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ISISISIS----WEBCARDWEBCARDWEBCARDWEBCARD とととと MultiLinkMultiLinkMultiLinkMultiLink のインストール設定手順のインストール設定手順のインストール設定手順のインストール設定手順    

本手順書は、本手順書は、本手順書は、本手順書は、GXT3GXT3GXT3GXT3----J UPSJ UPSJ UPSJ UPS とコンピュータとの通信をネットワークとコンピュータとの通信をネットワークとコンピュータとの通信をネットワークとコンピュータとの通信をネットワーク経由経由経由経由で行なう場合ので行なう場合ので行なう場合ので行なう場合の設定手順書設定手順書設定手順書設定手順書    

になります。になります。になります。になります。    

    

1.1.1.1. IS IS IS IS----WEBCARDWEBCARDWEBCARDWEBCARD のののの固定固定固定固定 IPIPIPIP アドレスアドレスアドレスアドレス設定設定設定設定    

2.2.2.2. IS IS IS IS----WEBCARDWEBCARDWEBCARDWEBCARD へへへへ通信するコンピュータの情報登録（通信するコンピュータの情報登録（通信するコンピュータの情報登録（通信するコンピュータの情報登録（SNMPSNMPSNMPSNMP 設定）設定）設定）設定）    

3333....    MultiLinkMultiLinkMultiLinkMultiLink ののののインストール（インストール（インストール（インストール（SNMP UPSSNMP UPSSNMP UPSSNMP UPS 接続設定）接続設定）接続設定）接続設定）    

    

１．１．１．１．ISISISIS----WEBCARDWEBCARDWEBCARDWEBCARD のののの固定固定固定固定 IPIPIPIP アドレスアドレスアドレスアドレス設定設定設定設定    

IS-WEBCARD に付属されるシリアルケーブル（青）を IS-WEBCARD のシリアルポートに接続します。 

コンピュータでターミナルソフトを起動し、通信設定を行います。 

 

＜通信設定＞ 

ボーレート：9600bps 

ビット長：8bit 

パリティビット：なし 

ストップビット：1 

フロー制御：なし 

 

1-1. 設定後に、エンターキーを押すと、下記のトップ画面が表示されます。 

  「2:IP Network Settings」を選択しますので、2 を入力して下さい。 
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1-2.「1:Boot/IP Setting」を選択。 

 

 

1-3.「2:Boot Mode」を選択。  （デフォルト：DHCP サーバ設定） 

 

 

1-4.「1:Static」を選択し Enter キーを押して下さい。 
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1-5. 「3:IP Address」を選択し、固定 IP アドレスを入力し Enter キーを押して下さい。 

同様に「4:Netmask」「5:Default Gateway」の設定も行って下さい。 

 

 

1-6.  設定後は、Esc キーで、トップ画面まで戻り、「X:Exit and save」にて設定をセーブします。 

 

 

自動的に、IS-WEBCARD がリブートします。 

“Web Server Ready!”“SNTP task started!”の表示が出れば、再起動が完了です。 
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２．２．２．２．ISISISIS----WEBCARDWEBCARDWEBCARDWEBCARD へ通信するコンピュータへ通信するコンピュータへ通信するコンピュータへ通信するコンピュータの情報の情報の情報の情報登録登録登録登録    

IS-WEBCARD に通信するコンピュータ全ての登録を行います。 

下記の２つの方法より、実行できます。 

(1)(1)(1)(1)シリアルシリアルシリアルシリアルポート経由での登録ポート経由での登録ポート経由での登録ポート経由での登録    

(2)WEB(2)WEB(2)WEB(2)WEB ブラウザ経由での登録ブラウザ経由での登録ブラウザ経由での登録ブラウザ経由での登録    

 

2222----1.1.1.1.シリアルポート経由での登録シリアルポート経由での登録シリアルポート経由での登録シリアルポート経由での登録方法方法方法方法    

2-1-1. トップ画面より、｢2: IP Network Settings｣－｢3: Management Protocol｣で、“SNMPv1/v2c 

Protocol”が Enable になっている事を確認してください。Disable の場合、「SNMPv1/v2c 

Protocol」を選択し、Enable SNMPv1/v2c Agent?の問い合わせに“Y”を入力して下さい。 

 

2-1-2.トップ画面より、｢2: IP Network Settings ｣－｢3: Management Protocol｣－｢3: SNMP 

Communications｣－｢8: Display/Modify SNMPv1/v2c Communities｣の順番でメニューを進めま

す。下記は、192.168.0.100 のコンピュータと通信を行う場合の設定例です。 

 

2-1-3. aaaa キーにてコンピュータの追加登録、ｄｄｄｄキーにて削除、eeee キーにて編集が行えます。 

aaaa キーにて追加登録、IP アドレスの入力、Access Permission(権限)を「2.write」を選択入

力し、最後に Community を入力します。 

Community は MultiLink との通信の鍵になります。 

MultiLink の Community は、“LiebertEM”がデフォルト値になります。 

 

コンピュータの登録台数分、追加登録を行ってください。 
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2-1-4.トップ画面より、｢2: IP Network Settings ｣－｢3: Management Protocol｣－｢3: SNMP 

Communications｣－｢9: Display/Modify SNMPv1/v2c Trap Communities｣の順番でメニューを

進めます。 

2-1-5. aaaa キーにてコンピュータの追加登録、ｄｄｄｄキーにて削除、eeee キーにて編集が行えます。 

aaaa キーにて追加登録、IPアドレスの入力、Portの入力、Community の入力を行い、heatbeat trap

に“ｙｙｙｙ”を入力します。 

Port のデフォルトは“162”。 

MultiLink の Community は、“LiebertEM”がデフォルト値になります。 

 

コンピュータの登録台数分、追加登録を行ってください。 

 

2-1-6. Esc キーで、トップ画面まで戻り、「X:Exit and save」を行います。 

自動的に、WEBIS-WEBCARD がリブートします。 

“Web Server Ready!”“SNTP task started!”の表示が出れば、再起動が完了です。 
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2222----2.2.2.2.    WEBWEBWEBWEB ブラウザ経由での登録ブラウザ経由での登録ブラウザ経由での登録ブラウザ経由での登録方法方法方法方法    

 

2-2-1. 

WEB ブラウザにて IS-WEBCARD に http アクセスを行います。 

Configure タグを選択し、左メニューの Management Protocol を選択し、v1/v2c Protocol が Enable

か確認して下さい。Disable の場合、「Edit」ボタンを押し、Enable を Check して下さい。 

 

アクセス初回の設定変更時には、IS-WEBCARD のＩＤとパスワードが必要になります。 

デフォルトのＩＤとパスワードは“Liebert”になります。 

 

2-2-2 

左メニューの Management Protocol－SNMP－V1 Access で通信するコンピュータの設定を行います。 

下記は、192.168.0.100 と 192.168.0.101 のコンピュータと通信を行う場合の設定例です。 

「Edit」ボタンから設定入力後、｢Save｣ボタンを押します。 

コミュニティ名は、MultiLink と合わせる必要があります。(デフォルト：LiebertEM) 
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2-1-3. 

Configure タグを選択し、左メニューの Management Protocol－SNMP－V1 Traps で 

通信するコンピュータの設定を行います。 

下記は、192.168.0.100 と 192.168.0.101 のコンピュータと通信を行う場合の設定例です。 

「Edit」ボタンから設定入力後、｢Save｣ボタンを押します。 

コミュニティ名は、MultiLink と合わせる必要があります。(デフォルト：LiebertEM) 

 

 

Configure タグを選択し、左メニューの Restart から「Restart」ボタンにより、IS-WEBCARD をリブ

ートします。 
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３．３．３．３．MultiLinkMultiLinkMultiLinkMultiLink のインストールのインストールのインストールのインストール    

IS-WEBCARD の通信設定が完了したら、MukltiLink のインストールを行います。 

 

3-1. 

インストーラを起動し、Setup ボタンを押し、インストール用ファイルを作業領域へ展開します。 

次に、JRE が自動展開されます。 

 

3-2. 

JRE 展開が完了すると、しばらくして MultiLink のインストール画面が表示します。 

｢次へ｣ボタンを押します。 

※次の下面が表示されるまで、5 分以上かかる場合があります。 
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3-3. 

MultiLink ソフトウェアの使用許諾契約の画面が表示します。 

｢同意する｣ボタンを押します。 

 

JRE の使用許諾契約の画面が表示します。 

｢同意する｣ボタンを押します。 

 

JAVA 環境がインストールされる事の通知が表示されます。 

｢了解｣ボタンを押します。 

 

 

3-4. 

初めてインストールする場合は、｢標準製品デフォルトを使用してください。｣を選びます。 

（別のマシンで設定した内容と同じにする時は、環境ファイルを作成して、｢以下にあるサイト

専用設定ファイルを使用してください。｣を選びます） 

 

インストールディレクトリの指定をします。 

「次へ」ボタンを押します。 
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3-5. 

 “別のコンピュータの SNMP UPS または MultiLink のネットワーク”を選びます。 

 

 

3-6. 

通信する IS-WEBCARD の IP アドレスを入力を行います。 

ソースの種類は、“SNMP ソース(SNMP ポート 161/162 を使用しているネットワーク UPS)”を選択しま

す。 

コミュニティおよびポート番号をデフォルトから変更している場合は、カスタムを選択し、設定ボタ

ンより、入力して下さい。 
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3-7. 

他の MultiLink で遠隔監視や設定の許可設定を行います。 

デフォルトでは、全ての遠隔監視や設定は許可されません。(下記は、デフォルト設定) 

遠隔監視機能は、現在サポートされておりません。 

｢次へ｣ボタンを押します。 

 

3-8. 

最終的な、インストール構成の確認画面が表示されます。 

確認後、「インストール」ボタンを押してください。 

インストールが開始されます。 

 

インストールが完了すると以下の画面が表示されます。 
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3-9. 

Multilink のコミュニティ名を変更する場合は、UPS プロパティから変更が可能です。 

コミュニティ名は、IS-WEBCARD と合わせる必要があります。 

 

3-10. 

MultiLink の各種設定を行います。 

3-10-1.停電時のシャットダウン。 

イベント設定の各セルをクリックすることで、設定が可能です。 

 

●オペレーティングシステムのシャットダウン 

停電からOSシャットダウン開始までの待機時間。この時間経過後にOSシャットダウンを行います。 

この間に復電した場合、MultiLink は何も行いません。 

●UPS 出力 OFF 

OS シャットダウン開始後から UPS 出力オフまでの時間になります。OS が正常にシャットダウンで

きる時間を指定して下さい。 

 

注：注：注：注：１台の１台の１台の１台の UPSUPSUPSUPS に登録するに登録するに登録するに登録する MultiLinkMultiLinkMultiLinkMultiLink は、すべて同じ設定にしてください。は、すべて同じ設定にしてください。は、すべて同じ設定にしてください。は、すべて同じ設定にしてください。    

        異なる設定の場合、サーバのシャットダウンが正常に終了しない場合があります。異なる設定の場合、サーバのシャットダウンが正常に終了しない場合があります。異なる設定の場合、サーバのシャットダウンが正常に終了しない場合があります。異なる設定の場合、サーバのシャットダウンが正常に終了しない場合があります。    
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3-10-2.データログ設定 

MultiLink 概要タブ - UPS(上記イメージの〝192.168.0.10 GXT3″)を右クリック - プロパティ -  

データ記録タブ。 

全てのパラメータを選択し、記録数を 10000 にすることをお勧めします。 

電源環境に不安がある場合、記録、記録ファイル数を変更ください。 

 

 

 

以上 


