1-3 デフ╀ルト  ：  5000 

送信間隔 (秒) デフ╀ルト  ：  300 

 

 

注意 

 

 

状態通知機能┋┄い┆┏ﾘ第9章 ネットワヸ╆稼動監視ﾙ┲パ確認ヂ─ビいﾏ 
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h 一斉電源制御唄付 

機能談効┈╇ルヸプ指定 ： 無効  ╇ルヸプ 1～8 

制御側鴪鱠鱶┹ドレ]制御 ：  

 

一斉電源制御┋┄い┆ 

一斉電源制御機能┈┏ﾎ最大8╇ルヸプ┋δデ┩┬〞複数┎本装置┲ﾎ╇ルヸプ単位┋制御ベ┫ 

機能┎バ┈┇ベﾏブロヸド╄ャ]トパ╈ット┲利用ブ┆い┞ベﾏ一斉電源制御唄付┇┏ﾎ本装置┲

┉┎╇ルヸプ┋ベ┫ズ┲設定ブ┞ベﾏ 

制御側MAC┹ドレ]制限┲設定ブﾎ制御側┎機器┲設定ブ┆ヂ─ビいﾏ 

一斉電源制御┲談効┋ベ┫┋┏ﾘCPUリ〉ットﾙゼ必要┇ベﾏ 

一斉電源制御ゼ談効┊場合ﾎ電源制御嬰能┊♀┎ユヸ¨ヸ┏ロ╇┻ンベ┫バ┈ゼ出来┞ボ┳ﾏ 

〞─ブﾎSupervistor権限┇┎ロ╇┻ン┏嬰能┇ベﾏ 

2鯲設定ゼ終了ブ┞ブ〞┩ﾘ適用ﾙ┲╆リッ╆ブﾎCPU リ〉ット┲実行ブ┞ベﾏ  

 

 

注意  

 

ﾘ適用ﾙボタン┲╆リッ╆ブ┊い┈設定ブ〞ハ容ゼ談効┋┊┪┞

ボ┳ﾏ設定┋┨┃┆┏ﾎﾘCPU リ〉ットﾙボタン┲╆リッ╆ブ┊

い┈設定ブ〞ハ容ゼ談効┋┊┪┞ボ┳ﾏ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 42 

2-2-4 メヸル設定 

メヸル機能┋関ベ┫設定┲ブ┞ベﾏ 

 

1鯲ﾘメヸル設定ﾙ┲╆リッ╆ブ┞ベﾏ 

 

メヸル設定亶面 
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e   メヸル′ヸバ設定  

ユヸ¨ヸ疫ﾎパ]ワヸドﾎメヸル┹ドレ]ﾎ唄信′ヸバ疫ﾎ唄信ポヸト  

送信′ヸバ疫ﾎ送信ポヸト┏ﾎプロバ┻ダズ┩┎メヸル資料┋基┅ゾ設定ブ┞

ベﾏ  

自動ロ╇┹┽ト時間鰺δ鯲 デフ╀ルト  ： 10 

メヸルチ┾ッ╆間隔鰺δ鯲 デフ╀ルト  ： 3 

メヸルリトラ┻間隔鰺秒鯲  デフ╀ルト  ： 10 

鰺変数 mailRetryCount ┇設定ブ〞回数送信ブ┞ベﾏデフ╀ルト：3 回鯲  

メヸル′ヸバ形式   ： POP3 IMAP ┲選択  

鴕鴪鴒鴣認証   ： 認証方法┲選択  

   CRAM-MD5ﾎLOGINﾎPLAIN 

鴈鴪鱠鴣認証   ： 認証方法┲選択  

   CRAM-MD5ﾎLOGIN 

鱠鴣鶯鴣利用   ： 談効  無効  

 

 



 44 

f  メヸル制御設定  

メヸル制御╊マンド   ： 談効  無効  

メヸル制御ユヸ¨疫   ： 半角英数袈 63 文袈以ハ  

メヸル制御パ]ワヸド   ： 半角英数袈 63 文袈以ハ  

送信メヸル  件疫  ：

 

表示無ブ/機器疫称/設置場所  

機器鴈鴣┹ドレ]/鴪鱠鱶┹ドレ]  

┻ベントハ容/ユヸ¨ヸ任意 1～3 

┨┪選択ブ┞ベﾏ  

 

送信メヸル  本文 1 行目  ：属時又┏積算時間 

送信メヸル  本文 2 行目  ：

9 点┨┪選択鰺送信メヸル  件疫┈液躁目鯲  

送信メヸル  本文 3 行目  ：

送信メヸル  本文 4 行目  ：

送信メヸル  本文 5 行目  ：

送信メヸル  本文 6 行目  ：

送信メヸル  本文 7 行目  ：

送信メヸル  本文 8 行目  ：

ユヸ¨ヸ任意 1～3 ：

任意┎メヸル通知文┲設定  

全角 21 文袈ﾎ半角 43 文袈以ハ  

 

g  通知ケ設定  

通知ケ┹ドレ]  

 
通知ベ┫メヸル┹ドレ]┲設定ブ┞ベﾏ  

最大 8 件設定┇ゾ┞ベﾏ  

送信条件フラ╇  

 

3 種類(PING/]╈[ュヸル/ハヸトビヸト )ズ┩選択┇ゾ┞ベﾏ  

チ┾ッ╆ブ〞フラ╇┋連動ブ┆メヸルゼ送信ビ┬┞ベﾏ例え┐ﾎﾘPINGﾙ  

┇┏死活監視ゼ[異常]┞〞┏[回復]┋変粟ブ〞時┋メヸル┲送信ブ┞ベﾏ  

ロ╇送信╂┽ント  

 

 

： 

 

 

設定ブ〞数─デロ╇ゼ更新ビ┬┫┈通知ケ┹ドレ]

┋ロ╇┲送信ブ┞ベﾏ  

鰺MAX：20 0 ┎時┏送信ブ┞ボ┳ﾏ鯲  

 

h  メヸル′ヸバ┎┿ラヸメッ〉ヸ[情報  

メヸル┋失敗ブ〞場合ﾎ┿ラヸ情報┲表示ブ┞ベﾏ  

╆リ┹┋チ┾ッ╆ブ┆ﾘ適用ﾙ┲╆リッ╆ベ┫┈消去┇ゾ┞ベﾏ  

 

2鯲設定ゼ終了ブ┞ブ〞┩ﾘ適用ﾙ┲╆リッ╆ブ┞ベﾏ  
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3鯲ﾘ送信テ]ト亶面┘ﾙ┲╆リッ╆ブﾎ送信テ]ト亶面┲表示ビボﾎテ]ト  

メヸル送信┎ﾘ送信ﾙ┲╆リッ╆ベ┫┈設定ビ┬┆い┫通知ケ┹ドレ]┋  

テ]トメヸル┲送信ブ┞ベﾏ  

 

送信テ]ト亶面  

 
 

 

 

 

注意  

 

ﾘ適用ﾙボタン┲╆リッ╆ブ┊い┈設定ブ〞ハ容ゼ談効┋┊┪┞

ボ┳ﾏ設定┋┨┃┆┏ﾎﾘCPU リ〉ットﾙボタン┲╆リッ╆ブ┊

い┈設定ブ〞ハ容ゼ談効┋┊┪┞ボ┳ﾏ  

メヸル送信┎┟┎利用┇ POP/IMAP 認証┲行わ┊い場合┇┢ﾎ

ユヸ¨ヸ疫ﾎパ]ワヸド┏必要┇ベﾏダミヸデヸタ┲設定ブ┆ヂ

─ビいﾏ  

設定ブ〞メヸル┹ドレ]┎メヸル′ヸバヸハ┎メヸル┏ﾎ  

メヸルチ┾ッ╆間隔┇メヸル′ヸバヸハ┎メヸル┲チ┾ッ╆ブ

〞後ﾎ削除ビ┬┞ベﾏ  
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2-3 監視設定  

本装置┎監視┋関ベ┫設定┲ブ┞ベﾏ  

2-3-1 鴣鴈鴦鳰監視  
 

1鯲ﾘ監視設定ﾙ┲╆リッ╆ブ┞ベﾏ鴣鴈鴦鳰監視設定亶面ゼ表示ビ┬┞ベﾏ  

 

鴣鴈鴦鳰監視設定亶面 
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ﾘ瞎細設定ﾙ┋チ┾ッ╆ブﾎﾘ適用ﾙ┲╆リッ╆ブ┞ベﾏ  

鴣鴈鴦鳰監視瞎細設定亶面ゼ表示ビ┬┞ベﾏ  

 

鴣鴈鴦鳰監視瞎細設定亶面  
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e  監視ケ：  監視ベ┫鴈鴣┹ドレ]又┏ドメ┻ン疫┲設定ブ┞ベﾏ  

各┹┽トレット┋最大 4 ヶ所設定┇ゾ┞ベﾏ鰺瞎細設定┎┟鯲  

例  鴈鴣┹ドレ]  ：  192.168.0.1 

例  ドメ┻ン疫   ：  www.meikyo.co.jp 

 

f  鱸鳰：  チ┾ッ╆┇デフ╀ルト╉ヸト┽┾┻┲監視ケ┋指定ブ┞ベﾏ  

 

g  送信：  ο断ベ┫〞┡┎送信ベ┫回数┲設定ブ┞ベﾏ  

設定嬰能値  : 1～100 (回) 

 

h  無答：  送信回数ハ┇異常┈ο断ベ┫無応答回数┲設定ブ┞ベﾏ  

設定嬰能値  : 1～100 (回) 

 

i  対象：  動作┲実行ビボ┫〞┡┎異常┊監視ケ┹ドレ]┎数┲設定ブ┞ベﾏ  

1～4鰺瞎細設定┎┟鯲  

 

j  動作：  動作┲選択ブ┞ベﾏ  

無動作  ：鴣鴈鴦鳰監視┲行い┞ボ┳ﾏ  

リブヸト  ：ロ╇┋記録ブﾎ電源出力┲鶯鳬鳬鰓鶯鴦ブ┞ベﾏ  

ロ╇┎┟  ：ロ╇┋記録ブ┞ベﾏ電源┏制御ブ┞ボ┳ﾏ  

 

k  PING 送信間隔鰺δ鯲：鴈鱶鴪鴣┿╊ヸ要求パ╈ット┎送信間隔┲設定ブ┞  

ベﾏ  設定嬰能値  :1～60 

 

l  死活監視リブヸト┋┨┫警告鰺回鯲：  デフ╀ルト  12 

PILOT 鴆鳧鱸┲点滅ビボ┫全┹┽トレット┎死活監視リブヸト回数  

 

m  回復Ö嬰時┎1時間パ┈┎繰┪返ブ回数制限鰺回鯲 ：デフ╀ルト  0鰺無制限鯲  

 

 

2鯲  設定ゼ終了ブ┞ブ〞┩ﾘ適用ﾙ┲╆リッ╆ブ┞ベﾏ  

 

監視設定ゼ談効┊┹┽トレット┏┹┽トレット番号┎背景色ゼﾘ青色ﾙ┋変わ┪┞ベﾏ 

┞〞ﾎ鴣鴈鴦鳰監視ゼ柏常┊場合┏監視番号┎背景色ゼﾘ青色ﾙ┋変わ┪ﾎ異常

ゼ冢生ブ┆い┫場合┏ﾘ赤色ﾙﾎ回復中┏ﾘ黄色ﾙ┋変わ┪┞ベﾏ  

 

 

 

 

 

注意  

 

応答┎┊い状態ゼ怦い〞場合┏ﾎ約 1 時間毎┋設定ビ┬〞  

動作┲実行ブ┞ベﾏ再祭ﾎ条件ゼ成立ブ┆┢動作┏ 1 時間┋ 1 祭

ブズ実行ブ┞ボ┳ﾏ  

ハヸトビヸトゼ談効設定ビ┬┆い┫場合┏ﾎPING 監視┏  

実行ビ┬┞ボ┳ﾏ  
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鴣鴈鴦鳰監視┎♂組┟┈動作  

監視ケ┹ドレ]┋対ブ┆［PING 送信間隔］┇設定ブ〞間隔┇鴈鱶鴪鴣┿╊ヸ要求

パ╈ット┲ 1 個送出ブﾎ応答┲待━┞ベﾏ  

設定ブ〞[送信]回数ハ┇設定ブ〞[無答]回数ﾎ無応答┇あ┫┈｠┎監視ケ┲異常┈

ο断ブ┞ベﾏ  

異常┈ο断ビ┬〞監視ケゼ［対象ﾙ数┋臉ベ┫┈ﾎ｠┎┹┽トレット┲異常┈ο定

ブﾎ設定ブ〞[動作]┲実行ブ┞ベﾏ  

 

ο定例鯲 送信回数：6 無答回数：3 ┎場合 

応答   談 → 無 → 談 → 無 → 談 → 無 → 異常┈ο断 

柏常 

 

異常                                

 

異常┈ο断ブ〞監視ケゼﾎ対象数┋臉ベ┫┈ﾎ┹┽トレット┲異常┈ο定ブ動作ブ┞ベﾏ 

異常┈ο定ブ〞後ﾎ 

監視ケベ┙┆ズ┩応答ゼあ┫┈→ﾘ柏常ﾙ┈ο定ブ┞ベﾏ 

一部┎監視ケズ┩応答ゼあ┪ﾎ異常┈ο断ブ〞監視ケゼ対象数┲½回┫┈→ﾘ回復中ﾙ┈ 

ο定ブ┞ベﾏ 

ﾘ柏常ﾙﾘ回復中ﾙ┋┊┃〞後┏ﾎ再びﾎ液プ条件┇監視┲行い┞ベﾏ 
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2-3-2 メヸル′ヸバヸ監視  

 

1鯲ﾘメヸル′ヸバヸ監視ﾙ┲╆リッ╆ブ┞ベﾎメヸル′ヸバヸ監視設定亶面ゼ

表示ビ┬┞ベﾏ  

 

メヸル′ヸバヸ監視設定亶面  

 
 

e メヸル′ヸバヸ監視 

接怦諠害回数 ： メヸル′ヸバヸ┲異常┈ο断ベ┫回数┲設定ブ┞ベﾏ 

動作 ： 無動作  ：監視┲行い┞ボ┳ﾏ  

  リブヸト：ロ╇┋記録ブﾎ電源出力┲鶯鳬鳬鰓鶯鴦ブ┞ベﾏ 

  ロ╇┎┟：ロ╇┋記録ブ┞ベﾏ電源┏制御ブ┞ボ┳ﾏ  

動作┏鴣鴈鴦鳰監視┈共通┎設定┋┊┪┞ベﾏ 

 

f 現瓦┎メヸル′ヸバヸ設定 

メヸル唄信′ヸバヸ接怦諠害

回数 
：  メヸル唄信′ヸバヸ接怦諠害回数┲表示ブ┞ベﾏ 

メヸルチ┾ッ╆間隔鰺δ鯲 

 

：  

 

メヸル′ヸバヸ┎チ┾ッ╆間隔  

デフ╀ルト  3 δ  

(PING 監視┎送信間隔┎設定ゼ反映ビ┬┞ベ ) 

 

2鯲設定ゼ終了ブ┞ブ〞┩ﾘ適用ﾙ┲╆リッ╆ブ┞ベﾏ  

 

 

注意  

 

メヸル′ヸバヸ監視┲行う場合┏メヸル唄信′ヸバヸ┎設定ゼ必要┋┊┪┞

ベﾏメヸル′ヸバヸ監視┈鴣鴈鴦鳰監視┎両方┲設定ベ┫┈ﾎいペ┬ズゼ異常

┋┊┃〞時点┇動作┲実行ブ┞ベﾏ 
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2-3-3 ハヸトビヸト 

 

1鯲ﾘハヸトビヸトﾙ┲╆リッ╆ブ┞ベﾎハヸトビヸト設定亶面ゼ表示ビ┬┞ベﾏ  

 

ハヸトビヸト設定亶面 

 

 

3鯲  ハヸトビヸト┲利用ベ┫┋┏ﾘハヸトビヸト┲利用ベ┫ﾙ┋チ┾ッ╆ブ  

ﾘ適用ﾙ┲╆リッ╆ブ┞ベﾏ  

 

 

┹┽トレット毎┎動作┲選択ブ┞ベﾏ 

無効 ： ハヸトビヸト動作┲行い┞ボ┳ﾏ 

ON ： 電源出力┲鶯鴦ブ┞ベﾏ  

ON追従 ： 電源出力┲鶯鴦追従ブ┞ベﾏ  

OFF ： 電源出力┲鶯鳬鳬ブ┞ベﾏ  

OFF追従 ： 電源出力┲鶯鳬鳬追従ブ┞ベﾏ  

リブヸト  ： 電源出力┲鶯鳬鳬鰓鶯鴦ブ┞ベﾏ  
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ハヸトビヸト┲設定ブ┞ベﾏ 

待━唄デポヸト 

 

： 

 

パ╈ット待━唄デポヸト 

デフ╀ルト：9100 

送信側 IP┹ドレ]指定 

 (空白┏全┆唄信) 

： 

 

ハヸトビヸトヷパ╈ット┲唄デ付デ┫送信側┹ドレ]  

(空白┏全┆パ╈ット┲唄デ付デ┫) 

 

送信側ポヸト確認 

 

： 

 

PC 側(HB 側)┎送信ポヸト  

デフ╀ルト：9100 

 

リブヸト監視時間 

 

： 

 

┹┽トレットリブヸト後ﾎパ╈ット唄信Ö嬰┲チ┾ッ

╆ベ┫┞┇┎時間  デフ╀ルト：30  

 設定嬰能値 1～99(秒) 

パ╈ット┲唄デ┫間隔 ： 
ハヸトビヸトヷパ╈ット┲唄デ┫間隔  

デフ╀ルト：8  設定嬰能値 1～99(秒) 

動作┲行う╂┽ント  

 

： 

 

動作┲行う╂┽ント  

デフ╀ルト  : 3  設定嬰能値 1～99(回) 

実行回数限祭  

 

： 

 

リブヸト┎場合┎実行回数限祭  

デフ╀ルト  : 3  設定嬰能値 1～99(回) 

 

パ╈ット状態 

パ╈ット状態ﾎ送信元鴈鴣ﾎ未唄信╂┽ント┲表示ブ┞ベﾏ 

 

3鯲設定ゼ終了ブ┞ブ〞┩ﾘ適用ﾙ┲╆リッ╆ブ┞ベﾏ  

 

 

 

注意  

 

ハヸトビヸト┲実行ベ┫場合┏ﾎPING監視┏実行ベ┫バ┈┏出来┞ボ┳ 
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2-4 ]╈[ュヸル設定 

本装置┎]╈[ュヸル┋関ベ┫設定┲ブ┞ベﾏ最大20件冩録┇ゾ┞ベﾏ 

 

1鯲ﾘ]╈[ュヸル設定ﾙ┲╆リッ╆ブ┞ベﾏ 

 

]╈[ュヸル設定亶面 

 

 

 

 

e   談効   ：  設定ブ〞]╈[ュヸル┎談効/無効  

チ┾ッ╆ブ〞 No.ゼ談効┋┊┪┞ベﾏ  

 

f  ┹┽トレット  ：  制御ベ┫┹┽トレット No. 

全┹┽トレットﾎ┹┽トレット鰆～2 

全仮想┹┽トレットﾎ仮想┹┽トレット1～8 

 

g  曜属   ：  実行ベ┫曜属鰺毎属┞〞┏指定曜属鯲  

毎属  属曜  男曜  火曜  水曜   

木曜  金曜  土曜  
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h  時    ：  実行ベ┫時間  

0 ～  23 

 

i  δ    ：  実行ベ┫δ  

0 ～  59 

 

j  動作   ：  実行ベ┫動作  

無動作 リブヸト 電源鶯鴦 電源鶯鳬鳬ﾎ定時メヸル 

鰺仮想┹┽トレット┇┏ON┎┟談効鯲 

 

2鯲設定ゼ終了ブ┞ブ〞┩ﾘ適用ﾙ┲╆リッ╆ブ┞ベﾏ  

 

 

 

 

注意  

 

]╈[ュヸル設定┲使う場合┏NTP′ヸバヸ┎設定ゼ必要┋┊┪┞ベﾏ 

基本設定┇設定ブ┆ヂ─ビいﾏ 

NTP′ヸバヸ┎接怦┋失敗ブ〞場合┏ﾎ┿ラヸメッ〉ヸ[ゼ表示ビ┬┞ベﾏ 

 

 



 55 

2-5 ‶]テム情報 

本装置┋設定ビ┬〞各躁目┎概要情報┲一覧┇確認┇ゾ┞ベﾏ 

 

1鯲ﾘ‶]テム情報ﾙ┲╆リッ╆ブ┞ベﾏ 

 

‶]テム情報亶面 
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2-5-1 設定瞎細表示 

 

1鯲ﾘ設定瞎細表示ﾙ┲╆リッ╆ブ┞ベﾏ 

 

2鯲WEB亶面┋全変数ゼ表示ビ┬┞ベﾏ 

 

 

2-5-2 フ┸ヸム┽┾┹更新 

フ┸ヸム┽┾┹更新┏ﾘ╁ンラ┻ン(明京′ヸバヸ)自動┹ップデヸトﾙズﾘロヸ╂ルフ┸┻ル┎選択ﾙ

ズ┩バヸ[ョン┹ップ方法┎選択┲ブﾎ実行ブ┞ベﾏ 

 

1鯲ﾘフ┸ヸム┽┾┹更新ﾙ┲╆リッ╆ブ┞ベﾏ 

 

2鯲バヸ[ョン┹ップ方法┎選択亶面ゼ表示ビ┬┞ベﾏ 

 

バヸ[ョン┹ップ方法┎選択亶面 

 

 

 

明京′ヸバヸズ┩ダ┽ンロヸド亶面 

 

 

 

バヸ[ョン┹ップ用フ┸┻ル┎送信亶面 

 

 亶面┎指示┋従┃┆実行ブ┆ヂ─ビいﾏ 
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実行後ﾎバヸ[ョン┹ップ結果┎亶面ゼ表示ビ┬┞ベﾏ 

 

バヸ[ョン┹ップ結果亶面 

 

 

 

注意 

 

 

バヸ[ョン┹ップ機能┎制御┋┄い┆┏ﾘ第4章 Webブラ┽¨┇┎設定ﾎ制御ﾙ┎ 

ﾘ〉╄ュリテ┺瞎細設定ﾙ┲パ確認ヂ─ビい 

 

 

 

2-6 鴣鴈鴦鳰送信 

本装置ズ┩┎鴣鴈鴦鳰送信┎確認┇ゾ┞ベﾏ 

 

1鯲ﾘ鴣鴈鴦鳰送信ﾙ┲╆リッ╆ブ┞ベﾏ 

 

鴣鴈鴦鳰送信亶面 

 

 

 

e ﾘ測定ケ┹ドレ]┲指定ブ┆ヂ─ビいﾏﾙ┎欄┋ﾎ測定ケ┹ドレ]┲入力ブﾎﾘ鴣鴈鴦鳰確認ﾙ

┲╆リッ╆ブ┆½ビいﾏ 

 

f 測定中┏ﾘ測定中ﾙ┎表示ゼビ┬┞ベﾏ 

 

g 測定結果ゼ表示ビ┬┞ベﾏ 
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柏常 ：Reply from xxx.xxx.xxx.xxx --- time=yyyms  

xxx.xxx.xxx.xxx  ：測定ケ┹ドレ] 

yyy   ：応答時間(ミリ秒) 

 

異常 ：Request timed out.  

応答ゼ異常時 

 

異常 ：Domain name not found. 

ドメ┻ン疫ゼ祁瓦ブ┊い 

 

 

2-7 簡易礪明  

本装置┎簡易礪明ゼ確認┇ゾ┞ベﾏ  

 

ﾘ簡易礪明ﾙ┲╆リッ╆ブ┞ベﾏ 

 

簡易礪明亶面  

 

 

 

メヸル or鴾鳧鱧╊マンド制御  

メヸルズ┩┎制御  

 メヸル┲利用ブ┆電源制御  

WEB ズ┩ダ┻レ╆ト╊マンド制御  

WEB ╊マンド┇┎制御方法  

利用嬰能╊マンド  

 

制御╊マンド一覧表  

 

╁ンラ┻ンヘルプ (外部┋接怦鯲  

 



 59 

鰒鰉状態表示躁目 

 

3-1 簡易情報表示  

現瓦┎本装置┎電源情報┲表示ブ┞ベﾏ 

 

1鯲ﾘ簡易情報表示ﾙ┲╆リッ╆ブ┞ベﾏ  

 

簡易情報表示亶面  

 

 

 

 

注意  

 

簡易情報表示┏現瓦┎本装置┎状態┲表示ベ┫亶面┇実謔┋制御ベ┫バ┈┏ 

出来┞ボ┳ﾏ 
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3-2 監視状態表示 

現瓦┎本装置┎監視状態┲表示ブ┞ベﾏ 

 

1鯲ﾘ監視状態表示ﾙ┲╆リッ╆ブ┞ベﾏ 

 

監視状態表示亶面 
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e ┹┽トレット監視状態鰓ο定条件 

電源  ：  電源┎状態┲表示ブ┞ベﾏ  

死活ο定  ：  

 

ﾘPING 監視ﾙジ┨びﾘメヸル′ヸバヸ監視ﾙ┎ο定結果┲表示

ブ┞ベﾏ  

柏常：異常┊監視ケゼ対象数未母ﾎズ┄メヸル′ヸバヸ柏常ﾏ  

異常：異常┊監視ケゼ対象数以¿ﾎ┞〞┏メヸル′ヸバヸ異常ﾏ 

回復中：動作後ﾎ異常┊監視ケゼ対象数未母─ゼﾎ異常┊  

監視ケゼ残┃┆い┫ﾏメヸル′ヸバヸ柏常ﾏ  

実行数  ：  ﾘPING 監視ﾙ┈ﾘメヸル′ヸバヸ監視ﾙ┎実行ビ┬〞動作┎  

回数┲表示ブ┞ベﾏ  

送信数  ：  ﾘPING 監視ﾙ┎ PING 送信回数┎設定値┲表示ブ┞ベﾏ  

無応答  ：  ﾘPING 監視ﾙ┎無応答回数┎設定値┲表示ブ┞ベﾏ  

対象数  ：  ﾘPING 監視ﾙ┎対象数┎設定値┲表示ブ┞ベﾏ  

動作  ：  ﾘPING 監視ﾙ┈ﾘメヸル′ヸバヸ監視ﾙ┎動作┲表示ブ┞ベﾏ  

 

f 監視ケ状態 

状態  ：  ┹┽トレット毎┋各監視ケ┎応答状態┲表示ブ┞ベﾏ  

無応答数   ：  ICMP ┿╊ヸ要求送信┋対ベ┫無応答回数┲表示ブ┞ベﾏ  

 

g 鴣鴈鴦鳰応答時間 

応答時間  ：  監視ケ┎応答時間┲表示ブ┞ベﾏ  

 

h ハヸトビヸト状態 

動作  ：  動作状態┲表示ブ┞ベﾏ  

実行数   ：  実行数┲表示ブ┞ベﾏ  

パ╈ット状態 ：  パ╈ット状態┲表示ブ┞ベﾏ  

 

i 機器情報 

メヸル唄信接怦諠害回数  ： メヸル唄信′ヸバ┘┎接怦諠害回数┲表示ブ┞ベﾏ  
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3-3 ┻ベントロ╇表示 

現瓦┞┇┎┻ベントロ╇┲表示ブ┞ベﾏ 

 

1鯲ﾘ┻ベントロ╇表示ﾙ┲╆リッ╆ブ┞ベﾏ 

 

┻ベントロ╇表示亶面 

 

 

 

2鯲ﾘ 更新 ﾙ┲押ベ┈最新状態┋更新ブ┞ベﾏ 

 

前ペヸ[  ： 前ペヸ[┲表示ブ┞ベﾏ  

次ペヸ[  ： 次ペヸ[┲表示ブ┞ベﾏ  

ケ頭ペヸ[  ： ケ頭ペヸ[┲表示ブ┞ベﾏ  

最終ペヸ[  ： 最終ペヸ[┲表示ブ┞ベﾏ  

全ロ╇╆リ┹  ： ロ╇┲消去ブ┞ベﾏ  

TEXT 表示  ： WEB 亶面┋┻ベントロ╇┲表示ブ┞ベﾏ 

 

 

 

注意  

 

1ペヸ[┏100躁目単位┇表示ブ┞ベﾏ 

最大10ペヸ[ﾎ1000躁目┎ロ╇┲表示嬰能┇ベﾏ 
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鰊鰉電源制御 

 

本装置┋接怦ビ┬〞デバ┻]┎電源制御┲ブ┞ベﾏ 

 

4-1 電源制御 

 

1鯲ﾘ電源制御ﾙ┲╆リッ╆ブ┞ベﾏ 

 

電源制御亶面 

 

 

 

e 電源 

現瓦┎電源┎状態┲表ブ┞ベﾏ 

 

f 個π┹┽トレット制御┎動作 

電源鶯鴦  ： 電源出力┲開始ブ┞ベﾏ  

電源鶯鳬鳬  ： 電源出力┲停拍ブ┞ベﾏ  

リブヸト ： 電源出力┲鶯鳬鳬鰓鶯鴦ブ┞ベﾏ  

 

g  全┹┽トレット制御┎動作  

電源鶯鴦  ： 全┹┽トレット┎電源出力┲開始ブ┞ベﾏ  

電源鶯鳬鳬  ： 全┹┽トレット┎電源出力┲停拍ブ┞ベﾏ  

リブヸト ： 全┹┽トレット┎電源出力┲鶯鳬鳬鰓鶯鴦ブ┞ベﾏ  

 

2鯲 ﾘ更新ﾙ┲╆リッ╆ベ┫┈最新┎電源状態┲嘘得ブ┞ベﾏ 

 

 

注意 

 

電源制御亶面┏ ﾘ通信設定ﾙ┎ﾘWEB自動更新間隔ﾙ┋基┅ゾ 

常時自動┇更新ビ┬┞ベﾏ 
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4-2 仮想┹┽トレット制御 

 

1鯲ﾘ仮想┹┽トレット制御ﾙ┲╆リッ╆ブ┞ベﾏ 

 

仮想┹┽トレット制御亶面 

 

 

 

 

仮想┹┽トレット┋┄い┆ 

仮想┹┽トレット┈┏ﾎ実謔┋┏祁瓦ブ┊い┹┽トレット┇あ┪ﾎ関連付デビ┬〞MAC┹ドレ]┘ 

マ[ッ╆パ╈ット┲送出ブ┆ﾎWakeOnLAN 機能┲実現ビボ┫〞┡┎┢┎┇ベﾏ 

 

e 個π仮想┹┽トレット制御┎動作 

電源鶯鴦  ： マ[ッ╆パ╈ット┲送出ブ┞ベﾏ  

 

f 全仮想┹┽トレット制御┎動作 

電源鶯鴦  ： 全仮想┹┽トレット┘マ[ッ╆パ╈ット┲送出ブ┞ベﾏ  

 

 

 

 

 

注意  

 

ﾘ更新ﾙ┲╆リッ╆ブ┊い┈亶面表示┈┹┽トレットゼ臍う場合ゼあ┪┞ベ┎┇

電源状態┏ﾘ更新ﾙ┲╆リッ╆ブ┆最新┎状態┲確認ブ┆ヂ─ビいﾏ 

全┹┽トレット ON ┎時ﾎ個π┹┽トレット┏鰆秒┎遅延間隔┇ ON ブ┞ベﾏ

鰺デフ╀ルト時鯲 

 

 

  



 65 

4-3 一斉電源制御 

 

1鯲ﾘ一斉電源制御ﾙ┲╆リッ╆ブ┞ベﾏ 

 

一斉電源制御亶面 

 

 

 

一斉電源制御 

一斉電源制御┈┏ﾎ複数┎本装置┲最大8╇ルヸプ┋δデ┆ﾎ各╇ルヸプ単位┇一斉制御╊マンド┲

送┪ﾎ電源┲制御ベ┫バ┈ゼ出来┞ベﾏ 

 

制御対象  ： 制御ベ┫╇ルヸプ┲選択ブ┞ベﾏ 

動作  ： 実行ベ┫動作  

電源鶯鴦 電源鶯鳬鳬 リブヸト 

送信  ： 一斉制御╊マンド┲送信ブ┞ベﾏ  

 

 

 

 

 

 

注意  

 

ﾘ更新ﾙ┲╆リッ╆ブ┊い┈亶面表示┈┹┽トレットゼ臍う場合ゼあ┪┞ベ┎┇

電源状態┏ﾘ更新ﾙ┲╆リッ╆ブ┆最新┎状態┲確認ブ┆ヂ─ビいﾏ 

全┹┽トレットON┎時ﾎ個π┹┽トレット┏鰆秒┎遅延間隔┇ONブ┞ベﾏ 

鰺デフ╀ルト時鯲 

リブヸト┎鶯鳬鳬時間┏鰆鰌秒┇ベﾏ鰺デフ╀ルト鯲 

遅延時間ﾎ鶯鳬鳬時間及び鶯鳬鳬禁拍┊┉┎設定┏変数┎変更┋┨┪嬰能┇ベﾏ 
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鰄鰉鱶鴣鵁リ〉ット 

 

本装置┎設定変更┲談効┋ブ┞ベﾏ 

 

1鯲ﾘCPUリ〉ットﾙ┲╆リッ╆ブ┞ベﾏ 

 

CPUリ〉ット亶面 

 

 

 

2鯲CPUリ〉ット亶面┎ﾘCPUリ〉ットﾙ┲╆リッ╆ブ┞ベﾏ 

 

 

 

 

注意  

 

CPUリ〉ット┲必要┈ベ┫ハ容┎場合ﾎﾘ設定躁目ﾙ┎ﾘCPUリ〉ットﾙ 

┎背景色ゼ黄色┋┊┪┞ベﾏ 

ﾘCPU リ〉ットﾙ┲╆リッ╆ベ┫┈設定ブ〞ハ容ゼ談効┋┊┪ﾎ通信ゼ

ε断ビ┬┞ベゼﾎ┹┽トレット┎状態┏現状┎┞┞保持ビ┬┞ベﾏ 
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第鰄章 

｠┎♀┎設定 
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鰆鰉鴒鳧鴆鴦鳧鴒┋┨┫設定 

 

1鯲ﾘ]タヸトﾙズ┩ﾘフ┸┻ル疫┲指定ブ┆実行ﾙ┲選択ブﾎテ╄]トボッ╆]┲  

開ゾ┞ベﾏﾘ初期設定ﾙ┇設定ブ〞鴈鴣┹ドレ]┲以½┎┨う┋指定ブﾎ本装置┋  

┹╆〉]ブ┞ベﾏ  

 

192.168.10.1 ┎場合  

鴈鴣┹ドレ]  ：192.168.10.1 

TELNET ポヸト番号  ：  23 

 

ﾘtelnet＿192.168.10.1＿23ﾙ  

ｎ┹ンダヸバヸ┏]ペヸ]┲表ブ┞ベﾏ  

 

2鯲プロ╇ラムゼ起動ブﾎ½図┎┈ジ┪表示ビ┬┞ベﾏ  

ﾘNonameﾙ┏機器疫称┎設定ゼ反映ビ┬┞ベﾏ  

 

220  RPC-M2CS  (Noname) server ready 

 

 

3鯲任意┎╄ヸ┲入力ブ┞ベﾏ ID ┈パ]ワヸドゼ要求ビ┬┞ベﾏ  

 

4鯲ユヸ¨ヸ鴈鱸鰺デフ╀ルト：admin鯲┈パ]ワヸド鰺デフ╀ルト：magic鯲┲

入力ブﾎ鱇Enter鱆╄ヸ┇実行ブ┞ベﾏﾘOKﾙ┎応答ゼあ┪┞ベﾏ  

 

 

 

注意  

 

ブラ┽¨接怦時┎ ID┈パ]ワヸド┏鴒鳧鴆N鳧鴒接怦時┎ 

ID┈パ]ワヸド┈┏π┋┊┪┞ベﾏ 

デフ╀ルト┎┞┞┇ベ┈〉╄ュリテ┺ホヸル┋┊┫危険ゼあ┪┞ベﾏ 

╊マンド┋┨┪変更ブ┆利用ベ┫バ┈┲ジベベ┡ブ┞ベﾏ 
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1-1 鴒鳧鴆鴦鳧鴒╊マンド┋┨┫設定  

 

1鯲ﾘ]タヸトﾙズ┩ﾘフ┸┻ル疫┲指定ブ┆実行ﾙ┲選択ブﾎテ╄]トボッ╆]┲

開ゾ┞ベﾏﾘ初期設定ﾙ┇設定ブ〞鴈鴣┹ドレ]┲指定ブﾎTELNET ┇本装置

┋ロ╇┻ンブ┞ベﾏ  

 

2鯲╊マンドや変数┊┉┲入力ブ鱇Enter鱆╄ヸ┇実行ブ┞ベﾏ  

鰺鴈鴣┹ドレ]┊┉一部┎設定┏ CPU リ〉ット後┋反映ビ┬┞ベﾏ鯲  

 

 

■  TELNET 通信┎設定関係╊マンド  

╊マンド  ハ   容  

LIST 全┆┎変数┎値┲表示ブ┞ベﾏ  

WRITE 変数┎設定┲ FROM ┋書ゾ込┟┞ベﾏ  

&SAVE 設定ビ┬〞変数┎待避ヷ復元ゼ┇ゾ┫デヸタ┲出力ブ┞ベﾏ 

LOAD_BEGIN 設定デヸタ┎硅┟込┟┲始┡┞ベﾏ  

LOAD_END 設定デヸタ┎硅┟込┟┲終了ブ┞ベﾏ  

?変数疫  変数┎値┲表示ブ┞ベﾏ  

.変数疫鰲値  変数┲設定ブﾎ設定ビ┬〞変数┲表示ブ┞ベﾏ  

CPURESET CPU ┲リ〉ットブ┞ベﾏ鰺電源状態┏変粟ブ┞ボ┳ﾏ鯲  

ｎ変数┋┄い┆┏ﾘ■変数一覧表ﾙ参照 

 

 

 

■  ﾘ&SAVEﾙ╊マンド┋┄い┆  

環境鰺変数全体鯲┲一甚ブ┆待避ヷ復元ベ┫〞┡┎╊マンド┇ベﾏ  

ﾘ&SAVEﾙ┲実行ベ┫┈ﾎﾘLOAD_BEGINﾙズ┩始┞┪ﾎ変数設定╊マンドﾎ

ﾘLOAD_ENDﾙ┞┇┲テ╄]トデヸタ┈ブ┆出力ブ┞ベﾏ  

バ┎テ╄]トデヸタ┲テ╄]トド╄ュメント┊┉┋設定デヸタ┈ブ┆保祁ブﾎ 

TELNET ┇送信ベ┫┈ﾎ保祁ビ┬〞設定ゼ復元ビ┬┞ベﾏ  

TELNET 用┎パ]ワヸド┊┉ﾎいヂ┄ズ┎変数┏保祁ビ┬┞ボ┳┎┇パ注意  

ヂ─ビいﾏ  

設定デヸタ┲テ╄]ト┿デ┺タ┇変更ブ┆利用ベ┫バ┈┢┇ゾ┞ベﾏ  

┊ジﾎﾘ&SAVEﾙ┋┏ﾎ┿╊ヸバッ╆ゼあ┪┞ボ┳ﾏ  

変数設定╊マンド┇┏ﾎ┿ラヸゼあ┃┆┢無ヂ┆┢表示ブ┞ボ┳ﾏ  

長い╊マンド┏δ割ビ┬┞ベﾏ鰺最後┋ハ┻フンゼあ┫┈ﾎ次┋怫怦ベ┫バ┈  

┲意味ブ┞ベﾏ鯲  

フ┸┻ルズ┩┎╊マンド┲実行ベ┫┈ゾ┏ﾎﾘpromptModeﾙ┲ 0 ┞〞┏ 1 

┈ブ┞ベﾏ  
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■  プロンプトや╊マンド┋┄い┆  

TELNET ズ┩┹╆〉]ブ〞┈ゾ┏ﾎ╊マンド入力┎プロンプトゼ表示ビ┬┞  

ベﾏプロンプト表示┎談無┞〞┏表示形式┏ﾎ╊マンド┇指定ブ┞ベﾏ  

ﾘ?ﾙ─デ┎╊マンド┋┨┪ﾎヘルプ┈ブ┆╊マンド┎一覧┲表示ブ┞ベﾏ  

┉┎╊マンド┇┢最初┋ﾘ&ﾙ┲┄デ┫バ┈┋┨┪┿╊ヸバッ╆ゼ無ヂ┊┪┞  

ベﾏ設定┎嘘得ﾎ書ゾ込┟┎┈ゾ┏ﾎﾘpromptModeﾙ┲ 0 ┞〞┏ 1 ┈ブ┞

ベﾏ  

 

変数疫  ：  promptMode 

値  ：  0鰺プロンプト表示無ブ鯲  

 ：  1鰺ﾘ  > ﾙ┎プロンプト表示  鯲  

 ：  2鰺ﾘ  機器疫  > ﾙ┎プロンプト表示  鯲  
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第鰮章 

｠┎♀┎制御 
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鰆鰉鴒鳧鴆鴦鳧鴒接怦┋┨┫制御 

 

本装置┏ TELNET ′ヸバヸプロ╇ラム┘接怦ブ┆ﾎ遠隔ズ┩電源制御ジ┨び状態  

嘘得ゼ┇ゾ┞ベﾏ〉╄ュリテ┺制御┎設定ゼビ┬┆い┫場合┏｠┎制限ハ┇┎操作  

┈┊┪┞ベﾏ  

 

1-1 TELNET 接怦┋┨┫制御  

 

1鯲ﾘ]タヸトﾙズ┩ﾘフ┸┻ル疫┲指定ブ┆実行ﾙ┲選択ブﾎテ╄]トボッ╆]┲

開ゾ┞ベﾏﾘ初期設定ﾙ┇設定ブ〞鴈鴣┹ドレ]┲以½┎┨う┋指定ブﾎTELNET

┇本装置┋ロ╇┻ンブ┞ベﾏ  

 

192.168.10.1 ┎場合  

鴈鴣┹ドレ]  ：192.168.10.1 

TELNET ポヸト番号  ：  23 

 

ﾘtelnet＿192.168.10.1＿23ﾙ  

ｎ┹ンダヸバヸ┏]ペヸ]┲表ブ┞ベﾏ  

 

2鯲プロ╇ラムゼ起動ブﾎ½図┎┈ジ┪表示ビ┬┞ベﾏ  

ﾘNonameﾙ┏機器疫称┎設定ゼ反映ビ┬┞ベﾏ  

 

220  RPC-M2CS  (Noname) server ready 

 

 

3鯲任意┎╄ヸ┲入力ブ┞ベﾏ ID ┈パ]ワヸドゼ要求ビ┬┞ベﾏ  

 

4鯲ユヸ¨ヸ鴈鱸鰺デフ╀ルト：admin鯲┈パ]ワヸド鰺デフ╀ルト：magic鯲┲

入力ブﾎ鱇Enter鱆╄ヸ┇実行ブ┞ベﾏﾘOKﾙ┎応答ゼあ┪┞ベﾏ  

 

5鯲制御╊マンド┲入力ブ┆ﾎ < Enter >╄ヸ┇実行ブ┞ベﾏ  

 

 

 

注意  

 

電源制御嬰能┊♀┎ユヸ¨ヸゼロ╇┻ン中┎場合ﾎ  

当睹方法┋┆新〞┋ロ╇┻ンベ┫バ┈┏┇ゾ┞ボ┳ﾏ  

〞─ブﾎsupervisor 権限┇┏ロ╇┻ンベ┫バ┈ゼ嬰能┇ベﾏ 
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■ 制御╊マンド一覧表  

制御╊マンド  ハ  容  

MPON 全┹┽トレット┎電源出力開始  

MPOF  全┹┽トレット┎電源出力停拍  

MPOR 全┹┽トレット┎リブヸト鰺電源リブヸト鯲  

PONn 指定ビ┬〞┹┽トレット┎電源出力開始  鶺鰲鰆～2 

POFn 指定ビ┬〞┹┽トレット┎電源出力停拍 鶺鰲鰆～2 

PORn 指定ビ┬〞┹┽トレット┎リブヸト鰺電源リブヸト鯲鶺鰲鰆～2 

PSRn 指定ビ┬〞┹┽トレット┎電源状態反転 鶺鰲鰆～2 

鴪鴣鶯鴦鴿  全仮想┹┽トレット┋マ[ッ╆パ╈ット┲送信ベ┫ﾏ 

鴣鶯鴦鴿鷽  鰺鷽┏1～8鯲 debWakeupInterval後┋マ[ッ╆パ╈ット┲送信ベ┫ﾏ 

OLSn 

死活監視状態┎表示 鶺鰲鰆～2 

鶺┲省略ベ┫┈全┆┎┹┽トレット┲表示ブ┞ベﾏ  

╊ンマ囲ε┪┇表示ﾏ 

Outlet No.  ┹┽トレット番号[鰆～2] 

Power 電源状態[0：Off  1： On] 

Judge ο定[1：柏常 2：異常 3：回復中] 

Action Count Action実行回数 

Last Ping1 ┹ドレ]鰆┎最後┎応答[1：柏常 2：異常] 

NoEchoCount1 ┹ドレ]鰆┎未応答回数 

NoEchoTime1 ┹ドレ]鰆┎応答時間鰺ms鯲 

 [0：未設定 1：応答時間 9999：未応答] 

Last Ping2 ┹ドレ]2┎最後┎応答[1：柏常 2：異常] 

NoEchoCount2 ┹ドレ]2┎未応答回数 

NoEchoTime2 ┹ドレ]2┎応答時間鰺ms鯲 

 [0：未設定 1：応答時間 9999：未応答] 

VER バヸ[ョン┎表示  

POS 

全┹┽トレット┎電源状態嘘得  

応答：mm 

濠側ズ┩┹┽トレット鰆～2 

鶸鰲0：OFF 1：ON 

XPOS 

全┹┽トレット┎電源状態瞎細┎嘘得  

応答：ABXXXX, ABXXXX 

濠側ズ┩┹┽トレット鰆～2 

A=0：OFF 1：ON 

B=0：OFF 遅延中  1：ON 遅延中  

XXXX=B ┎タ┻マ残┪時間  
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ID 

ユヸ¨ヸ ID ┎変更   

1:Normal     Admin 権限┇┎ ID 疫┲変更ブ┞ベﾏ  

2:Supervisor  Supervisor 権限┇┎ ID 疫┲変更ブ┞ベﾏ  

PASS 

パ]ワヸド┎変更  新ブいパ]ワヸド┲ 2 回入力ブ┞ベﾏ  

ｎ入力┲失敗ベ┫┈変更ビ┬┞ボ┳ﾏ  

1:Normal     Admin 権限┎パ]ワヸド┲変更ブ┞ベﾏ  

2:Supervisor  Supervisor 権限┎パ]ワヸド┲変更ブ┞ベﾏ  

 

TELNET 

変数ﾘ ipAdTelnetTﾙ┎┹ドレ]ﾎ変数ﾘ remoteTelnetPortTﾙ┎

ポヸト┋ TELNET ╆ラ┻┹ント┈ブ┆接怦ブ┞ベﾏ  

discChar ┋設定ブ〞文袈┲入力ベ┫┈ε断終了ベ┫ﾏ  

一祭┋唄信ベ┫デヸタ┏ﾎ概┍40Kバ┻ト以½┇パ利用ヂ─ビいﾏ 

DATE 
裟男属設定 

例鯲DATE yy/mm/dd  yy：裟  mm：男  dd：属 

TIME 
現瓦時刻設定鰺秒┏省略嬰鯲 

 例鯲TIME hh:mm:ss  hh：時  mm：δ  ss：秒 

PING 
鴈鱶鴪鴣┲鰊回送信ブ┞ベﾏ 

 例鯲PING [IP┹ドレ]] 

IPCONFIG 

鴆鱠鴦┎通信設定┲表示ブ┞ベﾏ鰺例鯲  

 IpAddress     192.168.10.1 

SubnetMask    255.255.255.0 

DefaultGateway  192.168.10.254 

EhternetSpeed   100.0Mbps 

CPURESET 
CPU ┲リ〉ットブ┞ベﾏ  

╊マンド┲実行ブ┆┢電源状態┏変粟ブ┞ボ┳ﾏ  

PROMPT=n 

0鰺プロンプト表示無ブ鯲  

1鰺ﾘ  > ﾙ┎プロンプト表示  鯲  

2鰺ﾘ  機器疫  > ﾙ┎プロンプト表示  鯲  

*変数ﾘpromptModeﾙ┋┨┪接怦直後┎モヸドゼ決┞┪┞ベﾏ  

EXIT 回線ε断  最初┎文袈ゼ E, e, Q, q ┎場合┏ EXIT ┈認識ブ┞ベﾏ  

ｎﾘXPOSﾙﾘVERﾙﾘPASSﾙ┊┉いヂ┄ズ┎╊マンド┏ロ╇┻ン時┎┟談効┇ベﾏ  
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■  応答╊マンド  

柏常唄付  ： Command OK   

Ö柏┊╊マンド  ： Unrecognized command 

前╊マンド┎処理中┎〞┡  

╊マンド実行ボペ  

： Last command is pending. Command failed. 
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2鰉メヸルズ┩┎制御 

 

メヸル┲利用ブ┆電源制御ゼ┇ゾ┞ベﾏ  

メヸルズ┩┎╊マンド┲利用ベ┫┋┏ﾎ通信設定┊┩び┋メヸル設定┲柏ブヂ  

行う必要ゼあ┪┞ベﾏ  

 

鰆鰉本装置┋メヸル┲送信ブ┞ベﾏ  

件疫鰺タ┻トル鯲┏特┋必要あ┪┞ボ┳ﾏ  

本文鰆行目┋ﾘメヸル制御ユヸ¨ヸ疫ﾙ┲入力ブ┞ベﾏ  

本文 2 行目┋ﾘメヸル制御パ]ワヸドﾙ┲入力ブ┞ベﾏ  

      本文 3 行目以降┋╊マンド┲入力ブ┞ベﾏ  

╊マンド┲入力ブ改行┲入┬┞ベﾏ  

╊マンド┎ﾘ鴆鴈鴕鴒ﾙ┈ﾘ＆鴕鱠鴿鳧ﾙ┏使え┞ボ┳ﾏ  

本文最終行┋ﾘQUITﾙ╊マンド┲入力ベ┫バ┈┇ロ╇┹┽トブ┞ベﾏ  

ﾘQﾙ┞〞┏ﾘEﾙ┎鰆文袈─デ┇┢ロ╇┹┽トブ┞ベﾏ  

鰈鰉数δ後ﾎ本装置ズ┩結果┲知┩ボ┫メヸルゼ菰ゾ┞ベﾏ  

 

 

 

注意  

 

メヸル制御ユヸ¨ヸ疫┈パ]ワヸド┋┄い┆┏ 

ﾘ第4章 Webブラ┽¨┇┎設定ﾎ制御ﾙ┎ﾘメヸル設定ﾙ 

┲パ確認ヂ─ビいﾏ 

 

電源制御嬰能┊♀┎ユヸ¨ヸゼロ╇┻ン中┎場合ﾎ  

メヸル制御┋┆新〞┋ロ╇┻ンベ┫バ┈┏┇ゾ┞ボ┳ﾏ  
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3鰉鴾鳧鱧╊マンドズ┩┎制御 

 

WEB ズ┩ダ┻レ╆ト╊マンド┇電源制御ゼ┇ゾ┞ベﾏ  

 

WEB╊マンド┇┎制御方法  

WEB╊マンド┏主┋電源制御┎〞┡┎╊マンド┇あ┪ﾎ設定┎変更┏出来┞ボ┳ﾏ  

cmd.htm ┎後┋½記┎フ╀ヸマット┇記入ブ┞ベﾏ 

 

? command= [利用╊マンド] 

 

例:鯲por3  

http://192.168.10.1/cmd.htm? command=por2  

 

変数疫省略┢嬰能┇ベﾏ 

? command   > ?c 

http://192.168.10.1/cmd.htm? c=por2  

 

利用嬰能╊マンド  

利用嬰能ユヸ¨ヸLv[ident control admin supervisor]  

VER  

POS  

XPOS  

OLS  

OLSn  

 

利用嬰能ユヸ¨ヸLv[control admin]  

PONn  

POFn  

PORn  

MPON  

MPOF  

MPOR  

PSRn 

PONVn 

MPONVn 

 

注意  HTTP 認証ゼﾘNoneﾙ┎場合ﾎ利用╊マンドハ┋ ID ┈パ]ワヸド┎  

╆┿リ指定ゼ必要┇ベﾏ  

例 :) http://192.168.10.1/cmd.htm?i=admin&p=magic&c=por2 

ﾘBasicﾙ┞〞┏ﾘDigestﾙ┎場合┏ブラ┽¨依祁┎ポップ┹ップ亶面

ゼ表示ビ┬┞ベﾏ (╊マンドハ┇┎╆┿リ指定┏Ö要┇ベﾏ) 
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第鰛章 

ロ╅ン╇機能 
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鰆鰉ロ╅ン╇機能┎設定ヷ表示 

 

デバ┻]┎監視や｠┎♀┎┻ベントロ╇┲1000件記録ブ┞ベﾏ1000件┲超え〞場合┏古いロ╇

ズ┩消去ブﾎ新ブいロ╇┲記録ブ┞ベﾏ記録ビ┬〞ロ╇┏ﾎ╊マンド┇表示ヷ確認┇ゾ┞ベﾏ 

 

1鯲TELNET┋┨┫設定┈表示 

記録モヸドヷ表示モヸド┎設定及び記録ビ┬〞ロ╇┎表示┏ﾎ｠┬〝┬┎╊マンド┲入力ブ 

鱇Enter鱆╄ヸ┇実行ブ┞ベﾏロ╇┻ンブ┆制御ベ┫方法┇操作ブ┞ベﾏ 

 

e  記録モヸド┎変数疫┈╊マンド 

変数疫  ：  logMode 

╊マンド  ：  .logMode 

 

f  表示モヸド┎変数疫┈╊マンド 

変数疫  ：  logDisp 

╊マンド  ：  .logDisp 

 

g  接怦中┎表示┎┟┲変更ベ┫╊マンド 

鰺通信ゼ終了ベ┫┈ﾘlogDispﾙ┎値┋戻┪┞ベﾏ鯲 

╊マンド  ：  LOGDISP 

 

 

■ ロ╇制御変数┎ビット構成 

値┏最½位┲0ビット┈ブﾎ31ビット┎構成┋┊┃┆い┞ベﾏ 

 

0：無ﾎ1：談 

ビット  ビット  

30 

29 

28 

27 

26 

25 

24 

23 

22 

21 

20 

19 

18 

17 

16 

15 

：  

：  

：  

：  

：  

：  

：  

：  

：  

：  

：  

：  

：  

：  

：  

：  

未使用 

未使用 

未使用 

未使用 

未使用 

]╆リプト実行/失敗 

未使用 

未使用 

未使用 

鴦鴒鴣┹╆〉] 

未使用 

未使用 

未使用 

変数設定ﾎwrite 

未使用 

未使用  

14 

13 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

：  

：  

：  

：  

： 

： 

： 

： 

： 

： 

： 

：  

：  

：  

：  

未使用  

TELNET ロ╇┻ンヷロ╇┹┽ト  

TELNET 接怦ヷε断  

Web ロ╇┻ンヷロ╇┹┽ト  

Web 接怦  

メヸルロ╇┻ンヷロ╇┹┽ト  

メヸルÖ柏┹╆〉]  

未使用  

未使用  

電源諠害等  

電源制御╊マンド  

未使用 

ping 監視┋┨┫┻ベント  

ping 無応答  

ping 送信  
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TELNET通信┋┨┫設定例 

ヷping監視┋┨┫┻ベントﾎ電源制御╊マンドﾎ電源諠害┎ロ╇┲記録ベ┫場合 

.logMode=0000000000000000000000000110100  

 

ヷ全┆表示ベ┫場合 

.logDisp=1111111111111111111111111111111鰺デフ╀ルト鯲 

 

ヷ接怦中┋ﾘ変数設定ﾙ─デ表示┈ベ┫場合 

変数┲変更ボペ┋鴆鶯鳰鱸鴈鴕鴣╊マンド┇表示┲変更┇ゾ┞ベﾏ 

LOGDISP=000000000000100000000000000000 

 

 

■ ロ╇表示╊マンド 

╊マンド  ハ   容  

LOG ロ╇┎表示鰺連番号躇鯲  

LOG n ロ╇┎表示鰺最新鶺個鯲  

LOGTIME 

e = t     ロ╇開始ズ┩┎経過秒鰲現瓦時刻  

e0 = t0  NTP 接怦┞┇┎経過秒鰲最初┎嘘得時刻  

NTP 無効┎場合┏鵺┎┟表示  

LOGCLEAR ロ╇┎╆リ┹  

LOGCLEAR T ロ╇┎╆リ┹及び記録時間┎リ〉ット  

ロ╇┎表示数┏20躁目┇ベﾏ 

鱇Enter鱆╄ヸ┇怦ゾ┎20躁目┲表示ブ┞ベﾏ 

 

 

■ ロ╇┎表示形式 

nnn  ttt  a  b  xxxxxxxx 鶫 

 

 

nnn : 連番号  

ttt : NTP 無効時：記録開始ズ┩┎時間鰺秒鯲 

yy.mm.dd  hh:mm:ss : NTP 談効時：裟男属時δ秒  

a : ┹┽トレット番号  

b : PING 送信ケ番号鰺鰆～4 番鯲  

xxxxxxxx : ┻ベント  

鶫  : 鴈鴣┹ドレ]  
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■ 記録ロ╇一覧表 

監視設定┋基┅ヂ┻ベント鰺記録ヷ表示┎モヸド設定ゼあ┪┞ベﾏ鯲  

Ping ping 送信  

No Echo ping 無応答  

監視設定鰺Action鯲┋基┅ヂ┻ベント  

No Action 処理┊ブ  

Outlet Reboot 電源リブヸト  

Outlet On 電源 ON 

Outlet Off 電源 OFF 

]╈[ュヸル┎場合┏ﾎﾘby Scheduleﾙ┈表示ビ┬┞ベﾏ  

電源制御┋┨┫┻ベント  

MPON 全┹┽トレット┎電源出力開始  

MPOF 全┹┽トレット┎電源出力停拍  

MPOR 全┹┽トレット┎電源リブヸト  

PON 指定ビ┬〞┹┽トレット┎電源出力開始  

POF 指定ビ┬〞┹┽トレット┎電源出力停拍  

POR 指定ビ┬〞┹┽トレット┎電源リブヸト  

┹╆〉]┋┨┫┻ベント鰺接怦ケ鴈鱸ゼ表示ビ┬┞ベﾏ鯲  

--> Web  Web 接怦  

==> Web Web ロ╇┻ン  

<== Web Web ロ╇┹┽ト鰺ε断鯲  

<-- Web ロ╇┻ンブ┊い┇ε断  

MAIL,TELNET ┎接怦ﾎロ╇┻ン┊┉┢バ┬┋準プ┞ベ  

NTPServerAccessError 
NTP ′ヸバヸ接怦┿ラヸ  

(鰒回怦デ┆失敗ブ〞場合 ) 

NTP --- hh:mm:ss NTP ′ヸバヸ接怦  

mode ┋関係┎┊い表示  

Mail Error メヸル送信┿ラヸ  
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第 8章 

SNMP ┋┄い┆ 
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鰆鰉鴕鴦鴪鴣┋┄い┆ 

 

本装置┏鴕鴦鴪鴣┿ヸ[┾ント機能┲装備ブ┆い┞ベﾏ鴕鴦鴪鴣マネヸ[ャヸ┲利用ブ

┆ﾎネットワヸ╆‶]テム┎電源管理┲行うバ┈ゼ┇ゾ┞ベﾏ  

SNMP ┇┏電源制御┏行え┞ボ┳ﾏ  

 

鰈鰉機器設定 

 

本装置┲ TELNET 接怦┋┆½記┎躁目┲設定ブ┆ヂ─ビいﾏ  

瞎細┏ﾘ第 6 章  ｠┎♀┎制御ﾙ┲パ参照ヂ─ビいﾏ  

 

e SNMP┎SETﾎGET談効粟   

 変数 ： snmpGetSetEnabled 

デフ╀ルト  ： 0 

  鰺0：無効 1：談効鯲 

 

f SNMP TRAP┎談効粟   

 変数 ： snmpTrapEnabled 

デフ╀ルト  ： 0 

  鰺0：無効 1：談効鯲 

 

g SNMPÖ柏┹╆〉]時┎ 

TRAP通知 

  

 変数 ： snmpAuthenTrapEnabled 

デフ╀ルト  ： 2 

  鰺1：談効 2：無効鯲 

 

h TRAP送信回数   

 変数 ： snmpTrapSendN 

デフ╀ルト  ： 1 

  鰺1～9鯲 

 

i TRAP送信間隔鰺秒鯲   

 変数 ： snmpTrapSendInterval 

デフ╀ルト  ： 1 

  鰺1～9鯲 

 

j TRAP送信ケ┹ドレ]   

 変数 ： snmpTrapAddr 

デフ╀ルト  ： 0.0.0.0,0.0.0.0,0.0.0.0,0.0.0.0, 

0.0.0.0,0.0.0.0,0.0.0.0,0.0.0.0 

  鰺8箇所鯲 
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k SNMP用フ┺ルタヸ┎談効粟 

 変数 ： snmpFilterEnabled 

 デフ╀ルト  ： 0 

   鰺0：無効 1：談効鯲 

 

l フ┺ルタヸ談効時許嬰ベ┫┹ドレ] 

 変数 ： snmpFilterAddr 

 デフ╀ルト  ： 0.0.0.0,0.0.0.0,0.0.0.0,0.0.0.0, 

0.0.0.0,0.0.0.0,0.0.0.0,0.0.0.0, 

0.0.0.0,0.0.0.0 

   鰺10箇所鯲 

 

m フ┺ルタヸ談効時┎Mask   

 変数 ： snmpFilterEnabled 

デフ╀ルト  ： 255.255.255.255,255.255.255.255, 

255.255.255.255,255.255.255.255, 

255.255.255.255,255.255.255.255, 

255.255.255.255,255.255.255.255, 

255.255.255.255,255.255.255.255 

  鰺10箇所鯲 

 

n SNMP GET╊ミュニテ┺疫   

 変数 ： getCommunity 

デフ╀ルト  ： Public 

   

 

o SNMP SET╊ミュニテ┺疫   

 変数 ： setCommunity 

デフ╀ルト  ： Public 

   

 

p SNMP TRAP╊ミュニテ┺疫   

 変数 ： trapCommunity 

デフ╀ルト  ： Public 
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鰒鰉鴪鴈鱧┋┄い┆ 

 

本機┲管理ベ┫〞┡┎プラ┻ベヸト鴪鴈鱧┲準備ブ┆い┞ベﾏ 

当社ホヸムペヸ[鰺http://www.meikyo.co.jp/download/鯲┨┪MEIKYO.MIB┲ダ┽ンロヸドブ 

パ利用ヂ─ビいﾏ 

 

プラ┻ベヸト鴪鴈鱧フ┸┻ル┲鴦鴪鴕┋ロヸドヷ╊ンパ┻ルベ┫バ┈┋┨┪ﾎ本機┎管理┲鴦鴪鴕¿┇ 

行うバ┈ゼ┇ゾ┞ベﾏ 

 

 

 

注意  

 

鴪鴈鱧┎ロヸドヷ╊ンパ┻ル使用方法┋┄い┆┎瞎細┏ﾎパ利用ビ┬┫ 

鴦鴪鴕┎マニュ┹ル┲参照ブ┆ヂ─ビいﾏ 
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第 9章 

ネットワヸ╆ 

稼動監視 
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鰆鰉機器設定 

 

本装置ズ┩ UDP ┎パ╈ット┲送出ブﾎ電源状態┲通知ベ┫バ┈ゼ┇ゾ┞ベﾏ  

ﾘRPC -EYE 鷭3ﾙ鰺╁プ‶ョン  談償ソフト┽┾┹鯲┲利用ベ┬┐ﾎ各機器ズ┩┎  

パ╈ット┲唄信ブ一元管理ベ┫バ┈ゼ┇ゾ┞ベﾏ  

 

½記┎変数┲設定ブ┆ヂ─ビいﾏ鰺e～h┏ WEB通信瞎細亶面┋┨┪設定┇ゾ┞ベ鯲 

 

e 状態通知機能   

 変数 ： msrpEnabled 

デフ╀ルト ： 0 

  鰺0：無効 1：談効鯲 

 

RPC-EYE 鷭 3 ┲使用ベ┫パソ╊ン┎┹ドレ]┲設定ブ┞ベﾏ 

f 送信ケ┹ドレ]   

 変数 ： ipAdCenter 

デフ╀ルト ： 0.0.0.0,0.0.0.0,0.0.0.0 

  鰺3箇所鯲 

 

RPC-EYE 鷭 3 ┲使用ベ┫パソ╊ン┎ポヸト番号┲設定ブ┞ベﾏ 

g ポヸト番号   

 変数 ： 鶫enterPort 

デフ╀ルト ： 5000 

   

 

情報┲通知ベ┫間隔┲設定ブ┞ベﾏ 

h 定期通知┎送信間隔鰺秒鯲   

 変数 ： centerSendTimer 

デフ╀ルト ： 300 

   

 

電源変粟時┏ﾎ定期通知間隔┲待〞ペ直━┋通知ブ┞ベﾏ｠┎時┎通知回数┲設定ブ┞ベﾏ 

i 電源変粟時┎通知回数   

 変数 ： 鶫enterChangeSendCount 

デフ╀ルト ： 3 

   

 

電源変粟時┎通知┎鰈回目以降┎通知間隔┲設定ブ┞ベﾏ 

j 電源変粟時┎通知間隔鰺秒鯲   

 変数 ： 鶫enterChangeSendTimer 

デフ╀ルト ： 10 
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鰈鰉鵄鴣鱶鰔鳧Ｙ鳧 鷭鰒┎利用 

 

RPC鰔EYE v3 ┏ﾎRPC ‶リヸ〈ズ┩┎送信情報┲利用ブ┆ﾎ各壬点┎ネットワヸ╆

┎稼動状態┲リ┹ルタ┻ム┇監視ベ┫ネットワヸ╆稼動監視ソフト┇ベﾏ  

以½┎特長ゼあ┪┞ベﾏ  

 

ヷ死活監視  温祭状態  電源状態┎表示┈監視  

ヷ┹┻╊ン┋┨┫ビ[ュ┹ル┊状態表示  

ヷリ┹ルタ┻ム┋見┬┫瞎細┊情報ビュヸ┹  

ヷ温祭状態┎╇ラフ┋┨┫表示  

ヷ唄信情報┎デヸタ保祁 (CSV 形式) 

ヷ状態変粟時┋ E-MAIL 又┏音┋┨┫通知機能  

ヷ個π┎機器┘┎接怦機能 (HTML or TELNET) 

ヷ管理ベ┫機器┏理論¿ 1000 影┞┇嬰能┇ベﾏ  

ヷ鰆本┎ソフト┇鴣鱶鰒影┞┇利用┇ゾ┞ベﾏ  

 

瞎細ﾎ購入方法等┏½記┎┹ドレ]┇確認ヂ─ビいﾏ  

http://www.meikyo.co.jp/download/ 

 

設定前┎確認  

設定用 PC ┈本装置┲ LAN ┇確実┋接怦ブ┆ヂ─ビいﾏ  

RPC -EYE  鷭3 ┲ PC ┋┻ン]トヸルブ┆ヂ─ビいﾏ  

RPC -EYE  鷭3 ┏ WindowsVista/7 対応ソフト┇ベﾏ  

RPC -EYE  鷭3 ┎設定ﾎ利用方法┏ﾎRPC -EYE  鷭3 礪明書  

(PDF フ┸┻ル )┲パ覧½ビいﾏ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 89 

  

 

第鰆0章 

♂様一覧 
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■ 変数一覧表 

  変    数    隣 初    期    値   内    容   備    考 

ipAdEntAddr 192.168.10.1 IP磕穵箵䅈   

ifPhysAddress 膅機器毎䐢 MAC磕穵箵䅈膅ReadOnly䐢   

serialNo  鑷使用   

sysName Noname 機器隣称 
全角9文字 

半角19文字通内 

snmpGetSetEnabled 0 SNMP癮SET、GET癮鐚効化 0：無効 1：鐚効 

snmpTrapEnabled 0 SNMP TRAP癮鐚効化 0：無効 1：鐚効 

snmpAuthenTrapEnabled 2 SNMP不正磕祲セ䅈時癮TRAP通知 1：鐚効 2：無効 

snmpTrapSendN 1 TRAP送信回数 1～9 

snmpTrapSendInterval 1 TRAP送信間隔膅秒䐢 1～9 

snmpTrapAddr  TRAP送信先磕穵箵䅈 "," 区勉瞤𤹪 8箇所𥆩𤹪 

snmpFilterEnabled 0 SNMP用竴磦䈎稛癮鐚効化 0：無効 1：鐚効 

snmpFilterAddr  竴磦䈎稛鐚効時許可瘃矞磕穵箵䅈 "," 区勉瞤𤹪 10箇所𥆩𤹪 

snmpFilterMask 

255.255.255.255, 

255.255.255.255, 

255.255.255.255, 

255.255.255.255, 

255.255.255.255, 

255.255.255.255, 

255.255.255.255, 

255.255.255.255, 

255.255.255.255, 

255.255.255.255 

竴磦䈎稛鐚効時癮Mask 10箇所 

getCommunity public SNMP GET禴筿筦ニ穟磦隣  半角20文字通内 

setCommunity public SNMP SET禴筿筦ニ穟磦隣  半角20文字通内 

trapCommunity public SNMP TRAP禴筿筦ニ穟磦隣  半角20文字通内 

sysDescr *1文字列 膅ReadOnly䐢   

sysContact inforpc@meikyo.co.jp 連絡先   

sysLocation Nowhere 設置場所 
全角31文字 

半角63文字通内 

ifDescr *2文字列 膅ReadOnly䐢   

ipAdEntNetMask 255.255.255.0 ネッ穪䇳䅈祲   

ipRouteDest  穧竴礛䈎穪禩ー穪磾𥖧磹   

netBootpRetry 0 BOOTP箛穪箐磹回数   

netRarpRetry 0 RARP箛穪箐磹回数   

telnetEnabled 0 TELNET癮鐚効化 0：無効 1：鐚効 

telnetPort 23 TELNET癮䇦ー穪番号   

rshdEnabled 0 箛筕ー穪种𥖧䈎(rsh)設暼 0：無効 1：鐚効 

rshdPort 514 箛筕ー穪种𥖧䈎膅rsh䐢癉使用瘃矞着信䇦ー穪   

rshErrPort 1000 
箛筕ー穪种𥖧䈎膅rsh䐢癉使用瘃矞 

礐箐ー䇦ー穪 
  

utilityPort 9000 UTY癮䇦ー穪番号   

fileLoadPort 9200 HTML竴碻磹䈎を箼ー穵瘃矞䇦ー穪   
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httpEnabled 1 HTTP癮鐚効化 0：無効 1：鐚効 

httpPort 80 HTTP癮䇦ー穪番号   

httpRefreshInterval 30 HTTP自動更新間隔膅秒䐢   

httpRefreshEnabled 0 HTTP自動更新癮鐚効化 0：無効 1：鐚効 

httpCommandEnabled 0 HTTP禴䇳ン穵癮鐚効化 0：無効 1：鐚効 

dhcpEnabled 0 DHCP癮鐚効化 0：無効 1：鐚効 

ipFilterEnabled 0 IP竴磦䈎稛癮鐚効化 0：無効 1：鐚効 

ipFilterAddr 192.168.10.0 IP竴磦䈎稛磕穵箵䅈 "," 区勉瞤𤹪 10箇所𥆩𤹪 

ipFilterMask 

255.255.255.0, 

255.255.255.255, 

255.255.255.255, 

255.255.255.255, 

255.255.255.255, 

255.255.255.255, 

255.255.255.255, 

255.255.255.255, 

255.255.255.255, 

255.255.255.255 

IP竴磦䈎稛䇳䅈祲 10箇所 

model RPC-M2CS 筕穧䈎隣膅ReadOnly䐢   

version  窹ー秖𥮲ン表示膅ReadOnly䐢   

debTcpInactiveTimer 10 TELNET通信時癮無通信稛磹䇳膅便䐢   

autoLogoutEnabled 1 自動箼禕磕磾穪監視癮鐚効化 0：無効 1：鐚効 

userLoginTimeout 600 HTTP自動箼禕磕磾穪時間 30～30000 

debMasterRebootTime 10 全磕磾穪箵ッ穪箛𥫤ー穪時癮OFF時間膅秒䐢 8～3600 

debOlMaster 1,2 各磕磾穪箵ッ穪癮連動設暼 
左→右 １→2磕磾穪箵ッ穪  

穧竴礛䈎穪時、連動無し 

debOlPowerOnTime 1,2 各磕磾穪箵ッ穪癮ON時間 
左→右 １→2磕磾穪箵ッ穪  

-1～3600 

debOlPowerOnSTime 1,2 
鑚体起動時癉適用瘃矞電源出力ON 

遅延時間膅単位：秒䐢 

左→右 １→2磕磾穪箵ッ穪 

-1～3600 

debOlPowerOnTTime 0,0 
䅈禡秖筦ー䈎癉適用瘃矞電源出力ON 

遅延時間膅単位：秒䐢 

左→右 １→2磕磾穪箵ッ穪  

0～3600 

debOlShutdownTime 0,0 各磕磾穪箵ッ穪癮OFF時間 
左→右 １→2磕磾穪箵ッ穪  

-1～3600 

debOlRebootTime 10,10 各磕磾穪箵ッ穪癮REBOOT時間 
左→右 １→2磕磾穪箵ッ穪  

8～3600 

debOlWdogAddr  監視先 IP磕穵箵䅈 
左→右 １→2磕磾穪箵ッ穪 

"," 区勉瞤𤹪 2箇所𥆩𤹪 

debOlWdogSendMax 10,10 PING監視 送信回数 
左→右 １→2磕磾穪箵ッ穪  

1～100 

debOlWdogNoResMax 10,10 PING監視 無応答回数 
左→右 １→2磕磾穪箵ッ穪  

1～100 

debOlWdogActCond 1,1 PING監視 監視対象数 
左→右 １→2磕磾穪箵ッ穪 

1～4 
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debOlWdogAction 0,0 PING監視 Action 

左→右 １→2磕磾穪箵ッ穪 

0：無動作  1：箼禕癮䀹  

2：箛𥫤ー穪  

debOlWdogActCount 0,0 PING監視 Action回数膅ReadOnly䐢 左→右 １→2磕磾穪箵ッ穪  

debOlWdogStatus 0,0 PING監視判断膅ReadOnly䐢 

左→右 １→2磕磾穪箵ッ穪 

0：鑷設暼   1：正常  

2：異常     3：回復中 

debOlRebootCount 1,1 PING監視 再Reboot回数 
左→右 １→2磕磾穪箵ッ穪 

１～100 

debOlRebootInterval 1,1 PING監視 再Reboot間隔膅便䐢 
左→右 １→2磕磾穪箵ッ穪  

1～60 

debOlActionLimit 0,0 
PING監視 異常時癮 1時間痟㿉癉 

繰瞤返瘃箛𥫤ー穪回数 

左→右 １→2磕磾穪箵ッ穪 

0：無制限 

debOlRecvErrorMax 0,0 䇮ー䈎秇ー窹ー監視 接62障害回数 
左→右 １→2磕磾穪箵ッ穪 

0：機能無効 

debOlWdogLastStatus 0,0,0,0,0,0,0,0, PING監視 最終応答膅ReadOnly䐢 

左→右 １→2磕磾穪箵ッ穪 

0：鑷設暼 1：正常 2：異常 

"," 区勉瞤𤹪磕磾穪箵ッ穪×４ 

debOlWdogDefGateway 0,0,0,0,0,0,0,0, PING監視 穧竴礛䈎穪禩ー穪磾𥖧磹 

左→右 １→2磕磾穪箵ッ穪 

0：無効 1：鐚効 

"," 区勉瞤𤹪磕磾穪箵ッ穪×４ 

debOlNoResCount 0,0,0,0,0,0,0,0, PING監視 無応答回数膅ReadOnly䐢 
左→右 １→2磕磾穪箵ッ穪 

"," 区勉瞤𤹪磕磾穪箵ッ穪×４ 

debOlRespTime 0,0,0,0,0,0,0,0, 
PING監視 IP磕穵箵䅈か瞢癮応答時間

膅ms䐢 

左→右 １→2磕磾穪箵ッ穪 

0：鑷設暼  1：PING応答癮最小値 

"," 区勉瞤𤹪磕磾穪箵ッ穪×４ 

debOlActionMax 12 PING監視 異常回数   

debOlNoEchoInterval 5 PING監視 無応答検出時間膅秒䐢 5～60 

debOlPingInterval 1 PING監視 送信間隔膅便䐢 1～60 

pingInterval2 0,0 PING監視 送信間隔個毎膅便䐢 
左→右 １→2磕磾穪箵ッ穪       

0～60  0：鑷設暼 

debOlName Outlet1,Outlet2, 磕磾穪箵ッ穪隣 
全角10文字 

半角20文字通内 

debOlNameV  仮想磕磾穪箵ッ穪癮隣称 
全角10文字 

半角20文字通内 

debOlPowerOnTimeV 0,0,0,0,0,0,0,0 仮想磕磾穪箵ッ穪用癮ON遅延時間 
左→右 １→8磕磾穪箵ッ穪  

-1～3600 

debOlControlActivated 0 電源制御制限輪意竴箐禕 0：非輪意 1：輪意 

schEnabled 
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 
䅈禡秖筦ー䈎癮鐚効化 0：無効 1：鐚効 

schDay 
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 
䅈禡秖筦ー䈎曜日膅全20個䐢 

0：毎日  1：日  2：鏤  3：火   

4：水    5：木  6：金  7：土 

schHour 
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 
䅈禡秖筦ー䈎時間膅全20個䐢 0～23 

schMinute 
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 
䅈禡秖筦ー䈎便膅全20個䐢 0～59 
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schOutletNo 
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 
䅈禡秖筦ー䈎磕磾穪箵ッ穪膅全20個䐢 

0：全磕磾穪箵ッ穪  

1～2：磕磾穪箵ッ穪芨ｏ 

100：全仮想磕磾穪箵ッ穪 

101～108：仮想磕磾穪箵ッ穪 1～8 

schAction 
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 

䅈禡秖筦ー䈎磕祲种𥮲ン 

膅全20個䐢 

0：無動作 1：箛𥫤ー穪  2：電源ON   

3：電源OFF  4：暼時䇮ー䈎 

ipAdDnsServer  DNS秇ー窹ー磕穵箵䅈   

mailUserName  䇮ー䈎 筳ー秌ー隣 半角63文字通内 

mailPassword  䇮ー䈎 窾䅈ワー穵 半角40文字通内 

mailCommandLoginName  䇮ー䈎 禴䇳ン穵筳ー秌隣 半角63 文字通内 

mailCommandPassword  䇮ー䈎 禴䇳ン穵窾䅈ワー穵 半角63文字通内 

mailLastEvent  最新癮磹笽ン穪内容を保管   

mailContent 

sysName, 

sysLocation, 

ipAdEntAddr, 

ifPhysAddress, 

mailExtraMsg1, 

mailLastEvent 

通知䇮ー䈎癮内容 

最大8 窾稛ーン𥆩𤹪 

SysName/sysLocation/ipAdEntAddr 

IfPhysAddress/mailLastEvent 

mailExtraMsg1/mailExtraMsg2 

mailExtraMsg3" 

mailAddr  䇮ー䈎磕穵箵䅈   

mailExtAddr  送信先䇮ー䈎磕穵箵䅈 24磕穵箵䅈 

mailInfoFlag 

 

 

1.1.1.1.1.1.1.1 

1.1.1.1.1.1.1.1 

1.1.1.1.1.1.1.1 

0.0.0.0.0.0.0.0 

0.0.0.0.0.0.0.0 

0.0.0.0.0.0.0.0 

0.0.0.0.0.0.0.0 

0.0.0.0.0.0.0.0 

0.0.0.0.0.0.0.0 

0.0.0.0.0.0.0.0 

0.0.0.0.0.0.0.0 

0.0.0.0.0.0.0.0 

PING監視 䇮ー䈎送信鐚効化 

禴ン䇳区勉瞤𤹪表示 

磹笽ン穪 穟䅈穪 

曄先稛磹𥫣 TO 8磕穵箵䅈便 

磹笽ン穪 穟䅈穪 

曄先稛磹𥫣 CC 8磕穵箵䅈便 

磹笽ン穪 穟䅈穪 

曄先稛磹𥫣 BCC 8磕穵箵䅈便 

磹笽ン穪 PING 

曄先稛磹𥫣 TO 8磕穵箵䅈便 

磹笽ン穪 PING 

曄先稛磹𥫣 CC 8磕穵箵䅈便 

磹笽ン穪 PING 

曄先稛磹𥫣 BCC 8磕穵箵䅈便 

磹笽ン穪 暼時䇮ー䈎 

曄先稛磹𥫣 TO 8磕穵箵䅈便 

磹笽ン穪 暼時䇮ー䈎 

曄先稛磹𥫣 CC 8磕穵箵䅈便 

磹笽ン穪 暼時䇮ー䈎 

曄先稛磹𥫣 BCC 8磕穵箵䅈便 

磹笽ン穪 䆴ー穪ビー穪 

曄先稛磹𥫣 TO 8磕穵箵䅈便 

磹笽ン穪 䆴ー穪ビー穪 

曄先稛磹𥫣 CC 8磕穵箵䅈便 

磹笽ン穪 䆴ー穪ビー穪 

曄先稛磹𥫣 BCC 8磕穵箵䅈便 

0：無効 1：鐚効 
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mailCommandEnabled 0 䇮ー䈎禴䇳ン穵癮鐚効化 0：無効 1：鐚効 

mailCommandAddrEnabled 1 䇮ー䈎禴䇳ン穵磕穵箵䅈癮鐚効化 (鑷使用) 

mailRecvProtocol 1 䇮ー䈎溜信𥫣箼穪禴䈎 1：POP3   2：IMAP 

mailLogoutTime 10 䇮ー䈎箼禕磕磾穪時間膅便䐢 1～60 

mailCheckInterval 3 䇮ー䈎稸𥖧ッ祲間隔膅便䐢 1～60 

mailApopEnabled 0 APOP癮鐚効化 0：無効 1：鐚効 

mailSmtpAuthEnabled 0 苢芧苨ＰＡ苷苨艽癮鐚効化 0：無効 1：鐚効 

mailSmtpAuthMask 7 苢芧苨ＰＡ苷苨艽癮Mask   

mailImapAuthMask 6 IMAP AUTH癮Mask   

mailRetryCount 3 䇮ー䈎箛穪箐磹回数 1～99 

mailRetryInterval 10 䇮ー䈎箛穪箐磹間隔膅秒䐢 1～999 

mailRecvPort 110 䇮ー䈎溜信䇦ー穪 0～65535 

mailSendPort 25 䇮ー䈎送信䇦ー穪 0～65535 

mailExtraMsg \r\n 通知䇮ー䈎 筳ー秌ー暼義文字列 

最大3窾稛ーン𥆩𤹪 

全角21文字 半角40文字通内 

(\r\n皕改行禴ー穵癮意味) 

promptMode 2 TELNET𥫣箼ン𥫣穪筕ー穵 
0：無し   1：瓖＞瓘癮表示      

2：瓖機器隣＞瓘癮表示 

logMode 

0111 1111  

1111 1111 1111  

1111 1111 0100 

箼禕記録筕ー穵膅31ビッ穪䐢 0：無効 1：鐚効 

logDisp 

0111 1111  

1111 1111 1111  

1111 1111 1111 

箼禕表示筕ー穵膅31ビッ穪䐢 0：無効 1：鐚効 

mailLogCount 0 䇮ー䈎𤹪送信瘃矞更新痠矟瘓箼禕癮数 0：無効 1～20：閾値 

mailLogDisp 

0111 1111  

1111 1111 1111  

1111 1111 1111 

䇮ー䈎箼禕表示筕ー穵膅31ビッ穪䐢 0：無効 1：鐚効 

ipAdNtpServer  NTP秇ー窹ー癮 IP磕穵箵䅈   

ntpInterval 6 
NTP秇ー窹ーへ癮磕祲セ䅈間隔 

膅×10便䐢 
  

msrpEnabled 0 状態通知癮鐚効化 0：無効 1：鐚効 

ipAdCenter  MSRP/ｓ葸ｓLog送信先 IP磕穵箵䅈 8箇所𥆩𤹪 

centerPort 5000,5000,5000 MSRP/ｓ葸ｓLog送信先䇦ー穪番号   

terminalId 0 監視情報用 ID番号 0～9999 

centerSendTimer 300 監視情報送信間隔膅秒䐢   

centerChangeSendTimer 10 状態変化時癮送信間隔膅×100筿箛秒䐢   

centerChangeSendCount 3 状態変化時癮送信回数   

ipAdTelnetT  TELNETか瞢癮TELNET中61先磕穵箵䅈   

remoteTelnetPortT 23 TELNETか瞢癮TELNET中61先䇦ー穪   

remoteTelnetMyPort 5000 TELNET中61時癮発信䇦ー穪笽ー䅈番号   

discChar  中61中癮通信勉断キ筹箐祲稛   

debWakeupPhysAddr , WOL MAC磕穵箵䅈 "," 区勉瞤𤹪 2箇所𥆩𤹪 

debWakeupMaxCount 2 䇳秖ッ祲窾禡ッ穪送信回数   

debWakeupInterval 15 䇳秖ッ祲窾禡ッ穪送信間隔膅秒䐢   
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debWakeupPhysAddrV ,,,,,,, 仮想磕磾穪箵ッ穪WOL MAC磕穵箵䅈 "," 区勉瞤𤹪 8箇所𥆩𤹪 

ipAdMailRecvServer  䇮ー䈎溜信秇ー窹ー磕穵箵䅈   

ipAdMailSendServer  䇮ー䈎送信秇ー窹ー磕穵箵䅈   

etherSpeed 2 接62速度 
0：接62し瘳い𤺋い  

1：10.0Mbps   2：100.0Mbps 

pingPktSize 16 PING窾禡ッ穪癮穧ー稛長 16～1472 

resetCause  箛セッ穪原因表示   

recvErrorCount 0 
PING監視  䇮ー䈎秇ー窹へ癮磕祲セ䅈

礐箐ー回数 
0：表示癮䀹 

ledBlinkEnabled 1 LED癮点滅癮鐚効化 0：無効 1：鐚効 

broadGroup 0 一斉電源制御癮鐚効化 0：無効 1～8：禕䈎ー𥫣 

broadPhysAddr  一斉電源制御側MAC磕穵箵䅈   

searchEnabled 1 RPC秇ー稸ソ竴穪か瞢癮溜信設暼 0：無効 1：鐚効 

versionupEnabled 3 窹ー秖𥮲ン磕ッ𥫣癮鐚効化 
0：無効 1：箼ー祊䈎更新癮䀹 

2：礥ン箐磹ン更新癮䀹 3：鐚効 

revision 01 
竴碻ー筁磾𥖧磕窹ー秖𥮲ン磕ッ𥫣機能 

禴ー穵 
  

httpCommandReturn  
䅣磹箵祲穪WEB禴䇳ン穵実行後癮戻瞤用

URL 膅”http://”を省い瘳記述䐢 
  

httpCommandNo 0 
䅣磹箵祲穪WEB実行後癉表示痠矟矞 

笪ー秖癮設暼 

0：禴䇳ン穵実行結果を表示 

1：元癮画面癉戻矞 

2：httpCommandReturn𤹪指暼し瘓 

磕穵箵䅈癉秖筹ン𥫣 

httpCommandSet 
1,1,1,1,1,1,1,1, 

1,1,1,1,1,1,1,1 

䅣磹箵祲穪WEB実行後癉表示痠矟矞 

笪ー秖癮表示制限設暼 
 0：非表示 1：表示 

httpScreen 

1,1,1,1,1,1,1,1, 

1,1,1,1,1,1,1,1, 

1,1,1,1,1,1,1,1, 

1,1,1,1,1,1,1,1 

𥫤箐磾秌癉表示痠矟矞画面/項目癮 

表示設暼 
0：非表示 1：表示 

httpPageType 0 
PC、䅈䇳ー穪竴礛ン等端鑽癮種類癉 

あわ瘇瘳画面を勉瞤替え矞瘓め癮設暼 
  

httpPageStart 0 箼禕磹ン後癉最初癉表示痠矟矞笪ー秖 

0：簡易情報表示      

1：監視状態表示 

2：磹笽ン穪箼禕表示  3：電源制御 

httpAuthMode 2 HTTP認証筕ー穵 
0：None 1：Basic認証  

2：Digest認証 

realmName RPC-M2CS 認証領域 (realm) 隣 半角英数字 63文字通内 

nonceTime 180 nonce癮鐚効時間 (秒) 30～30000 

hbEnabled 0 䆴ー穪ビー穪癮鐚効化 0：無効 1：鐚効 

hbIpAddr  䆴ー穪ビー穪癮対象 IP磕穵箵䅈 0皕無視 

hbPort 9100 䆴ー穪ビー穪癮待瘜溜け䇦ー穪   

hbPcPort 9100 䆴ー穪ビー穪癮送信側䇦ー穪確認   

hbInterval 8 䆴ー穪ビー穪癮窾禡ッ穪を溜け矞間隔膅秒䐢 1～99 

hbRebootTime 30 䆴ー穪ビー穪癮箛𥫤ー穪時間膅秒䐢 1～99 

hbTimeoutMax 3 䆴ー穪ビー穪癮動作を行う祊磾ン穪 1～99 

hbActionMax 3 䆴ー穪ビー穪癮箛𥫤ー穪実行限度回数 1～99 
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hbAction 0,0,0,0 䆴ー穪ビー穪癮磕磾穪箵ッ穪毎癮動作 
0：無効 1：ON 2：ON追従  

3：OFF 4：OFF追従 5：箛𥫤ー穪 

hbTimeoutCount 0 稛磹筁磕磾穪癮累積回数膅ReadOnly䐢   

hbActionCount 0,0,0,0 
磕磾穪箵ッ穪毎癮動作を実行し瘓回数

膅ReadOnly䐢 
  

hbStat 0 䆴ー穪ビー穪状態膅ReadOnly䐢 0：待機中、1：窾禡ッ穪を溜信 

hbCallingIpAddr  
最後癉窾禡ッ穪を溜信し瘓 IP磕穵箵䅈

膅ReadOnly䐢 
  

*1文字列 Meikyo Remote Power Controller, RPC-M2CS Ver. 1.00A 

*2文字列 Meikyo 100BASE-TX Driver 
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■ ロ╇一覧表 

内        容 情        報 TELNET𤺋癁癮 LOG 

箼禕開始   Log Start 

PING送信 outlet no. Ipaddr no. ping 

PING無応答 outlet no. Ipaddr no. No Echo 

死活判暼膅NoAction䐢 磕磾穪箵ッ穪 no. No Action 

死活判暼膅REBOOT䐢 磕磾穪箵ッ穪 no. Outlet Reboot 

死活判暼膅磕磾穪箵ッ穪ON䐢 磕磾穪箵ッ穪 no. Out菹et On 

死活判暼膅磕磾穪箵ッ穪OFF䐢 磕磾穪箵ッ穪 no. Outlet Off 

正常／回復中 磕磾穪箵ッ穪 no. Outlet Recovered 

䅈禡秖筦ー䈎膅REBOOT䐢 磕磾穪箵ッ穪 no. Outlet Reboot by Schedule  

䅈禡秖筦ー䈎膅磕磾穪箵ッ穪ON䐢 磕磾穪箵ッ穪 no. Out菹et On by Schedule  

䅈禡秖筦ー䈎膅磕磾穪箵ッ穪OFF䐢 磕磾穪箵ッ穪 no. Outlet Off by Schedule  

全磕磾穪箵ッ穪ON 磕磾穪箵ッ穪ALL ID 膅ID皕接62者䐢 MPON 

全磕磾穪箵ッ穪OFF 磕磾穪箵ッ穪ALL ID 膅ID皕接62者䐢 MPOF 

全磕磾穪箵ッ穪REBOOT 磕磾穪箵ッ穪ALL ID 膅ID皕接62者䐢 MPOR 

磕磾穪箵ッ穪ON 磕磾穪箵ッ穪 no.ID 膅ID皕接62者䐢 PON 

磕磾穪箵ッ穪OFF 磕磾穪箵ッ穪 no.ID 膅ID皕接62者䐢 POF 

磕磾穪箵ッ穪REBOOT 磕磾穪箵ッ穪 no.ID 膅ID皕接62者䐢 POR 

䇮ー䈎箼禕磹ン要求 Ipaddr no.膅no.皕設暼番号䐢 -->Mail 

䇮ー䈎箼禕磹ン Ipaddr no.膅no.皕設暼番号䐢 ==>Mail 

䇮ー䈎箼禕磕磾穪 Ipaddr no.膅no.皕設暼番号䐢 <==Mail 

TELNET接62 IPaddr -->Telnet 

TELNET箼禕磹ン瘇瘘勉断 IPaddr <--Telnet 

TELNET多重超接62 IPaddr >>xTelnet 

TELNET箼禕磹ン IPaddr ==>Telnet 

TELNET箼禕磕磾穪 IPaddr <==Telnet 

Web接62   -->Web 

Web箼禕磹ン   ==>Web 

Web箼禕磕磾穪   <==Web 

設暼変更 [変数隣] ID 膅ID皕接62者䐢 variable set (xxxxx) 

設暼書込(WRITE) ID 膅ID皕接62者䐢 write to FROM 

NTP秇ー窹ー接62 hour minute second NTP --- hh:mm:ss 

NTP秇ー窹ー接62礐箐ー   NTP Server Access Error 

䇮ー䈎礐箐ー   Mail Error 
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■ 制御╊マンド一覧表  

制御╊マンド     ハ       容 

MPON 全┹┽トレット┎電源出力開始 

MPOF  全┹┽トレット┎電源出力停拍 

MPOR 全┹┽トレット┎リブヸト鰺電源リブヸト鯲 

PONn 指定ビ┬〞┹┽トレット┎電源出力開始 鶺鰲鰆～2 

POFn 指定ビ┬〞┹┽トレット┎電源出力停拍 鶺鰲鰆～2 

PORn 指定ビ┬〞┹┽トレット┎リブヸト鰺電源リブヸト鯲鶺鰲鰆～2 

PSRn 指定ビ┬〞┹┽トレット┎電源状態反転 鶺鰲鰆～2 

鴪鴣鶯鴦鴿 全仮想┹┽トレット┋マ[ッ╆パ╈ット┲送信ブ┞ベﾏ 

鴣鶯鴦鴿鷽 鰺鷽┏1～8鯲 debWakeupInterval後┋マ[ッ╆パ╈ット┲送信ブ┞ベﾏ 

OLSn 

死活監視状態┎表示 鶺鰲鰆～2 

鶺┲省略ベ┫┈全┆┎┹┽トレット┲表示ブ┞ベﾏ 

╊ンマ囲ε┪┇表示ﾏ 

Outlet No.  ┹┽トレット番号[鰆～2] 

Power 電源状態[0：Off  1： On] 

Judge ο定[1：柏常 2：異常 3：回復中] 

Action Count Action実行回数 

Last Ping1 ┹ドレ]鰆┎最後┎応答[1：柏常 2：異常] 

NoEchoCount1 ┹ドレ]鰆┎未応答回数 

NoEchoTime1 ┹ドレ]鰆┎応答時間鰺ms鯲 

 [0：未設定 1：応答時間 9999：未応答] 

Last Ping2 ┹ドレ]2┎最後┎応答[1：柏常 2：異常] 

NoEchoCount2 ┹ドレ]2┎未応答回数 

NoEchoTime2 ┹ドレ]2┎応答時間鰺ms鯲 

 [0：未設定 1：応答時間 9999：未応答] 

VER バヸ[ョン┎表示 

POS 

全┹┽トレット┎電源状態嘘得 

応答：mm 

濠側ズ┩┹┽トレット鰆～2 

鶸鰲0：OFF 1：ON 

XPOS 

全┹┽トレット┎電源状態瞎細┎嘘得 

応答：ABXXXX, ABXXXX 

濠側ズ┩┹┽トレット鰆～2 

A=0：OFF 1：ON 

B=0：OFF遅延中 1：ON遅延中 

XXXX=B┎タ┻マ残┪時間 

鴈鱸 

ユヸ¨ヸ ID ┎変更   

1:Normal     Admin 権限┇┎ ID 疫┲変更ブ┞ベﾏ  

2:Supervisor  Supervisor 権限┇┎ ID 疫┲変更ブ┞ベﾏ  

PASS 

パ]ワヸド┎変更  新ブいパ]ワヸド┲ 2 回入力ブ┞ベﾏ  

ｎ入力┲失敗ベ┫┈変更ビ┬┞ボ┳ﾏ  

1:Normal     Admin 権限┎パ]ワヸド┲変更ブ┞ベﾏ  

2:Supervisor  Supervisor 権限┎パ]ワヸド┲変更ブ┞ベﾏ  
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TELNET 

変数ﾘipAdTelnetTﾙ┎┹ドレ]ﾎ変数ﾘremoteTelnetPortTﾙ┎ポヸト┋TELNET 

╆ラ┻┹ント┈ブ┆接怦ブ┞ベﾏ 

discChar┋設定ブ〞文袈┲入力ベ┫┈ε断終了ブ┞ベﾏ 

一祭┋唄信ベ┫デヸタ┏ﾎ概┍40Kバ┻ト以½┇パ利用ヂ─ビいﾏ 

DATE 
裟男属設定 

例鯲DATE yy/mm/dd  yy：裟  mm：男  dd：属 

TIME 
現瓦時刻設定鰺秒┏省略嬰鯲 

 例鯲TIME hh:mm:ss  hh：時  mm：δ  ss：秒 

PING 
鴈鱶鴪鴣┲鰊回送信ブ┞ベﾏ 

 例鯲PING [IP┹ドレ]] 

IPCONFIG 

鴆鱠鴦┎通信設定┲表示ブ┞ベﾏ鰺例鯲 

IpAddress     192.168.10.1 

SubnetMask    255.255.255.0 

DefaultGateway  192.168.10.254 

EhternetSpeed   100.0Mbps 

CPURESET 
CPU┲リ〉ットブ┞ベﾏ 

╊マンド┲実行ブ┆┢電源状態┏変粟ブ┞ボ┳ﾏ 

PROMPT=n 

0鰺プロンプト表示無ブ鯲 

1鰺ﾘ > ﾙ┎プロンプト表示 鯲 

2鰺ﾘ 機器疫 > ﾙ┎プロンプト表示 鯲 

*変数ﾘpromptModeﾙ┋┨┪接怦直後┎モヸドゼ決┞┪┞ベﾏ 

EXIT 回線ε断 最初┎文袈ゼE, e, Q, q┎場合┏EXIT┈認識ブ┞ベﾏ 

ｎﾘXPOSﾙﾘVERﾙﾘPASSﾙ┊┉いヂ┄ズ┎╊マンド┏ロ╇┻ン時┎┟談効┇ベﾏ 
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■ ♂様一覧表 

通信仕様 

LAN通信仕様 

ARP､TCP/IP､UDP/IP､ICMP､POP3､IMAP 

BOOTP､DHCP､TELNET､SMTP､APOP 

NTP､HTTP､SNMP 

LAN制御方法 

SNMP䇳ネー秖筹ー,TELNET 

茈ｅｂ 

E-mail 

機能 

電源制御／管理 

電源ON 

電源OFF 

電源箛𥫤ー穪 

電源状態流得 

禕䈎ー𥫣制御 

䅈禡秖筦ー䈎機能 

週間䅈禡秖筦ー䈎機能膅20個䐢 

NTP癉瞟矞時刻輪期機能 

䅈禡秖筦ー䈎ON/OFF機能 

状態監視 

艿Ｃ芧Ｐ送信 

通報機能：SNMP穪箐ッ𥫣、UDP窾禡ッ穪 

Mail 通知 

 䆴ー穪ビー穪 

WOL対応機能 あ瞤：䇳秖ッ祲窾禡ッ穪送信 

䆴ー穵仕様 

磹ン稛ー竴𥖧ー䅈 
10Base-T/100Base-T茌 1 (RJ45) 

膅IEEE802.3癉準拠䐢 

暼 

格 

最大制御出力 AC100V 10A 膅1000W䐢 

最大消費電力 4.0 W  

入力電源電圧 AC100V ±10%  (50/60Hz) 

使用環境 
温度 0～40℃ 

湿度 20～85％膅瘓瘛し結露𤺋き痝㿉䐢 

外形寸法 

( 脚秂筁除く ) 
160(W) 葥40(H) 葥160(D) mm 

重量  約 1.2菥ｇ 

規 格 特暼電気用品認証品膅電気用品安全法䐢、RoHS指痛準拠 
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問い合ボケ 
 

明京電機株式会社 

〒114-0012 東京都袷囲于端新亳1-1-14 

東京フ┾ラ┻トビル4F 

TEL 03-3810-5580 FAX 03-3810-5546 

 

ホヸムペヸ[┹ドレ] 

鶩鷸鷸鷏://鷯鷯鷯.鶸鵺鶲鷁鸚鷆.鶫鷆.鷄鷏/ 

 

 

パ注意 
 

鰺1鯲本書ジ┨び製品┎ハ容┎一部┞〞┏全部┲無断┇複写複製ベ┫バ┈┏禁プ┞ベﾏ 

鰺2鯲本書ジ┨び製品┎ハ容┋┄い┆┏ﾎ将来予告┊ブ┋変更ベ┫バ┈ゼあ┪┞ベﾏ 

鰺3鯲本書ジ┨び製品┎ハ容┋┄い┆┏ﾎ万全┲期ブ┆作成い〞ブ┞ブ〞ゼﾎ万一パÖ審┊点や誤┪ﾎ

記載漏┬┊┉ジ気┅ゾ┎点ゼあ┪┞ブ〞┩ﾎパ連絡ヂ─ビいﾏ 

鰺4鯲本製品┲運用ブ〞結果┎影響┋┄い┆┏ﾎ鰺3鯲躁┋ズズわ┩ペ責任┲筮いズ┍┞ベ┎┇パ了承ヂ

─ビいﾏ 

鰺5鯲本製品ゼジ客様┋┨┪Ö当┋使用ビ┬〞┪ﾎ本書┎ハ容┋従わペ┋嘘┪扱わ┬〞┪ﾎ┞〞┏弊社

ジ┨び弊社指定┎┢┎以外┎第¡者┋┨┪修理ヷ変更ビ┬〞バ┈等┋起因ブ┆生プ〞諠害┊┉┋

┄ゾ┞ブ┆┏ﾎ責任┲筮いズ┍┞ベ┎┇パ了承ヂ─ビいﾏ 

鰺6鯲弊社指定以外┎╁プ‶ョン┲装着ブ┆トラブルゼ冢生ブ〞場合┋┏ﾎ責任┲筮いズ┍┞ベ┎┇パ

了承ヂ─ビいﾏ 

 

 

 

 

鴾鱠鴒鱶鴉 鱧鶯鶯鴒 鶺鶲鶺鷆 鵄鴣鱶-鴪鰈鱶S 

嘘扱礪明書 2017裟 1男 第1.0版 

版権所談  明京電機株式会社 

 

ｎﾘリブヸタヸﾙ┏明京電機㈱┎商標┇ベﾏ 冩録番号 5590686号 (鎖成25裟6男14属冩録) 
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