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第1章 はじめに 

1.1 概要 
システム監視ソフトウェアは、Linux 上のアプリケーションから、弊社産業用コンピュータを監視する

為のソフトウェアです。 

Linux 上のアプリケーションからライブラリ関数をコールして使用します。 

本ドキュメントは、Linux 上でシステム監視ソフトウェアを使用するための情報を掲載しています。 

 

1.2 特長 

 弊社製品に搭載されている次の機能を使うことができます。 
 ウォッチドッグタイマ(WDT) 

 デジタル入出力／外部コネクタ出力 

システム停止時・起動時の出力状態を設定可能(遷移出力機能) 

 ブザー／エラーLED(SuperCD の場合、警報ランプ)／アラーム LED／汎用 LED 

 弊社製品に搭載されているセンサから、次のデータを取得することができます。 
 CPU コア温度／CPU 基板温度／メモリ周辺温度 

 電源電圧 

 FAN の回転数 

 瞬低対策用電源装置の状態 
 スロットイン電源モジュールの状態 
 XYZ3 軸の加速度センサの値(有償オプション) 

 次の状況が発生した場合に、外部アプリケーションへ割り込みイベントを通知することができます。

割り込みイベントは、複数のアプリケーションから検知できます。 

 WDT が周期時間中にクリアされなかったとき 

 CPU コア温度／CPU 基板温度／メモリ周辺温度が閾値を超えたとき 

 電源電圧が閾値を超えたとき 

 FAN の回転数が低下したとき 

 デジタル入力に入力があったとき(入力に対する動作を設定可能) 

 ひもスイッチが引かれたとき 

 スロットイン電源モジュールの異常または警告を検知したとき 

 XYZ3 軸の加速度センサの値が閾値を超えたとき(有償オプション) 

※ 閾値は、上限値・下限値を予め設定しておくことができます。 

一瞬だけ閾値の超過が収まっても、値が特定の範囲内であれば、依然として異常状態にあるとみなし続

けることもできます。値の範囲(ヒステリシス)を設定できます。 

 次の状況が発生した場合に、CPU リセットをかけるように設定することができます。 

この機能は、OS がハングアップした場合でも動作します。 

 WDT が周期時間中にクリアされなかったとき 

 各種異常の条件を満たしたときに、次の方法で外部に通知することができます(RAS 通知)。 

 デジタル入出力／外部コネクタ出力 

 ブザー鳴動／LED 点灯 

 瞬低対策用電源装置が停電を検知したとき、一定時間後に OS をシャットダウンするように設定できます。

また、シャットダウン開始から一定時間後にバッテリーを強制 OFF するように設定できます。 

 すぐに使えるユーティリティが付属しています。ログの保存も行えます。 

 各種サンプルプログラムが付属しています。 
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1.3 用語説明 

本書で使用する用語について説明します。 

No 用語 説明 

WDT Watchdog Timer 

システムやプログラムの異常を判断する機能。 

タイマを定期的にクリアすることで正常と判断します。 

システムのハングアップなどでクリアが行われなかった場合に異常と判断しま

す。 

1 

 CPU リセット CPU のリセットによりシステムを再起動させる機能です。 

システムの状態を表しています。 

 システム 電源 LED 電源供給 

S0 稼動 点灯 あり 

S5 停止 点滅 あり 

 S ステート(S0,S5,G3) 

G3 停止 消灯 なし 

2 S.M.A.R.T Self-Monitoring,Analysis And Reporting Technology 

HDD や SSD の自己診断機能。 

RAID Redundant Arrays of Inexpensive Disk 

複数のドライブをひとつのドライブとして扱う機能です。 

 スキップ・リコン RAID ボードによるデータ再構築(コピー)中に、コピー元のドライブに読み込み異

常が発生した状態のことです。RAID ボードはその異常が発生した部分をスキップ

してコピー処理を継続します。 

3 

 

 システム・ホルト System fault 

弊社製品に搭載されているハードウェア RAID ボードに致命的なエラーが発生し、

RAID システムとして機能していない状態を表します。 

次のいずれかの場合、RAID ボードはシステム・ホルトの状態となります。 
・SATA スロット 1と SATA スロット 2の両方にデバイスが接続されていない場合 

・SATA スロット 1と SATA スロット 2の両方に接続されたデバイスが故障している場合 

・SATA スロット 1または SATA スロット 2の片方にのみデバイスが接続され、故障している

場合 

このとき、存在しないデバイスが接続されているように OS 上に表示されることが

ありますが、それに対して操作することはできません。 

4 デジタル入出力 デジタル入力とリレー接点(1a)出力を備えた端子。 

5 外部コネクタ 電源 ON/OFF 入力と RAS 出力を備えた端子。 

6 ひもスイッチ SuperCD に搭載されているプルスイッチ用の端子。 

瞬低対策電源装置 OS シャットダウンまでの時間を保証するものではなく、連続稼動中に瞬時電圧低

下(瞬低)が発生する様な不安定な電源環境でも連続動作させるための装置です。
7 

 瞬低 「瞬間電圧低下」の略語です。 

送電線への落雷などにより発生する、瞬間的な電圧低下を表します。 

8 RAS Reliability,Availability and Serviceability の略語です。 

弊社製品ではシステムの監視を行い、異常検出時に通知を行うことができます。

遷移出力 システムの停止時と起動時にデジタル出力や外部コネクタ出力の出力状態を制御

する機能。 

Disable After WDT 

遷移出力を無効にする機能です。 

次の条件を満たした場合に動作します。 

機能 条件 

遷移出力 DAW を有効に設定している。 

RAS 通知 WDT 満了の通知行う制御対象が遷移出力と同じである。 

WDT を動作させている。 

9 

 DAW 

WDT 
WDT 満了時に CPU リセットを行う設定である。 

10 ヒステリシス 値が閾値を超えて異常となったとき、値が閾値を下回ってから正常とみなすまで

の範囲。 
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No 用語 説明 

11 デジタルフィルタ 電源電圧異常検出時に、瞬間的な異常をフィルタするための機能を表

します。 

本ソフトウェアではフィルタの値として時間(ms)が設定できます。 

設定した時間、異常が継続した場合に異常と判定します。 

12 警報ランプ 弊社製 SuperCD の筐体上部の LED。 

本文書では、以下「エラーLED」として扱います。 

13 拡張スロット周辺温度 製品の拡張スロット周辺に搭載されているセンサーが取得する温度。

センサーの位置は製品によって異なります。詳しくは、製品の USER'S 

MANUAL をご覧ください。 

14 機能対応表 本ソフトウェアで使用できる機能・関数・識別子などを製品ごとにま

とめた文書です。 

本ソフトウェアに func_table.pdf のファイル名で付属しています。 

また、 新版を弊社 Web site よりダウンロードすることができます。
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第2章 製品仕様 

 
2.1 基本仕様 
ドライバ種別 キャラクタ型ドライバ 
組み込み方式 モジュール(ダイナミックロード/アンロード) 
メジャー番号割り当て 自動割り当て 
 

本ソフトウェアでは、ご利用の製品によって使用できる機能・関数・識別子などが異なります。 

別紙「機能対応表」に記載しておりますので、ご覧ください。 

 

機能対応表の閲覧方法については、「2.2 機能対応表」をご覧ください。 

 

2.2 機能対応表 
機能対応表(func_table.pdf)は以下の方法で閲覧頂けます。 

 

1. システム監視ソフトウェアが製品にプリインストールされている場合 

・ DPG-0226  : 「/usr/src/」にある「DPG0226」フォルダ内に func_table.pdf が格納されてい

ます。 

 

2. 弊社 Web site からダウンロードする場合 

 以下のページからオンラインで閲覧頂けます。また、ダウンロードした製品内にも

func_table.pdf が含まれています。 

・ DPG-0226  : http://www.interface.co.jp/catalog/soft/prdc_soft_all.asp?name=dpg-0226
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第3章 実行手順 

 

3.1 システム監視を行うまで 
 

3.1.1 ドライバモジュールの組み込み 
システム監視ソフトウェアの Linux 用ドライバモジュールはシステム起動時に自動的に組み込ま

れます。 

 

3.1.2 プログラムの作成 
プログラムの作成を行います。エディタを起動してコードを記述します。 

WDT、温度監視、電源電圧監視、割り込みイベント通知等のサンプルプログラムを添付しています

ので参照してください。 

記載したコードをファイル名 test.c として保存してください。 

 

3.1.3 コンパイル 
作成したプログラムをコンパイルします。ifcpmgr の共有ライブラリをリンクする必要がありま

す。下記のコマンドで、実行ファイル test を生成します。 
#gcc -o test test.c -lifcpmgr 

 

3.1.4 実行 
コンパイルすることで実行ファイル test ができていますので、 
#./test 

 

と入力し、プログラムを実行してください。 
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3.2 制御手順 
基本的な制御の手順は以下の通りです。 

※ご利用の製品によって、対応する機能が異なります。 

詳しくは、別紙「機能対応表」を参照してください。 

※各機能の初期値(出荷時設定値)は、ご利用の製品の USER’S MANUAL を参照してください。 

 

3.2.1 WDT 

下記の流れで WDT を使用します。 

 

1.WDT の周期、周期満了アクション(CPU リセット、または割り込みイベント通知)を設定。 

2.WDT 開始。 

3.設定した周期に達する前に WDT クリア。 

 

WDTの周期、周期満了アクションの設定は、CmSetWDTConfig関数で行います。 

unsigned int Ret; 

 

/* 50 秒間クリアされなければ CPU リセットを行う */ 

Ret = CmSetWDTConfig(50, CM_WDT_ACT_RESET); 

 

WDTの開始は、CmStartWDT関数で行います。 

Ret = CmStartWDT(); 

 

WDTのクリアは、CmClearWDT関数で行います。 

Ret = CmClearWDT(); 

 

WDTの使用を停止する場合は、CmStopWDT関数を実行してください。 

Ret = CmStopWDT(); 

 

WDT周期満了時、CPUリセットの他に、割り込みイベントを通知することができます。詳細は『3.2.9 

割り込みイベント』を参照してください。 

 

WDT の割り込みイベントと CPU リセットの用途は下記を参考にしてください。 

WDT 処理 用途 

割り込みイベント アプリケーションの動作異常によるプロセス停止検出を目的としていま

す。 

アプリケーションとは別に監視プロセスを作成し、アプリケーションで WDT

の周期的クリアを実行します。監視プロセスには WDT 割り込みイベントを

登録しておきます。 

もしアプリケーションに異常が生じて WDT クリアが途絶えた場合、監視プ

ロセスに割り込みイベントが発生し、アプリケーションの異常を検知でき

ます。 

CPU リセット システム(OS)のフリーズ等からの自動復旧を目的としています。 
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3.2.2 温度監視 
CPUコア温度と、CPU基板温度、メモリ周辺温度、拡張スロット周辺温度を取得することができま

す。いずれもCmGetTemp関数を使用します。 

unsigned int Ret; 

int CpuTemp, BrdTemp, MemTemp; 

int SlotAreaTemp1, SlotAreaTemp2, SlotAreaTemp3; 

 

// CPU コア温度の取得 

Ret = CmGetTemp(CM_TEMP_TARGET_CPU, &CpuTemp); 

// CPU 基板温度の取得 

Ret = CmGetTemp(CM_TEMP_TARGET_BRD, &BrdTemp); 

// メモリ周辺温度の取得 

Ret = CmGetTemp(CM_TEMP_TARGET_MEM, &MemTemp); 

 

// 拡張スロット周辺温度 1～3の取得 

Ret = CmGetTemp(CM_TEMP_TARGET_SLOT_AREA1, &SlotAreaTemp1);  

Ret = CmGetTemp(CM_TEMP_TARGET_SLOT_AREA2, &SlotAreaTemp2); 

Ret = CmGetTemp(CM_TEMP_TARGET_SLOT_AREA3, &SlotAreaTemp3); 

取得値の単位は℃で、負数になることもあります。 

 

 

※以下の機能は、拡張スロット周辺温度に対しては非対応です。 

温度の上限と下限を設定することで、その範囲を超えた場合に、割り込みイベントを通知するこ

とができます。詳細は『3.2.9 割り込みイベント』を参照してください。 

また、温度上限、下限異常の発生から復帰までの範囲（ヒステリシス）を設定することができま

す。設定した値は次回起動時も保持されます。 

 

温度上限異常の場合は以下の図のようになります。 

温度異常期間

UpperLimit

UHysteresis

℃

ｔ

 
 

温度下限異常の場合は以下の図のようになります。 

温度異常期間

LowerLimit

LHysteresis

℃

ｔ
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閾値の設定をするにはCmSetTempLimit関数を使用します。 

unsigned int ret; 

 

// CPU コア温度の温度上限、下限異常検出の閾値とヒステリシスを設定 

ret = CmSetTempLimit(CM_TEMP_TARGET_CPU, 60, 80, 5, 5); 

if (ret != IFCM_ERROR_SUCCESS) { 

  printf(”CmSetTempLimit error (ret:%x)”, ret); 
} 

 

温度警告検知をサポートしている製品では温度警告上限値、下限値、ヒステリシスを設定できま

す。 

 

設定は、CmSetTempUpperLimit関数、CmSetTempLowerLimit関数を使用します。 

unsigned int ret; 

 

// CPU コア温度の温度上限警告、上限異常の閾値とヒステリシスを設定 

ret = CmSetTempUpperLimit(CM_TEMP_TARGET_CPU, 60, 80, 5, 5); 

if (ret != IFCM_ERROR_SUCCESS) { 

  printf(”CmSetTempUpperLimit error (ret:%x)”, ret); 
} 

 

// CPU コア温度の温度下限警告、下限異常の閾値とヒステリシスを設定 

ret = CmSetTempLowerLimit(CM_TEMP_TARGET_CPU, 10, 0, 5, 5); 

if (ret != IFCM_ERROR_SUCCESS) { 

  printf(”CmSetTempLowerLimit error (ret:%x)”, ret); 
} 
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3.2.3 電源電圧監視 
電源電圧を取得することができます。 

CmGetPower関数を使用します。 

unsigned int Ret; 

float Power; 

 

// 電源電圧の取得 

Ret = CmGetPower(CM_POWER_TARGET_EXT, &Power); 

 

電源の電圧が異常を示した際に割り込みイベントを通知することができます。詳細は『3.2.9 割

り込みイベント』を参照してください。 

 

電源電圧上限、下限異常の発生から復帰までの範囲（ヒステリシス）を設定することができます。 

設定した値は次回起動時も保持されます。 

※ ヒステリシスの変更は API から変更を行います。 

 

電源電圧上限異常の場合は以下の図のようになります。 

電源電圧異常期間

UpperLimit

UHysteresis

V

ｔ

 
 

電源電圧下限異常の場合は以下の図のようになります。 

電源電圧異常期間

LowerLimit

LHysteresis

V

ｔ

 
 

閾値の設定をするにはCmSetPowerLimit関数を使用します。 

unsigned int ret; 

 

// 電源電圧上限、下限異常検出の閾値とヒステリシスを設定 

ret = CmSetPowerLimit(CM_POWER_TARGET_EXT, 30, 170, 0, 0); 

if (ret != IFCM_ERROR_SUCCESS) { 

  printf(” CmSetPowerLimit error (ret:%x)”, ret); 
} 
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デジタルフィルタ値を設定できます。設定した期間異常が継続した場合に異常を検知します。 

設定はCmSetDigitalFilter関数で行います。 

unsigned int ret; 

 

// デジタルフィルタ値を 5ミリ秒に設定 

ret = CmSetDigitalFilter(CM_POWER_TARGET_EXT, 5); 

if (ret != IFCM_ERROR_SUCCESS) { 

  printf(” CmSetDigitalFilter error (ret:%x)”, ret); 
} 

 

 

3.2.4 FAN 監視 
※ハイグレードCD 瞬低対策用電源装置搭載構成のFAN3 は、本節の機能には非対応です。 

 但し、稼動状態(回転中または停止中) の取得はCmGetErrorStatus関数で行うことができます。 

 

FANの回転数(rpm)を取得することができます。CmGetFanRotate関数を使用します。 

unsigned int ret; 

unsigned int Rotate; 

 

// FAN1 の回転数を取得 

ret = CmGetFanRotate(CM_FAN_TARGET_FAN1, &Rotate); 

if (ret != IFCM_ERROR_SUCCESS) { 

  printf(” CmGetFanRotate error (ret:%x)”, ret); 
} 

 

 

回転数が閾値を下回った場合に割り込みイベントを通知することができます。詳細は『3.2.9 割

り込みイベント』を参照してください。 
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FAN の回転数は、CPU コア温度に応じて自動で制御されます。 

 

自動制御の温度閾値(LowThreshold, HighThreshold)と回転速度(LowSpeed, MidSpeed, 

HighSpeed)を設定することができます。 

以下の図に、温度と回転速度との関係を示します。 

HighThreshold

LowThreshold

MidSpeedLowSpeed HighSpeed MaxSpeed

MaxThreshold
℃

ｔ

 
※MaxThreshold と MaxSpeed は固定値です。 

 

 

閾値と回転速度の設定は、CmSetFanAutoThreshold関数とCmSetFanAutoSpeed関数で行います。 

unsigned int ret;  

 

// FAN 自動制御の閾値を設定 

ret = CmSetFanAutoThreshold(CM_FAN_TARGET_FAN1, 20, 70); 

if (ret != IFCM_ERROR_SUCCESS) { 

  printf(” CmSetFanAutoThreshold error (ret:%x)”, ret); 
} 

 

// FAN 自動制御の速度を設定 

ret = CmSetFanAutoSpeed(CM_FAN_TARGET_FAN1, 30, 50, 80); 

if (ret != IFCM_ERROR_SUCCESS) { 

  printf(” CmSetFanAutoSpeed error (ret:%x)”, ret); 
} 

 

※MaxThreshold、HighThreshold、LowThreshold には、-3℃～-5℃程度のヒステリシス(固定値)

が設定されています。 

CPUコア温度がHighThresholdを超えてFANの回転数がHighSpeedとなった場合、HighThreshold

よりも3℃～5℃程度下回れば十分冷却されたとみなしてFANの回転数はMidSpeedとなります。 
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3.2.5 振動・衝撃監視 
※本機能は有償オプションです。ご利用されたい方は、加速度センサの機能付の製品をお買い求め下さい。 

 

製品に搭載されている加速度センサの測定値(生の値)を取得できます。 

CmGetGSense関数を使用します。 

下記の計算式を使って、測定値を重力加速度値に変換することができます。 

( )
42.0

5.101289.0 −×
=

xG
 

G: 重力加速度値 

  x: 測定値 
 

unsigned int ret;  

unsigned int Data; 

double ax; 

 

// X 軸方向の重力加速度値を取得します。 

ret = CmGetGSense(CM_GSENSE_TARGET_SENSOR1, CM_GSENSE_AXIS_X, &Data); 

if (ret != IFCM_ERROR_SUCCESS) { 

  printf(” CmGetGSense error (ret:%x)”, ret); 
} 

ax = (Data * 0.01289 - 1.5) / 0.42; 

printf("ax = %f\n", ax); 

 

3 軸(X, Y, Z)の向きについては、製品の USER'S MANUAL をご覧下さい。 

製品の各軸方向を鉛直下向きに向けて静止させ、上記の計算式を適用すると、その軸について 

約-1.0[G]の値が取得されます。 

© 2016 Interface Corporation. 
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１秒間の加速度の 大値と 小値の差が閾値を超えた場合に割り込みイベントを通知することが

できます。詳細は『3.2.9 割り込みイベント』を参照してください。 

 

閾値及びヒステリシスを 1(0.03G)刻みで各方向ごとに指定することができます。 

設定には、CmSetGSenseLimit関数を使用します。 

unsigned int ret; 

 

// X 軸方向の閾値とヒステリシスの設定 

ret = CmSetGSenseLimit(CM_GSENSE_TARGET_SENSOR1, CM_GSENSE_AXIS_X, 10, 5); 

if (ret != IFCM_ERROR_SUCCESS) { 

  printf(”CmSetGSenseLimit error (ret:%x)”, ret); 
} 

+X 

+Y 例) 左記の製品を静止させた場合 

 X: 約 0 [G] 

 Y: 約 0 [G] 

 Z: 約-1.0 [G] 
 

+Z ※地域差の影響や誤差等により値に多少のずれが 

 生じる場合があります (重力方向)
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3.2.6 ストレージ監視 
3.2.6.1 デバイス情報 

ストレージのデバイス情報、S.M.A.R.T 情報、S.M.A.R.T 情報の閾値を取得できます。 

CmGetDeviceIdentify関数、CmGetSmartAttribute関数、CmGetSmartThreshold関数を使用します。 

 

unsigned int ret;  

unsigned char Identify[512];  

unsigned char Attribute[512];  

unsigned char Threshold[512]; 

 

// デバイス情報を取得します。 

ret = CmGetDeviceIdentify(“/dev/sda”, CM_TARGET_DEVICE_NORMAL, Identify); 
if (ret != IFCM_ERROR_SUCCESS) { 

  printf(” CmGetDeviceIdentify error (ret:%x)”, ret); 
} 

 

// S.M.A.R.T 情報を取得します。 

ret = CmGetSmartAttribute(“/dev/sda”, CM_TARGET_DEVICE_NORMAL, Attribute); 
if (ret != IFCM_ERROR_SUCCESS) { 

  printf(” CmGetSmartAttribute error (ret:%x)”, ret); 
} 

 

// S.M.A.R.T 情報の閾値を取得します。 

ret = CmGetSmartThreshold(“/dev/sda”, CM_TARGET_DEVICE_NORMAL, Threshold); 
if (ret != IFCM_ERROR_SUCCESS) { 

  printf(” CmGetSmartThreshold error (ret:%x)”, ret); 
} 

 

CmGetDeviceIdentify関数により取得できる 512byteのデバイス情報(Identify)はATAコマンドの

Identify Deviceコマンドにより取得できる情報になります。この情報の中にはシリアルナンバー

やモデル名、対応機能等の情報が含まれており、解析を行うことで使用しているデバイスの詳細

な情報が得られます。 

 

CmGetSmartAttribute関数により取得する 512byteの属性情報(Attribute)は、デバイスの自己診

断に関する情報が含まれており、解析を行うことで使用しているデバイスの健康状態の確認がで

きます。 

 

CmGetSmartThreshold関数により取得する 512byteの閾値 (Threshold)は、属性情報(Attribute)

に対する閾値が記録されています。 

 

※デバイスのメーカーにより、取得できる S.M.A.R.T 情報や診断の項目、基準は異なります。 

S.M.A.R.T 情報の各項目の意味については、ご使用のデバイスのデータシートや、メーカーへ

お問い合わせください。 
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取得した情報は以下の様に解析を行うことで各種情報を抽出できます。 

unsigned int ret; 
unsigned int i; 
unsigned char Identify[512]; 
unsigned char Attribute[512]; 
unsigned char Threshold[512]; 
unsigned char SerialNumber[21]; 
unsigned char ModelName[41]; 
 
// 各データの取得 
CmGetDeviceIdentify(“/dev/sda”, CM_TARGET_DEVICE_NORMAL, Identify);  
CmGetSmartAttribute(“/dev/sda”, CM_TARGET_DEVICE_NORMAL, Attribute); 
CmGetSmartThreshold(“/dev/sda”, CM_TARGET_DEVICE_NORMAL, Threshold); 
 
// シリアルナンバーを抽出 
for(i=0; i<20;i+=2){ 
  SerialNumber[i] = Identify[20+i+1]; 
  SerialNumber[i+1] = Identify[20+i]; 
} 
SerialNumber[20] = '¥0'; 
 
// モデル名を抽出 
for(i=0; i<40;i+=2){ 
  ModelName[i] = Identify[54+i+1]; 
  ModelName[i+1] = Identify[54+i]; 
} 
ModelName[40] = '¥0'; 
 
// シリアルナンバー、モデル名を表示 
printf("SerialNumber : %s¥n", SerialNumber); 
printf("ModelName    : %s¥n", ModelName); 
 
// S.M.A.R.T 情報の属性値と閾値を表示 
printf(" ID¥tFlag¥tValue¥tWorst¥tThreshold¥tRaw¥n"); 
printf("-------------------------------------------------¥n"); 
for(i=2;i<(2+12*30);i+=12){ 
  printf("%02x¥t", Attribute[i+0]);                     // ID 
  printf("%02x%02x¥t", Attribute[i+2],Attribute[i+1]);  // Flag 
  printf("%02x¥t", Attribute[i+3]);                     // Value 
  printf("%02x¥t", Attribute[i+4]);                     // Worst 
  printf("%02x¥t", Threshold[i+1]);                     // Threshold 
  printf("%02x%02x%02x%02x%02x%02x",                    // Raw 
    Attribute[i+10], Attribute[i+9], 
    Attribute[i+8], Attribute[i+7], 
    Attribute[i+6], Attribute[i+5] 
  ); 
  printf("¥n"); 
} 
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3.2.6.2 ハードウェア RAID 

RAID 状態の取得ができます。 

CmGetRaidStatus関数を使用します。 

unsigned int ret;  

unsigned int Data; 

 

// RAID 状態を取得します。 

ret = CmGetRaidStatus(CM_RAID_TARGET_TYPE1, &Data); 

if (ret != IFCM_ERROR_SUCCESS) { 

  printf(” CmGetRaidStatus error (ret:%x)”, ret); 
} 

 

引数に CM_RAID_TARGET_TYPE1 を指定した場合、RAID ボードのステータスの取得が行えます。 

取得できるステータスは以下の通りです。 

値 内容 
0 通常動作 

1 ドライブ 1 異常 

2 ドライブ 2 異常 

3 データ再構築（コピー）中 

4 システム・ホルト 

5 HDD2→HDD1 へのデータ再構築（コピー）中にスキップ・リコン発生 

6 HDD1→HDD2 へのデータ再構築（コピー）中にスキップ・リコン発生 

※RAID ボード検出途中に本関数を実行した場合、IFCM_ERROR_NOT_YET が返されます。 

その場合、時間をおいて再度実行してください。 

※搭載されている RAID ボードによって、ステータスの更新間隔等の挙動が異なります。 

詳しくは、製品または RAID ボードの USER'S MANUAL をご覧ください。 

 

 

RAID異常(上記表の値 1、2、4、5、6 いずれか)の発生時に割り込み通知を行うことができます。

詳細は『3.2.9 割り込みイベント』を参照してください。 

※RAID ボード検出途中は、RAID 異常の割り込み通知は発生しません。 

 詳しくは、製品または RAID ボードの USER'S MANUAL をご覧ください。
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3.2.7 スロットイン電源モジュール監視 

スロットイン電源モジュールの IDを取得することができます。 

CmGetPsmId関数を使用します。 

unsigned int Ret; 

unsigned int ModuleId[4]; 

 

/* ID の取得 */ 

Ret = CmGetPsmId(ModuleId[0], 4); 

 

※スロットイン電源モジュールのスロット位置は、製品のパネル面から見て、 

左側から P1、P2、…です。 

 

 

スロットイン電源モジュールの状態を取得することができます。 

CmGetPsmStatus関数を使用します。 

unsigned int Ret; 

unsigned int Status[4]; 

 

/* 電源状態の確認 */ 

Ret = CmGetPsmStatus(&Status[0], 4); 

 

電源状態が警告/異常の際、割り込みイベントを通知することができます。詳細は『3.2.9 割り込

みイベント』を参照してください。 

 

 

【旧ソフトウェア DPC-0214, DPG-0214 をご利用のお客様へ】 

 本ソフトウェアではスロットイン電源モジュール関連の関数について、旧ソフトウェアと類似

する関数を用意しておりますが、仕様に違いがあります。以下の対照表をご覧ください。 

 
# DPC-0214, DPG-0214 

(旧ソフトウェア) 

DPC-0226, DPG-0226

(本ソフトウェア) 

本ソフトウェアの仕様 

1 CmGetPsmId CmGetPsmId ・旧ソフトウェアとの違いはありません。 

2 CmGetPsmStatus CmGetPsmStatus ・モジュール未実装時、戻り値 IFCM_ERROR_NOT_LINKED を返します。 

3 CmSetEventMask CmSetEventMaskEx

4 CmGetEventMask CmGetEventMaskEx

5 CmGetEventFactor CmGetEventFactorEx

・旧ソフトウェアとは関数名が異なり、引数と識別子も異なります。 

 →各関数の関数個別説明をご覧ください。 
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3.2.8 瞬低対策用電源装置監視 
バッテリステータスの取得および、停電が起きた際の動作を設定できます。瞬低対策用電源装置

搭載構成時のみ使用可能です。 

CmSetPowerOffTime関数で停電発生からシャットダウン開始までの時間と、シャットダウン開始か

ら電源強制断までの時間を秒単位で設定できます。 

 

unsigned int Ret; 

 

/* 停電発生～シャットダウン開始 16 秒 

   シャットダウン開始～電源強制断 180 秒 */ 

Ret = CmSetPowerOffTime(16, 180); 

 

上記の関数を実行した場合、停電発生時に以下の動作をするように設定されます。 

停電発生
OS シャット
ダウン開始

電源強制断
開始

時刻

停電発生から
シャットダウン開始

までの時間

シャットダウン開始から
電源強制断までの時間

バッテリーの電力で動作(放電状態)

OS
稼動中

180 秒

電源 OFF
状態(G3)

バッテリー

充電中/満充電

16 秒

 

※製品によっては、OSシャットダウン開始、及び電源強制断開始から実際に機能するまでの間に、 

 多少時間がかかることがあります。 

 

 

CmGetBatStatus関数でバッテリステータスを取得できます。 

 

unsigned int Ret; 

unsigned int Status 

 

/* バッテリステータスの取得 */ 

Ret = CmGetBatStatus(&Status); 
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3.2.9 割り込みイベント 
割り込みイベントは下記の流れで使用します。 

 

1.各割り込みイベントの条件(WDT 周期、温度上限、下限等)を設定します。 

2.割り込みイベント(コールバック関数)を登録します。 

3.割り込みイベントマスクを設定し、イベントを有効化します。 

 

上記を行った後、割り込みイベント要因が満たされれば、割り込みイベントが通知されます。 

割り込みイベントの登録はCmSetEvent関数で行い、割り込みイベントマスクの設定は

CmSetEventMaskEx関数で行います。 

 

イベント発生時にコールバック関数が呼び出される設定例を下記に示します。 

(WDT、CPU コア温度上限、CPU コア温度下限、電源電圧異常を有効にします。) 

// コールバック関数 

void UserCallback(void* User) 

{ 

  unsigned int Ret; 

  unsigned int Factor[3] = {0, 0, 0}; 

 

  // イベント要因取得 

  Ret = CmGetEventFactorEx(Factor, 3); 

 

  // イベントごとの処理 

  … 

} 

 

int main(void) 

{ 

  unsigned int Ret;  

  unsigned int Mask[3]; 

  CM_EVENT_REQ EventReq; 

 

  // CPU コア温度下限(0℃)、上限(50℃)設定 

  Ret = CmSetTempLimit(CM_TEMP_TARGET_CPU, 0, 50, 0, 0); 

 

  // イベント登録 

  memset(&EventReq, 0, sizeof(CM_EVENT_REQ)); 

  EventReq.CallBackProc = (LPCMCALLBACK)UserCallback; 

  Ret = CmSetEvent(&EventReq); 

 

  // イベントマスク設定(WDT、CPU コア温度上限・下限、電源電圧設定)  

  Mask[0] = CM_EVENT_WDS | CM_EVENT_CPTHS | CM_EVENT_CPTLS | CM_EVENT_VEXTA;  

  Mask[1] = 0; 

  Mask[2] = 0; 

  Ret = CmSetEventMaskEx(Mask, 3); 

  … 

} 
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割り込みイベントの使用終了時は、割り込みマスク設定でイベントを無効化し、

CmGetEventFactorEx関数でイベント要因をクリアし、CmKillEvent関数で割り込みイベントを解除

してください。 

unsigned int Ret;  

unsigned int Factor[3] = {0, 0, 0}; 

unsigned int Mask[3] = {0, 0, 0}; 

 

// 全割り込みを無効化 

Ret = CmSetEventMaskEx(Mask, 3); 

 

// イベント要因クリア 

Ret = CmGetEventFactorEx(Factor, 3); 

 

// 割り込みの解除 

Ret = CmKillEvent(); 

 

3.2.10 RAS 通知 
異常検知時に、RAS 出力(デジタル出力、外部コネクタ出力)、ブザー、LED により通知を行うこと

ができます。 

あらかじめ RAS 通知を行う異常検知の種類と通知方法を設定しておくことで、異常検知時に自動

的に通知を行います。 

 

設定は、CmSetRasNotify関数で行います。 

unsigned int Ret; 

 

// デジタル出力接点 1～4を OFF 状態で初期化 

Ret = CmOutputUP(0);  

 

// WDT タイマ異常時にデジタル出力接点 1を ONにするように設定 

Ret = CmSetRasNotify(CM_RAS_ENABLE_DOUT1, CM_RAS_COND_WDS, CM_RAS_DO_ON); 

 

// CPU 基板温度異常時にデジタル出力接点 2を ONにするように設定 

Ret = CmSetRasNotify(CM_RAS_ENABLE_DOUT2, CM_RAS_COND_LCTHS | CM_RAS_COND_LCTLS, 

CM_RAS_DO_ON); 

 

// 電源電圧異常時にブザーを ON にするように設定 

Ret = CmSetRasNotify(CM_RAS_ENABLE_BUZZER, CM_RAS_COND_VEXTA, 0); 

 

CmOutputUP関数により、アプリケーションで自由にデジタル出力を制御することも可能です。詳

細は『3.2.14デジタル入出力』を参照してください。 

 

Interface UtilityやCmSetRasNotify関数でRAS通知方法及び条件を設定した場合、次回起動時も

その設定を保持します。 

 



Help for Linux 

 

3.2.11 LED 制御 
3.2.11.1 エラーLED、アラーム LED 

LED の点灯パターンを設定することができます。 

設定は、CmSetPatternNoticeLed関数で行います。 

unsigned int Ret; 

 

// エラーLED の点灯パターンを設定 

Ret = CmSetPatternNoticeLed(CM_LED_TARGET_ERRLED, CM_LED_PATTERN1); 

// エラーLED を点灯させる 

Ret = CmControlNoticeLed(0x01); 

 

点灯パターンは以下を設定可能です。 

パターン LED の動作 

1 常時点灯します。 

2 1 秒ごとに点灯と消灯を繰り返します。 
点灯

消灯

1.0秒 1.0秒 1.0秒

 
3 0.5 秒ごとに点灯と消灯を繰り返します。 

点灯

消灯

0.5秒 0.5秒 0.5秒 0.5秒 0.5秒 0.5秒 0.5秒

 
4 0.2 秒ごとに点灯と消灯を繰り返します。 

点灯

消灯

0.2秒 0.2秒 0.2秒 0.2秒 0.2秒 0.2秒 0.2秒 0.2秒 0.2秒 0.2秒 0.2秒 0.2秒 0.2秒 0.2秒 0.2秒 0.2秒 0.2秒 0.2秒 0.2秒

 
 

エラーLED の発光色を設定することができます。 
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設定は、CmSetColorNoticeLed関数で行います。 

unsigned int Ret; 

 

// エラーLED の発光色を設定 

Ret = CmSetColorNoticeLed(CM_LED_TARGET_ERRLED, CM_LED_COLOR_GREEN); 

// エラーLED を点灯させる 

Ret = CmControlNoticeLed(0x01); 
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事前にLEDを点灯制御させる条件を設定しておくことで、異常検知時に自動的にLEDを制御させる

ことができます。設定は、CmSetRasNotify関数で行います。 

unsigned int Ret; 

 

// あらかじめ LED を消灯 

Ret = CmControlNoticeLed(0); 

 

// WDT タイマ異常時に LED を点灯させるように設定 

Ret = CmSetRasNotify(CM_RAS_ENABLE_ERRLED, CM_RAS_COND_WDS, 0); 

 

CmControlNoticeLed関数により、アプリケーションで自由にLEDを制御することも可能です。 

異常検知時に自動でLEDが制御開始した場合、CmControlNoticeLed関数でLEDを停止しても、異常

状態が続いていれば再度制御します。 

異常が続いている状態でLEDを停止させたい場合は、CmSetRasNotify関数で一旦自動LED制御を無

効化してからCmControlNoticeLed関数でLEDを停止してください。 

また、異常復旧後もLEDは自動で停止しません。停止させたい場合、異常発生原因をよくご確認の

上、Interface UtilityやCmControlNoticeLed関数で停止させてください。 

 

3.2.11.2 汎用 LED 

CmControlGPLed関数により、アプリケーションで自由にLEDを制御することができます。 

また、事前に条件を設定しておくことで、異常検知時に自動的にLEDを制御させることができます。

設定は、CmSetRasNotify関数で行います。 

unsigned int Ret; 

 

// あらかじめ LED を消灯 

Ret = CmControlGPLed(0); 

 

// WDT タイマ異常時に汎用 LED1 を点灯させるように設定 

Ret = CmSetRasNotify(CM_RAS_ENABLE_GPLED1, CM_RAS_COND_WDS, 0); 

 

異常検知時に自動でLEDが制御開始した場合、CmControlGPLed関数でLEDを停止しても、異常状態

が続いていれば再度制御します。 

異常が続いている状態でLEDを停止させたい場合は、CmSetRasNotify関数で一旦自動LED制御を無

効化してからCmControlGPLed関数でLEDを停止してください。 

また、異常復旧後もLEDは自動で停止しません。停止させたい場合、異常発生原因をよくご確認の

上、Interface UtilityやCmControlGPLed関数で停止させてください。 
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3.2.12 ブザー制御 

あらかじめブザーをONさせる条件を設定しておくことで、異常検知時に自動的にブザーをONさせ

ることができます。設定は、CmSetRasNotify関数で行います。 

unsigned int Ret; 

 

// あらかじめブザーを OFF 

Ret = CmControlBuzzer(0); 

 

// WDT タイマ異常時にブザーが ONするように設定 

Ret = CmSetRasNotify(CM_RAS_ENABLE_BUZZER, CM_RAS_COND_WDS, 0); 

 

CmControlBuzzer関数により、アプリケーションで自由にブザーを制御することも可能です。 

異常検知時に自動でブザーがONした場合、CmControlBuzzer関数でブザーをOFFしても、異常状態

が続いていれば再度ブザーがONします。 

異常が続いている状態でブザーをOFFしたい場合は、CmSetRasNotify関数で一旦ブザーを無効化し

てからCmControlBuzzer関数でブザーをOFFしてください。 

また、異常復旧後もブザーは自動でOFFしません。停止させたい場合、Interface Utilityや

CmControlBuzzer関数で停止させてください。 
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3.2.13 ひもスイッチ 

ひもスイッチを引いた際に割り込み通知が行えます。詳細は『3.2.9 割り込みイベント』を参照

してください。 

ひもスイッチによる割り込み通知はひもを引いた瞬間に行われます。 

 

ひもスイッチは現在スイッチを引かれているか放されているかのステータスを取得することがで

きます。ステータスはCmGetHimoSwitchStatus関数で確認でき、引かれている場合は 1、放されて

いる場合は 0のステータスが取得できます。 

 

割り込み通知は以下のタイミングで発生します。 

 

ひもを放した状態 

割り込み通知 割り込み通知

ひもを引いた状態 ひもを放した状態 ひもを引いた状態

ひ
も
ス
イ
ッ
チ
の
ス
テ
ー
タ
ス 

ひもを引いた ひもを引いたひもを放した

1 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ステータスのポーリングによる使用例を下記に示します。 

//ひもスイッチが引かれている場合ブザーを鳴らす例 

int main(void) 

{ 

  unsigned int  Ret; 

  unsigned int  Status; 

  // あらかじめブザーをオフ 

  CmControlBuzzer(0); 

   

  // ひもスイッチの状態をポーリング 

  while(1){ 

    // ひもスイッチの状態を取得 

    Ret = CmGetHimoSwitchStatus(&Status); 

     

    if(Status){ 

      // ひもスイッチが引かれているならブザーオン 

      CmControlBuzzer(1); 

    }else{ 

      // ひもスイッチが放されているならブザーオフ 

      CmControlBuzzer(0); 

    }  

    ... 

} 
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割り込み通知を使用した例を下記に示します。 

// ひもスイッチを一度引くとブザーをオンにし、もう一度引くとオフにする例 

// コールバック関数 

void UserCallback(void* User) 

{ 

  unsigned int Ret;  

  unsigned int Factor; 

  unsigned int Status;  

 

  // イベント要因取得 

  Ret = CmGetEventFactor(&Factor); 

 

  // イベント要因がひもスイッチかチェック 

  if(Factor & CM_EVENT_HIMO_SWITCH){ 

    // 制御ステータスを取得 

    Ret = CmGetControlStatus(&Status);  

 

    // 現在ブザーがオンならオフに、オフならオンにする 

    if(Status & CM_STATUS_BUZZER){ 

      CmControlBuzzer(0); 

    }else{ 

      CmControlBuzzer(1); 

    } 

  } 

 

} 

 

int main(void) 

{ 

  unsigned int Ret; 

  CM_EVENT_REQ EventReq; 

 

  // イベント登録 

  memset(&EventReq, 0, sizeof(CM_EVENT_REQ)); 

  EventReq.CallBackProc = (LPCMCALLBACK)UserCallback; 

  Ret = CmSetEvent(&EventReq); 

 

  // イベントマスク設定(ひもスイッチ設定) 

  Ret = CmSetEventMask(CM_EVENT_HIMO_SWITCH); 

 

  … 
} 
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ひもスイッチは設定を行うことで電源スイッチとして利用することもできます。 

設定はCmSetHimoSwitchConfig関数で行います。 

unsigned int ret; 

 

//ひもスイッチを電源スイッチに設定 

ret = CmSetHimoSwitchConfig(CM_HIMO_SWITCH_PWSW); 

if (ret != IFCM_ERROR_SUCCESS) { 

  printf(”CmSetHimoSwitchConfig error (ret:%x)”, ret); 
} 

 

設定は次回の起動後から有効になります。 

 

ひもスイッチの状態確認や設定はInterface Utilityでも行うことができます。詳細は『13 ifutil 

switch』を参照してください。 
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3.2.14 デジタル入出力 

デジタル入出力制御を行うことができます。デジタル出力は RAS 出力と兼用となります。 

デジタル出力を行うにはCmOutputUP関数を使用します。 

int main() 

{ 

  unsigned int Ret; 

 

  // デジタル出力接点 1～4を ON 

  Ret = CmOutputUP(0x01 | 0x02 | 0x04 | 0x08); 

   

  // 全点 OFF 

  Ret = CmOutputUP(0); 

} 

 

CmInputUP関数でデジタル入力接点の状態を確認できます。 

int main() 

{ 

  unsigned int Ret; 

  unsigned int Data; 

 

  // デジタル入力端子の状態を取得 

  Ret = CmInputUP(&Data); 

} 

 

デジタル入力 1(DIN1)を電源スイッチに設定することができます。 

設定はCmSetDIConfig関数で行います。 

int main() 

{ 

  unsigned int Ret;  

 

  // デジタル入力 1を電源 ON/OFF スイッチに設定 

  Ret = CmSetDIConfig(CM_DI_TARGET_DI1, CM_DICONF_POW_SWITCH); 

} 

 

デジタル入力 1を電源スイッチに設定してもデジタル入力 2～4は汎用入力として使用可能です。 

 

デジタル入力された際に割り込みイベントを通知することができます。詳細は『3.2.9 割り込み

イベント』を参照してください。 
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異常検知時に自動でデジタル出力制御が行われた場合、CmOutputUP関数で制御を行っても異常状

態が続いていれば再度自動制御が行われます。 

例えば、異常検知時にデジタル出力をONにする設定をしていた場合、異常発生時に出力がONとな

った後にCmOutputUP関数で出力をOFFにしても異常が継続中であれば自動でONとなります。 

異常が続いている状態でデジタル出力を制御したい場合は、CmSetRasNotify関数で一旦自動デジ

タル出力制御を無効化してから制御を行ってください。 

また、異常復旧後もデジタル出力は自動で停止しません。停止させたい場合、Interface Utility

やCmOutputUP関数で停止させてください。 

 

3.2.15 自己診断機能 

システムの稼動状態を診断し、現在異常が発生していないか確認が行えます。 

 

CmGetErrorStatus関数を使用します。 

int main(void) 

{ 

  unsigned int  Ret; 

  unsigned int  Status; 

 

  // 異常状態ステータスを取得 

  Ret = CmGetErrorStatus(&Status); 

   

  if(Status & CM_ERROR_CPTHS){ 

    printf(“CPU TEMP UPPER ERROR\n”); 
  } 

  if(Status & CM_ERROR_CPTLS){ 

    printf(“CPU TEMP LOWER ERROR\n”); 
  } 

 

  … 
} 

 

※温度や電源電圧などの各種異常は、API もしくは Interface Utility で設定した閾値に依存し

ます。設定されている閾値が適切でない場合、正しい自己診断結果とならない可能性がありま

す。 
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3.2.16 遷移出力 
システム起動時と停止時にデジタル出力/外部コネクタの出力状態を制御する機能です。 

遷移出力を使用するためには、予め設定を行う必要があります。 

 

どんな時に使うのか 

 電源を ON にした直後や OS の稼動前に出力状態を変更したい。 

 シャットダウン後に出力状態を変更したい。 

 稼動の開始や停止を外部へ通知したい。 

 

3.2.16.1 基本動作 

制御対象の出力状態はシステムの起動時と停止時に設定に従って自動で制御されます。 

遷移出力の動作説明を図 3.2.15-1 に示します。 

 

ユーザー

による

出力制御

システム

状態

遷移出力

による

出力制御

電源供給 無し  無し

停止

(S5)

停止

(S5)

供給

停止

(G3)

不可不可不可

停止

(G3)

稼動停止

時間

稼動

(S0)

稼動

(S0)

システム状態が停止状態から稼動状態に

遷移(G3→S0,S5→S0)した時に出力制御

を行います。

システム状態が稼動状態から停止状態に

遷移(S0→G3,S0→S5)した時に出力制御

を行います。

①遷移出力(停止時) ②遷移出力(起動時)

可能 不可 可能 不可 不可

①起動時

可能

②停止時

可能

①起動時

可能

②停止時

可能

OS

電源操作

不可 不可 不可 不可

停止 停止 停止停止停止 稼動

電源ボタン押下 シャットダウン 電源切断シャットダウン電源接続

 

※注意 

 BIOS の設定で State After G3 を「S5 State」に設定した場合、外部電源接続による起動時の

遷移出力は動作しません。 

 外部電源が接続されていない停止(G3)状態では、出力状態はすべて OFF になります。 
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3.2.16.2 DAW(Disable After WDT) 
WDT 満了時に RAS 通知かつ CPUリセットが起きた時、再起動中の遷移出力を無効にする機能です。 

 

どんな時に使うのか 

 WDT 満了に対して RAS 通知かつ CPU リセットを行う時に遷移出力を無効にしたい。  

 

WDT 満了時に DAW を動作させるには、表 3.2.15.2-1 の設定条件をすべて満たす必要があります。 

 

表 3.2.15.2-1 DAW 動作条件 

機能 設定 

遷移出力 ・DAW を有効に設定している。 

RAS 通知 ・WDT 満了の通知行う制御対象が遷移出力と同じである。 

WDT ・WDT を動作させている。 

・WDT 満了時に CPU リセットを行う設定である。 

 

例としてDAWによってCPUリセット中の遷移出力(停止時)が無効化された状態の図3.2.15.2-2が

以下になります。 

図 3.2.15.2-2 DAW 動作例

ユーザ・RAS 通知

による

出力制御

システム

状態

遷移出力

による

出力制御

電源供給

停止

(S5)

供給

時間

稼動

(S0)

稼動

(S0)
再起動CPU リセット

稼動OS

電源操作

停止

不可

不可

停止

不可

②起動時
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DAW
無効

DAW の動作条件を満たす為、

遷移出力は無効化されます。

直前の出力状態を維持します。

DAW の動作条件を満たさない為、

遷移出力は無効化されません。

起動時の出力制御を行います。

①遷移出力(停止時) ②遷移出力(起動時)

RAS 通知

WDT 満了

①停止時

DAW
有効

出力制御

 

 

※注意 

デジタル出力の接点別に DAW を設定することはできません。 
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3.2.16.3 関数を用いた設定方法 

遷移出力の設定を行うにはCmSetTransOutputConfig関数を使用します。 

 

関数により以下の設定が可能です。 

設定 説明 

制御対象 デジタル出力(DOUT1-4)/外部コネクタ出力(EX_SWOUT) 

制御タイミング 停止時/起動時 

遷移出力 有効/無効(接点別) 

出力設定 ON/OFF(接点別) 

DAW 設定 有効/無効 

 

以下の例はデジタル出力をシステム停止時に全接点 ON、DAW を ON にする設定です。 

unsigned int Ret; 

unsigned int Control = 0x0F;  //デジタル出力 4点の遷移出力を有効 

unsigned int Config = 0x0F;   //デジタル出力 4点の出力状態を ON 

 

Ret = CmSetTransOutputConfig( 

  CM_TRANS_TARGET_DO,     //設定する制御対象の指定:デジタル出力 

  CM_TRANS_STOP,          //設定する制御タイミングの指定:システム停止時 

  Control,                 

  Config,                  

  CM_TRANS_DAW_ENABLE     //DAW の設定 

); 

if (Ret != IFCM_ERROR_SUCCESS) //エラーメッセージ 

{ 

  printf(“CmSetTransOutputConfig error (Ret:%x)”, Ret); 
} 

 

現在の設定の取得を行うにはCmGetTransOutputConfig関数を使用します。 

以下の例はデジタル出力のシステム停止時の設定取得です。 

unsigned int Ret; 

unsigned int Control;    //出力制御 

unsigned int Config;     //出力状態 

unsigned int Mode;       //DAW 設定 

 

Ret = CmGetTransOutputConfig( 

  CM_TRANS_TARGET_DO,     //設定を取得する制御対象の指定: デジタル出力 

  CM_TRANS_STOP,          //設定を取得する制御タイミングの指定:システム停止時 

  &Control,               //遷移出力の(有効/無効)を取得 

  &Config,                //出力状態の設定を取得 

  &Mode                   //DAW の設定を取得 

); 

if (Ret != IFCM_ERROR_SUCCESS) //エラーメッセージ 

{ 

  printf(“CmGetTransOutputConfig error (Ret:%x)”, Ret); 
} 
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3.2.16.4 設定早見表 

どのような設定を行えばよいのかわからない場合は以下の表を参考に設定を行ってください。 

 

どんな時に使うのか 

DAW 動作時の遷移出力の動作を確認したい。 

 

遷移出力の設定は以下を参照してください。 

1. 行いたい遷移出力を表①の A～Dから選択してください。 

2. 表②で表①の A～Dに対応した設定を確認できます。 

 3.2.15.4-1 ①遷移出力　設定別動作表

遷移出力　○有効　　-無効

出力状態　■遷移出力(起動時)　■遷移出力(停止時)

電源接続時 シャットダウン 電源 ON 電源切断時
停止

(G3)

電源

接続

 

 

 

 
起動時 シャットダウン 停止時 停止中 電源 ON 起動時 停止時

電源

切断

停止

(G3)

A OFF → ○ → ○ → → ○ ○ → OFF

B OFF → ○ → - → → ○ - → OFF

C OFF → - → ○ → → - ○ → OFF

D OFF → - → - → → - - → OFF

時間
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3.2.15.4-2 ②遷移出力設定

遷移出力(Control) 遷移出力(Control)

起動時 停止時 起動時 停止時

A 有効 有効 B 有効 無効

C 無効 有効 D 無効 無効

 

 

 

 

 

4.  
 

遷移出力とDAWの設定は以下を参照してください。 

1. DAW 動作時の遷移出力の動作を表した表③のⅰ～ⅳから動作を選択してください。 
2. 表④で表③のⅰ～ⅳに対応した設定を確認できます。 

 3.2.15.4-3 ③DAW 設定別 遷移出力動作表

遷移出力　○有効　　-無効

出力状態　■遷移出力(起動時)　■遷移出力(停止時)　

 

■RAS 通知 

 再起動
RAS 通知 CPU リセット

停止時 起動時

ⅰ → ○ ○

ⅱ → - ○

ⅲ → ○ -

ⅳ → - -

時間

 

 

 

 

 

3.2.15.4-4 ④遷移出力・DAW 設定

遷移出力(Control) DAW(Mode) 遷移出力(Control) DAW(Mode)

起動時 停止時 起動時 停止時 起動時 停止時 起動時 停止時

ⅰ 有効 有効 有効無効 無効 無効 無効 無効

有効 有効 有効 有効無効 無効 無効 無効

有効 有効 有効無効

ⅲ

無効 有効 有効 無効ⅱ

有効 有効無効 無効 ⅳ 他 他 他 他
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3.2.17 製品情報 
ご使用中の製品のファームウェアバージョンを確認することができます。 

Interface Utility またはCmGetFirmwareVersion関数を使用します。 

 

RAS Controller・BIOS の初回バージョンは 0、Ver.UP のたびに 1, 2, 3,..となります。 

 

弊社ドキュメントや BIOS のメニュー上ではバージョンはアルファベット表記となっており、以下

の対応となります。 

バージョン 表記 

0(初回) -(ハイフン) 

1 A 

2 B 

… … 

 

 

Interface Utilityでの確認方法は『17 ifutil』を参照してください。 

 

CmGetFirmwareVersion関数を使用する例を以下に示します。 

unsigned int Ret; 

unsigned int Version; 

 

// BIOS のバージョンを取得 

Ret = CmGetFirmwareVersion(CM_FIRM_TARGET_BIOS, &Version); 
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第4章 リファレンス 

4.1 設定値一覧 
各製品の出荷時設定は USER'S MANUAL を参照してください。 

機能  設定可能範囲 

周期 1s～255s 
1s 単位 

ウォッチドッグ

タイマ(WDT) 

アクション 0(割り込み)または 1(CPU リセット) 

温度監視 異常上限値 

 異常下限値 

 警告上限値 

 警告下限値 

-60℃≦異常下限<警告下限<警告上限

<異常上限≦125℃ 

 異常上限ヒステリシス 

 異常下限ヒステリシス 

 警告上限ヒステリシス 

 

CPU コア 

温度 

警告下限ヒステリシス 

0℃～15℃ 
1℃単位 

 異常上限値 

 異常下限値 

 警告上限値 

 警告下限値 

-60℃≦異常下限<警告下限<警告上限

<異常上限≦125℃ 
1℃単位 

 異常上限ヒステリシス 

 異常下限ヒステリシス 

 警告上限ヒステリシス 

 

CPU 基板 

温度 

警告下限ヒステリシス 

0℃～31℃ 
1℃単位 

 異常上限値 

 

 

 

異常下限値 

-60℃≦異常下限<異常上限≦125℃ 
1℃単位 

 異常上限ヒステリシス 

 

 

 

メモリ周

辺温度 

異常下限ヒステリシス 

0℃～31℃ 
1℃単位 

電源電圧監視 電圧上限値 

 電圧下限値 

25(5.5V)～170(37.4V) 

0.22V 単位 

 電圧上限ヒステリシス 

 電圧下限ヒステリシス 

0～255(56.1V) 

0.22V 単位 

 

外部電源 

電圧デジタルフィルタ値 0ms～255ms 
1ms 単位 

 電圧上限値 

 電圧下限値 

 電圧上限ヒステリシス 

 電圧下限ヒステリシス 

 

AC/DC 

電源 

 

電圧デジタルフィルタ値 

固定値 

USER'S MANUAL を参照してください。

FAN 監視 回転数閾値 固定値 

USER'S MANUAL を参照してください。

 自動制御 温度閾値(高温) -60℃≦低温閾値<高温閾値≦125℃ 
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機能  設定可能範囲 

 温度閾値(低温) 1℃単位 

 速度(高速) 

 速度(中速) 

 速度(低速) 

30%～100% 

10%単位 

振動・衝撃 振動・衝撃閾値 0(0G)～100(3G) 

0.03G 単位 

監視 振動・衝撃ヒステリシス 0(0G)～100(3G) 

0.03G 単位 

シャットダウン時間 0s(無効)～255s 

1s 単位 

瞬低対策用電源

装置監視 

強制 OFF 時間 0s(無効)～255s 

1s 単位 

割り込み 

イベント 

イベントマスク値 『33 CmSetEventMask』を参照してく

ださい。 

デジタル入出力 デジタル入力 1(DIN1)の機能 0(汎用入力)または 1(電源スイッチ)

RAS 通知 ブザー通知 

 エラーLED 通知 

 アラーム LED 通知 

 汎用 LED 通知 

デジタル出力 1(DOUT1)通知  

  デジタル出力 1(DOUT1)制御 

デジタル出力 2(DOUT2)通知  

  デジタル出力 2(DOUT2)制御 

デジタル出力 3(DOUT3)通知  

  デジタル出力 3(DOUT3)制御 

デジタル出力 4(DOUT4)通知  

  デジタル出力 4(DOUT4)制御 

外部コネクタ出力(EX_SWOUT)通知  

  外部コネクタ出力(EX_SWOUT)制御 

『49 CmSetRasNotify』を参照してく

ださい。 

エラーLED 点灯パターン LED 

アラーム LED 点灯パターン 

0～3(パターン 1～4) 

スイッチ ひもスイッチの機能 0(汎用スイッチ)または 1(電源スイ

ッチ) 

制御対象 デジタル出力/外部コネクタ出力 

制御タイミング 停止時/起動時 

出力制御 有効/無効 

出力設定 ON/OFF 

遷移出力 

DAW 設定 有効/無効 

WDT と割り込みイベントのマスク値を除き、各設定値は関数や Interface Utility で設定した際

に基板上の ROM に保存され、次回起動時にも値が保持されます。WDT と割り込みイベントのマス

ク値は OS起動ごとに初期値に戻ります。 
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4.2 関数一覧 
 

No 関数名 機能 

●WDT 

1 CmSetWDTConfig WDT の周期、周期満了時のアクション設定を行います。 

2 CmGetWDTConfig WDT の周期、周期満了時のアクションの取得を行います。 

3 CmStartWDT WDT を開始します。 

4 CmStopWDT WDT を停止します。 

5 CmClearWDT WDT のクリアを行います。 

●温度監視 

6 CmGetTemp 指定対象の温度を取得します。 

7 CmSetTempLimit 指定対象の監視温度下限、上限及びヒステリシスを設定します。 

8 CmGetTempLimit 指定対象の監視温度下限、上限及びヒステリシスを取得します。 

9 CmSetTempUpperLimit 温度警告と温度異常検出の上限値及びヒステリシスを設定します。 

10 CmGetTempUpperLimit 温度警告と温度異常検出の上限値及びヒステリシスを取得します。 

11 CmSetTempLowerLimit 温度警告と温度異常検出の下限値及びヒステリシスを設定します。 

12 CmGetTempLowerLimit 温度警告と温度異常検出の下限値及びヒステリシスを取得します。 

●電源監視 

13 CmGetPower 電源電圧を取得します。 

14 CmSetPowerLimit 電源電圧の上限、下限及びヒステリシスを設定します。 

15 CmGetPowerLimit 電源電圧の上限、下限及びヒステリシスを取得します。 

16 CmSetDigitalFilter 電源電圧異常検出時のデジタルフィルタを設定します。 

17 CmGetDigitalFilter 電源電圧異常検出時のデジタルフィルタを取得します。 

●FAN 監視 

18 CmGetFanRotate FAN の回転数を取得します。 

19 CmSetFanAutoThreshold FAN 自動制御の温度閾値を設定します。 

20 CmGetFanAutoThreshold FAN 自動制御の温度閾値を取得します。 

21 CmSetFanAutoSpeed FAN 自動制御の速度を%で設定します。 

22 CmGetFanAutoSpeed FAN 自動制御の速度設定値(%)を取得します。 

●振動・衝撃監視 

23 CmGetGSense 指定対象の加速度センサ値を取得します。※1 
24 CmSetGSenseLimit 振動・衝撃異常検出の閾値を設定します。※1 
25 CmGetGSenseLimit 振動・衝撃異常検出の閾値を取得します。※1 
●ストレージ監視 

26 CmGetDeviceIdentify デバイス情報を取得します。 

27 CmGetSmartAttribute デバイスの S.M.A.R.T 情報を取得します。 

28 CmGetSmartThreshold デバイスの S.M.A.R.T 情報の閾値を取得します。 

●瞬低対策用電源装置監視 

29 CmSetPowerOffTime 停電発生からシャットダウン／電源強制断までの時間を設定します。

30 CmGetPowerOffTime 停電発生からシャットダウン／電源強制断までの時間を取得します。

●割り込みイベント 

31 CmSetEvent 割り込みイベントを登録します。 

32 CmKillEvent 割り込みイベントを削除します。 

33 CmSetEventMask 割り込みイベントマスクを設定します。 

34 CmGetEventMask 割り込みイベントマスクを取得します。 

35 CmGetEventFactor 割り込みイベント要因を取得します。 

36 CmSetEventMaskEx 拡張割り込みイベントマスクを設定します。 
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No 関数名 機能 

37 CmGetEventMaskEx 拡張割り込みイベントマスクを取得します。 

38 CmGetEventFactorEx 拡張割り込みイベント要因を取得します。 

●ステータス 

39 CmGetControlStatus 現在の制御状態を取得します。 

40 CmGetErrorStatus 現在発生中の異常状態を取得します。 

41 CmGetAlarmStatus 現在発生中の警告状態を取得します。 

42 CmGetRaidStatus RAID ステータスを取得します。 

43 CmGetBatStatus バッテリステータスを取得します。 

●デジタル入出力 

44 CmInputUP デジタル入力接点の状態を取得します。 

45 CmOutputUP デジタル出力接点を制御します。 

46 CmSetDIConfig デジタル入力接点の機能を設定します。 

47 CmGetDIConfig デジタル入力接点の設定を取得します。 

●外部コネクタ(EX_SWOUT) 

48 CmControlEXO 外部コネクタ出力を制御します。 

●RAS 通知 

49 CmSetRasNotify RAS 通知の通知方法、通知条件、異常時のデジタル出力状態を設定し

ます。 

50 CmGetRasNotify RAS 通知の通知方法、通知条件、異常時のデジタル出力状態を取得し

ます。 

●LED 制御 

51 CmControlNoticeLed LED を制御します。 

52 CmSetPatternNoticeLed LED の点灯パターンを設定します。 

53 CmGetPatternNoticeLed LED の点灯パターンを取得します。 

54 CmSetColorNoticeLed LED の発光色を設定します。 

55 CmGetColorNoticeLed LED の発光色を取得します。 

56 CmControlGPLed 汎用 LED を制御します。 

●ブザー制御 

57 CmControlBuzzer ブザーを制御します。 

●ひもスイッチ 

58 CmGetHimoSwitchStatus ひもスイッチの状態を取得します。 

59 CmSetHimoSwitchConfig ひもスイッチの機能を設定します。 

60 CmGetHimoSwitchConfig ひもスイッチの機能を取得します。 

●遷移出力 

61 CmSetTransOutputConfig 遷移出力の制御対象の制御タイミング、出力制御、出力設定、DAW 設

定を設定します。 

62 CmGetTransOutputConfig 遷移出力の制御対象の制御タイミングの出力制御、出力設定、DAW 設

定を取得します。 

●スロットイン電源モジュール 

63 CmGetPsmId スロットイン電源モジュールの ID を取得します。 

64 CmGetPsmStatus スロットイン電源モジュールの状態を取得します。 
●製品情報 

65 CmGetFirmwareVersion ファームウェアバージョンを取得します。 

 
※1 本機能は有償オプションです。ご利用されたい方は、加速度センサの機能付の製品をお買い求め下さい。
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4.3 関数対応一覧 
 

本ソフトウェアでは、ご利用の製品によって使用できる機能・関数・識別子などが異なります。 

別紙「機能対応表」に記載しておりますので、ご覧ください。 
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4.4 関数個別説明 
 

1. CmSetWDTConfig 
【機能】 

WDT の周期、および周期満了時のアクションを設定します。 

 

【書式】 

unsigned int CmSetWDTConfig( 

unsigned int Cycle,   

unsigned int Action  

); 

 

【パラメータ】 

Cycle 
WDT の周期を設定します。設定可能範囲は 1～255 で、単位は秒です。 

デフォルトは 30 です。BIOS 設定で WDT を有効にしている場合は、その設定となります。 

 

Action 
WDT 周期満了時のアクションを設定します。 

下記の値が設定可能です。 

識別子 値 意味 

CM_WDT_ACT_INTERRUPT 0 周期満了時に割り込みイベントを発生させます。 

CM_WDT_ACT_RESET 1 周期満了時に CPU リセットを起こします。 

デフォルトは CM_WDT_ACT_INTERRUPT です。 

BIOS 設定で WDT を有効にしている場合は、CM_WDT_ACT_RESET になります。 

 

【戻り値】 

本関数実行時には下記の戻り値が返ります。 

識別子 値 内容 

IFCM_ERROR_SUCCESS 0 正常終了 

IFCM_ERROR_INTERNAL C0000001h 内部エラー 

IFCM_ERROR_INVALID_PARAMETER C0000002h 入力パラメータ不正 

IFCM_ERROR_INVALID_HANDLE C0000007h 内部エラー 

 

IFCM_ERROR_SUCCESS以外の値が返された場合については、『4.7 戻り値一覧』を参照してくださ

い。 

 

【備考】 

・ WDT 動作中に、本関数を実行すると、新しく設定した周期で、再度カウントし直します。 

・ 複数の異なるアプリケーションで本関数を実行した場合、 後に設定した周期、アクションが

有効となります。 

・ BIOS 設定で WDT を有効にしている場合は、OS 起動時にその設定が引き継がれます。 
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【使用例】 

unsigned int Ret; 

Ret = CmSetWDTConfig(50, CM_WDT_ACT_RESET); 

WDT 周期を 50秒、アクションを CPU リセットに設定します。 
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2. CmGetWDTConfig 
【機能】 

現在の WDT の周期、および周期満了時のアクションを取得します。 

 

【書式】 

unsigned int CmGetWDTConfig( 

unsigned int* pCycle,   

unsigned int* pAction  

); 

 

【パラメータ】 

pCycle 
WDT の周期格納先です。 

 

pAction 
WDT 周期満了時のアクション格納先です。 

CmSetWDTConfig関数で設定可能な値が取得できます。 

 

【戻り値】 

本関数実行時には下記の戻り値が返ります。 

識別子 値 内容 

IFCM_ERROR_SUCCESS 0 正常終了 

IFCM_ERROR_INTERNAL C0000001h 内部エラー 

IFCM_ERROR_NULL_POINTER C0000005h NULL ポインタ検出 

IFCM_ERROR_INVALID_HANDLE C0000007h 内部エラー 

 

IFCM_ERROR_SUCCESS以外の値が返された場合については、『4.7 戻り値一覧』を参照してくださ

い。 

 

【使用例】 

unsigned int Ret; 

unsigned int Cycle; 

unsigned int Action; 

Ret = CmGetWDTConfig(&Cycle, &Action);  

WDT 周期とアクションを取得します。 
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3. CmStartWDT 
【機能】 

WDT のカウントを開始します。 

 

【書式】 

unsigned int CmStartWDT(void); 

 

【パラメータ】 

なし 

 

【戻り値】 

本関数実行時には下記の戻り値が返ります。 

識別子 値 内容 

IFCM_ERROR_SUCCESS 0 正常終了 

IFCM_ERROR_INTERNAL C0000001h 内部エラー 

IFCM_ERROR_ALREADY C0000003h 既に動作中 

IFCM_ERROR_INVALID_HANDLE C0000007h 内部エラー 

 

IFCM_ERROR_SUCCESS以外の値が返された場合については、『4.7 戻り値一覧』を参照してくださ

い。 

 

【備考】 

一度 WDT を停止させた後、再度本関数を実行した場合、カウント数は 初からカウントし直さ

れます。 

 

【使用例】 

unsigned int Ret; 

Ret = CmStartWDT(); 

WDT のカウントを開始します。 



Help for Linux 

© 2016 Interface Corporation. 

 
44 

 

4. CmStopWDT 
【機能】 

WDT のカウントを停止します。 

 

【書式】 

unsigned int CmStopWDT(void); 

 

【パラメータ】 

なし 

 

【戻り値】 

本関数実行時には下記の戻り値が返ります。 

識別子 値 内容 

IFCM_ERROR_SUCCESS 0 正常終了 

IFCM_ERROR_INTERNAL C0000001h 内部エラー 

IFCM_ERROR_NOT_YET C0000004h まだ動作していない 

IFCM_ERROR_INVALID_HANDLE C0000007h 内部エラー 

 

IFCM_ERROR_SUCCESS以外の値が返された場合については、『4.7 戻り値一覧』を参照してくださ

い。 

 

【使用例】 

unsigned int Ret; 

Ret = CmStopWDT(); 

WDT のカウントを停止します。 
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5. CmClearWDT 
【機能】 

WDT のカウントをクリアします。 

クリアすると設定した周期の値でカウントし直します。 

 

【書式】 

unsigned int CmClearWDT(void); 

 

【パラメータ】 

なし 

 

【戻り値】 

本関数実行時には下記の戻り値が返ります。 

識別子 値 内容 

IFCM_ERROR_SUCCESS 0 正常終了 

IFCM_ERROR_INTERNAL C0000001h 内部エラー 

IFCM_ERROR_NOT_YET C0000004h まだ動作していない 

IFCM_ERROR_INVALID_HANDLE C0000007h 内部エラー 

 

IFCM_ERROR_SUCCESS以外の値が返された場合については、『4.7 戻り値一覧』を参照してくださ

い。 

 

【使用例】 

unsigned int Ret; 

Ret = CmClearWDT(); 

WDT のカウントをクリアします。 
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6. CmGetTemp 
【機能】 

指定対象の温度を取得します。 

 

【書式】 

unsigned int CmGetTemp( 

unsigned int Target,   

int* pTemp  

); 

 

【パラメータ】 

Target 
温度を取得する対象を指定します。 

下記の値が指定可能です。 

識別子 値 意味 

CM_TEMP_TARGET_CPU 0 CPU コア温度を取得します。 

マルチコア CPU 製品の場合、CPU コア 1の温度になり

ます。 

CM_TEMP_TARGET_BRD 1 CPU 基板温度を取得します。 

CM_TEMP_TARGET_MEM 2 メモリ周辺温度を取得します。 

CM_TEMP_TARGET_SLOT1 3 拡張スロット周辺温度 1を取得します。 

CM_TEMP_TARGET_SLOT2 4 拡張スロット周辺温度 2を取得します。 

CM_TEMP_TARGET_SLOT3 5 拡張スロット周辺温度 3を取得します。 

ご利用の製品によって指定できない識別子があります。詳しくは、別紙「機能対応表」を

ご覧ください。機能対応表の閲覧方法は「2.2 機能対応表」に記載されています。 

 

 

pTemp 
温度格納先です。負数が得られることもあります。単位は℃です。 

 

【戻り値】 

本関数実行時には下記の戻り値が返ります。 

識別子 値 内容 

IFCM_ERROR_SUCCESS 0 正常終了 

IFCM_ERROR_INTERNAL C0000001h 内部エラー 

IFCM_ERROR_INVALID_PARAMETER C0000002h 入力パラメータ不正 

IFCM_ERROR_NULL_POINTER C0000005h NULL ポインタ検出 

IFCM_ERROR_INVALID_HANDLE C0000007h 内部エラー 

IFCM_ERROR_NOT_SUPPORT C0000008h 未サポート 

IFCM_ERROR_SUCCESS以外の値が返された場合については、『4.7 戻り値一覧』を参照してくださ

い。 
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【使用例】 

unsigned int Ret; 

int CpuTemp; 

Ret = CmGetTemp(CM_TEMP_TARGET_CPU, &CpuTemp);  

現在の CPU コア温度を取得します。 
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7. CmSetTempLimit 
【機能】 

温度の異常上限、下限、および温度に対するヒステリシスを設定します。 

 

【書式】 

unsigned int CmSetTempLimit( 

unsigned int Target,  

int LowerLimit,  

int UpperLimit,  

int LHysteresis,  

 

int UHysteresis  

); 

 

【パラメータ】 

Target 
温度監視を設定する対象を指定します。 

下記の値が指定可能です。 

識別子 値 意味 

CM_TEMP_TARGET_CPU 0 CPU コアの監視温度を設定します。 

CM_TEMP_TARGET_BRD 1 CPU 基板の監視温度を設定します。 

CM_TEMP_TARGET_MEM 2 メモリ周辺温度の監視温度を設定します。 

 

ご利用の製品によって指定できない識別子があります。詳しくは、別紙「機能対応表」を

ご覧ください。機能対応表の閲覧方法は「2.2 機能対応表」に記載されています。 

 

LowerLimit 
監視温度の下限値です。-60～UpperLimit より小さい値が設定可能です。 

(-60 <= 設定可能値 < UpperLimit) 

単位は℃です。 

 

UpperLimit 
監視温度の上限値です。LowerLimit より大きい値～125 が設定可能です。 

(LowerLimit < 設定可能値 <= 125) 

単位は℃です。 
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LHysteresis 
温度下限復帰ヒステリシスです。CPU コア温度は 0～15、CPU 基板温度及びメモリ周辺温度

は 0～31 の間で設定できます。単位は℃です。 

 

温度異常期間

LowerLimit

LHysteresis

℃

ｔ

 
UHysteresis 

温度上限復帰ヒステリシスです。CPU コア温度は 0～15、CPU 基板温度及びメモリ周辺温度

は 0～31 の間で設定できます。単位は℃です。 

温度異常期間

UpperLimit

UHysteresis

℃

ｔ

 
 

【戻り値】 

本関数実行時には下記の戻り値が返ります。 

識別子 値 内容 

IFCM_ERROR_SUCCESS 0 正常終了 

IFCM_ERROR_INTERNAL C0000001h 内部エラー 

IFCM_ERROR_INVALID_PARAMETER C0000002h 入力パラメータ不正 

IFCM_ERROR_INVALID_HANDLE C0000007h 内部エラー 

IFCM_ERROR_NOT_SUPPORT C0000008h 未サポート 
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IFCM_ERROR_SUCCESS以外の値が返された場合については、『4.7 戻り値一覧』を参照してくださ

い。 

 

【備考】 

・ 複数の異なるアプリケーションで本関数を実行した場合、 後に設定した上限、下限が有

効となります。 



Help for Linux 

© 2016 Interface Corporation. 

 
50 

 

【注意】 

ここで設定できる値は、本ソフトウェアで監視できる値です。ここで設定できる範囲がハード

ウェアの保証温度ではありませんのでご注意ください。 

 

【使用例】 

unsigned int Ret; 

Ret = CmSetTempLimit(CM_TEMP_TARGET_BRD, 0, 50, 5, 5); 

CPU 基板温度の下限を 0℃、上限を 50℃に設定します。
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8. CmGetTempLimit 
【機能】 

温度の異常上限、下限および温度に対するヒステリシスを取得します。 

 

【書式】 

unsigned int CmGetTempLimit( 

unsigned int Target,  

int* pLowerLimit,  

int* pUpperLimit,  

int* pLHysteresis,  

 

int* pUHysteresis  

); 

 

【パラメータ】 

Target 
温度監視を取得する対象を指定します。 

下記の値が指定可能です。 

識別子 値 意味 

CM_TEMP_TARGET_CPU 0 CPU コアの監視温度を取得します。 

CM_TEMP_TARGET_BRD 1 CPU 基板の監視温度を取得します。 

CM_TEMP_TARGET_MEM 2 メモリ周辺温度の監視温度を取得します。 

 

ご利用の製品によって指定できない識別子があります。詳しくは、別紙「機能対応表」を

ご覧ください。機能対応表の閲覧方法は「2.2 機能対応表」に記載されています。 

 

pLowerLimit 
温度下限値格納先です。単位は℃です。 

 

pUpperLimit 
温度上限値格納先です。単位は℃です。 

 

pLHysteresis 
温度下限復帰ヒステリシスの格納先です。単位は℃です。 

 

pUHysteresis 
温度上限復帰ヒステリシスの格納先です。単位は℃です。 
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【戻り値】 

本関数実行時には下記の戻り値が返ります。 

識別子 値 内容 

IFCM_ERROR_SUCCESS 0 正常終了 

IFCM_ERROR_INTERNAL C0000001h 内部エラー 

IFCM_ERROR_NULL_POINTER C0000005h NULL ポインタ検出 

IFCM_ERROR_INVALID_HANDLE C0000007h 内部エラー 

IFCM_ERROR_NOT_SUPPORT C0000008h 未サポート 

 

IFCM_ERROR_SUCCESS以外の値が返された場合については、『4.7 戻り値一覧』を参照してくださ

い。 

 

【使用例】 

unsigned int Ret; 

int LowerLimit; 

int UpperLimit; 

int LHysteresis; 

int UHysteresis; 

 

Ret = CmGetTempLimit(CM_TEMP_TARGET_BRD, &LowerLimit, &UpperLimit,  

                                                       &LHysteresis, &UHysteresis); 

CPU 基板温度の下限、上限を取得します。 
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9. CmSetTempUpperLimit 
【機能】 

温度警告と温度異常検出の上限値及びヒステリシスを設定します。 
 
【書式】 

unsigned int CmSetTempUpperLimit( 
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 unsigned int Target, 
 int AlarmLimit, 
 int ErrorLimit, 
 int AHysteresis, 
 int EHysteresis 
); 

 
【パラメータ】 

Target 
温度監視を設定する対象を指定します。 

下記の値が指定可能です。 

識別子 値 意味 

CM_TEMP_TARGET_CPU 0 CPU コアの監視温度を設定します。 

CM_TEMP_TARGET_BRD 1 CPU基板の監視温度を設定します。 

 

AlarmLimit 
温度警告の上限値を指定します。 
警告下限値～ErrorLimit の範囲で設定可能です。 
(警告下限値 < 設定可能値 < ErrorLimit) 
単位は℃です。 

 
ErrorLimit 

温度異常の上限値を指定します。 
AlarmLimit～125 の範囲で設定可能です。 
(AlarmLimit < 設定可能値 <= 125) 
単位は℃です。 
 

AHysteresis 
温度上限警告の復帰ヒステリシスです。 

CPU コア温度は 0～15、CPU 基板温度は 0～31 の間で設定できます。単位は℃です。 

 

温度警告期間

AlarmLimit

AHysteresis

℃

ｔ
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EHysteresis 
温度上限異常の復帰ヒステリシスです。 

CPU コア温度は 0～15、CPU 基板温度は 0～31 の間で設定できます。単位は℃です。 

 

温度異常期間

ErrorLimit

EHysteresis

℃

ｔ

 
 

【戻り値】 

本関数実行時には下記の戻り値が返ります。 

識別子 値 内容 

IFCM_ERROR_SUCCESS 0 正常終了 

IFCM_ERROR_INTERNAL C0000001h 内部エラー 

IFCM_ERROR_INVALID_PARAMETER C0000002h 入力パラメータ不正 

IFCM_ERROR_INVALID_HANDLE C0000007h 内部エラー 

IFCM_ERROR_NOT_SUPPORT C0000008h 未サポート 
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IFCM_ERROR_SUCCESS以外の値が返された場合については、『4.7 戻り値一覧』を参照してくださ

い。 

 

【備考】 

・ 複数の異なるアプリケーションで本関数を実行した場合、 後に設定した上限、下限が有

効となります。 

 

【注意】 

ここで設定できる値は、本ソフトウェアで監視できる値です。ここで設定できる範囲がハード

ウェアの保証温度ではありませんのでご注意ください。 

 

【使用例】 

unsigned int Ret; 

Ret = CmSetTempUpperLimit(CM_TEMP_TARGET_BRD, 60, 80, 5, 5); 

CPU 基板温度の温度警告上限を 60℃、温度異常上限を 80℃に設定します。 
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10.CmGetTempUpperLimit 

【機能】 
温度警告と温度異常検出の上限値及びヒステリシスを取得します。 

 
【書式】 

unsigned int CmGetTempUpperLimit( 

 unsigned int Target, 
 int* pAlarmLimit, 
 int* pErrorLimit, 
 int* pAHysteresis, 
 int* pEHysteresis 
); 

 

【パラメータ】 

Target 
温度監視を取得する対象を指定します。 

下記の値が指定可能です。 

識別子 値 意味 

CM_TEMP_TARGET_CPU 0 CPU コアの監視温度を取得します。 

CM_TEMP_TARGET_BRD 1 CPU 基板の監視温度を取得します。 

 

pAlarmLimit 
温度警告の上限値を格納する変数へのポインタを指定します。 

 

pErrorLimit 
温度異常の上限値を格納する変数へのポインタを指定します。 

 

pAHysteresis 
温度警告復帰ヒステリシスの格納先です。 

単位は℃です。 

 

pEHysteresis 
温度異常復帰ヒステリシスの格納先です。 

単位は℃です。 

 

【戻り値】 

本関数実行時には下記の戻り値が返ります。 

識別子 値 内容 

IFCM_ERROR_SUCCESS 0 正常終了 

IFCM_ERROR_INTERNAL C0000001h 内部エラー 

IFCM_ERROR_NULL_POINTER C0000005h NULL ポインタ検出 

IFCM_ERROR_INVALID_HANDLE C0000007h 内部エラー 

IFCM_ERROR_NOT_SUPPORT C0000008h 未サポート 

 

IFCM_ERROR_SUCCESS以外の値が返された場合については、『4.7 戻り値一覧』を参照してくださ

い。 
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【使用例】 

unsigned int Ret; 

int AlarmLimit; 

int ErrorLimit; 

int AHysteresis; 

int EHysteresis; 

 

Ret = CmGetTempUpperLimit(CM_TEMP_TARGET_BRD, &AlarmLimit, &ErrorLimit,  

                                                       &AHysteresis, &EHysteresis); 

CPU 基板温度の警告上限、異常上限を取得します。 
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11.CmSetTempLowerLimit 

【機能】 
温度警告と温度異常検出の下限値及びヒステリシスを設定します。 

 
【書式】 

unsigned int CmSetTempLowerLimit( 
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 unsigned int Target, 
 int AlarmLimit, 
 int ErrorLimit, 
 int AHysteresis, 
 int EHysteresis 
); 

 
【パラメータ】 

Target 
温度監視を設定する対象を指定します。 

下記の値が指定可能です。 

識別子 値 意味 

CM_TEMP_TARGET_CPU 0 CPU コアの監視温度を設定します。 

CM_TEMP_TARGET_BRD 1 CPU基板の監視温度を設定します。 

 
AlarmLimit 

温度警告の下限値を指定します。 
ErrorLimit～警告上限値の範囲で設定可能です。 
(ErrorLimit < 設定可能値 < 警告上限値)  
単位は℃です。 

 
ErrorLimit 

温度異常の下限値を指定します。 
-60～AlarmLimit の範囲で設定可能です。 
(-60 <= 設定可能値 < ErrorLimit) 
単位は℃です。 
 

AHysteresis 
温度下限警告の復帰ヒステリシスです。 

CPU コア温度は 0～15、CPU 基板温度は 0～31 の間で設定できます。単位は℃です。 

温度警告期間

AlarmLimit

AHysteresis

℃

ｔ
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EHysteresis 
温度下限異常の復帰ヒステリシスです。。 

CPU コア温度は 0～15、CPU 基板温度は 0～31 の間で設定できます。単位は℃です。 

温異常期間

ErrorLimit

EHysteresis

℃

ｔ

 
 

【戻り値】 

本関数実行時には下記の戻り値が返ります。 

識別子 値 内容 

IFCM_ERROR_SUCCESS 0 正常終了 

IFCM_ERROR_INTERNAL C0000001h 内部エラー 

IFCM_ERROR_INVALID_PARAMETER C0000002h 入力パラメータ不正 

IFCM_ERROR_INVALID_HANDLE C0000007h 内部エラー 

IFCM_ERROR_NOT_SUPPORT C0000008h 未サポート 

 

IFCM_ERROR_SUCCESS以外の値が返された場合については、『4.7
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 戻り値一覧』を参照してくださ

い。 

 

【備考】 

・ 複数の異なるアプリケーションで本関数を実行した場合、 後に設定した上限、下限が有

効となります。 

 

【注意】 

ここで設定できる値は、本ソフトウェアで監視できる値です。ここで設定できる範囲がハード

ウェアの保証温度ではありませんのでご注意ください。 

 

【使用例】 

unsigned int Ret; 

Ret = CmSetTempLowerLimit(CM_TEMP_TARGET_BRD, 0, -20, 5, 5); 

CPU 基板温度の温度警告下限を 0℃、温度異常下限を-20℃に設定します。 
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12.CmGetTempLowerLimit 

【機能】 
温度警告と温度異常検出の下限値及びヒステリシスを取得します。 

 
【書式】 

unsigned int CmGetTempLowerLimit( 

 unsigned int Target, 
 int* pAlarmLimit, 
 int* pErrorLimit, 
 int* pAHysteresis, 
 int* pEHysteresis 
); 

 

【パラメータ】 

Target 
温度監視を取得する対象を指定します。 

下記の値が指定可能です。 

識別子 値 意味 

CM_TEMP_TARGET_CPU 0 CPU コアの監視温度を取得します。 

CM_TEMP_TARGET_BRD 1 CPU 基板の監視温度を取得します。 

 
pAlarmLimit 

温度警告の下限値を格納する変数へのポインタを指定します。 

 
pErrorLimit 

温度異常の下限値を格納する変数へのポインタを指定します。 
 

pAHysteresis 
温度警告復帰ヒステリシスの格納先です。 

単位は℃です。 

 

pEHysteresis 
温度異常復帰ヒステリシスの格納先です。 

単位は℃です。 

 

【戻り値】 

本関数実行時には下記の戻り値が返ります。 

識別子 値 内容 

IFCM_ERROR_SUCCESS 0 正常終了 

IFCM_ERROR_INTERNAL C0000001h 内部エラー 

IFCM_ERROR_NULL_POINTER C0000005h NULL ポインタ検出 

IFCM_ERROR_INVALID_HANDLE C0000007h 内部エラー 

IFCM_ERROR_NOT_SUPPORT C0000008h 未サポート 

 

IFCM_ERROR_SUCCESS以外の値が返された場合については、『4.7 戻り値一覧』を参照してくださ

い。 
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【使用例】 

unsigned int Ret; 

int AlarmLimit; 

int ErrorLimit; 

int AHysteresis; 

int EHysteresis; 

 

Ret = CmGetTempLowerLimit(CM_TEMP_TARGET_BRD, &AlarmLimit, &ErrorLimit,  

                                                       &AHysteresis, &EHysteresis); 

CPU 基板温度の警告下限、異常下限を取得します。 
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13.CmGetPower 

【機能】 

電源電圧を取得します。 

 

【書式】 

unsigned int CmGetPower( 

unsigned int Target,   

float* pPower  

); 

 

【パラメータ】 

Target 
電圧を取得する対象を指定します。 

下記の値が指定可能です。 

識別子 値 意味 

CM_POWER_TARGET_EXT 0 外部電源電圧を取得します。 

 
pPower 

電圧値格納先です。単位は Vです。 

 

【備考】 

SuperCD PoE 受電モデルでは本機能は非サポートになります。DC 電源モデルと互換のため関数

の実行は行えますが、取得できる値は実際の値とは異なります。 

 

【戻り値】 

本関数実行時には下記の戻り値が返ります。 

識別子 値 内容 

IFCM_ERROR_SUCCESS 0 正常終了 

IFCM_ERROR_INTERNAL C0000001h 内部エラー 

IFCM_ERROR_INVALID_PARAMETER C0000002h 入力パラメータ不正 

IFCM_ERROR_NULL_POINTER C0000005h NULL ポインタ検出 

IFCM_ERROR_INVALID_HANDLE C0000007h 内部エラー 

IFCM_ERROR_NOT_SUPPORT C0000008h 未サポート 

 

IFCM_ERROR_SUCCESS以外の値が返された場合については、『4.7 戻り値一覧』を参照してくださ

い。 

 

【使用例】 

unsigned int Ret; 

float Power; 

Ret = CmGetPower(CM_POWER_TARGET_EXT, &Power);  

現在の外部電源電圧値を取得します。 
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14.CmSetPowerLimit 

【機能】 

電源電圧の上限、下限及びヒステリシスを設定します。 

ここで設定した範囲を超えた場合に、割り込みイベントを通知することができます。 

 

【書式】 

unsigned int CmSetPowerLimit( 
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unsigned int Target,  

int LowerLimit,  

int UpperLimit,  

 

int LHysteresis,  

int UHysteresis  

); 

 

【パラメータ】 

Target 
電源の監視を行う対象を指定します。 

下記の値が指定できます。 

識別子 値 意味 

CM_POWER_TARGET_EXT 0 外部電源電圧 

 

LowerLimit 
電源の監視電圧下限値を設定します。下限値は設定値に 0.22(V)を掛けたものになります。 

設定範囲は 25～ UpperLimit より小さい値です。 

 例）25と設定した場合、下限値は 25×0.22= 5.50(V)となります。 

 

UpperLimit 
電源の監視電圧上限値を設定します。上限は設定値に 0.22(V)を掛けたものになります。 

設定範囲は LowerLimit より大きい値～170 です。 

 例）170 と設定した場合、上限値は 170×0.22= 37.4(V)となります。 

 

LHysteresis 
電源の監視電圧下限異常の復帰ヒステリシスです。0～31 の間で設定できます。 

範囲は設定値に 0.22(V)を掛けたものになります。 

 例) 1 と設定した場合、範囲は 0.22(V)となります。 

 

電源電圧異常期間

LowerLimit

LHysteresis

V

ｔ
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UHysteresis 
電源の監視電圧上限異常の復帰ヒステリシスです。0～31 の間で設定できます。 

範囲は設定値に 0.22(V)を掛けたものになります。 

 例) 1 と設定した場合、範囲は 0.22(V)となります。 

電源電圧異常期間

UpperLimit

UHysteresis

V

ｔ

 
 

 

【戻り値】 

本関数実行時には下記の戻り値が返ります。 

識別子 値 内容 

IFCM_ERROR_SUCCESS 0 正常終了 

IFCM_ERROR_INTERNAL C0000001h 内部エラー 

IFCM_ERROR_INVALID_PARAMETER C0000002h 入力パラメータ不正 

IFCM_ERROR_INVALID_HANDLE C0000007h 内部エラー 

IFCM_ERROR_NOT_SUPPORT C0000008h 未サポート 
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IFCM_ERROR_SUCCESS以外の値が返された場合については、『4.7 戻り値一覧』を参照してくださ

い。 

 

【備考】 

・ 複数の異なるアプリケーションで本関数を実行した場合、 後に設定した上限、下限、ヒ

ステリシスが有効となります。 

 

【使用例】 

unsigned int Ret; 

Ret = CmSetPowerLimit(CM_POWER_TARGET_EXT, 25, 170, 10, 10); 

外部電源電圧の下限を 5.50(V)、上限を 37.4(V)に設定します。 

下限異常後 7.70(V)以上で復帰、上限異常後 35.2(V)以下で復帰になります。 
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15.CmGetPowerLimit 

【機能】 

電源電圧の上限、下限および電源に対するヒステリシスを取得します。 

 

【書式】 

unsigned int CmGetPowerLimit( 

unsigned int Target,  

int* pLowerLimit,  

int* pUpperLimit,  

int* pLHysteresis,  

 

int* pUHysteresis  

); 

 

【パラメータ】 

Target 
取得する電源の監視電圧行う対象を指定します。 

下記の値が指定できます。 

識別子 値 意味 

CM_POWER_TARGET_EXT 0 外部電源電圧 

 

pLowerLimit 
電源の監視電圧下限値の格納先です。 

 

pUpperLimit 
電源の監視電圧上限値の格納先です。 

 

pLHysteresis 
電源の監視電圧下限異常復帰ヒステリシスの格納先です。 

 

pUHysteresis 
電源の監視電圧上限異常復帰ヒステリシスの格納先です。 

 

【戻り値】 

本関数実行時には下記の戻り値が返ります。 

識別子 値 内容 

IFCM_ERROR_SUCCESS 0 正常終了 

IFCM_ERROR_INTERNAL C0000001h 内部エラー 

IFCM_ERROR_NULL_POINTER C0000005h NULL ポインタ検出 

IFCM_ERROR_INVALID_HANDLE C0000007h 内部エラー 

IFCM_ERROR_NOT_SUPPORT C0000008h 未サポート 

 

IFCM_ERROR_SUCCESS以外の値が返された場合については、『4.7 戻り値一覧』を参照してくださ

い。 
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【使用例】 

unsigned int Ret; 

int LowerLimit; 

int UpperLimit; 

int LHysteresis; 

int UHysteresis; 

 

Ret = CmGetPowerLimit(CM_POWER_TARGET_EXT, &LowerLimit, &UpperLimit,  

                                                       &LHysteresis, &UHysteresis); 

外部電源電圧の下限、上限、ヒステリシスを取得します。 
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16.CmSetDigitalFilter 

【機能】 

電源電圧異常検出時のデジタルフィルタを設定します。 

 

【書式】 

unsigned int CmSetDigitalFilter ( 

unsigned int Target,   

int DigitalFilter  

); 

 

【パラメータ】 

Target 
デジタルフィルタを設定する対象を指定します。 

下記の値が指定できます。 

識別子 値 意味 

CM_POWER_TARGET_EXT 0 外部電圧異常検出のデジタルフィルタです。 

 

DigitalFilter 
デジタルフィルタの設定値を指定します。単位は ms です。 

0 ：フィルタなし 

1～255 ：フィルタ値 

設定期間異常状態が継続した場合に異常と判断します。 

 

【戻り値】 

本関数実行時には下記の戻り値が返ります。 

識別子 値 内容 

IFCM_ERROR_SUCCESS 0 正常終了 

IFCM_ERROR_INTERNAL C0000001h 内部エラー 

IFCM_ERROR_INVALID_PARAMETER C0000002h 入力パラメータ不正 

IFCM_ERROR_INVALID_HANDLE C0000007h 内部エラー 

IFCM_ERROR_NOT_SUPPORT C0000008h 未サポート 

 

IFCM_ERROR_SUCCESS以外の値が返された場合については、『4.7 戻り値一覧』を参照してくださ

い。 

 

【備考】 

・ 複数の異なるアプリケーションで本関数を実行した場合、 後に設定したフィルタ値が有

効になります。 

 

【使用例】 

unsigned int Ret;  

Ret = CmSetDigitalFilter(CM_POWER_TARGET_EXT, 50); 

外部電源電圧の異常が 50ms 間継続したら異常と判断します。 
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17.CmGetDigitalFilter 

【機能】 

電源電圧異常検出時のデジタルフィルタを取得します。 

 

【書式】 

unsigned int CmGetDigitalFilter ( 

unsigned int Target,   

int* pDigitalFilter  

); 

 

【パラメータ】 

Target 
デジタルフィルタを設定する対象を指定します。 

下記の値が指定できます。 

識別子 値 意味 

CM_POWER_TARGET_EXT 0 外部電源電圧異常検出のデジタルフィルタです。 

 

pDigitalFilter 
デジタルフィルタの設定値を取得します。 

 

【戻り値】 

本関数実行時には下記の戻り値が返ります。 

識別子 値 内容 

IFCM_ERROR_SUCCESS 0 正常終了 

IFCM_ERROR_INTERNAL C0000001h 内部エラー 

IFCM_ERROR_NULL_POINTER C0000005h NULL ポインタ検出 

IFCM_ERROR_INVALID_HANDLE C0000007h 内部エラー 

IFCM_ERROR_NOT_SUPPORT C0000008h 未サポート 

 

IFCM_ERROR_SUCCESS以外の値が返された場合については、『4.7 戻り値一覧』を参照してくださ

い。 

 

【使用例】 

unsigned int Ret; 

int DigtalFilter; 

Ret = CmGetDigitalFilter(CM_POWER_TARGET_EXT, &DigitalFilter);  

外部電源電圧に対するデジタルフィルタの設定値を取得します。 
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18.CmGetFanRotate 

【機能】 

FAN の回転数を取得します。 

回転数は毎分の回転数(rpm)が取得できます。 

 

【書式】 

unsigned int CmGetFanRotate( 

 unsigned int Target,  

 unsigned int* pData  

); 

 

【パラメータ】 

Target 
回転数を取得する対象を指定します。 

下記の値が指定できます。 

識別子 値 内容 

CM_FAN_TARGET_FAN1 0 FAN1 の回転数を取得します。 

CM_FAN_TARGET_FAN2 1 FAN2 の回転数を取得します。 

CM_FAN_TARGET_FAN3 2 FAN3 の回転数を取得します。 

 

ご利用の製品によって指定できない識別子があります。詳しくは、別紙「機能対応表」を

ご覧ください。機能対応表の閲覧方法は「2.2 機能対応表」に記載されています。 

 

pData 
FAN の回転数格納先です。単位は rpm です。 

 

【戻り値】 

本関数実行時には下記の戻り値が返ります。 

識別子 値 内容 

IFCM_ERROR_SUCCESS 0 正常終了 

IFCM_ERROR_INTERNAL C0000001h 内部エラー 

IFCM_ERROR_INVALID_PARAMETER C0000002h 入力パラメータ不正 

IFCM_ERROR_NULL_POINTER C0000005h NULL ポインタ検出 

IFCM_ERROR_INVALID_HANDLE C0000007h 内部エラー 

IFCM_ERROR_NOT_SUPPORT C0000008h 未サポート 

 

IFCM_ERROR_SUCCESS以外の値が返された場合については、『4.7 戻り値一覧』を参照してくださ

い。 
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【使用例】 

unsigned int Ret; 

unsigned int Data; 

Ret = CmGetFanRotate(CM_FAN_TARGET_FAN1, &Data);  

FAN1 の回転数を取得します。
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19.CmSetFanAutoThreshold 

【機能】 
FAN 自動制御の温度閾値を設定します。 
温度閾値は CPU コア温度の閾値となります。 

 
【書式】 

unsigned int CmSetFanAutoThreshold( 

 unsigned int Target, 
 int LowThreshold, 
 int HighThreshold 
); 

 

【パラメータ】 

Target 
閾値を設定する対象を指定します。 

下記の値が指定できます。 

識別子 値 内容 

CM_FAN_TARGET_FAN1 0 FAN1 の自動制御の温度閾値を設定します。 

CM_FAN_TARGET_FAN2 1 FAN2 の自動制御の温度閾値を設定します。 

CM_FAN_TARGET_FAN3 2 FAN3 の自動制御の温度閾値を設定します。 

 

ご利用の製品によって指定できない識別子があります。詳しくは、別紙「機能対応表」を

ご覧ください。機能対応表の閲覧方法は「2.2 機能対応表」に記載されています。 

 
LowThreshold 

低温閾値を設定します。 

-60～HighThreshold の値を設定できます。 

単位は℃です。 
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HighThreshold 

高温閾値を設定します。 

LowThreshold～125 の値を設定できます。 

単位は℃です。 

 

HighThreshold

LowThreshold

MidSpeedLowSpeed HighSpeed MaxSpeed

MaxThreshold
℃

ｔ

 
※ 大閾値(MaxThreshold)は固定値となります。 

 

 

【戻り値】 

この関数では下記の戻り値が返されます。 

戻り値 値 条件 

IFCM_ERROR_SUCCESS 0 正常終了 

IFCM_ERROR_INTERNAL C0000001h 内部エラー 

IFCM_ERROR_INVALID_PARAMETER C0000002h 入力パラメータ不正 

IFCM_ERROR_INVALID_HANDLE C0000007h 内部エラー 

IFCM_ERROR_NOT_SUPPORT C0000008h 未サポート 
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IFCM_ERROR_SUCCESS以外の値が返された場合については、『4.7 戻り値一覧』を参照してくださ

い。 

 

【使用例】 

unsigned int Ret;  

Ret = CmSetFanAutoThreshold(CM_FAN_TARGET_FAN1, 20, 80);  

FAN1 の自動制御温度閾値を設定します。 
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20.CmGetFanAutoThreshold 

【機能】 
FAN 自動制御の温度閾値を取得します。 

 
【書式】 

unsigned int CmGetFanAutoThreshold( 

 unsigned int Target, 
 int* pLowThreshold, 
 int* pHighThreshold 
); 

 

【パラメータ】 

Target 
閾値を取得する対象を指定します。 

下記の値が指定できます。 

識別子 値 内容 

CM_FAN_TARGET_FAN1 0 FAN1 の自動制御の温度閾値を取得します。 

CM_FAN_TARGET_FAN2 1 FAN2 の自動制御の温度閾値を取得します。 

CM_FAN_TARGET_FAN3 2 FAN3 の自動制御の温度閾値を取得します。 

 

ご利用の製品によって指定できない識別子があります。詳しくは、別紙「機能対応表」を

ご覧ください。機能対応表の閲覧方法は「2.2 機能対応表」に記載されています。 

 
pLowThreshold 

低温閾値の格納先です。 

単位は℃です。 

 
pHighThreshold 

高温閾値の格納先です。 

単位は℃です。 
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【戻り値】 

この関数では下記の戻り値が返されます。 

戻り値 値 条件 

IFCM_ERROR_SUCCESS 0 正常終了 

IFCM_ERROR_INTERNAL C0000001h 内部エラー 

IFCM_ERROR_INVALID_PARAMETER C0000002h 入力パラメータ不正 

IFCM_ERROR_NULL_POINTER C0000005h NULL ポインタ 

IFCM_ERROR_INVALID_HANDLE C0000007h 内部エラー 

IFCM_ERROR_NOT_SUPPORT C0000008h 未サポート 

 

IFCM_ERROR_SUCCESS以外の値が返された場合については、『4.7 戻り値一覧』を参照してくださ

い。 

 

【使用例】 

unsigned int Ret;  

int LowThreshold;  

int HighThreshold; 

Ret = CmGetFanAutoThreshold(CM_FAN_TARGET_FAN1, &LowThreshold, &HighThreshold);  

FAN1 の自動制御温度閾値を取得します。 
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21.CmSetFanAutoSpeed 

【機能】 
FAN 自動制御の速度を%で設定します。 

 
【書式】 

unsigned int CmSetFanAutoSpeed( 

 unsigned int Target, 
 unsigned int LowSpeed, 
 unsigned int MidSpeed, 
 unsigned int HighSpeed 
); 

 

【パラメータ】 

Target 
速度を設定する対象を指定します。 

下記の値が指定できます。 

識別子 値 内容 

CM_FAN_TARGET_FAN1 0 FAN1 の自動制御の速度を設定します。 

CM_FAN_TARGET_FAN2 1 FAN2 の自動制御の速度を設定します。 

CM_FAN_TARGET_FAN3 2 FAN3 の自動制御の速度を設定します。 

 

ご利用の製品によって指定できない識別子があります。詳しくは、別紙「機能対応表」を

ご覧ください。機能対応表の閲覧方法は「2.2 機能対応表」に記載されています。 

 
LowSpeed 

低温閾値以下の場合の速度を設定します。 

30～100 の値を 10刻みで設定できます。一桁目の数は切り捨てられます。 

単位は%です。 

 
MidSpeed 

低温閾値～高温閾値間の場合の速度を設定します。 

30～100 の値を 10刻みで設定できます。一桁目の数は切り捨てられます。 

単位は%です。 



Help for Linux 

 
HighSpeed 

高温閾値～ 大閾値間の場合の速度を設定します。 

30～100 の値を 10刻みで設定できます。一桁目の数は切り捨てられます。 

単位は%です。 

 

HighThreshold

LowThreshold

MidSpeedLowSpeed HighSpeed MaxSpeed

MaxThreshold
℃

ｔ

 
※ 大閾値(MaxThreshold)を超えた時の速度(MaxSpeed)は固定値となります。 

 

【戻り値】 

この関数では下記の戻り値が返されます。 

戻り値 値 条件 

IFCM_ERROR_SUCCESS 0 正常終了 

IFCM_ERROR_INTERNAL C0000001h 内部エラー 

IFCM_ERROR_INVALID_PARAMETER C0000002h 入力パラメータ不正 

IFCM_ERROR_INVALID_HANDLE C0000007h 内部エラー 

IFCM_ERROR_NOT_SUPPORT C0000008h 未サポート 
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IFCM_ERROR_SUCCESS以外の値が返された場合については、『4.7 戻り値一覧』を参照してくださ

い。 

 

【使用例】 

unsigned int Ret;  

Ret = CmSetFanAutoSpeed(CM_FAN_TARGET_FAN1, 30, 50, 80);  

FAN1 の自動制御速度を設定します。 
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22.CmGetFanAutoSpeed 

【機能】 
FAN 自動制御の速度設定値(%)を取得します。 

 
【書式】 

unsigned int CmGetFanAutoSpeed ( 

 unsigned int Target, 
 unsigned int* pLowSpeed, 
 unsigned int* pMidSpeed, 
 unsigned int* pHighSpeed 
); 

 

【パラメータ】 

Target 
速度を取得する対象を指定します。 

下記の値が指定できます。 

識別子 値 内容 

CM_FAN_TARGET_FAN1 0 FAN1 の自動制御の速度を取得します。 

CM_FAN_TARGET_FAN2 1 FAN2 の自動制御の速度を取得します。 

CM_FAN_TARGET_FAN3 2 FAN3 の自動制御の速度を取得します。 

 

ご利用の製品によって指定できない識別子があります。詳しくは、別紙「機能対応表」を

ご覧ください。機能対応表の閲覧方法は「2.2 機能対応表」に記載されています。 

 
LowSpeed 

低温閾値以下の場合の速度格納先です。 

単位は%です。 

 
MidSpeed 

低温閾値～高温閾値間の場合の速度格納先です。 

単位は%です。 

 
HighSpeed 

高温閾値～ 大閾値間の場合の速度格納先です。 

単位は%です。 
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【戻り値】 

この関数では下記の戻り値が返されます。 

戻り値 値 条件 

IFCM_ERROR_SUCCESS 0 正常終了 

IFCM_ERROR_INTERNAL C0000001h 内部エラー 

IFCM_ERROR_INVALID_PARAMETER C0000002h 入力パラメータ不正 

IFCM_ERROR_NULL_POINTER C0000005h NULL ポインタ 

IFCM_ERROR_INVALID_HANDLE C0000007h 内部エラー 

IFCM_ERROR_NOT_SUPPORT C0000008h 未サポート 

 

IFCM_ERROR_SUCCESS以外の値が返された場合については、『4.7 戻り値一覧』を参照してくださ

い。 
 
【使用例】 

unsigned int Ret;  

unsigned int LowSpeed;  

unsigned int MidSpeed;  

unsigned int HighSpeed; 

Ret = CmGetFanAutoSpeed(CM_FAN_TARGET_FAN1, &LowSpeed, &MidSpeed, &HighSpeed);  

FAN1 の自動制御温度速度を取得します。 



Help for Linux 

 

23.CmGetGSense 

【機能】 
※本機能は有償オプションです。ご利用されたい方は、加速度センサの機能付の製品をお買い求め下さい。 
指定対象の加速度センサ値を取得します。 

 
【書式】 

unsigned int CmGetGSense( 
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 unsigned int Target, 
 unsigned int Axis, 
 unsigned int* pData 
); 

 

【パラメータ】 
Target 

加速度センサの取得対象を指定します。 
下記の値が指定できます。 

識別子 値 内容 

CM_GSENSE_TARGET_SENSOR1 0 加速度センサ 1のセンサ値を取得します。 
 
Axis 

加速度センサの対象の軸を指定します。 

下記の値が指定できます。 

識別子 値 内容 

CM_GSENSE_AXIS_X 0 X 軸方向のセンサ値を取得します。 

CM_GSENSE_AXIS_Y 1 Y 軸方向のセンサ値を取得します。 

CM_GSENSE_AXIS_Z 2 Z 軸方向のセンサ値を取得します。 
 
pData 

加速度センサ値の格納先です。 
ここで得られる値は加速度センサの生の値となります。下記の式で重力加速度値へ変換で

きます。 

( )
42.0

5.101289.0 −×
=

xG   

ここで、 
 G: 重力加速度値 
 x: 取得値 

 
【戻り値】 

本関数実行時には下記の戻り値が返ります。 

識別子 値 内容 

IFCM_ERROR_SUCCESS 0 正常終了 

IFCM_ERROR_INTERNAL C0000001h 内部エラー 

IFCM_ERROR_INVALID_PARAMETER C0000002h 入力パラメータ不正 

IFCM_ERROR_NULL_POINTER C0000005h NULL ポインタ検出 

IFCM_ERROR_INVALID_HANDLE C0000007h 内部エラー 

IFCM_ERROR_NOT_SUPPORT C0000008h 未サポート 

 

IFCM_ERROR_SUCCESS以外の値が返された場合については、『4.7 戻り値一覧』を参照してくださ

い。 
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【使用例】 

unsigned int Ret; 

unsigned int Data; 

Ret = CmGetGSense(CM_GSENSE_TARGET_SENSOR1, CM_GSENSE_AXIS_X, &Data);  

加速度センサ 1の X軸方向のセンサ値を取得します。 
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24.CmSetGSenseLimit 

【機能】 
※本機能は有償オプションです。ご利用されたい方は、加速度センサの機能付の製品をお買い求め下さい。 
振動・衝撃異常検出の閾値を設定します。 

 
【書式】 

unsigned int CmSetGSenseLimit ( 

 unsigned int Target, 
 unsigned int Axis, 
 unsigned int UpperLimit, 
 unsigned int UHysteresis 
); 

 

【パラメータ】 

Target 
振動・衝撃異常検出の閾値を設定する対象を指定します。 

下記の値が指定できます。 

識別子 値 内容 

CM_GSENSE_TARGET_SENSOR1 0 加速度センサ 1の閾値を設定します。 

 
Axis 

対象の軸を指定します。 
下記の値が指定できます。 

識別子 値 内容 

CM_GSENSE_AXIS_X 0 X 軸方向の閾値を設定します。 

CM_GSENSE_AXIS_Y 1 Y 軸方向の閾値を設定します。 

CM_GSENSE_AXIS_Z 2 Z 軸方向の閾値を設定します。 

 
UpperLimit 

振動・衝撃異常検出の閾値を設定します。閾値は設定値に 0.03(G)を掛けた値になります。 

 例）10と設定した場合、閾値は 10×0.03= 0.3(G)となります。 

 

UHysteresis 
振動・衝撃異常検出の復帰ヒステリシスを設定します。ヒステリシスは設定値に 0.03(G)

を掛けた値になります。 

 例）10と設定した場合、閾値は 10×0.03= 0.3(G)となります。 

 

【戻り値】 

この関数では下記の戻り値が返されます。 

戻り値 値 条件 

IFCM_ERROR_SUCCESS 0 正常終了 

IFCM_ERROR_INTERNAL C0000001h 内部エラー 

IFCM_ERROR_INVALID_PARAMETER C0000002h 入力パラメータ不正 

IFCM_ERROR_INVALID_HANDLE C0000007h 内部エラー 

IFCM_ERROR_NOT_SUPPORT C0000008h 未サポート 

 

IFCM_ERROR_SUCCESS以外の値が返された場合については、『4.7 戻り値一覧』を参照してくださ

い。 
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【使用例】 

unsigned int Ret;  

Ret = CmGetGSenseLimit(CM_GSENSE_TARGET_SENSOR1, CM_GSENSE_AXIS_X, 10, 5); 

加速度センサ 1の X軸方向振動・衝撃検出の閾値、ヒステリシスを設定します。 
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25.CmGetGSenseLimit 

【機能】 
※本機能は有償オプションです。ご利用されたい方は、加速度センサの機能付の製品をお買い求め下さい。 
振動・衝撃異常検出の閾値を取得します。 

 
【書式】 

unsigned int CmGetGSenseLimit ( 

 unsigned int Target, 
 unsigned int Axis, 
 unsigned int* pUpperLimit, 
 unsigned int* pUHysteresis 
); 

 

【パラメータ】 

Target 
振動・衝撃異常検出の閾値を設定する対象を指定します。 

下記の値が指定できます。 

識別子 値 内容 

CM_GSENSE_TARGET_SENSOR1 0 加速度センサ 1の閾値を取得します。 

 
Axis 

対象の軸を指定します。 
下記の値が指定できます。 

識別子 値 内容 

CM_GSENSE_AXIS_X 0 X 軸方向の閾値を取得します。 

CM_GSENSE_AXIS_Y 1 Y 軸方向の閾値を取得します。 

CM_GSENSE_AXIS_Z 2 Z 軸方向の閾値を取得します。 

 
pUpperLimit 

振動・衝撃異常検出の閾値格納先です。 

 例）10が取得できた場合、閾値は 10×0.03= 0.3(G)となります。 

 

pUHysteresis 
振動・衝撃異常検出の復帰ヒステリシス格納先です。 

 例）10が取得できた場合、閾値は 10×0.03= 0.3(G)となります。 

 

【戻り値】 

この関数では下記の戻り値が返されます。 

戻り値 値 条件 

IFCM_ERROR_SUCCESS 0 正常終了 

IFCM_ERROR_INTERNAL C0000001h 内部エラー 

IFCM_ERROR_INVALID_PARAMETER C0000002h 入力パラメータ不正 

IFCM_ERROR_NULL_POINTER C0000005h NULL ポインタ 

IFCM_ERROR_INVALID_HANDLE C0000007h 内部エラー 

IFCM_ERROR_NOT_SUPPORT C0000008h 未サポート 

 

IFCM_ERROR_SUCCESS以外の値が返された場合については、『4.7 戻り値一覧』を参照してくださ

い。 
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【使用例】 

unsigned int Ret;  

unsigned int UpperLimit; 

unsigned int UHysteresis; 

Ret = CmGetGSenseLimit(CM_GSENSE_TARGET_SENSOR1, CM_GSENSE_AXIS_X, 

                                                        &UpperLimit, &UHysteresis);  

加速度センサ 1の X軸方向振動・衝撃検出の閾値、ヒステリシスを取得します。 
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26.CmGetDeviceIdentify 

【機能】 
デバイス情報を取得します。 
使用しているストレージデバイスのモデル名やサポートしている機能等の情報を取得できます。 

 
【書式】 

unsigned int CmGetDeviceIdentify( 

 char* TargetDrive, 
 unsigned int TargetDevice, 
 unsigned char* pIdentify 
); 

【パラメータ】 
TargetDrive 

情報を取得するドライブのデバイス名を指定します。 

例)  

  /dev/sda 

  /dev/sda1  等 

 

デバイス名は「fdisk -l」コマンドや、/dev ディレクトリ以下のファイル名を参照するこ

とで確認できます。 

 
TargetDevice 

情報を取得するデバイスを指定します。 

下記の値が指定できます。 

識別子 値 内容 

CM_TARGET_DEVICE_NORMAL 0 TargetDrive へ指定されたデバイスの情報を取

得します。 

CM_TARGET_DEVICE_RAID1 1 RAIDボードのドライブ1へ接続されたデバイス

の情報を取得します。 

CM_TARGET_DEVICE_RAID2 2 RAIDボードのドライブ2へ接続されたデバイス

の情報を取得します。 

※CM_TARGET_DEVICE_RAID1、CM_TARGET_DEVICE_RAID2 は TargetDrive が RAID ボードの場合

のみ使用できます。TargetDrive が RAID ボード以外の場合、不正なデータが取得されます。 

 
pIdentify 

ドライブ情報の格納先です。512byte 以上の配列を指定してください。 
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【戻り値】 

この関数では下記の戻り値が返されます。 

戻り値 値 条件 

IFCM_ERROR_SUCCESS 0 正常終了 

IFCM_ERROR_INTERNAL C0000001h 内部エラー 

IFCM_ERROR_INVALID_PARAMETER C0000002h 入力パラメータ不正 

IFCM_ERROR_NULL_POINTER C0000005h NULL ポインタ 

IFCM_ERROR_INVALID_HANDLE C0000007h 内部エラー 

 

指定したデバイスの情報取得に失敗した場合、IFCM_ERROR_INTERNAL が返されます。 

IFCM_ERROR_SUCCESS以外の値が返された場合については、『4.7 戻り値一覧』を参照してくださ

い。 

 

【備考】 

・ 本関数は、管理者権限でのみ使用することができます。管理者権限が無い場合、

IFCM_ERROR_INVALID_PARAMETER が返されます。 

 

【使用例】 

unsigned int Ret;  

unsigned char Identify[512]; 

Ret = CmGetDeviceIdentify(“/dev/sda”, CM_TARGET_DEVICE_NORMAL, Identify);  
dev/sda の情報を取得します。 
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27.CmGetSmartAttribute 

【機能】 
デバイスの S.M.A.R.T 情報を取得します。 
 

【書式】 

unsigned int CmGetSmartAttribute( 

 char* TargetDrive, 
 unsigned int TargetDevice, 
 unsigned char* pAttribute 
); 

 

【パラメータ】 
TargetDrive 

S.M.A.R.T 情報を取得するドライブのデバイス名を指定します。 

例)  

  /dev/sda 

  /dev/sda1  等 

 

デバイス名は「fdisk -l」コマンドや、/dev ディレクトリ以下のファイル名を参照するこ

とで確認できます。 

 
TargetDevice 

S.M.A.R.T 情報を取得するデバイスを指定します。 

下記の値が指定できます。 

識別子 値 内容 

CM_TARGET_DEVICE_NORMAL 0 TargetDrive へ 指 定 さ れ た デ バ イ ス の

S.M.A.R.T 情報を取得します。 

CM_TARGET_DEVICE_RAID1 1 RAIDボードのドライブ1へ接続されたデバイス

の情報を取得します。 

CM_TARGET_DEVICE_RAID2 2 RAIDボードのドライブ2へ接続されたデバイス

の情報を取得します。 

※CM_TARGET_DEVICE_RAID1、CM_TARGET_DEVICE_RAID2 は TargetDrive が RAID ボードの場合

のみ使用できます。TargetDrive が RAID ボード以外の場合、不正なデータが取得されます。 

 
pAttribute 

S.M.A.R.T 情報の格納先です。512byte 以上の配列を指定してください。 
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【戻り値】 

この関数では下記の戻り値が返されます。 

戻り値 値 条件 

IFCM_ERROR_SUCCESS 0 正常終了 

IFCM_ERROR_INTERNAL C0000001h 内部エラー 

IFCM_ERROR_INVALID_PARAMETER C0000002h 入力パラメータ不正 

IFCM_ERROR_NULL_POINTER C0000005h NULL ポインタ 

IFCM_ERROR_INVALID_HANDLE C0000007h 内部エラー 

指定したデバイスが S.M.A.R.T 情報の取得に非対応等の要因により、情報の取得に失敗した場

合、IFCM_ERROR_INTERNAL が返されます。 

IFCM_ERROR_SUCCESS以外の値が返された場合については、『4.7 戻り値一覧』を参照してくださ

い。 

 

【備考】 

・ 本関数は、管理者権限でのみ使用することができます。管理者権限が無い場合、

IFCM_ERROR_INVALID_PARAMETER が返されます。 

 

【使用例】 

unsigned int Ret;  

unsigned char Attribute[512]; 

Ret = CmGetSmartAttribute(“/dev/sda”, CM_TARGET_DEVICE_NORMAL, Attribute);  
dev/sda の S.M.A.R.T 情報を取得します。 
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28.CmGetSmartThreshold 

【機能】 
デバイスの S.M.A.R.T 情報の閾値を取得します。 
 

【書式】 

unsigned int CmGetSmartThreshold( 

 char* TargetDrive, 
 unsigned int TargetDevice, 
 unsigned char* pThreshold 
); 

 
【パラメータ】 

TargetDrive 
S.M.A.R.T 情報の閾値を取得するドライブのデバイス名を指定します。 

例)  

  /dev/sda 

  /dev/sda1  等 

 

デバイス名は「fdisk -l」コマンドや、/dev ディレクトリ以下のファイル名を参照するこ

とで確認できます。 

 
TargetDevice 

S.M.A.R.T 情報の閾値を取得するデバイスを指定します。 

下記の値が指定できます。 

識別子 値 内容 

CM_TARGET_DEVICE_NORMAL 0 TargetDrive へ 指 定 さ れ た デ バ イ ス の

S.M.A.R.T 情報の閾値を取得します。 

CM_TARGET_DEVICE_RAID1 1 RAIDボードのドライブ1へ接続されたデバイス

の情報を取得します。 

CM_TARGET_DEVICE_RAID2 2 RAIDボードのドライブ2へ接続されたデバイス

の情報を取得します。 

※CM_TARGET_DEVICE_RAID1、CM_TARGET_DEVICE_RAID2 は TargetDrive が RAID ボードの場合

のみ使用できます。TargetDrive が RAID ボード以外の場合、不正なデータが取得されます。 

 
pThreshold 

S.M.A.R.T 情報の閾値の格納先です。512byte 以上の配列を指定してください。 
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【戻り値】 

この関数では下記の戻り値が返されます。 

戻り値 値 条件 

IFCM_ERROR_SUCCESS 0 正常終了 

IFCM_ERROR_INTERNAL C0000001h 内部エラー 

IFCM_ERROR_INVALID_PARAMETER C0000002h 入力パラメータ不正 

IFCM_ERROR_NULL_POINTER C0000005h NULL ポインタ 

IFCM_ERROR_INVALID_HANDLE C0000007h 内部エラー 

指定したデバイスが S.M.A.R.T 情報の閾値取得に非対応等の要因で情報の取得に失敗した場合、

IFCM_ERROR_INTERNAL が返されます。 

IFCM_ERROR_SUCCESS以外の値が返された場合については、『4.7 戻り値一覧』を参照してくださ

い。 

 

【備考】 

・ 本関数は、管理者権限でのみ使用することができます。管理者権限が無い場合、

IFCM_ERROR_INVALID_PARAMETER が返されます。 

 

【使用例】 

unsigned int Ret;  

unsigned char Threshold[512]; 

Ret = CmGetSmartThreshold(“/dev/sda”, CM_TARGET_DEVICE_NORMAL, Threshold);  
dev/sda の S.M.A.R.T 情報の閾値を取得します。 
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29.CmSetPowerOffTime 

【機能】 

停電発生からシャットダウン／電源強制断までの時間を設定します。 

瞬低対策用電源装置搭載構成時のみ使用できます。 

 

【書式】 

unsigned int CmSetPowerOffTime( 

unsigned int Shutdown,   

unsigned int PowerOff  

); 

 

【パラメータ】 

Shutdown 
停電発生からシャットダウン開始までの時間を設定します。 

設定可能範囲は 0～255 で、単位は秒です。デフォルトは 16秒です。 

0 を指定すると、シャットダウン／電源強制断を行いません。 

 

PowerOff 
シャットダウン開始から電源強制断までの時間を設定します。 

設定可能範囲は 0～255 で、単位は秒です。デフォルトは 180 秒です。 

0 を指定すると、電源強制断を行いません。 

 

【戻り値】 

本関数実行時には下記の戻り値が返ります。 

識別子 値 内容 

IFCM_ERROR_SUCCESS 0 正常終了 

IFCM_ERROR_INTERNAL C0000001h 内部エラー 

IFCM_ERROR_INVALID_PARAMETER C0000002h 入力パラメータ不正 

IFCM_ERROR_INVALID_HANDLE C0000007h 内部エラー 

IFCM_ERROR_NOT_SUPPORT C0000008h 未サポート 

IFCM_ERROR_NOT_LINKED C0000009h デバイス接続異常 

 

IFCM_ERROR_SUCCESS以外の値が返された場合については、『4.7 戻り値一覧』をご参照ください。 

 

【備考】 

・ 停電後に本関数を実行すると、新しく設定したShutdown秒後にシャットダウンを開始します。 

・ 複数の異なるアプリケーションで本関数を実行した場合、 後に設定した時間が有効となりま

す。 

 

【使用例】 

unsigned int Ret; 

Ret = CmSetPowerOffTime(16, 180); 

停電発生からシャットダウン開始までの時間を 16秒、シャットダウン開始から電源強制断まで

の時間を 180 秒に設定します。
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30.CmGetPowerOffTime 

【機能】 

停電発生からシャットダウン／電源強制断までの時間を取得します。 

瞬低対策用電源装置搭載構成時のみ使用できます。 

 

【書式】 

unsigned int CmGetPowerOffTime( 

unsigned int* pShutdown,   

unsigned int* pPowerOff  

); 

 

【パラメータ】 

pShutdown 
停電発生からシャットダウン開始までの時間の格納先です。 

CmSetPowerOffTime 関数で設定可能な値が取得できます。 

 

pPowerOff 
シャットダウン開始から電源強制断までの時間の格納先です。 

CmSetPowerOffTime 関数で設定可能な値が取得できます。 

 

【戻り値】 

本関数実行時には下記の戻り値が返ります。 

識別子 値 内容 

IFCM_ERROR_SUCCESS 0 正常終了 

IFCM_ERROR_INTERNAL C0000001h 内部エラー 

IFCM_ERROR_NULL_POINTER C0000005h NULL ポインタ検出 

IFCM_ERROR_INVALID_HANDLE C0000007h 内部エラー 

IFCM_ERROR_NOT_SUPPORT C0000008h 未サポート 

IFCM_ERROR_NOT_LINKED C0000009h デバイス接続異常 

 

IFCM_ERROR_SUCCESS以外の値が返された場合については、『4.7 戻り値一覧』をご参照ください。 

 

【使用例】 

unsigned int Ret; 

unsigned int Shutdown; 

unsigned int PowerOff; 

Ret = CmGetPowerOffTime(&Shutdown, &PowerOff);  

停電発生からシャットダウン開始までの時間と、シャットダウン開始から電源強制断までの時

間を取得します。 
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31.CmSetEvent 

【機能】 

割り込みイベント(コールバック関数)を登録します。 

 

【書式】 

unsigned int CmSetEvent( 

 PCM_EVENT_REQ pEvent  

); 

 

【パラメータ】 

pEvent 
イベント登録用構造体を指定します。 

詳細は『4.6.1 CM_EVENT_REQ』を参照してください。 

 

【戻り値】 

本関数実行時には下記の戻り値が返ります。 

識別子 値 内容 

IFCM_ERROR_SUCCESS 0 正常終了 

IFCM_ERROR_ALREADY C0000003h 既にイベント登録済み 

IFCM_ERROR_NULL_POINTER C0000005h NULL ポインタ検出 

IFCM_ERROR_NOT_ALLOCATE C0000006h メモリ確保失敗 

IFCM_ERROR_INVALID_HANDLE C0000007h 内部エラー 

 

IFCM_ERROR_SUCCESS以外の値が返された場合については、『4.7 戻り値一覧』を参照してくださ

い。 

 

【備考】 

1 つのアプリケーションにつき、1つのイベントを登録できます。 

コールバック関数についての詳細は『4.5 コールバック関数』を参照してください。 

 

【使用例】 

unsigned int Ret; 

CM_EVENT_REQ EventReq; 

 

EventReq.Signal = NULL; 

EventReq.Wnd = NULL; 

EventReq.Msg = 0; 

EventReq.CallBackProc = event_func; 

EventReq.User = NULL; 

Ret = CmSetEvent(&EventReq); 

コールバック関数を登録します。 
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32.CmKillEvent 

【機能】 

登録している割り込みイベントを解除します。 

 

【書式】 

unsigned int CmKillEvent(void); 

 

【パラメータ】 

なし 

 

【戻り値】 

本関数実行時には下記の戻り値が返ります。 

識別子 値 内容 

IFCM_ERROR_SUCCESS 0 正常終了 

IFCM_ERROR_NOT_YET C0000004h まだ動作していない 

IFCM_ERROR_INVALID_HANDLE C0000007h 内部エラー 

 

IFCM_ERROR_SUCCESS以外の値が返された場合については、『4.7 戻り値一覧』を参照してくださ

い。 

 

【使用例】 

unsigned int Ret; 

Ret = CmKillEvent(); 

割り込みイベントを解除します。 
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33.CmSetEventMask 

【機能】 

割り込みイベントマスクを設定し、各イベントの有効、無効を設定します。 

 

【書式】 

unsigned int CmSetEventMask( 

 unsigned int Mask  

); 

 

【パラメータ】 

Mask 
有効にするイベントを下記の値で指定します。 

0 を指定すると、すべてのイベントが無効になります。デフォルトは 0です。 

複数の値を ORで指定することが可能です。 

※同じ接点に対しては CM_EVENT_RISE_SIGx と CM_EVENT_FALL_SIGx を併用することはでき

ません。 

 

識別子 値 意味 

CM_EVENT_WDS 1h WDT 周期満了イベントを有効にします。 

CM_EVENT_CPTHS 4h CPU コア温度異常上限超えイベントを有効にします。 

CM_EVENT_CPTLS 8h CPU コア温度異常下限超えイベントを有効にします。 

CM_EVENT_LCTHS 10h CPU 基板温度異常上限超えイベントを有効にします。 

CM_EVENT_LCTLS 20h CPU 基板温度異常下限超えイベントを有効にします。 

CM_EVENT_VEXTA 40h 外部電源電圧異常イベントを有効にします。 

※AC 電源タイプの製品では内部 DC 出力電圧異常時に

イベントが発生します。 

CM_EVENT_FALL_SIG1 100h DIN1 OFF→ON 検出を有効にします。 

CM_EVENT_FALL_SIG2 200h DIN2 OFF→ON 検出を有効にします。 

CM_EVENT_FALL_SIG3 400h DIN3 OFF→ON 検出を有効にします。 

CM_EVENT_FALL_SIG4 800h DIN4 OFF→ON 検出を有効にします。 

CM_EVENT_RISE_SIG1 1000h DIN1 ON→OFF 検出を有効にします。 

CM_EVENT_RISE_SIG2 2000h DIN2 ON→OFF 検出を有効にします。 

CM_EVENT_RISE_SIG3 4000h DIN3 ON→OFF 検出を有効にします。 

CM_EVENT_RISE_SIG4 8000h DIN4 ON→OFF 検出を有効にします。 

CM_EVENT_CPTHSA 10000h CPU コア温度警告上限超えイベントを有効にします。 

CM_EVENT_CPTLSA 20000h CPU コア温度警告下限超えイベントを有効にします。 

CM_EVENT_LCTHSA 40000h CPU 基板温度警告上限超えイベントを有効にします。 

CM_EVENT_LCTLSA 80000h CPU 基板温度警告下限超えイベントを有効にします。 

CM_EVENT_VSSEX 100000h X 軸振動・衝撃検出イベントを有効にします。 

CM_EVENT_VSSEY 200000h Y 軸振動・衝撃検出イベントを有効にします。 

CM_EVENT_VSSEZ 400000h Z 軸振動・衝撃検出イベントを有効にします。 

CM_EVENT_FAN1ST 1000000h FAN1 異常検出イベントを有効にします。 

CM_EVENT_FAN2ST 2000000h FAN2 異常検出イベントを有効にします。 

CM_EVENT_FAN3ST 4000000h FAN3 異常検出イベントを有効にします。 

CM_EVENT_RAIDSE 40000000h RAID 異常検出イベントを有効にします。 

CM_EVENT_HIMO_SWITCH 80000000h ひもスイッチイベントを有効にします。 
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ご利用の製品によって指定できない識別子があります。詳しくは、別紙「機能対応表」を

ご覧ください。機能対応表の閲覧方法は「2.2 機能対応表」に記載されています。 

 

【戻り値】 

本関数実行時には下記の戻り値が返ります。 

識別子 値 内容 

IFCM_ERROR_SUCCESS 0 正常終了 

IFCM_ERROR_INVALID_PARAMETER C0000002h 入力パラメータ不正 

IFCM_ERROR_INVALID_HANDLE C0000007h 内部エラー 

IFCM_ERROR_NOT_SUPPORT C0000008h 未サポート 

 

IFCM_ERROR_SUCCESS以外の値が返された場合については、『4.7 戻り値一覧』を参照してくださ

い。 

 

【備考】 

・ 同じ接点に対しては CM_EVENT_RISE_SIGx と CM_EVENT_FALL_SIGx を併用することはできません。 

・ 1 つのアプリケーションにつき、1つのイベントマスク値を設定できます 

(異なるアプリケーションでは、異なるイベントマスク値が使用できます)。 

・ 複数のアプリケーションで同じイベントを有効にしている場合、イベント要因が満たされると、

どちらのアプリケーションにも割り込みイベントが通知されます。 

・ RAID ボード検出途中は、RAID 異常による割り込みイベントは発生しません。 

 

【使用例】 

unsigned int Ret; 

Ret = CmSetEventMask(CM_EVENT_WDS | CM_EVENT_CPTHS); 

WDT イベント、CPU コア温度上限超えイベントを有効にします。 
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34.CmGetEventMask 

【機能】 

現在の割り込みイベントマスク値を取得します。 

 

【書式】 

unsigned int CmGetEventMask( 

 unsigned int* pMask  

); 

 

【パラメータ】 

pMask 
イベントマスク格納先です。 

CmSetEventMask関数で設定した値が取得できます。 

 

【戻り値】 

本関数実行時には下記の戻り値が返ります。 

識別子 値 内容 

IFCM_ERROR_SUCCESS 0 正常終了 

IFCM_ERROR_NULL_POINTER C0000005h NULL ポインタ検出 

IFCM_ERROR_INVALID_HANDLE C0000007h 内部エラー 

 

IFCM_ERROR_SUCCESS以外の値が返された場合については、『4.7 戻り値一覧』を参照してくださ

い。 

 

【使用例】 

unsigned int Ret; 

unsigned int Mask; 

Ret = CmGetEventMask(&Mask); 

現在のイベントマスク値を取得します。 



Help for Linux 

© 2016 Interface Corporation. 

 
97 

 

35.CmGetEventFactor 

【機能】 

割り込みイベントの発生要因を取得します。 

 

【書式】 

unsigned int CmGetEventFactor( 

 unsigned int* pFactor  

); 

 

【パラメータ】 

pFactor 
イベント要因格納先です。 

下記の値が取得できます。複数の要因が検出されることもあります。 

識別子 値 意味 

CM_EVENT_WDS 1h WDT 周期満了イベント 

CM_EVENT_CPTHS 4h CPU コア温度異常上限超えイベント 

CM_EVENT_CPTLS 8h CPU コア温度異常下限超えイベント 

CM_EVENT_LCTHS 10h CPU 基板温度異常上限超えイベント 

CM_EVENT_LCTLS 20h CPU 基板温度異常下限超えイベント 

CM_EVENT_VEXTA 40h 外部電源電圧異常イベント 

※AC 電源タイプの製品では内部 DC 出力電圧異常時に

イベントが発生します。 

CM_EVENT_FALL_SIG1 100h DIN1 OFF→ON 検出 

CM_EVENT_FALL_SIG2 200h DIN2 OFF→ON 検出 

CM_EVENT_FALL_SIG3 400h DIN3 OFF→ON 検出 

CM_EVENT_FALL_SIG4 800h DIN4 OFF→ON 検出 

CM_EVENT_RISE_SIG1 1000h DIN1 ON→OFF 検出 

CM_EVENT_RISE_SIG2 2000h DIN2 ON→OFF 検出 

CM_EVENT_RISE_SIG3 4000h DIN3 ON→OFF 検出 

CM_EVENT_RISE_SIG4 8000h DIN4 ON→OFF 検出 

CM_EVENT_CPTHSA 10000h CPU コア温度警告上限超えイベント 

CM_EVENT_CPTLSA 20000h CPU コア温度警告下限超えイベント 

CM_EVENT_LCTHSA 40000h CPU 基板温度警告上限超えイベント 

CM_EVENT_LCTLSA 80000h CPU 基板温度警告下限超えイベント 

CM_EVENT_VSSEX 100000h X 軸振動・衝撃検出イベント 

CM_EVENT_VSSEY 200000h Y 軸振動・衝撃検出イベント 

CM_EVENT_VSSEZ 400000h Z 軸振動・衝撃検出イベント 

CM_EVENT_FAN1ST 1000000h FAN1 異常検出イベント 

CM_EVENT_FAN2ST 2000000h FAN2 異常検出イベント 

CM_EVENT_FAN3ST 4000000h FAN3 異常検出イベント 

CM_EVENT_RAIDSE 40000000h RAID 異常検出イベント 

CM_EVENT_HIMO_SWITCH 80000000h ひもスイッチイベント 
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【戻り値】 

本関数実行時には下記の戻り値が返ります。 

識別子 値 内容 

IFCM_ERROR_SUCCESS 0 正常終了 

IFCM_ERROR_NULL_POINTER C0000005h NULL ポインタ検出 

IFCM_ERROR_INVALID_HANDLE C0000007h 内部エラー 

 

IFCM_ERROR_SUCCESS以外の値が返された場合については、『4.7 戻り値一覧』を参照してくださ

い。 

 

【注意】 

割り込みイベントが通知された(コールバック関数が呼び出された)後に、本関数でイベント発

生要因を取得してください。 

割り込みイベント通知後に、本関数を呼び出さないと次の割り込みイベントは通知されません。 

 

【備考】 

・ 割り込み要因を取得すると、要因はクリアされます。 

(本関数を呼び出して要因を取得した後、何も要因が満たされていない状態で再度本関数を

呼び出すと、2回目は要因として 0が返されます。) 

・ 割り込み要因を取得する前に、複数回要因が満たされた場合、1回にまとめられます。 

例えば、CPU コア温度上限超えイベント発生後、要因を取得する前に、再度 CPU コア温度が

上限を超えた場合、本関数を実行すると CM_EVENT_CPTHS が検出されますが、再度本関数を

実行しても、要因として 0が返されます。 

また、この場合、割り込みイベントも 1回しか発生しません。 

(本関数で要因取得後に、再度 CPU コア温度が上限を超えると、再度イベント通知されます。) 

・ イベント要因は、アプリケーションごとに独立しています。 

例えば 2つのアプリケーションで WDT イベントを有効にし、周期満了になって WDT イベント

が 2つのアプリケーションで発生したとします。 

この場合、片方のアプリケーションで要因を取得しても、もう片方の要因はクリアされませ

ん。もし片方のアプリケーションでしか要因を取得しなければ、要因を取得した方のアプリ

ケーションでのみ、次回も割り込みイベントが通知されます。(要因を取得しなかった方の

アプリケーションは次回の割り込みイベントは通知されません。) 

両方のアプリケーションで要因を取得すると、どちらのアプリケーションにもCM_EVENT_WDS

が検出され、どちらのアプリケーションも次回の割り込みイベントが通知されます。 

 

【使用例】 

void event_func(void* user) 

{ 

  unsigned int Ret; 

  unsigned int Factor; 

  Ret = CmGetEventFactor(&Factor); 

  … 
} 

コールバック関数内でイベント要因を取得します。 
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36.CmSetEventMaskEx 

【機能】 

割り込みイベントマスクを設定し、各イベントの有効、無効を設定します。 

 

【書式】 

unsigned int CmSetEventMaskEx( 

 unsigned int* pMask,  

 unsigned int Count  

); 

 

【パラメータ】 

pMask 
有効にするイベントを下記の値で指定します。 

0 を指定すると、すべてのイベントが無効になります。デフォルトは 0です。 

複数の値を ORで指定することが可能です。 

※同じ接点に対しては CM_EVENT_RISE_SIGx と CM_EVENT_FALL_SIGx を併用することはでき

ません。 

 

要素 1(異常・警告検出イベント) 

識別子 値 意味 

CM_EVENT_WDS 1h WDT 周期満了イベントを有効にします。 

CM_EVENT_CPTHS 4h CPU コア温度異常上限超えイベントを有効にします。 

CM_EVENT_CPTLS 8h CPU コア温度異常下限超えイベントを有効にします。 

CM_EVENT_LCTHS 10h CPU 基板温度異常上限超えイベントを有効にします。 

CM_EVENT_LCTLS 20h CPU 基板温度異常下限超えイベントを有効にします。 

CM_EVENT_VEXTA 40h 外部電源電圧異常イベントを有効にします。 

※AC 電源タイプの製品では内部 DC 出力電圧異常時にイベ

ントが発生します。 

CM_EVENT_MEMTHS 100h メモリ周辺温度異常上限超えイベントを有効にします。 

CM_EVENT_MEMTLS 200h メモリ周辺温度異常下限超えイベントを有効にします。 

CM_EVENT_CPTHSA 10000h CPU コア温度警告上限超えイベントを有効にします。 

CM_EVENT_CPTLSA 20000h CPU コア温度警告下限超えイベントを有効にします。 

CM_EVENT_LCTHSA 40000h CPU 基板温度警告上限超えイベントを有効にします。 

CM_EVENT_LCTLSA 80000h CPU 基板温度警告下限超えイベントを有効にします。 

CM_EVENT_VSSEX 100000h X 軸振動・衝撃検出イベントを有効にします。 

CM_EVENT_VSSEY 200000h Y 軸振動・衝撃検出イベントを有効にします。 

CM_EVENT_VSSEZ 400000h Z 軸振動・衝撃検出イベントを有効にします。 

CM_EVENT_FAN1ST 1000000h FAN1 異常検出イベントを有効にします。 

CM_EVENT_FAN2ST 2000000h FAN2 異常検出イベントを有効にします。 

CM_EVENT_FAN3ST 4000000h FAN3 異常検出イベントを有効にします。 

CM_EVENT_RAIDSE 40000000h RAID 異常検出イベントを有効にします。 
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要素 2(デジタル入力検出イベント) 
識別子 値 意味 

CM_EVENT_FALL_SIG1 100h DIN1 OFF→ON 検出を有効にします。 

CM_EVENT_FALL_SIG2 200h DIN2 OFF→ON 検出を有効にします。 

CM_EVENT_FALL_SIG3 400h DIN3 OFF→ON 検出を有効にします。 

CM_EVENT_FALL_SIG4 800h DIN4 OFF→ON 検出を有効にします。 

CM_EVENT_RISE_SIG1 1000h DIN1 ON→OFF 検出を有効にします。 

CM_EVENT_RISE_SIG2 2000h DIN2 ON→OFF 検出を有効にします。 

CM_EVENT_RISE_SIG3 4000h DIN3 ON→OFF 検出を有効にします。 

CM_EVENT_RISE_SIG4 8000h DIN4 ON→OFF 検出を有効にします。 

CM_EVENT_FALL_SIG5 10000h DIN5 OFF→ON 検出を有効にします。 

CM_EVENT_FALL_SI66 20000h DIN6 OFF→ON 検出を有効にします。 

CM_EVENT_FALL_SIG7 40000h DIN7 OFF→ON 検出を有効にします。 

CM_EVENT_FALL_SIG8 80000h DIN8 OFF→ON 検出を有効にします。 

CM_EVENT_RISE_SIG5 100000h DIN5 ON→OFF 検出を有効にします。 

CM_EVENT_RISE_SIG6 200000h DIN6 ON→OFF 検出を有効にします。 

CM_EVENT_RISE_SIG7 400000h DIN7 ON→OFF 検出を有効にします。 

CM_EVENT_RISE_SIG8 800000h DIN8 ON→OFF 検出を有効にします。 

 

要素 3(その他のイベント) 
識別子 値 意味 

CM_EVENT_PSMP1_FAL 1h P1 スロットイン電源モジュール異常(FAL 信号検出)イベ

ントを有効にします。 

CM_EVENT_PSMP2_FAL 2h P2 スロットイン電源モジュール異常(FAL 信号検出)イベ

ントを有効にします。 

CM_EVENT_PSMP3_FAL 4h P3 スロットイン電源モジュール異常(FAL 信号検出)イベ

ントを有効にします。 

CM_EVENT_PSMP4_FAL 8h P4 スロットイン電源モジュール異常(FAL 信号検出)イベ

ントを有効にします。 

CM_EVENT_PSMP5_FAL 10h P5 スロットイン電源モジュール異常(FAL 信号検出)イベ

ントを有効にします。 

CM_EVENT_PSMP6_FAL 20h P6 スロットイン電源モジュール異常(FAL 信号検出)イベ

ントを有効にします。 

CM_EVENT_PSMP1_DEG 40h P1 スロットイン電源モジュール警告(DEG 信号検出)イベ

ントを有効にします。 

CM_EVENT_PSMP2_DEG 80h P2 スロットイン電源モジュール警告(DEG 信号検出)イベ

ントを有効にします。 

CM_EVENT_PSMP3_DEG 100h P3 スロットイン電源モジュール警告(DEG 信号検出)イベ

ントを有効にします。 

CM_EVENT_PSMP4_DEG 200h P4 スロットイン電源モジュール警告(DEG 信号検出)イベ

ントを有効にします。 

CM_EVENT_PSMP5_DEG 400h P5 スロットイン電源モジュール警告(DEG 信号検出)イベ

ントを有効にします。 

CM_EVENT_PSMP6_DEG 800h P6 スロットイン電源モジュール警告(DEG 信号検出)イベ

ントを有効にします。 

CM_EVENT_HIMO_SWITCH 80000000h ひもスイッチイベントを有効にします。 

ご利用の製品によって指定できない識別子があります。詳しくは、別紙「機能対応表」を

ご覧ください。機能対応表の閲覧方法は「2.2 機能対応表」に記載されています。 

 

Count 
pMask の要素数である 3を指定して下さい。 

 

【戻り値】 
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本関数実行時には下記の戻り値が返ります。 

識別子 値 内容 

IFCM_ERROR_SUCCESS 0 正常終了 

IFCM_ERROR_INVALID_PARAMETER C0000002h 入力パラメータ不正 

IFCM_ERROR_INVALID_HANDLE C0000007h 内部エラー 

IFCM_ERROR_NOT_SUPPORT C0000008h 未サポート 

 

IFCM_ERROR_SUCCESS以外の値が返された場合については、『4.7 戻り値一覧』を参照してくださ

い。 

 

【備考】 
・ 同じ接点に対しては CM_EVENT_RISE_SIGx と CM_EVENT_FALL_SIGx を併用することはできません。 

・ 1 つのアプリケーションにつき、1つのイベントマスク値を設定できます 

(異なるアプリケーションでは、異なるイベントマスク値が使用できます)。 

・ 複数のアプリケーションで同じイベントを有効にしている場合、イベント要因が満たされると、

どちらのアプリケーションにも割り込みイベントが通知されます。 

・ RAID ボード検出途中は、RAID 異常による割り込みイベントは発生しません。 

 

【使用例】 

unsigned int Ret; 

unsigned int Mask[3] = {CM_EVENT_WDS | CM_EVENT_CPTHS, 0, 0}; 

 

Ret = CmSetEventMaskEx(Mask, 3); 

WDT イベント、CPU コア温度上限超えイベントを有効にします。 
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37.CmGetEventMaskEx 

【機能】 

現在の割り込みイベントマスク値を取得します。 

 

【書式】 

unsigned int CmGetEventMaskEx ( 

 unsigned int * pMask,  

 unsigned int Count  

); 

 

【パラメータ】 

pMask 
イベントマスク格納先です。 

CmSetEventMaskEx 関数で設定した値が取得できます。 

 

Count 
pMask の要素数である 3を指定して下さい。 

 

【戻り値】 

本関数実行時には下記の戻り値が返ります。 

識別子 値 内容 

IFCM_ERROR_SUCCESS 0 正常終了 

IFCM_ERROR_NULL_POINTER C0000005h NULL ポインタ検出 

IFCM_ERROR_INVALID_HANDLE C0000007h 内部エラー 

 

IFCM_ERROR_SUCCESS以外の値が返された場合については、『4.7 戻り値一覧』を参照してくださ

い。 

 

【使用例】 

unsigned int Ret; 

unsigned int Mask[3]; 

Ret = CmGetEventMaskEx(Mask, 3); 

現在のイベントマスク値を取得します。 
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38.CmGetEventFactorEx 

【機能】 

割り込みイベントの発生要因を取得します。 

 

【書式】 

unsigned int CmGetEventFactorEx ( 

 unsigned int * pFactor,  

 unsigned int Count  

); 

 

【パラメータ】 

pFactor 
イベント要因格納先です。 

下記の値が取得できます。複数の要因が検出されることもあります。 

 

要素 1(異常・警告検出イベント) 

識別子 値 意味 

CM_EVENT_WDS 1h WDT 周期満了イベント 

CM_EVENT_CPTHS 4h CPU コア温度異常上限超えイベント 

CM_EVENT_CPTLS 8h CPU コア温度異常下限超えイベント 

CM_EVENT_LCTHS 10h CPU 基板温度異常上限超えイベント 

CM_EVENT_LCTLS 20h CPU 基板温度異常下限超えイベント 

CM_EVENT_VEXTA 40h 外部電源電圧異常イベント 

※AC 電源タイプの製品では内部 DC 出力電圧異常時

にイベントが発生します。 

CM_EVENT_MEMTHS 100h メモリ周辺温度異常上限超えイベント 

CM_EVENT_MEMTLS 200h メモリ周辺温度異常下限超えイベント 

CM_EVENT_CPTHSA 10000h CPU コア温度警告上限超えイベント 

CM_EVENT_CPTLSA 20000h CPU コア温度警告下限超えイベント 

CM_EVENT_LCTHSA 40000h CPU 基板温度警告上限超えイベント 

CM_EVENT_LCTLSA 80000h CPU 基板温度警告下限超えイベント 

CM_EVENT_VSSEX 100000h X 軸振動・衝撃検出イベント 

CM_EVENT_VSSEY 200000h Y 軸振動・衝撃検出イベント 

CM_EVENT_VSSEZ 400000h Z 軸振動・衝撃検出イベント 

CM_EVENT_FAN1ST 1000000h FAN1 異常検出イベント 

CM_EVENT_FAN2ST 2000000h FAN2 異常検出イベント 

CM_EVENT_FAN3ST 4000000h FAN3 異常検出イベント 

CM_EVENT_RAIDSE 40000000h RAID 異常検出イベント 
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要素 2(デジタル入力検出イベント) 

識別子 値 意味 

CM_EVENT_FALL_SIG1 100h DIN1 OFF→ON 検出 

CM_EVENT_FALL_SIG2 200h DIN2 OFF→ON 検出 

CM_EVENT_FALL_SIG3 400h DIN3 OFF→ON 検出 

CM_EVENT_FALL_SIG4 800h DIN4 OFF→ON 検出 

CM_EVENT_RISE_SIG1 1000h DIN1 ON→OFF 検出 

CM_EVENT_RISE_SIG2 2000h DIN2 ON→OFF 検出 

CM_EVENT_RISE_SIG3 4000h DIN3 ON→OFF 検出 

CM_EVENT_RISE_SIG4 8000h DIN4 ON→OFF 検出 

CM_EVENT_FALL_SIG5 10000h DIN5 OFF→ON 検出 

CM_EVENT_FALL_SI66 20000h DIN6 OFF→ON 検出 

CM_EVENT_FALL_SIG7 40000h DIN7 OFF→ON 検出 

CM_EVENT_FALL_SIG8 80000h DIN8 OFF→ON 検出 

CM_EVENT_RISE_SIG5 100000h DIN5 ON→OFF 検出 

CM_EVENT_RISE_SIG6 200000h DIN6 ON→OFF 検出 

CM_EVENT_RISE_SIG7 400000h DIN7 ON→OFF 検出 

CM_EVENT_RISE_SIG8 800000h DIN8 ON→OFF 検出 

 

要素 3(その他のイベント) 

識別子 値 意味 

CM_EVENT_PSMP1_FAL 1h P1 スロットイン電源モジュール異常(FAL 信号検出)イベ

ントを有効にします。 

CM_EVENT_PSMP2_FAL 2h P2 スロットイン電源モジュール異常(FAL 信号検出)イベ

ントを有効にします。 

CM_EVENT_PSMP3_FAL 4h P3 スロットイン電源モジュール異常(FAL 信号検出)イベ

ントを有効にします。 

CM_EVENT_PSMP4_FAL 8h P4 スロットイン電源モジュール異常(FAL 信号検出)イベ

ントを有効にします。 

CM_EVENT_PSMP5_FAL 10h P5 スロットイン電源モジュール異常(FAL 信号検出)イベ

ントを有効にします。 

CM_EVENT_PSMP6_FAL 20h P6 スロットイン電源モジュール異常(FAL 信号検出)イベ

ントを有効にします。 

CM_EVENT_PSMP1_DEG 40h P1 スロットイン電源モジュール警告(DEG 信号検出)イベ

ントを有効にします。 

CM_EVENT_PSMP2_DEG 80h P2 スロットイン電源モジュール警告(DEG 信号検出)イベ

ントを有効にします。 

CM_EVENT_PSMP3_DEG 100h P3 スロットイン電源モジュール警告(DEG 信号検出)イベ

ントを有効にします。 

CM_EVENT_PSMP4_DEG 200h P4 スロットイン電源モジュール警告(DEG 信号検出)イベ

ントを有効にします。 

CM_EVENT_PSMP5_DEG 400h P5 スロットイン電源モジュール警告(DEG 信号検出)イベ

ントを有効にします。 

CM_EVENT_PSMP6_DEG 800h P6 スロットイン電源モジュール警告(DEG 信号検出)イベ

ントを有効にします。 

CM_EVENT_HIMO_SWITCH 80000000h ひもスイッチイベント 

ご利用の製品によって指定できない識別子があります。詳しくは、別紙「機能対応表」をご

覧ください。機能対応表の閲覧方法は「2.2 機能対応表」に記載されています。 

 

Count 
pFactor の要素数である 3を指定して下さい。 
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【戻り値】 

本関数実行時には下記の戻り値が返ります。 

識別子 値 内容 

IFCM_ERROR_SUCCESS 0 正常終了 

IFCM_ERROR_NULL_POINTER C0000005h NULL ポインタ検出 

IFCM_ERROR_INVALID_HANDLE C0000007h 内部エラー 

 

IFCM_ERROR_SUCCESS以外の値が返された場合については、『4.7 戻り値一覧』を参照してくださ

い。 

 

【注意】 

割り込みイベントが通知された(コールバック関数が呼び出された)後に、本関数でイベント発

生要因を取得してください。 

割り込みイベント通知後に、本関数を呼び出さないと次の割り込みイベントは通知されません。 

 

【備考】 

・ 割り込み要因を取得すると、要因はクリアされます。 

(本関数を呼び出して要因を取得した後、何も要因が満たされていない状態で再度本関数を

呼び出すと、2回目は要因として 0が返されます。) 

・ 割り込み要因を取得する前に、複数回要因が満たされた場合、1回にまとめられます。 

例えば、CPU コア温度上限超えイベント発生後、要因を取得する前に、再度 CPU コア温度が

上限を超えた場合、本関数を実行すると CM_EVENT_CPTHS が検出されますが、再度本関数を

実行しても、要因として 0が返されます。 

また、この場合、割り込みイベントも 1回しか発生しません。 

(本関数で要因取得後に、再度 CPU コア温度が上限を超えると、再度イベント通知されます。) 

・ イベント要因は、アプリケーションごとに独立しています。 

例えば 2つのアプリケーションで WDT イベントを有効にし、周期満了になって WDT イベント

が 2つのアプリケーションで発生したとします。 

この場合、片方のアプリケーションで要因を取得しても、もう片方の要因はクリアされませ

ん。もし片方のアプリケーションでしか要因を取得しなければ、要因を取得した方のアプリ

ケーションでのみ、次回も割り込みイベントが通知されます。(要因を取得しなかった方の

アプリケーションは次回の割り込みイベントは通知されません。) 

両方のアプリケーションで要因を取得すると、どちらのアプリケーションにもCM_EVENT_WDS

が検出され、どちらのアプリケーションも次回の割り込みイベントが通知されます。 

 

【使用例】 

void event_func(void* user) 

{ 

  unsigned int Ret; 

  unsigned int Factor[3]; 

  Ret = CmGetEventFactor(Factor, 3); 

  … 
} 

コールバック関数内でイベント要因を取得します。 
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39.CmGetControlStatus 

【機能】 

現在の制御状態を取得します。 

 

【書式】 

unsigned int CmGetControlStatus( 

 unsigned int* pStatus  

); 

 

【パラメータ】 

pStatus 
制御状態の格納先です。下記のデータが取得されます。 

bit31～bit26 bit25 bit24 

予約 GPLED10 GPLED9 

 

bit23 bit22 bit21 bit20 bit19 bit18 bit17 bit16 

GPLED8 GPLED7 GPLED6 GPLED5 GPLED4 GPLED3 GPLED2 GPLED1 
 

bit15 bit14 bit13 bit12 bit11 bit10 bit9 bit8 

DOUT8 DOUT7 DOUT6 DOUT5 DOUT4 DOUT3 DOUT2 DOUT1 
 

bit7～bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0 

予約 ALMLED ERRLED BUZZER EXO WDS 

 
WDS : WDT の制御状態が取得できます。0が WDT 停止中、1が WDT 稼動中です。 
EXO : 外部コネクタ出力端子の状態が確認できます。0が OFF、1が ON です。 
BUZZER : ブザーの制御状態が取得できます。0が OFF、1が ON です。 
ERRLED : エラーLED の制御状態が取得できます。0が OFF、1 が ON です。 
ALMLED : アラーム LED の制御状態が取得できます。0が OFF、1 が ON です。 
DOUT1 : デジタル出力接点 1の制御状態が取得できます。0が OFF、1 が ON です。 
DOUT2 : デジタル出力接点 2の制御状態が取得できます。0が OFF、1 が ON です。 
DOUT3 : デジタル出力接点 3の制御状態が取得できます。0が OFF、1 が ON です。 
DOUT4 : デジタル出力接点 4の制御状態が取得できます。0が OFF、1 が ON です。 
DOUT5 : デジタル出力接点 5の制御状態が取得できます。0が OFF、1 が ON です。 
DOUT6 : デジタル出力接点 6の制御状態が取得できます。0が OFF、1 が ON です。 
DOUT7 : デジタル出力接点 7の制御状態が取得できます。0が OFF、1 が ON です。 
DOUT8 : デジタル出力接点 8の制御状態が取得できます。0が OFF、1 が ON です。 
GPLED1 : 汎用 LED 1 の制御状態が取得できます。0が OFF、1 が ON です。 
GPLED2 : 汎用 LED 2 の制御状態が取得できます。0が OFF、1 が ON です。 
GPLED3 : 汎用 LED 3 の制御状態が取得できます。0が OFF、1 が ON です。 
GPLED4 : 汎用 LED 4 の制御状態が取得できます。0が OFF、1 が ON です。 
GPLED5 : 汎用 LED 5 の制御状態が取得できます。0が OFF、1 が ON です。 
GPLED6 : 汎用 LED 6 の制御状態が取得できます。0が OFF、1 が ON です。 
GPLED7 : 汎用 LED 7 の制御状態が取得できます。0が OFF、1 が ON です。 
GPLED8 : 汎用 LED 8 の制御状態が取得できます。0が OFF、1 が ON です。 
GPLED9 : 汎用 LED 9 の制御状態が取得できます。0が OFF、1 が ON です。 
GPLED10 : 汎用 LED 10 の制御状態が取得できます。0が OFF、1 が ON です。 

 



Help for Linux 

© 2016 Interface Corporation. 

 
107 

 

【戻り値】 

本関数実行時には下記の戻り値が返ります。 

識別子 値 内容 

IFCM_ERROR_SUCCESS 0 正常終了 

IFCM_ERROR_INTERNAL C0000001h 内部エラー 

IFCM_ERROR_NULL_POINTER C0000005h NULL ポインタ検出 

IFCM_ERROR_INVALID_HANDLE C0000007h 内部エラー 

IFCM_ERROR_SUCCESS以外の値が返された場合については、『4.7 戻り値一覧』を参照してくださ

い。 

 

【使用例】 

unsigned int Ret; 

unsigned int Status;  

Ret = CmGetControlStatus(&Status);  

現在の制御状態を取得します。 
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40.CmGetErrorStatus 

【機能】 

現在発生中の異常状態を取得します。 

 

【書式】 

unsigned int CmGetErrorStatus( 

 unsigned int* pStatus  

); 

 

【パラメータ】 

pStatus 
異常状態の格納先です。下記のデータが取得されます。 

bit31 bit30 bit29 ～ bit27 bit26 bit25 bit24 

予約 RAIDSE 予約 FAN3ST FAN2ST FAN1ST 

 

bit23 bit22 bit21 bit20 bit19 ～ bit16 

予約 VSSEZ VSSEY VSSEX 予約 

 

bit15 ～ bit10 bit9 bit8 

予約 MEMTLS MEMTHS 

 

bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0 

予約 VEXTA LCTLS LCTHS CPTLS CPTHS 予約 予約 

 

CPTHS : CPU コア温度上限超え異常の状態を取得できます。 

CPTLS : CPU コア温度下限超え異常の状態を取得できます。 

LCTHS : CPU 基板温度上限超え異常の状態を取得できます。 

LCTLS : CPU 基板温度下限超え異常の状態を取得できます。 

VEXTA : 外部電源電圧異常の状態を取得できます。 

※AC電源タイプの製品では内部 DC出力電圧の異常状態が取得できます。 

MEMTHS : メモリ周辺温度上限超え異常の状態を取得できます。 

MEMTLS : メモリ周辺温度下限超え異常の状態を取得できます。 

VSSEX : X 軸方向振動衝撃異常の状態を取得できます。 

VSSEY : Y 軸方向振動衝撃異常の状態を取得できます 

VSSEZ : Z 軸方向振動衝撃異常の状態を取得できます 

FAN1ST : FAN1 回転異常の状態を取得できます 

FAN2ST : FAN2 回転異常の状態を取得できます 

FAN3ST : FAN3 回転異常の状態を取得できます。 

RAIDSE : RAID 異常の状態を取得できます 

0 が正常、1が異常発生中となります。 
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【戻り値】 

本関数実行時には下記の戻り値が返ります。 

識別子 値 内容 

IFCM_ERROR_SUCCESS 0 正常終了 

IFCM_ERROR_INTERNAL C0000001h 内部エラー 

IFCM_ERROR_NULL_POINTER C0000005h NULL ポインタ検出 

IFCM_ERROR_INVALID_HANDLE C0000007h 内部エラー 

IFCM_ERROR_SUCCESS以外の値が返された場合については、『4.7 戻り値一覧』を参照してくださ

い。 

 

【備考】 

RAID ボード検出途中は、RAID 異常を取得することはできません。 

 

【使用例】 

unsigned int Ret; 

unsigned int Status;  

Ret = CmGetErrorStatus(&Status);  

現在の異常状態を取得します。 
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41.CmGetAlarmStatus 

【機能】 

現在発生中の警告状態を取得します。 

 

【書式】 

unsigned int CmGetAlarmStatus( 

 unsigned int* pStatus  

); 

 

【パラメータ】 

pStatus 
警告状態の格納先です。下記のデータが取得されます。 

bit31 ～ bit8 

予約 

 

bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0 

予約 予約 LCTLS LCTHS CPTLS CPTHS 予約 予約 

 

CPTHS : CPU コア温度上限超え警告の状態を取得できます。 

CPTLS : CPU コア温度下限超え警告の状態を取得できます。 

LCTHS : CPU 基板温度上限超え警告の状態を取得できます。 

LCTLS : CPU 基板温度下限超え警告の状態を取得できます。 

0 が正常、1が異常発生中となります。 

 

【戻り値】 

本関数実行時には下記の戻り値が返ります。 

識別子 値 内容 

IFCM_ERROR_SUCCESS 0 正常終了 

IFCM_ERROR_INTERNAL C0000001h 内部エラー 

IFCM_ERROR_NULL_POINTER C0000005h NULL ポインタ検出 

IFCM_ERROR_INVALID_HANDLE C0000007h 内部エラー 

IFCM_ERROR_SUCCESS以外の値が返された場合については、『4.7 戻り値一覧』を参照してくださ

い。 

 

【使用例】 

unsigned int Ret; 

unsigned int Status;  

Ret = CmGetAlarmStatus(&Status);  

現在の警告状態を取得します。 
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42.CmGetRaidStatus 

【機能】 
RAID ステータスを取得します。 

 
【書式】 

unsigned int CmGetRaidStatus( 

 unsigned int Target, 
 unsigned int* pStatus 
); 

 

【パラメータ】 
Target 

RAID ステータスを取得する対象を指定します。 

下記の値が指定できます。 

識別子 値 内容 

CM_RAID_TARGET_TYPE1 0 RAID ボードのステータスを取得します。 

 
pStatus 

RAID ステータスの格納先です。 
Target へ CM_RAID_TARGET_TYPE1 を指定した場合は以下が取得できます。 

値 内容 

0 通常動作 

1 ドライブ 1 異常 

2 ドライブ 2 異常 

3 データ再構築（コピー）中 

4 システム・ホルト 

5 HDD2→HDD1 へのデータ再構築（コピー）中にスキップ・リコン発生 

6 HDD1→HDD2 へのデータ再構築（コピー）中にスキップ・リコン発生 
 

 

【戻り値】 

この関数では下記の戻り値が返されます。 

戻り値 値 条件 

IFCM_ERROR_SUCCESS 0 正常終了 

IFCM_ERROR_INTERNAL C0000001h 内部エラー 

IFCM_ERROR_INVALID_PARAMETER C0000002h 入力パラメータ不正 

IFCM_ERROR_NOT_YET C0000004h RAID ボード検出途中 

IFCM_ERROR_NULL_POINTER C0000005h NULL ポインタ 

IFCM_ERROR_INVALID_HANDLE C0000007h 内部エラー 

IFCM_ERROR_NOT_SUPPORT C0000008h 未サポート 

IFCM_ERROR_NOT_LINKED C0000009h デバイス接続異常 
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【使用例】 

unsigned int Ret;  

unsigned int Status; 

Ret = CmGetRaidStatus(CM_RAID_TARGET_TYPE1, &Status);  

RAID ステータスを取得します。 

 

【備考】 

・ RAID ボード検出途中に本関数を実行した場合、IFCM_ERROR_NOT_YET が返されます。 

その場合、時間をおいて再度実行してください。 

・ 搭載されている RAID ボードによって、ステータスの更新間隔等の挙動が異なります。 

詳しくは、RAID ボードの USER'S MANUAL をご覧ください。
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43.CmGetBatStatus 

【機能】 

バッテリステータスを取得します。 

瞬低対策用電源装置搭載構成時のみ使用できます。 

 

【書式】 

unsigned int CmGetBatStatus( 

 unsigned int* pStatus  

); 

 

【パラメータ】 

pStatus 
バッテリステータス格納先です。 

以下の値が取得できます。 

※接続するバッテリによって RSOC2-0 の内容が変化します。 

 

bit31～bit16 

予約 

 

bit15～bit10 bit9 bit8 

予約 BAT2 BAT1 

 

bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0 

ERR BLALM LALM DCHG CHG RSOC2 RSOC1 RSOC0 

 

バッテリの接続状態 

バッテリが複数接続されるモデルでは以下のように接続状態を取得できます。

BAT2 BAT1  

1 1 正常 

1 0 

0 1 
接続異常 

0 0 接続なし 

BAT2 

BAT1 

: 

※接続なしの場合、IFCM_ERROR_NOT_LINKED が返されます。 

※接続可能なバッテリが一つの製品では BAT1 のみ有効です。BAT2 は無視して

下さい。 

※接続なし、接続異常が発生した場合、弊社サポート窓口までお問い合わせ下

さい。 

ERR : バッテリ異常 

※バッテリ異常が発生した場合、弊社サポート窓口までお問い合わせ下さい。 

0：エラーなし 

1：バッテリ異常が発生 

BLALM : バッテリ残容量低下アラーム 

0：正常 

1：バッテリの残容量が 20％以下 
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LALM : 寿命アラーム 

※寿命アラームが発生した場合、瞬低対策用電源装置交換時期です。 

0：正常 

1：寿命アラームが発生 

DCHG : 放電情報 

0：放電していない 

1：放電中 

CHG : 充電情報 

0：充電していない 

1：充電中 

RSOC2-0 : バッテリ残容量 

111：100%～80% 

011：79%～30%  

001：29%～1%  

000：0%  

 

JPS-BUSTC/JPS-BUETCA/JPS-BUETC2/JPS-BUVAC/JPS-BUVAC2/ 

JPS-BUC1308/JPS-BUC1316 の場合 

BLALM : バッテリ残容量低下アラーム 

0：正常 

1：バッテリの残容量が 30％以下 

RSOC2-1 : バッテリ残容量 

11：100%～80% 

01：79%～30% 

00：29%～0% 

RSOC0 : 外部バッテリ接続状態（外部電池入力端子(BU_IN2)接続状態） 
外部電池を使用しない場合は無視してください。 

1：接続 

0：未接続 
※JPS-BUSTC/JPS-BUETCA のみ取得できます。 

 

【戻り値】 

本関数実行時には下記の戻り値が返ります。 

識別子 値 内容 

IFCM_ERROR_SUCCESS 0 正常終了 

IFCM_ERROR_INTERNAL C0000001h 内部エラー 

IFCM_ERROR_NULL_POINTER C0000005h NULL ポインタ検出 

IFCM_ERROR_INVALID_HANDLE C0000007h 内部エラー 

IFCM_ERROR_NOT_SUPPORT C0000008h 未サポート 

IFCM_ERROR_NOT_LINKED C0000009h デバイス接続異常 

 

IFCM_ERROR_SUCCESS以外の値が返された場合については、『4.7 戻り値一覧』をご参照ください。 
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【使用例】 

unsigned int Ret; 

unsigned int Status; 

Ret = CmGetBatStatus(&Status);  

現在のバッテリステータスを取得します。 
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44.CmInputUP 

【機能】 

デジタル入力状態を読み込みます。 

 

【書式】 

unsigned int CmInputUP( 

 unsigned int* pData  

); 

 

【パラメータ】 

pData 
デジタル入力情報の格納先です。各ビットが下記の接点状態を示します。 

bit31～bit8 

予約(値は無視してください) 

 

bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0 

DIN8 DIN7 DIN6 DIN5 DIN4 DIN3 DIN2 DIN1 

0:OFF、1:ON 

 

【戻り値】 

本関数実行時には下記の戻り値が返ります。 

識別子 値 内容 

IFCM_ERROR_SUCCESS 0 正常終了 

IFCM_ERROR_INTERNAL C0000001h 内部エラー 

IFCM_ERROR_NULL_POINTER C0000005h NULL ポインタ検出 

IFCM_ERROR_INVALID_HANDLE C0000007h 内部エラー 

IFCM_ERROR_NOT_SUPPORT C0000008h 未サポート 

 

IFCM_ERROR_SUCCESS以外の値が返された場合については、『4.7 戻り値一覧』を参照してくださ

い。 

 

【使用例】 

unsigned int Ret; 

unsigned int Data; 

 

Ret = CmInputUP(&Data);  

デジタル入力状態を読み込みます。 
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45.CmOutputUP 

【機能】 

デジタル出力を制御します。 

 

【書式】 

unsigned int CmOutputUP( 

 unsigned int Data  

); 

 

【パラメータ】 

Data 
デジタル出力データを指定します。各ビットが下記の制御接点に対応します。 

bit31～bit8 

予約(0 を指定してください) 

 

bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0 

DOUT8 DOUT7 DOUT6 DOUT5 DOUT4 DOUT3 DOUT2 DOUT1 

0:OFF、1:ON 

 

【戻り値】 

本関数実行時には下記の戻り値が返ります。 

識別子 値 内容 

IFCM_ERROR_SUCCESS 0 正常終了 

IFCM_ERROR_INTERNAL C0000001h 内部エラー 

IFCM_ERROR_INVALID_HANDLE C0000007h 内部エラー 

IFCM_ERROR_NOT_SUPPORT C0000008h 未サポート 

IFCM_ERROR_SUCCESS以外の値が返された場合については、『4.7 戻り値一覧』を参照してくださ

い。 

 

【使用例】 

unsigned int Ret; 

 

Ret = CmOutputUP(0x00000001);  

DOUT1 を ON に設定します。 
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46.CmSetDIConfig 

【機能】 

デジタル入力接点の機能を設定します。 

 

【書式】 

unsigned int CmSetDIConfig ( 

 unsigned int Target,  

 unsigned int Function,  

); 

 

【パラメータ】 

Target 
デジタル入力接点を指定します。 

識別子 値 意味 

CM_DI_TARGET_DIN1 0 デジタル入力接点 1 

 
Function 

割り当てる機能を設定します。 

識別子 値 意味 

CM_DICONF_GP_IN 0h 汎用入力 

CM_DICONF_POW_SWITCH 1h 電源スイッチ 

 

【戻り値】 

本関数実行時には下記の戻り値が返ります。 

識別子 値 内容 

IFCM_ERROR_SUCCESS 0 正常終了 

IFCM_ERROR_INTERNAL C0000001h 内部エラー 

IFCM_ERROR_INVALID_PARAMETER C0000002h 入力パラメータ不正 

IFCM_ERROR_INVALID_HANDLE C0000007h 内部エラー 

IFCM_ERROR_NOT_SUPPORT C0000008h 未サポート 

 

IFCM_ERROR_SUCCESS以外の値が返された場合については、『4.7 戻り値一覧』を参照してくださ

い。 

 

【使用例】 

unsigned int Ret; 

 

Ret = CmSetDIConfig(CM_DI_TARGET_DI1, CM_DICONF_POW_SWITCH);  

デジタル入力接点 1を電源スイッチに設定します。 
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47.CmGetDIConfig 

【機能】 

デジタル入力接点の設定状態を確認します。 

 

【書式】 

unsigned int CmGetDIConfig ( 

 unsigned int Target,  

 unsigned int* pFunction  

); 

 

【パラメータ】 

Target 
デジタル入力接点を指定します。 

識別子 値 意味 

CM_DI_TARGET_DIN1 0 デジタル入力接点 1 

 
pFunction 

設定の格納先です。 

CmSetDIConfig関数で設定可能な値が取得できます。 

 

【戻り値】 

本関数実行時には下記の戻り値が返ります。 

識別子 値 内容 

IFCM_ERROR_SUCCESS 0 正常終了 

IFCM_ERROR_INTERNAL C0000001h 内部エラー 

IFCM_ERROR_INVALID_PARAMETER C0000002h 入力パラメータ不正 

IFCM_ERROR_INVALID_HANDLE C0000007h 内部エラー 

IFCM_ERROR_NOT_SUPPORT C0000008h 未サポート 

 

IFCM_ERROR_SUCCESS以外の値が返された場合については、『4.7 戻り値一覧』を参照してくださ

い。 

 

【使用例】 

unsigned int Ret; 

unsigned int Function; 

 

Ret = CmGetDIConfig(CM_DI_TARGET_DI1, &Function);  

デジタル入力接点 1の設定を取得します。 
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48.CmControlEXO 

【機能】 

外部コネクタ出力(EX_SWOUT)を制御します。 

 

【書式】 

unsigned int CmControlEXO ( 

 unsigned int Ctrl  

); 

 

【パラメータ】 

Ctrl 
制御値を指定します。下記の値が指定可能です。 

識別子 値 意味 

CM_EXO_OFF 0 リレーOFF に設定します。 

CM_EXO_ON 1 リレーONに設定します。 

 

【戻り値】 

本関数実行時には下記の戻り値が返ります。 

識別子 値 内容 

IFCM_ERROR_SUCCESS 0 正常終了 

IFCM_ERROR_INTERNAL C0000001h 内部エラー 

IFCM_ERROR_INVALID_PARAMETER C0000002h 入力パラメータ不正 

IFCM_ERROR_INVALID_HANDLE C0000007h 内部エラー 

IFCM_ERROR_NOT_SUPPORT C0000008h 未サポート 

 

IFCM_ERROR_SUCCESS以外の値が返された場合については、『4.7 戻り値一覧』を参照してくださ

い。 

 

【備考】 

システムの電源投入時、EX_SWOUT はリレーOFF になります。OS再起動、およびシャットダウン

時でも、電源が待機状態であれば、EX_SWOUT の状態は保持されます。 

 

【使用例】 

unsigned int Ret; 

 

Ret = CmControlEXO(CM_EXO_ON);  

リレーONに設定します。 
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49.CmSetRasNotify 

【機能】 

異常発生時の自動通知(RAS 通知)方法と条件、通知条件を満たしたときのデジタル出力接点状

態を設定します。 

 

【書式】 

unsigned int CmSetRasNotify( 

 unsigned int Enable,  

 unsigned int Condition,  

 unsigned int Ctrl  

); 

 

【パラメータ】 

Enable 
RAS 通知の方法を指定します。 

下記の値が指定できます。 
識別子 値 意味 

CM_RAS_ENABLE_EXO 0 Condition に設定した条件を満たした際、外部コネクタ
出力端子を制御します。 

CM_RAS_ENABLE_BUZZER 1 Condition に設定した条件を満たした際、ブザーを ON
します。 

CM_RAS_ENABLE_ERRLED 2 Condition に設定した条件を満たした際、エラーLED を
制御します。 

CM_RAS_ENABLE_ALMLED 3 Condition に設定した条件を満たした際、アラーム LED
を制御します。 

CM_RAS_ENABLE_DOUT1 4 Condition に設定した条件を満たした際、デジタル出力
接点 1を制御します。 

CM_RAS_ENABLE_DOUT2 5 Condition に設定した条件を満たした際、デジタル出力
接点 2を制御します。 

CM_RAS_ENABLE_DOUT3 6 Condition に設定した条件を満たした際、デジタル出力
接点 3を制御します。 

CM_RAS_ENABLE_DOUT4 7 Condition に設定した条件を満たした際、デジタル出力
接点 4を制御します。 

CM_RAS_ENABLE_GPLED1 12 Conditionに設定した条件を満たした際、汎用LED1を点灯

させます。 

CM_RAS_ENABLE_GPLED2 13 Conditionに設定した条件を満たした際、汎用LED2を点灯

させます。 

CM_RAS_ENABLE_GPLED3 14 Conditionに設定した条件を満たした際、汎用LED3を点灯

させます。 

CM_RAS_ENABLE_GPLED4 15 Conditionに設定した条件を満たした際、汎用LED4を点灯

させます。 

CM_RAS_ENABLE_GPLED5 16 Conditionに設定した条件を満たした際、汎用LED5を点灯

させます。 

CM_RAS_ENABLE_GPLED6 17 Conditionに設定した条件を満たした際、汎用LED6を点灯

させます。 

CM_RAS_ENABLE_GPLED7 18 Conditionに設定した条件を満たした際、汎用LED7を点灯

させます。 

CM_RAS_ENABLE_GPLED8 19 Conditionに設定した条件を満たした際、汎用LED8を点灯

させます。 
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識別子 値 意味 

CM_RAS_ENABLE_GPLED9 20 Conditionに設定した条件を満たした際、汎用LED9を点灯

させます。 

CM_RAS_ENABLE_GPLED10 21 Conditionに設定した条件を満たした際、汎用LED10を点

灯させます。 

 

ご利用の製品によって指定できない識別子があります。詳しくは、別紙「機能対応表」を

ご覧ください。機能対応表の閲覧方法は「2.2 機能対応表」に記載されています。 

 

Condition 
RAS 通知する条件を指定します。 

下記の値が指定できます。複数の値を OR で指定することも可能です。 

識別子 値 意味 

 0h 自動通知を行いません。 

CM_RAS_COND_WDS 1h WDT 周期満了の際に RAS 通知を行います。 

CM_RAS_COND_CPTHS 4h CPU コア温度異常上限超えの際に RAS 通知を行います。

CM_RAS_COND_CPTLS 8h CPU コア温度異常下限超えの際に RAS 通知を行います。

CM_RAS_COND_LCTHS 10h CPU 基板温度異常上限超えの際に RAS 通知を行います。

CM_RAS_COND_LCTLS 20h CPU 基板温度異常下限超えの際に RAS 通知を行います。

CM_RAS_COND_VEXTA 40h 外部電源電圧異常の際に RAS 通知を行います。 

※AC 電源タイプの製品では内部 DC 出力電圧異常時に

RAS 通知を行います。 

CM_RAS_COND_MEMTHS 100h メモリ周辺温度異常上限超えの際に RAS 通知を行いま

す。 

CM_RAS_COND_MEMTLS 200h メモリ周辺温度異常下限超えの際に RAS 通知を行いま

す。 

CM_RAS_COND_CPTHSA 10000h CPU コア温度警告上限超えの際に RAS 通知を行います。

CM_RAS_COND_CPTLSA 20000h CPU コア温度警告下限超えの際に RAS 通知を行います。

CM_RAS_COND_LCTHSA 40000h CPU 基板温度警告上限超えの際に RAS 通知を行います。

CM_RAS_COND_LCTLSA 80000h CPU 基板温度警告下限超えの際に RAS 通知を行います。

CM_RAS_COND_VSSEX 100000h X 軸振動・衝撃異常検知の際に RAS 通知を行います。 

CM_RAS_COND_VSSEY 200000h Y 軸振動・衝撃異常検知の際に RAS 通知を行います。 

CM_RAS_COND_VSSEZ 400000h Z 軸振動・衝撃異常検知の際に RAS 通知を行います。 

CM_RAS_COND_FAN1ST 1000000h FAN1 異常の際に RAS 通知を行います。 

CM_RAS_COND_FAN2ST 2000000h FAN2 異常の際に RAS 通知を行います。 

CM_RAS_COND_FAN3ST 4000000h FAN3 異常の際に RAS 通知を行います。 

CM_RAS_COND_RAIDSE 40000000h RAID 異常の際に RAS 通知を行います。 

 

ご利用の製品によって指定できない識別子があります。詳しくは、別紙「機能対応表」を

ご覧ください。機能対応表の閲覧方法は「2.2 機能対応表」に記載されています。 
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Ctrl 
Condition に設定した条件を満たした際のデジタル出力状態を設定します。 

Enableへ CM_RAS_ENABLE_EXOもしくはCM_RAS_ENABLE_DOUTxxを指定した場合のみ下記の値

が設定できます。CM_RAS_ENABLE_EXO もしくは CM_RAS_ENABLE_DOUTxx 以外を指定した場合

は無視されます。(xx はデジタル出力接点の番号) 

識別子 値 意味 

CM_RAS_DO_OFF 0 Condition の条件が満たされた際に接点を OFF に設定します。

CM_RAS_DO_ON 1 Condition の条件が満たされた際に接点を ON に設定します。

 

 

【戻り値】 

本関数実行時には下記の戻り値が返ります。 

識別子 値 内容 

IFCM_ERROR_SUCCESS 0 正常終了 

IFCM_ERROR_INTERNAL C0000001h 内部エラー 

IFCM_ERROR_INVALID_PARAMETER C0000002h 入力パラメータ不正 

IFCM_ERROR_INVALID_HANDLE C0000007h 内部エラー 

IFCM_ERROR_NOT_SUPPORT C0000008h 未サポート 

 

IFCM_ERROR_SUCCESS以外の値が返された場合については、『4.7 戻り値一覧』を参照してくださ

い。 

 

【備考】 

・ エラーLED、アラームLEDはCmSetPatternNoticeLed関数で設定した点灯パターンで制御され

ます。 

・ Enable へアラーム LED (CM_RAS_ENABLE_ALMLED)を指定した場合、Condition へは 

(CM_RAS_COND_CPTHSA)、CPU コア温度下限警告 (CM_RAS_COND_CPTLSA)、CPU 基板温度上限警

告 (CM_RAS_COND_LCTHSA)、CPU基板温度下限警告 (CM_RAS_COND_LCTLSA)のみ指定できます。

また、Enable へアラーム LED 以外を指定した場合、Condition へ CPU コア温度上限警告、CPU

コア温度下限警告、CPU 基板温度上限警告、CPU 基板温度下限警告は指定できません。 

・ 通知条件は OR条件での指定のみ可能です。AND 条件での指定は行えません。 

・ RAID ボード検出途中は、RAID 異常による RAS 通知は発生しません。 

詳しくは、RAID ボードの USER'S MANUAL をご覧ください。 

 

【使用例】 

unsigned int Ret; 

Ret = CmSetRasNotify(CM_RAS_ENABLE_DOUT1, CM_RAS_COND_WDS, CM_RAS_DO_ON); 

WDT 異常時に、デジタル出力接点 1を ON するように設定します。 
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50.CmGetRasNotify 

【機能】 

異常発生時の自動通知(RAS 通知)方法と条件、通知条件を満たしたときのデジタル出力接点状

態を取得します。 

 

【書式】 

unsigned int CmGetRasNotify( 

 unsigned int Enable,  

 unsigned int* pCondition,  

 unsigned int* pCtrl  

); 

 

【パラメータ】 

Enable 
RAS通知方法を指定します。 

ここに指定した通知方法に割り当てられた通知条件が取得されます。 

CmSetRasNotify関数で設定できる値を指定できます。 

 

pCondition 
RAS通知条件格納先です。 

CmSetRasNotify関数で設定した値が取得できます。 

 

pCtrl 
RAS通知条件を満たしたときのデジタル出力接点状態格納先です。 

CmSetRasNotify関数で設定した値が取得できます。 

 

【戻り値】 

本関数実行時には下記の戻り値が返ります。 

識別子 値 内容 

IFCM_ERROR_SUCCESS 0 正常終了 

IFCM_ERROR_INTERNAL C0000001h 内部エラー 

IFCM_ERROR_INVALID_PARAMETER C0000002h 入力パラメータ不正 

IFCM_ERROR_NULL_POINTER C0000005h NULL ポインタ検出 

IFCM_ERROR_INVALID_HANDLE C0000007h 内部エラー 

IFCM_ERROR_NOT_SUPPORT C0000008h 未サポート 

 

IFCM_ERROR_SUCCESS以外の値が返された場合については、『4.7 戻り値一覧』を参照してくださ

い。 

 

【使用例】 

unsigned int Ret; 

unsigned int Enable; 

unsigned int Condition; 

unsigned int Ctrl; 

Ret = CmGetRasNotify(CM_RAS_ENABLE_DOUT1, &Condition, &Ctrl);  

デジタル出力接点 1の出力条件、条件を満たしたときのデジタル出力接点状態を取得します。
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51.CmControlNoticeLed 

【機能】 

LED を制御します。 

 

【書式】 

unsigned int CmControlNoticeLed( 

 unsigned int Ctrl  

); 

 

【パラメータ】 

Ctrl 
LEDデータを指定します。各ビットとLEDとの対応は下記になります。 

各ビットに 0 を指定すると消灯、1 を指定するとCmSetPatternNoticeLed関数で設定したパ

ターンで点灯します。 

予約ビットには 0を指定してください。 

bit31～bit2 bit1 bit0 

予約(0 を指定してください) ALMLED ERRLED 

 

ERRLED : エラーLED を制御します。0が OFF、1が ON です。 

ALMLED : アラーム LED を制御します。0が OFF、1 が ON です。 

 

【戻り値】 

本関数実行時には下記の戻り値が返ります。 

識別子 値 内容 

IFCM_ERROR_SUCCESS 0 正常終了 

IFCM_ERROR_INTERNAL C0000001h 内部エラー 

IFCM_ERROR_INVALID_PARAMETER C0000002h 入力パラメータ不正 

IFCM_ERROR_INVALID_HANDLE C0000007h 内部エラー 

IFCM_ERROR_NOT_SUPPORT C0000008h 未サポート 

 

IFCM_ERROR_SUCCESS以外の値が返された場合については、『4.7 戻り値一覧』を参照してくださ

い。 

 

【使用例】 

unsigned int Ret; 

Ret = CmControlNoticeLed(0x00000001);  

エラーLED を点灯させます。 
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52.CmSetPatternNoticeLed 

【機能】 

LED の点灯パターンを設定します。 

 

【書式】 

unsigned int CmSetPatternNoticeLed( 

 unsigned int Target,  

 unsigned int Pattern  

); 

 

【パラメータ】 

Target 
点灯パターンを設定する対象を指定します。 

識別子 値 意味 

CM_LED_TARGET_ERRLED 0 エラーLED の点灯パターンを設定します。 

CM_LED_TARGET_ALMLED 1 アラーム LED の点灯パターンを設定します。 

 

ご利用の製品によって指定できない識別子があります。詳しくは、別紙「機能対応表」を

ご覧ください。機能対応表の閲覧方法は「2.2 機能対応表」に記載されています。 

 

Pattern 
点灯パターンを設定します。 

下記の値が設定できます。 

識別子 値 意味 

CM_LED_PATTERN1 0 Target に指定した LED をパターン 1で点灯させます。

CM_LED_PATTERN2 1 Target に指定した LED をパターン 2で点灯させます。

CM_LED_PATTERN3 2 Target に指定した LED をパターン 3で点灯させます。

CM_LED_PATTERN4 3 Target に指定した LED をパターン 4で点灯させます。
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2 1 秒ごとに点灯と消灯を繰り返します。 
点灯

消灯

1.0秒 1.0秒 1.0秒

3 0.5 秒ごとに点灯と消灯を繰り返します。 
点灯

消灯

0.5秒 0.5秒 0.5秒 0.5秒 0.5秒 0.5秒 0.5秒

4 0.2 秒ごとに点灯と消灯を繰り返します。 
点灯

消灯

0.2秒 0.2秒 0.2秒 0.2秒 0.2秒 0.2秒 0.2秒 0.2秒 0.2秒 0.2秒 0.2秒 0.2秒 0.2秒 0.2秒 0.2秒 0.2秒 0.2秒 0.2秒 0.2秒

 

【戻り値】 

本関数実行時には下記の戻り値が返ります。 

識別子 値 内容 

IFCM_ERROR_SUCCESS 0 正常終了 

IFCM_ERROR_INTERNAL C0000001h 内部エラー 

IFCM_ERROR_INVALID_PARAMETER C0000002h 入力パラメータ不正 

IFCM_ERROR_INVALID_HANDLE C0000007h 内部エラー 

IFCM_ERROR_NOT_SUPPORT C0000008h 未サポート 

 

IFCM_ERROR_SUCCESS以外の値が返された場合については、『4.7 戻り値一覧』を参照してくださ

い。 

 

【使用例】 

unsigned int Ret; 

Ret = CmSetPatternNoticeLed(CM_LED_TARGET_ERRLED, CM_LED_PATTERN1); 

エラーLED の点灯パターンをパターン 1に設定します。 
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53.CmGetPatternNoticeLed 

【機能】 

LED の点灯パターンを取得します。 

 

【書式】 

unsigned int CmGetPatternNoticeLed( 

 unsigned int Target,  

 unsigned int* pPattern  

); 

 

【パラメータ】 

Target 
点灯パターンを取得する対象を指定します。 

識別子 値 意味 

CM_LED_TARGET_ERRLED 0 エラーLED の点灯パターンを取得します。 

CM_LED_TARGET_ALMLED 1 アラーム LED の点灯パターンを取得します。 

 

ご利用の製品によって指定できない識別子があります。詳しくは、別紙「機能対応表」を

ご覧ください。機能対応表の閲覧方法は「2.2 機能対応表」に記載されています。 

 

pPattern 
点灯パターンの現在の設定値格納先です。 

下記の値が取得できます。 

識別子 値 意味 

CM_LED_PATTERN1 0 パターン 1(常時点灯) 

CM_LED_PATTERN2 1 パターン 2(1 秒周期で点滅) 

CM_LED_PATTERN3 2 パターン 3(0.5 秒周期で点滅) 

CM_LED_PATTERN4 3 パターン 4(0.2 秒周期で点滅) 

 

【戻り値】 

本関数実行時には下記の戻り値が返ります。 

識別子 値 内容 

IFCM_ERROR_SUCCESS 0 正常終了 

IFCM_ERROR_INTERNAL C0000001h 内部エラー 

IFCM_ERROR_INVALID_PARAMETER C0000002h 入力パラメータ不正 

IFCM_ERROR_INVALID_HANDLE C0000007h 内部エラー 

IFCM_ERROR_NOT_SUPPORT C0000008h 未サポート 

 

IFCM_ERROR_SUCCESS以外の値が返された場合については、『4.7 戻り値一覧』を参照してくださ

い。 

 

【使用例】 

unsigned int Ret; 

unsigned int Pattern; 

Ret = CmGetPatternNoticeLed(CM_LED_TARGET_ERRLED, &Pattern);  

エラーLED の点灯パターンを取得します。 
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54.CmSetColorNoticeLed 

【機能】 

LED の発光色を設定します。 

 

【書式】 

unsigned int CmSetColorNoticeLed( 

 unsigned int Target,  

 unsigned int Color  

); 

 

【パラメータ】 

Target 
発光色を設定する対象を指定してください。 

識別子 値 意味 

CM_LED_TARGET_ERRLED 0 エラーLED 

 

ご利用の製品によって指定できない識別子があります。詳しくは、別紙「機能対応表」を

ご覧ください。機能対応表の閲覧方法は「2.2 機能対応表」に記載されています。 

 

Color 
発光色を指定してください。下記の値が設定できます。 

識別子 値 意味 色見本

CM_LED_COLOR_RED 1 RED  

CM_LED_COLOR_GREEN 2 GREEN  

CM_LED_COLOR_YELLOW 3 YELLOW  

CM_LED_COLOR_BLUE 4 BLUE  

CM_LED_COLOR_MAGENTA 5 MAGENTA  

CM_LED_COLOR_CYAN 6 CYAN  

CM_LED_COLOR_WHITE 7 WHITE  

 

【戻り値】 

本関数実行時には下記の戻り値が返ります。 

識別子 値 内容 

IFCM_ERROR_SUCCESS 0 正常終了 

IFCM_ERROR_INTERNAL C0000001h 内部エラー 

IFCM_ERROR_INVALID_PARAMETER C0000002h 入力パラメータ不正 

IFCM_ERROR_INVALID_HANDLE C0000007h 内部エラー 

IFCM_ERROR_NOT_SUPPORT C0000008h 未サポート 

IFCM_ERROR_SUCCESS以外の値が返された場合については、『4.7 戻り値一覧』を参照してくださ

い。 

 

【使用例】 

unsigned int Ret; 

Ret = CmSetColorNoticeLed(CM_LED_TARGET_ERRLED, CM_LED_COLOR_GREEN); 

エラーLED の発光色を GREEN に設定します。 
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55.CmGetColorNoticeLed 

【機能】 

LED の発光色を取得します。 

 

【書式】 

unsigned int CmGetColorNoticeLed( 

 unsigned int Target,  

 unsigned int* pColor  

); 

 

【パラメータ】 

Target 
発光色を取得する対象を指定してください。 

識別子 値 意味 

CM_LED_TARGET_ERRLED 0 エラーLED 

 

ご利用の製品によって指定できない識別子があります。詳しくは、別紙「機能対応表」を

ご覧ください。機能対応表の閲覧方法は「2.2 機能対応表」に記載されています。 

 

pColor 
発光色の格納先です。CmSetColorNoticeLed関数で設定した値が取得できます。 

 

【戻り値】 

本関数実行時には下記の戻り値が返ります。 

識別子 値 内容 

IFCM_ERROR_SUCCESS 0 正常終了 

IFCM_ERROR_INTERNAL C0000001h 内部エラー 

IFCM_ERROR_INVALID_PARAMETER C0000002h 入力パラメータ不正 

IFCM_ERROR_NULL_POINTER C0000005h NULL ポインタ検出 

IFCM_ERROR_INVALID_HANDLE C0000007h 内部エラー 

IFCM_ERROR_NOT_SUPPORT C0000008h 未サポート 

IFCM_ERROR_SUCCESS以外の値が返された場合については、『4.7 戻り値一覧』を参照してくださ

い。 

 

【使用例】 

unsigned int Ret; 

unsigned int Color; 

Ret = CmGetColorNoticeLed(CM_LED_TARGET_ERRLED, &Color); 

エラーLED の発光色を取得します。 
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56.CmControlGPLed 

【機能】 

汎用 LED を制御します。 

 

【書式】 

unsigned int CmControlGPLed ( 

 unsigned int Ctrl  

); 

 

【パラメータ】 

Ctrl 
LED データを指定します。各ビットと LED との対応は下記になります。 

各ビットに 0を指定すると消灯、1を指定すると点灯します。 

予約ビットには 0を指定してください。 

 

bit31 ～ bit16 

予約 

 

bit15 ～ bit10 bit9 bit8 

予約 LED10 LED9 

 

bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0 

LED8 LED7 LED6 LED5 LED4 LED3 LED2 LED1 

 

【戻り値】 

本関数実行時には下記の戻り値が返ります。 

識別子 値 内容 

IFCM_ERROR_SUCCESS 0 正常終了 

IFCM_ERROR_INTERNAL C0000001h 内部エラー 

IFCM_ERROR_INVALID_HANDLE C0000007h 内部エラー 

IFCM_ERROR_NOT_SUPPORT C0000008h 未サポート 

 

IFCM_ERROR_SUCCESS以外の値が返された場合については、『4.7 戻り値一覧』を参照してくださ

い。 

 

【使用例】 

unsigned int Ret; 

 

Ret = CmControlGPLed(0x00000001);  

LED1 を点灯させます。 
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57.CmControlBuzzer 

【機能】 

ブザーを制御します。 

 

【書式】 

unsigned int CmControlBuzzer( 

 unsigned int Ctrl  

); 

 

【パラメータ】 

Ctrl 
ブザーの制御値を指定します。 

0 を指定するとブザーOFF、1 を指定するとブザーON になります。 

 

【戻り値】 

本関数実行時には下記の戻り値が返ります。 

識別子 値 内容 

IFCM_ERROR_SUCCESS 0 正常終了 

IFCM_ERROR_INTERNAL C0000001h 内部エラー 

IFCM_ERROR_INVALID_PARAMETER C0000002h 入力パラメータ不正 

IFCM_ERROR_INVALID_HANDLE C0000007h 内部エラー 

 

IFCM_ERROR_SUCCESS以外の値が返された場合については、『4.7 戻り値一覧』を参照してくださ

い。 

 

【使用例】 

unsigned int Ret; 

Ret = CmControlBuzzer(1);  

ブザーを ON します。 
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58.CmGetHimoSwitchStatus 

【機能】 

現在のひもスイッチの状態を取得します。 

 

【書式】 

unsigned int CmGetHimoSwitchStatus( 

 unsigned int* pStatus  

); 

 

【パラメータ】 

pStatus 
ひもスイッチの状態の格納先です。 

0 がひもスイッチを引いていない状態、1がひもスイッチを引いている状態です。 

 

【戻り値】 

本関数実行時には下記の戻り値が返ります。 

識別子 値 内容 

IFCM_ERROR_SUCCESS 0 正常終了 

IFCM_ERROR_INTERNAL C0000001h 内部エラー 

IFCM_ERROR_NULL_POINTER C0000005h NULL ポインタ検出 

IFCM_ERROR_INVALID_HANDLE C0000007h 内部エラー 

IFCM_ERROR_NOT_SUPPORT C0000008h 未サポート 

 

IFCM_ERROR_SUCCESS以外の値が返された場合については、『4.7 戻り値一覧』を参照してくださ

い。 

 

【使用例】 

unsigned int Ret; 

unsigned int Status; 

Ret = CmGetHimoSwitchStatus(&Status);  

現在のひもスイッチの状態を取得します。 
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59.CmSetHimoSwitchConfig 

【機能】 

ひもスイッチの機能を設定します。 

 

【書式】 

unsigned int CmSetHimoSwitchConfig ( 

 unsigned int Mode  

); 

 

【パラメータ】 

Mode 
割り当てる機能を設定します。 

識別子 値 意味 

CM_HIMO_SWITCH_GP_SWITCH 0h 汎用スイッチ 

CM_HIMO_SWITCH_POW_SWITCH 1h 電源スイッチ 

 

【戻り値】 

本関数実行時には下記の戻り値が返ります。 

識別子 値 内容 

IFCM_ERROR_SUCCESS 0 正常終了 

IFCM_ERROR_INTERNAL C0000001h 内部エラー 

IFCM_ERROR_INVALID_PARAMETER C0000002h 入力パラメータ不正 

IFCM_ERROR_INVALID_HANDLE C0000007h 内部エラー 

IFCM_ERROR_NOT_SUPPORT C0000008h 未サポート 

 

IFCM_ERROR_SUCCESS以外の値が返された場合については、『4.7 戻り値一覧』を参照してくださ

い。 

 

【備考】 

・ 割り込み通知を使用する場合は汎用スイッチに設定してください。 

・ 設定は次回の起動時から有効になります。 

 

【使用例】 

unsigned int Ret; 

 

Ret = CmSetHimoSwitchConfig(CM_HIMO_SWITCH_POW_SWITCH);  

ひもスイッチを電源スイッチに設定します。 
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60.CmGetHimoSwitchConfig 

【機能】 

ひもスイッチの機能を取得します。 

 

【書式】 

unsigned int CmGetHimoSwitchConfig( 

 unsigned int* pMode  

); 

 

【パラメータ】 

pMode 
ひもスイッチの現在の設定値格納先です。 

下記の値が取得できます。 

識別子 値 意味 

CM_HIMO_SWITCH_GP_SWITCH 0h 汎用スイッチ 

CM_HIMO_SWITCH_POW_SWITCH 1h 電源スイッチ 

 

【戻り値】 

本関数実行時には下記の戻り値が返ります。 

識別子 値 内容 

IFCM_ERROR_SUCCESS 0 正常終了 

IFCM_ERROR_INTERNAL C0000001h 内部エラー 

IFCM_ERROR_INVALID_HANDLE C0000007h 内部エラー 

IFCM_ERROR_NOT_SUPPORT C0000008h 未サポート 

 

IFCM_ERROR_SUCCESS以外の値が返された場合については、『4.7 戻り値一覧』を参照してくださ

い。 

 

【使用例】 

unsigned int Ret; 

unsigned int Mode; 

 

Ret = CmGetHimoSwitchConfig(&Mode);  

ひもスイッチの設定を取得します。 
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61.CmSetTransOutputConfig 

【機能】 

遷移出力の設定ができます。 

制御対象の制御タイミング別に、機能の有効/無効、出力設定、DAW 設定が設定できます。 
 
【書式】 

unsigned int CmSetTransOutputConfig ( 

 unsigned int Target, 
unsigned int When, 
unsigned int Control, 
unsigned int Config, 

 

unsigned int Mode 
); 

 

【パラメータ】 

Target 
設定を行う制御対象を指定します。 

下記の値が指定できます。 

識別子 値 内容 

CM_TRANS_TARGET_DO 0 デジタル出力(DOUT) 

CM_TRANS_TARGET_EXO 1 外部コネクタ出力(EX_SWOUT) 

 

When 
設定を行う制御タイミングを指定します。 

下記の値が指定できます。 

識別子 値 内容 

CM_TRANS_SYS_STOP 0 停止時 

CM_TRANS_SYS_WAKEUP 1 起動時 

 

Control 
遷移出力の有効/無効を指定します。 

下記の値が指定できます。 

 

デジタル出力(DOUT) 

bit31～bit4 

予約(0 を指定してください) 

bit3 bit2 bit1 bit0 

DOUT4 DOUT3 DOUT2 DOUT1 

値 0:無効 値 1:有効 

 

外部コネクタ出力(EX_SWOUT) 

bit31～bit1 

予約(0 を指定してください) 

bit0 

EX_SWOUT 

値 0:無効 値 1:有効 
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Config 
接点別に出力状態の ON/OFF を指定します。 

下記の値が指定できます。 

 

デジタル出力(DOUT) 

Bit31～bit4 

予約(0 を指定してください) 

bit3 bit2 bit1 bit0 

DOUT4 DOUT3 DOUT2 DOUT1 

値 0:OFF 値 1:ON 

 

外部コネクタ出力(EX_SWOUT) 

Bit31～bit1 

予約(0 を指定してください) 

bit0 

EX_SWOUT 

値 0:OFF 値 1:ON 

 
Mode 

DAW の有効/無効を指定します。 

下記の値が指定できます。 

 

識別子 値 内容 

CM_TRANS_DAW_DISABLE 0 無効 

CM_TRANS_DAW_ENABLE 1 有効 

 

 

ご利用の製品によって指定できない識別子があります。詳しくは、別紙「機能対応表」を

ご覧ください。機能対応表の閲覧方法は「2.2 機能対応表」に記載されています。 

 

 

【戻り値】 

この関数では下記の戻り値が返されます。 

戻り値 値 内容 

IFCM_ERROR_SUCCESS 0 正常終了 

IFCM_ERROR_INTERNAL C0000001h 内部エラー 

IFCM_ERROR_INVALID_PARAMETER C0000002h 入力パラメータ不正 

IFCM_ERROR_INVALID_HANDLE C0000007h 内部エラー 

IFCM_ERROR_NOT_SUPPORT C0000008h 未サポート 

IFCM_ERROR_SUCCESS以外の値が返された場合については、『4.7 戻り値一覧』を参照してくださ

い。 



Help for Linux 

© 2016 Interface Corporation. 

 
138 

 

【使用例】 

unsigned int Ret;   

Ret = CmSetTransOutputConfig ( 

         CM_TRANS_TARGET_DO, 

         CM_TRANS_SYS_STOP, 

         0x0F, 

         0x0F, 

         CM_TRANS_DAW_ENABLE   

); 

デジタル出力のシステム停止時の出力制御、出力設定、DAW 設定を設定します。
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62.CmGetTransOutputConfig 

【機能】 

遷移出力の設定値の取得ができます。 
制御対象の制御タイミング別に、機能の有効/無効、出力設定、DAW 設定の値が取得できます。 

 
【書式】 

unsigned int CmGetTransOutputConfig ( 

 unsigned int Target, 
unsigned int When, 
unsigned int* pControl, 
unsigned int* pConfig, 

 

unsigned int* pMode 
); 

 

【パラメータ】 

Target 
設定を取得する対象を指定します。 

下記の値が指定できます。 

識別子 値 内容 

CM_TRANS_TARGET_DO 0 デジタル出力(DOUT) 

CM_TRANS_TARGET_EXO 1 外部コネクタ出力(EX_SWOUT) 

 

When 
設定を取得する制御タイミングを指定します。 

下記の値が指定できます。 

識別子 値 内容 

CM_TRANS_SYS_STOP 0 停止時 

CM_TRANS_SYS_WAKEUP 1 起動時 

 
pControl 

遷移出力の制御設定の格納先です。 

CmSetTransOutputConfig関数で設定した値が取得できます。 

0 で無効、1で有効です。 

 
pConfig 

接点の出力設定の格納先です。 

CmSetTransOutputConfig関数で設定した値が取得できます。 

0 で OFF、1 で ON です。 

 
pMode 

DAW 設定の格納先です。 

CmSetTransOutputConfig関数で設定した値が取得できます。 

0 で無効、1で有効です。 

 

ご利用の製品によって指定できない識別子があります。詳しくは、別紙「機能対応表」をご覧

ください。機能対応表の閲覧方法は「2.2 機能対応表」に記載されています。 
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【戻り値】 

この関数では下記の戻り値が返されます。 

戻り値 値 内容 

IFCM_ERROR_SUCCESS 0 正常終了 

IFCM_ERROR_INTERNAL C0000001h 内部エラー 

IFCM_ERROR_INVALID_PARAMETER C0000002h 入力パラメータ不正 

IFCM_ERROR_NULL_POINTER C0000005h NULL ポインタ検出 

IFCM_ERROR_INVALID_HANDLE C0000007h 内部エラー 

IFCM_ERROR_NOT_SUPPORT C0000008h 未サポート 

 

IFCM_ERROR_SUCCESS以外の値が返された場合については、『4.7 戻り値一覧』を参照してくださ

い。 

 

【使用例】 

unsigned int Ret;  

unsigned int Control; 

unsigned int Config; 

unsigned int Mode; 

Ret = CmGetTransOutputConfig( 

         CM_TRANS_TARGET_DO, 

         CM_TRANS_SYS_STOP, 

         &Control, 

         &Config, 

         &Mode 

);  

デジタル出力のシステム停止時の出力制御、出力設定、DAW 設定を取得します。 
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63.CmGetPsmId 

【機能】 

スロットイン電源モジュールの IDを取得します。 

 

【書式】 

unsigned int CmGetPsmId ( 

 unsigned int* pModuleId, 
 unsigned int Count 
); 

 

【パラメータ】 

pModuleId 
スロットイン電源モジュールの ID 格納先です。Count 引数で指定した要素分だけ取得でき

ます。 

配列 内容 

pModuleId[0] P1 のスロットイン電源モジュール ID(種別) 

pModuleId[1] P2 のスロットイン電源モジュール ID(種別) 

pModuleId[2] P3 のスロットイン電源モジュール ID(種別) 

pModuleId[3] P4 のスロットイン電源モジュール ID(種別) 

pModuleId[4] P5 のスロットイン電源モジュール ID(種別) 

pModuleId[5] P6 のスロットイン電源モジュール ID(種別) 

スロットイン電源モジュールのスロット位置は、パネル面から見て、左側から P1、P2、…

です。 

 

各要素には下記の値が格納されます。 

ID 型式 内容 

05h JPS-2057 DC+12V 入力モジュール(絶縁 80W) 

06h JPS-2055 DC+24V 入力モジュール(絶縁 80W) 

08h JPS-2101, JPS-2101N ATX 出力モジュール(100W) 

09h JPS-2001 AC100V/200V 入力モジュール(絶縁 130W) 

0Ah JPS-2053, JPS-2053N DC+100V 入力モジュール(絶縁 130W) 

0Bh JPS-2051, JPS-2051N DC+48V 入力モジュール(絶縁 130W) 

0Ch JPS-1059 DC+12-24V 入力モジュール(非絶縁 130W) 

0Dh JPS-105701 DC12V 電源バス専用 DC+12V 入力モジュール(非絶縁 50W)

0Eh JPS-105501, 

JPS-205501 

DC+24V 入力モジュール(非絶縁 150W) 

DC+24V 入力モジュール(絶縁 150W) 

0Fh 未実装 スロットイン電源モジュールが実装されていません 

 

 

Count 
pModuleId 引数で指定した配列要素数を指定してください。指定可能 大値は 6です。 

例えば 4を指定すると、pModuleId[0]～pModuleId[3]に電源モジュールの IDが格納されま

す。 
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【戻り値】 

この関数では下記の戻り値が返されます。 

戻り値 値 内容 

IFCM_ERROR_SUCCESS 0 正常終了 

IFCM_ERROR_INTERNAL C0000001h 内部エラー 

IFCM_ERROR_INVALID_PARAMETER C0000002h 入力パラメータ不正 

IFCM_ERROR_NULL_POINTER C0000005h NULL ポインタ検出 

IFCM_ERROR_INVALID_HANDLE C0000007h 内部エラー 

IFCM_ERROR_NOT_SUPPORT C0000008h 未サポート 

 

IFCM_ERROR_SUCCESS以外の値が返された場合については、『4.7 戻り値一覧』を参照してくださ

い。 

 

【使用例】 

unsigned int Ret; 

unsigned int ModuleId[4]; 

Ret = CmGetPsmId(&ModuleId[0], 4);  

スロットイン電源モジュール P1～P4 の ID を取得します。 
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64.CmGetPsmStatus 

【機能】 

スロットイン電源モジュールの状態を取得します。 

 

【書式】 

unsigned int CmGetPsmStatus ( 

 unsigned int* pStatus, 
 unsigned int Count 
); 

 

【パラメータ】 

pStatus 
スロットイン電源モジュールの状態格納先です。Count 引数で指定した要素分だけ取得でき

ます。 

配列 内容 

pStatus[0] P1 のスロットイン電源モジュールの状態 

pStatus[1] P2 のスロットイン電源モジュールの状態 

pStatus[2] P3 のスロットイン電源モジュールの状態 

pStatus[3] P4 のスロットイン電源モジュールの状態 

pStatus[4] P5 のスロットイン電源モジュールの状態 

pStatus[5] P6 のスロットイン電源モジュールの状態 

スロットイン電源モジュールのスロット位置は、パネル面から見て、左側から P1、P2、…

です。 

 

各要素には、正常時は 0 が格納されます。異常検知時には下記の値が格納されます。複数

の値が OR(論理和)される場合もあります。 

識別子 値 意味 

CM_PSM_STATUS_DEG 01h 警告(DEG 信号検出) 

CM_PSM_STATUS_FAL 02h 異常(FAL 信号検出) 

 

Count 
pStatus 引数で指定した配列要素数を指定してください。指定可能 大値は 6です。 

例えば 4を指定すると、pStatus[0]～pStatus[3]に電源モジュールの状態が格納されます。 
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【戻り値】 

この関数では下記の戻り値が返されます。 

戻り値 値 内容 

IFCM_ERROR_SUCCESS 0 正常終了 

IFCM_ERROR_INTERNAL C0000001h 内部エラー 

IFCM_ERROR_INVALID_PARAMETER C0000002h 入力パラメータ不正 

IFCM_ERROR_NULL_POINTER C0000005h NULL ポインタ検出 

IFCM_ERROR_INVALID_HANDLE C0000007h 内部エラー 

IFCM_ERROR_NOT_SUPPORT C0000008h 未サポート 

IFCM_ERROR_NOT_LINKED C0000009h デバイス接続異常 

IFCM_ERROR_SUCCESS以外の値が返された場合については、『4.7 戻り値一覧』を参照してくださ

い。 

 

 

【使用例】 

unsigned int Ret; 

unsigned int Status[4]; 

Ret = CmGetPsmStatus(&Status[0], 4);  

現在のスロットイン電源モジュール P1～P4 の状態を取得します。 
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65.CmGetFirmwareVersion 

【機能】 
ファームウェアバージョンを取得します。 

 
【書式】 

unsigned int CmGetFirmwareVersion( 

 unsigned int Target, 
 unsigned int* pVersion 
); 

 
【パラメータ】 

Target 
バージョンを取得する対象を指定します。 

下記の値が指定できます。 

識別子 値 内容 

CM_FIRM_TARGET_RASC 0 RAS コントローラのファームウェアバージョン

を取得します。 

CM_FIRM_TARGET_BIOS 1 BIOS バージョンを取得します。 

 
pVersion 

バージョンの格納先です。 

バージョンは 0始まりで取得できます。 

初回バージョンは 0、Ver.UP のたびに 1, 2, 3,..となります。 

 

【戻り値】 

この関数では下記の戻り値が返されます。 

戻り値 値 条件 

IFCM_ERROR_SUCCESS 0 正常終了 

IFCM_ERROR_INTERNAL C0000001h 内部エラー 

IFCM_ERROR_INVALID_PARAMETER C0000002h 入力パラメータ不正 

IFCM_ERROR_NULL_POINTER C0000005h NULL ポインタ 

IFCM_ERROR_INVALID_HANDLE C0000007h 内部エラー 

 

IFCM_ERROR_SUCCESS以外の値が返された場合については、『4.7 戻り値一覧』を参照してくださ

い。 
 
【使用例】 

unsigned int Ret;  

unsigned int Version;  

Ret = CmGetFirmwareVersion(CM_FIRM_TARGET_BIOS, &Version);  

BIOS バージョンを取得します。 
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4.5 コールバック関数 
 

【書式】 

void UserCallBack( 
 void* User  
); 

 
【パラメータ】 

User 
ユーザパラメータです。 

CM_EVENT_REQ構造体のUserメンバで指定した値が渡されます。 

『4.6.1 CM_EVENT_REQ』を参照してください。 

 

【使用例】 

『3.2.9 割り込みイベント』を参照してください。 
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4.6 構造体説明 
4.6.1 CM_EVENT_REQ 

割り込みイベント登録用の構造体です。 

 

typedef struct _CM_EVENT_REQ{ 

void* Signal;  
void* Wnd;  
unsigned int Msg;  
LPCMCALLBACK CallBackProc;  

 

void* User;  
} CM_EVENT_REQ, *PCM_EVENT_REQ; 

 
メンバ 説明 

Signal 予約です。NULL を指定してください。 

 

Wnd 予約です。NULL を指定してください。 

 

Msg 予約です。0を指定してください。 

 

CallBackProc 割り込みイベント通知時に呼び出されるコールバック関数へのポインタを指

定します。 

User コールバック関数に渡すユーザデータを指定します。 

ここで指定したデータが、コールバック関数の第 1引数として渡されます。
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4.7 戻り値一覧 
 

エラー識別子 値(10 進) 意味 対処方法 

IFCM_ERROR_SUCCESS 0 ・正常終了 － 

IFCM_ERROR_INTERNAL C0000001h 

(-1073741823)

・内部エラー ・ ハードウェア制御中の内部エラーで

す。 

どのような状況でエラーが発生した

かをご連絡ください。 

IFCM_ERROR_INVALID_PARAMETER C0000002h 

(-1073741822)

・入力パラメータが不正 ・ 設定可能範囲をご確認の上、パラメー

タを設定してください。 

IFCM_ERROR_ALREADY C0000003h 

(-1073741821)

・ 既に WDT が動作している 

・ 既にイベントが登録され

ている 

・ WDT 停止中に実行してください。 

・ イベントが登録されていない状態で

実行してください。 

IFCM_ERROR_NOT_YET C0000004h 

(-1073741820)

・ まだWDTが動作していない

・ まだイベントが登録され

ていない 

・ RAID ボード検出途中 

・ WDT 動作中に実行してください。 

・ イベントが登録されている状態で実

行してください。 

・ しばらく待ってから再実行してくだ

さい。 

IFCM_ERROR_NULL_POINTER C0000005h 

(-1073741819)

・NULL ポインタ検出 ・ 引数に NULL が渡されています。 

有効な変数を指定してください。 

IFCM_ERROR_NOT_ALLOCATE C0000006h 

(-1073741818)

・メモリ確保失敗 

 

・ メモリの使用を抑えてください。 

 
IFCM_ERROR_INVALID_HANDLE C0000007h 

(-1073741817)

・内部エラー ・ 共有ライブラリ初期化時の内部エラ

ーです。 

ドライバが組み込まれているかご確

認ください。 

IFCM_ERROR_NOT_SUPPORT C0000008h 

(-1073741816)

・未サポート ・ 本機能はサポートしていません。 

サポートの有無は機能対応表をご確

認ください。 

IFCM_ERROR_NOT_LINKED C0000009h 

(-1073741815)

・デバイス接続異常 ・ 対象のデバイスが正しく接続されて

いるかご確認ください。 

IFCM_ERROR_INVALID_STATUS C000000Ah 

(-1073741814)

・ 現在はホット・スワップを

要求できない 

・ RAID 状態を確認してください。 

必要な場合はコールド・スワップを検

討してください。 
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第5章 サンプルプログラム 

5.1 実行方法 
サンプルプログラムには実行形式のファイルが付属していません。 
ソースコードをコンパイルして実行ファイルを生成してから、動作させてください。 
 
wdt サンプルの例： 

#cd /usr/src/interface/ifcpmgr/x86_64/linux/samples/c/wdt 
#make 
#./wdt 

 

5.2 サンプルプログラム一覧 
サンプルプログラム名 概要 
wdt WDT の周期を 5秒、アクションを CPU リセットに設定し、3秒ごとに WDT クリア

を行うサンプルプログラムです。 
5 回クリアすると終了します。 

temperature 3 秒ごとに CPU コア温度と CPU 基板温度を取得し、表示するサンプルプログラム
です。 
5 回表示すると終了します。 

power 3 秒ごとに外部電源電圧を取得し、表示するサンプルプログラムです。 
5 回表示すると終了します。 

fanrotate ファンの回転数を表示するサンプルプログラムです。 
3 秒ごとにファンの回転数を表示し、5 回表示すると終了します。 

gsense ※本機能は有償オプションです。ご利用されたい方は、加速度センサの機能付の製品を
お買い求め下さい。 
重力加速度値を表示するサンプルプログラムです。 
3 秒ごとに各軸の重力加速度値を表示し、5回表示すると終了します。 

event WDT 周期満了イベントをコールバック関数で通知するサンプルプログラムです。
WDT 周期を 3 秒に設定し、WDT をスタートさせます。 
3 秒おきに WDT 周期満了イベントが発生し、10 秒後に WDT を停止させてプログ
ラムを終了します。 

dio 汎用デジタル入出力を行うサンプルプログラムです。 
デジタル出力後、１秒待機してデジタル入力を行い、入力データを表示します。
出力データをシフトさせながら 4回繰り返します。 

diconfig デジタル入力接点 1を電源スイッチに設定するサンプルプログラムです。 
デジタル入力接点 1を電源スイッチに設定後 10 秒間待機し、デジタル入力接点
1 を汎用入力に設定して終了します。 

rasnotify WDT 異常時に DOUT1 を ON するサンプルプログラムです。 
WDT 異常発生時に DOUT1 が自動で ON となる設定を行い、WDT 周期を 3 秒に設定
して、WDT をスタートさせて 10 秒間待機します。 
10 秒後、WDT を停止させて DOUT1 の自動通知を無効化し、デジタル出力を停止
させてプログラムを終了します。 

errorled エラーLED を直接制御するサンプルプログラムです。 
エラーLED の発光色を GREEN に(※)、点灯パターンをパターン 1(常時点灯)に
設定し、1秒ごとに点滅させ、10 回点滅すると終了します。 
※エラーLED の発光色設定に対応した製品のみ機能します。 

alarmled アラーム LED を直接制御するサンプルプログラムです。 
アラーム LED の点灯パターンをパターン 1(常時点灯)に設定し、1 秒ごとに点滅
させ、10 回点滅すると終了します。 

buzzer ブザー制御のサンプルプログラムです。 
3 秒間ブザーを ON し、その後 OFF にします。 

himoswitch 3 秒ごとにひもスイッチの状態を表示するサンプルプログラムです。 
5 回表示すると終了します。 

selftest 3 秒ごとに異常ステータスを表示するサンプルプログラムです。 
5 回表示すると終了します。 
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サンプルプログラム名 概要 

smart dev/sda のモデル名、シリアル、SMART 情報を表示するサンプルプログラムです。

extout 異常時の自動出力を行うサンプルプログラムです。 
WDT の周期を 3 秒に設定し、WDT エラーが発生した時点で外部コネクタ出力
EX_SWOUT をリレーON に設定するプログラムです。 

gpled 汎用 LED を 1 秒おきにシフトさせながら点灯させます。 
全ての汎用 LED を点灯させたら、全消灯して終了します。 

bat 3 秒ごとにバッテリステータスを取得し、表示するサンプルプログラムです。放
電中にバッテリ低下アラームが発生すると、シャットダウンします。5回表示す
ると終了します。 

transoutput ※ サンプルプログラムtransoutputを実行するとハードウェア(遷移出力)設

定が変更されますので十分に注意してください。 

設定を戻す場合、Interface Utility で設定を行うことができます。 

初期設定についてはご使用の製品の User’s Manual をご覧ください。 

 

設定を行う制御対象【デジタル出力(DOUT1～4）・外部コネクタ出力(EX_SWOUT)】

を選択後、システム停止時の全接点の出力状態を ON、システム起動時の全接点

の出力状態を OFF、に設定するサンプルプログラムです。 

非対応の製品または制御対象で実行した場合、エラーが表示されます。 

 

プログラム実行後、シャットダウン後(システム停止時)の全接点の出力状態は

ON になり、起動時(システム起動時)の全接点の出力状態は OFF になります。 

psm 3 秒ごとにスロットイン電源モジュールの ID と状態を取得し、表示するプログ

ラムです。5 回表示すると終了します。  
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第6章 ユーティリティ 

6.1 Interface Utility 
コマンドラインで実行する Interface Utility が付属しています。 

Interface Utility を使用することで、下記が可能になります。 
 

■WDT 

・ WDT 関連のログ保存有効/無効設定 

・ WDT の稼動状態の確認 

・ 周期とアクションの設定、確認 

・ WDT スタート、ストップ、クリア 

 

■温度監視 

・ 温度関連のログ保存有効/無効設定 

・ 温度情報ログ保存周期設定 

・ 温度情報モニタ 

・ 上限値/下限値/ヒステリシスの設定、確認 

 

■電源電圧監視 

・ 電圧関連のログ保存有効/無効設定 

・ 電圧情報ログ保存周期設定 

・ 電圧情報モニタ 

 

■FAN 監視 

・ FAN 関連のログ保存有効/無効設定 

・ FAN 情報ログ保存周期設定 

・ FAN 情報モニタ 

・ FAN 自動制御の設定、確認 

 

■振動・衝撃監視 

・ 加速度関連のログ保存有効/無効設定 ※1 

・ 加速度情報ログ保存周期設定 ※1 

・ 加速度情報モニタ ※1 

 

■ストレージ監視 

・ RAID ステータスの表示 

 

■RAS 通知 

・ RAS 通知方法及び条件の設定、確認 

 

■外部コネクタ 

・ 外部コネクタ(EX_SWOUT)の制御、モニタ 
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■デジタル入出力 

・ デジタル入力端子の監視 

・ デジタル出力端子の制御 

・ デジタル入力端子の使用方法設定 

 

■ブザー 

・ ブザーの制御、モニタ 

 

■LED 

・ LED 制御、モニタ 

・ 点灯パターン、発光色の設定 

 

■瞬低対策用電源装置 

・ バッテリステータスの表示 

・ シャットダウン、電源強制断までの時間の表示 

・ シャットダウン、電源強制断までの時間の設定 

 

■スイッチ 

・ スイッチの状態監視 

・ ひもスイッチの機能設定 

 

■遷移出力 

・ システム停止時・起動時のデジタル出力の状態の設定、確認 

・ システム停止時・起動時の外部コネクタ出力の状態の設定、確認 

 

■ログ 

・ ログ情報のモニタ 

・ ログファイルの設定 

 

■バージョン情報 

・ユーティリティ・ファームウェアのバージョン情報表示。 

 
※1 本機能は有償オプションです。ご利用されたい方は、加速度センサの機能付の製品をお買い求め下さい。 

 

6.1.1 起動方法 

本ユーティリティは、OS 起動時に自動的に起動します。 
 
ユーティリティが起動しているかどうかは ifutil プロセスが存在するかどうかでご確認ください。 
ps -e コマンド等で確認できます。 
 
一度終了した場合は、下記のコマンドを実行することで本ユーティリティを起動できます。 

#/usr/bin/ifutil start 
 

 

6.1.2 終了方法 

本ユーティリティを終了する場合は下記のコマンドを実行してください。 
#/usr/bin/ifutil exit 
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6.1.3 コマンド一覧 

Interface Utility は各機能ごとに下記のコマンドが使用できます。 

 

No コマンド 機能 

●WDT 

現在の WDT 稼動状況と設定を表示します。 

WDT 関連のログの有効/無効を設定/表示します。 

WDT 周期を設定/表示します。 

WDT 周期満了時のアクションを設定/表示します。 

WDT のカウントを開始します。 

WDT のカウントを停止します。 

1 ifutil wdt

WDT のカウントをクリアします。 

●温度監視 

現在の温度情報と温度の上限・下限の設定を表示します。 

温度関連のログの有効/無効を設定/表示します。 

温度データのログ出力周期を設定/表示します。 

指定した対象の温度閾値、ヒステリシスを設定/表示します。 

CPU コア温度上限値/下限値を設定/表示します。 

CPU 基板温度上限値/下限値を設定/表示します。 

2 ifutil temp

メモリ周辺温度上限値/下限値を設定/表示します。 

●電源電圧監視 

現在の電源状態を表示します。 

電源電圧関連のログの有効/無効を設定/表示します。 

3 ifutil power

電源電圧データのログ出力周期を設定/表示します。 

●FAN 監視 

現在の FAN 回転数を表示します。 

FAN 関連のログの有効/無効を設定/表示します。 

FAN データのログ出力周期を設定/表示します。 

4 ifutil fan

指定した FAN の自動制御温度閾値、速度を設定/表示します。 

●振動・衝撃監視 

現在の加速度センサ情報を表示します。※1 

加速度センサ関連のログの有効/無効を設定/表示します。※1 

加速度センサデータのログ出力周期を設定/表示します。※1 

5 ifutil gsense

加速度センサの各軸の状態を表示します。※1 

●ストレージ監視 

現在のストレージの状態を表示します。 

ストレージ関連のログの有効/無効を設定/表示します。 

6 ifutil storage

現在の RAID 状態を表示します。 

●RAS 通知 

現在の RAS 通知方法と RAS 通知条件を表示します。 

RAS 通知方法と RAS 通知条件を設定します。 

7 ifutil ras

異常時にデジタル接点出力をONするか、OFFするかを設定/表示します。

●外部コネクタ 

8 ifutil exo 外部コネクタ(EX_SWOUT)の制御/状態の表示を行います。 

●デジタル入出力 

現在のデジタル入力状態とデジタル入力の使用方法を表示します。 

デジタル入力状態を表示します。 

9 ifutil dio

デジタル出力を行います。 
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No コマンド 機能 

デジタル入力の使用方法を設定/表示します。 

●LED 

LED の点灯状態を表示します。 

エラーLED の点灯状態を制御/表示します。 

エラーLED の点灯パターンを設定/表示します。 

エラーLED の発光色を設定/表示します。 

アラーム LED の点灯状態を制御/表示します。 

アラーム LED の点灯パターンを設定/表示します。 

10 ifutil led

汎用 LED の点灯状態を制御/表示します。 

●ブザー 

11 ifutil buzzer ブザーの制御状態を制御/表示します。 

●瞬低対策用電源装置 

現在の瞬低対策用電源装置のステータスと設定値を表示します。 

瞬低対策用電源装置関連のログの有効/無効を設定/表示します。 

停電発生からシャットダウン開始までの時間を設定/表示します。 

シャットダウン開始から電源強制断までの時間を設定/表示します。 

放電回数のカウントをクリアします。 

12 ifutil bat

強制充電を設定/表示します。 

●スイッチ 

各スイッチの状態を表示します。 

ひもスイッチの状態を表示します。 

13 ifutil switch

ひもスイッチの使用方法を設定/表示します。 

●遷移出力 

システム停止時・起動時のデジタル出力の状態を設定/表示します。 14 ifutil trans

システム停止時・起動時の外部コネクタ出力の状態を設定/表示します。

●ログ 

ログファイル名と 新 10 件のログを表示します。 

ログをモニタします。 

ファイルへのログ保存を行いません。 

追記型ログファイルのファイル名を設定/表示します。 

16 ifutil log

日付更新型ログファイルのディレクトリ名を設定/表示します。 

●その他 

全情報をモニタします。 

全ユーティリティの使い方を表示します。 

17 ifutil

全バージョン情報を表示します。 

 

※1 本機能は有償オプションです。ご利用されたい方は、加速度センサの機能付の製品をお買い求め下さい。
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6.1.4 コマンド個別説明 

 

1. ifutil wdt 
【書式】 

#/usr/bin/ifutil wdt [options...] 
 

【機能】 

WDT(ウォッチドッグタイマー)に関する設定と表示を行います。 

WDT の周期は 10 進数、単位は秒です。 

 

【オプション】 

(オプションなし) 
現在の WDT 稼動状況と設定を表示します。 

WDT 稼動中は status=run、停止中は status=stop、周期は cycle=で表示されます。 

WDT 周期満了時のアクションが CPU リセットの場合は action=reset、割り込みの場合は

action=interrupt と表示されます。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil wdt 
wdt:status=run 
wdt:cycle=30 
wdt:action=reset 

 

--help 
このユーティリティの使用方法を簡易的に表示します。 

 

--version 
このユーティリティのバージョン情報を表示します。 

 

log={on|off} 
WDT 関連のログの有効/無効(on/off)を設定します。 

ログが出力されるタイミングは下記の通りです。 

・WDT の開始、停止 

・周期/アクションの変更 

・WDT 割り込み発生 
※短い間隔で設定変更や WDT の開始/停止が連続した場合、途中の内容はログ出力されない場合があります。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil wdt log=on  
WDT 関連のログ保存を有効にします。 

 

log 
WDT 関連のログの有効/無効(on/off)を表示します。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil wdt log 
off  
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cycle=<val> 
WDT 周期を設定します。周期は 10進数で 1～255 が設定できます。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil wdt cycle=120  
WDT 周期を 120 秒に設定します。 

 

cycle 
現在の WDT の周期の設定を秒単位で表示します。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil wdt cycle 
30  

 

action={interrupt|reset} 
WDT 周期満了時のアクションを設定します。 

CPU リセットを設定する場合は=reset、割り込みを設定する場合は=interrupt を設定して

ください。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil wdt action=reset  
WDT アクションをリセットに設定します。 

 

action 
WDT 周期満了時のアクションを表示します。 

CPU リセットの場合は reset、割り込みの場合は interrupt が表示されます。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil wdt action 
interrupt 

 

start 
WDT のカウントを開始します。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil wdt start 

 

stop 
WDT のカウントを停止します。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil wdt stop 

 

clear 
WDT のカウントをクリアします。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil wdt clear 
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2. ifutil temp 
【書式】 

#/usr/bin/ifutil temp [options...] 
 

【機能】 

温度情報の表示と温度の上限・下限、ヒステリシスの設定と表示を行います。 

温度は 10進数、単位は℃です。 

 

【オプション】 

(オプションなし) 
現在の温度情報と温度の上限・下限設定、ヒステリシスの設定を表示します。 

CPU コア温度(CPU)、CPU 基板温度(BRD)、メモリ周辺温度(MEM)、拡張スロット周辺温度(SLOT1, 

SLOT2, SLOT3)の情報が表示されます。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil temp 
temperature:CPU=35[degC] lelim=0 uelim=100 lehys=5 uehys=1 lalim=- ualim=- lahys=- uahys=- 
temperature:BRD=33[degC] lelim=-40 uelim=85 lehys=3 uehys=3 lalim=- ualim=- lahys=- uahys=- 
temperature:MEM=34[degC] lelim=-40 uelim=85 lehys=3 uehys=3 lalim=- ualim=- lahys=- uahys=- 
temperature:SLOT_AREA1=27[degC] 
temperature:SLOT_AREA2=30[degC] 
temperature:SLOT_AREA3=29[degC] 

 
--help 

このユーティリティの使用方法を簡易的に表示します。 

 

--version 
このユーティリティのバージョン情報を表示します。 

 
log={on|off} 

温度関連のログの有効/無効(on/off)を設定します。 

ログが出力されるタイミングは下記の通りです。 

・上限値/下限値/ヒステリシスの設定変更 

・温度異常/復帰 

・温度データ(ifutil temp logcycle が 0 でない場合) 
※短い間隔で設定変更や異常/復帰が連続した場合、途中の内容はログ出力されない場合があります。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil temp log=on 
温度関連のログ保存を有効にします。 

 

log 
温度関連のログの有効/無効(on/off)を表示します。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil temp log 
off 
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logcycle=<val> 

温度関連のログの出力周期を 10 進数・秒単位で設定します。 

<val>には周期として 0または 1～3600 を指定してください。 

<val>に 0を指定した場合は、温度関連のログ保存を行いません。 

ここで周期を設定していても ifutil temp log が off の場合はログ出力されません。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil temp logcycle=120 
温度データログ出力周期を 120 秒に設定します。 

 

logcycle 
温度関連のログの出力周期を表示します。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil temp logcycle 
60 
 

<Target> <Param>=<val> 
指定した対象の温度閾値、ヒステリシスを設定します。 

<Target>には以下を指定してください。 

cpu : CPU コア温度 

brd : CPU 基板温度 

mem : メモリ周辺温度 

<Param>には以下を指定してください。 

uelim : 異常上限値 

lelim : 異常下限値 

ualim : 警告上限値 

lalim : 警告下限値 

-60≦異常下限<警告下限<警告上限<異

常上限≦125(℃)の範囲で設定可能 

uehys : 異常上限ヒステリシス値 

lehys : 異常下限ヒステリシス値 

uahys : 警告上限ヒステリシス値 

lahys : 警告下限ヒステリシス値 

CPU コア温度は 0～15(℃) 

CPU 基板温度、メモリ周辺温度は 

0～31(℃)の範囲で設定可能 

<val>には温度またはヒステリシス値を指定してください。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil temp brd lelim=20  
現在の基板温度下限値を 20℃に設定します。 

 

<Target> <Param> 
指定した対象の温度閾値、ヒステリシスを表示します。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil temp brd lelim 
-60 
現在の基板温度下限値を表示します。 



Help for Linux 

© 2016 Interface Corporation. 

 
159 

 

<Target> 
指定した対象の温度閾値、ヒステリシスを表示します。 

cpu : CPU コア温度 

brd : CPU 基板温度 

mem : メモリ周辺温度 

slot_area1 : 拡張スロット周辺温度 1 

slot_area2 : 拡張スロット周辺温度 2 

slot_area3 : 拡張スロット周辺温度 3 

(例) 
#/usr/bin/ifutil temp brd 
temperature:BRD=33[degC] lelim=-40 uelim=85 lehys=3 uehys=3 lalim=- ualim=- lahys=- uahys=- 
現在の CPU 基板温度と温度閾値、ヒステリシスを表示します。 

 

【互換用オプション】 

現在は非推奨のオプションです。 

 

cpuupper=<val>, cpulower=<val>, brdupper=<val>, brdlower=<val> 
CPU 温度の上限値、下限値、基板温度の上限値、下限値をそれぞれ設定します。 

<val>には、上限値・下限値を設定してください。 

上限値は下限値より大きい値～125 が設定可能です(下限値 < 設定可能値 <= 125)。 

下限値は-60～上限値より小さい値が設定可能です(-60 <= 設定可能値 < 上限値)。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil temp cpuupper=100  
現在の CPU 温度上限値を 100℃に設定します。 

 

cpuupper, cpulower, brdupper, brdlower 
CPU 温度の上限値、下限値、基板温度の上限値、下限値をそれぞれ表示します。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil temp brdupper 
125 
現在の基板温度上限値を表示します。 

 

【備考】 

• 

• 

log, logcycle の設定値を次回起動時も保持したい場合は、管理者権限でコマンドを実行し

てください。また、ストレージへのライトプロテクト機能や OSのリードオンリーモードは

解除してください。 

拡張スロット周辺温度に対して温度閾値、ヒステリシスを設定する機能はありません。 
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3. ifutil power 
【書式】 

#/usr/bin/ifutil power [options...] 
 

【機能】 

電源電圧に関する設定と表示を行います。 

 

【オプション】 

(オプションなし) 
現在の電源電圧値を表示します。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil power 
power:external=12.126[V] 

 
--help 

このユーティリティの使用方法を簡易的に表示します。 

 

--version 
このユーティリティのバージョン情報を表示します。 

 
log={on|off} 

電源電圧関連のログの有効/無効(on/off)を設定します。 

ログが出力されるタイミングは下記の通りです。 

・電源電圧異常/復帰 

・電源電圧データ(ifutil power logcycle が 0 でない場合) 
※短い間隔で異常/復帰が連続した場合、途中の内容はログ出力されない場合があります。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil power log=on 
電源電圧関連のログ保存を有効にします。 

 

log 
電源関連のログの有効/無効(on/off)を表示します。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil power log 
off 

 
logcycle=<val> 

電源電圧関連のログの出力周期を 10 進数・秒単位で設定します。 

<val>には周期として 0または 1～3600 を指定してください。 

<val>に 0を指定した場合は、電源電圧関連のログ保存を行いません。 

ここで周期を設定していても ifutil power log が off の場合はログ出力されません。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil power logcycle=120 
電源電圧関連ログの出力周期を 120 秒に設定します。 
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logcycle 
電源電圧関連のログの出力周期を表示します。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil temp logcycle 
60 

 

【備考】 

• 
• 

SuperCD PoE 受電モデルでは本機能は非サポートです。 

log, logcycle の設定値を次回起動時も保持したい場合は、管理者権限でコマンドを実行し

てください。また、ストレージへのライトプロテクト機能や OSのリードオンリーモードは

解除してください。 
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4. ifutil fan 
【書式】 

#/usr/bin/ifutil fan [options...] 
 

【機能】 

FAN に関する設定と表示を行います。 

 

【オプション】 

(オプションなし) 
現在の FAN 回転数と設定を表示します。 

ハイグレード CD 瞬低対策用電源装置搭載構成の FAN3 は”run”(稼動中)または”stop”(停止

中)と表示されます。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil fan 
fan:fan1=1110[rpm] lowthresh=40 highthresh=75 lowspeed=30 midspeed=60 highspeed=90  
fan:fan2=1737[rpm] lowthresh=40 highthresh=75 lowspeed=40 midspeed=60 highspeed=90  
fan:fan3=run lowthresh=- highthresh=- lowspeed=- midspeed=- highspeed=- 

 
--help 

このユーティリティの使用方法を簡易的に表示します。 

 

--version 
このユーティリティのバージョン情報を表示します。 

 
log={on|off} 

FAN 関連のログの有効/無効(on/off)を設定します。 

ログが出力されるタイミングは下記の通りです。 

・FAN 自動制御の設定変更 

・FAN 異常/復帰 

・FAN データ(ifutil fan logcycle が 0でない場合) 
※短い間隔で設定変更や異常/復帰が連続した場合、途中の内容はログ出力されない場合があります。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil fan log=on 
FAN 関連のログ保存を有効にします。 

 

log 
FAN 関連のログの有効/無効(on/off)を表示します。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil fan log 
off 

 
logcycle=<val> 

FAN 関連のログの出力周期を 10 進数・秒単位で設定します。 

<val>には周期として 0または 1～3600 を指定してください。 

<val>に 0を指定した場合は、FAN 関連のログ保存を行いません。 

ここで周期を設定していても ifutil temp log が off の場合はログ出力されません。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil fan logcycle=120 
FAN 関連ログの出力周期を 120 秒に設定します。 

 

logcycle 
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温度関連のログの出力周期を表示します。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil temp logcycle 
60 

 

<Target> <Param>=<val> 
指定した FAN の自動制御温度閾値、速度を設定/表示します。 

<Target>には以下のいずれかを指定してください。 

fan1 : FAN1 

fan2 : FAN2 

fan3 : FAN3 

<Param>には以下のいずれかを指定してください。 

lowthresh : 自動制御温度閾値(低温) 

highthresh : 自動制御温度閾値(高温) 

-60≦低温閾値<高温閾値≦125(℃)の

範囲で設定可能 

lowspeed : 自動制御速度(低速) 

midspeed : 自動制御速度(中速) 

highspeed : 自動制御速度(高速) 

30～100(%)の範囲で設定可能 

<val>には温度閾値、または速度を指定してください。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil fan fan1 lowthresh =30 
現在の FAN1 自動制御温度閾値(低温)を 30℃に設定します。 

 

<Target> 
指定した FAN の自動制御温度閾値、回転速度を表示します。 

<Target>には以下のいずれかを指定してください。 

fan1 : FAN1 

fan2 : FAN2 

fan3 : FAN3 

(例) 
#/usr/bin/ifutil fan fan1 lowthresh 
20 
現在の FAN1 の自動制御温度閾値(低温)を表示します。 

 

【備考】 

log, logcycle の設定値を次回起動時も保持したい場合は、管理者権限でコマンドを実行して

ください。また、ストレージへのライトプロテクト機能や OSのリードオンリーモードは解除し

てください。 
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5. ifutil gsense 
【書式】 

#/usr/bin/ifutil gsense [options...] 
 

【機能】 
※本機能は有償オプションです。ご利用されたい方は、加速度センサの機能付の製品をお買い求め下さい。 

加速度センサーに関する設定と表示を行います。 

 

【オプション】 

(オプションなし) 
現在の加速度センサーの情報を表示します。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil gsense  
gsense:sensor1 x=0.02[G]  
gsense:sensor1 y=0.01[G]  
gsense:sensor1 z=-1.02[G] 
 

--help 
このユーティリティの使用方法を簡易的に表示します。 

 

--version 
このユーティリティのバージョン情報を表示します。 

 

log={on|off} 
加速度センサー関連のログの有効/無効(on/off)を設定します。 

ログが出力されるタイミングは下記の通りです。 

・振動・衝撃異常/復帰 

・加速度センサデータ(ifutil gsense logcycle が 0 でない場合) 
※短い間隔で異常/復帰が連続した場合、途中の内容はログ出力されない場合があります。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil gsense log=on 
加速度センサー関連のログ保存を有効にします。 

 

log 
加速度センサー関連のログの有効/無効(on/off)を表示します。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil gsense log 
off 

 
logcycle=<val> 

加速度センサー関連のログの出力周期を 10進数・秒単位で設定します。 

<val>には周期として 0または 1～3600 を指定してください。 

<val>に 0を指定した場合は、加速度センサー関連のログ保存を行いません。 

ここで周期を設定していても ifutil gsense log が off の場合はログ出力されません。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil gsense logcycle=120 
加速度センサー関連ログの出力周期を 120 秒に設定します。 
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logcycle 
加速度センサーのログの出力周期を表示します。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil temp logcycle 
60 

 
<Target> <Axis> 

加速度センサ各軸の状態を表示します。 

<Target>には加速度値を取得する対象を、下記のいずれかから指定してください。 

sensor1 : 加速度センサ 1 

<Axis>へ取得する対象の軸を、下記のいずれかから指定してください。 

x : X 軸 

y : Y 軸 

z : Z 軸 

(例) 
#/usr/bin/ifutil gsense sensor1 x 
sensor1 x=0.02[G] 
加速度センサ 1の X軸の状態を表示します。 

 

【備考】 

log, logcycle の設定値を次回起動時も保持したい場合は、管理者権限でコマンドを実行して

ください。また、ストレージへのライトプロテクト機能や OSのリードオンリーモードは解除し

てください。 
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6. ifutil storage 
【書式】 

#/usr/bin/ifutil storage [options...] 
 

【機能】 

ストレージに関する設定と表示を行います。 

 

【オプション】 

(オプションなし) 
現在のストレージの状態を表示します。 

(例) ストレージの状態を表示します。 
#/usr/bin/ifutil storage 
storage:raid type1 status=normal 
 

--help 
このユーティリティの使用方法を簡易的に表示します。 

 

--version 
このユーティリティのバージョン情報を表示します。 

 

log={on|off} 
ストレージ関連のログの有効/無効(on/off)を設定します。 

ログが出力されるタイミングは、RAID ステータスの変化時です。 

(例) ストレージ関連のログ保存を有効にします。 
#/usr/bin/ifutil storage log=on 

 

log 
ストレージ関連のログの有効/無効(on/off)を表示します。 

(例) ストレージ関連のログの設定を表示します。 
#/usr/bin/ifutil storage log 
off 

 
raid <Target> 

指定した対象について、現在のストレージの状態を表示します。 

<Target>には、下記を指定してください。 

type1 : RAID ボードのステータスを表示します。 

 

<Target>に type1 を指定した場合は以下のステータスが表示されます。 
normal : 正常状態 

drive 1 fail : ドライブ 1異常 

drive 2 fail : ドライブ 2異常 

rebuilding : 再構築中 

system fault : システム・ホルト 

skip recon(hdd2->1) : HDD2→HDD1 へのデータ再構築（コピー）中に 

スキップ・リコン発生 

skip recon(hdd1->2) : HDD1→HDD2 へのデータ再構築（コピー）中に 

スキップ・リコン発生 

detecting...  RAID ボード検出途中 

none : デバイスの接続なし 
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(例) RAID ステータスを表示します。 
#/usr/bin/ifutil storage raid type1 
raid type1 status=normal 

 

 
hotswap [Target] <TargetDevice> [Cmd] [--force] 
hotswap <TargetDevice> [--force]                  (省略形) 

ストレージのホットスワップに関する操作を行います。 

 

[Target]には、下記を指定してください。省略すると、type1 が指定されます。 

type1 : RAID ボード上のドライブをホットスワップする時に指

定します。 

 

<TargetDevice>には、下記のいずれかを指定してください。 

drive1 : ドライブ 1を対象とします。 

drive2 : ドライブ 2を対象とします。 

 

[Cmd]には、下記を指定してください。省略すると、remove が指定されます。 

remove 

(--force 指定なし時) 

: <TargetDevice>で指定したドライブの取り外し要求を 

対話型形式で行います。 

 

1. 確認のプロンプトが表示されたら、'y[ENTER]'とキ

ー入力してください。 
Do you really request hotswap of drive 1? 
Type 'y[ENTER]' to continue:  

 

2. ドライブの取り外し処理が始まります。以下のよう

に表示されるので、約 2分お待ちください。 
Please wait... [1/120s] 

 

3. 以下のように表示されたら完了です。 

ドライブを取り外してください。 
Succeeded. 
You may remove the drive now. 

 

※約 2 分経過してもドライブの取り外し処理が完了できなか

った場合は、タイムアウトとなります。 

この場合、ドライブのホットスワップを行うことはできま

せん。ドライブを交換するときは、製品および RAID ボード

のマニュアルに従い、コールド・プラグしてください。 
Timeout. 

 

remove 

(--force 指定時) 

: <TargetDevice>で指定したドライブの取り外し要求を 

非対話型形式で行います。 

 
--force 非指定時と違い本コマンドはすぐに終了しますが、

直ちにドライブを取り外せるわけではありません。 

約 2分後、RAID ステータスが'drive 1 fail'または'drive 2 

fail'になったことを確認してから、ドライブを取り外して

ください。 

RAID ステータスは本コマンドの raid オプションまたは

CmGetRaidStatus 関数で確認できます。 
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(例) ドライブ 1の取り外し要求を対話形式で行います。 
#/usr/bin/ifutil storage hotswap type1 drive1 remove 
Do you really request hotswap of drive 1? 
Type 'y[ENTER]' to continue: y 
Please wait... [60/120s] 
     (約 2分後、以下のように表示されてからドライブを取り外してください) 
Succeeded. 
You may remove the drive now. 
 

(例) ドライブ 2の取り外し要求を非対話形式で行います(省略形)。 
#/usr/bin/ifutil storage hotswap drive2 –-force 
     (約 2分後、手動で以下のコマンドを実行し、RAID ステータスが"drive 2 fail"になった事を 

    確認してからドライブを取り外してください) 
#/usr/bin/ifutil storage raid type1 
raid type1 status=drive 2 fail 

 

 

【備考】 

・ ご利用の製品によって指定できない機能があります。詳しくは、別紙「機能対応表」をご覧く

ださい。機能対応表の閲覧方法は「2.2 機能対応表」に記載されています。 

・ ドライブの取り外し要求は、RAID ステータスが「normal」または「skip recon」のときに使用

できます。ドライブの取り外し方法については、製品および RAID ボードの USER'S MANUAL をご

覧ください。 

・ log の設定値を次回起動時も保持したい場合は、管理者権限でコマンドを実行してください。

また、ストレージへのライトプロテクト機能や OSのリードオンリーモードは解除してください。
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7. ifutil ras 
【書式】 

#/usr/bin/ifutil ras [options...] 
 

【機能】 

RAS 通知の方法と通知条件を設定/表示します。 

 

【オプション】 

(オプションなし) 
現在の RAS 通知方法と RAS 通知条件設定を表示します。 

各通知方法について有効/無効と通知条件(condition)が表示されます。 

デジタル出力接点による通知の場合は、通知条件を満たした場合の接点の出力状態

(ctrlconf)も表示されます。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil ras 
rasnotify:buzzer=enable condition=wdt  
rasnotify:errled=enable condition=wdt  
rasnotify:almled=enable condition=cpualmupper,cpualmlower 
rasnotify:dout1=enable condition=cpuupper,cpulower ctrlconf=on 
rasnotify:dout2=enable condition=brdupper,brdlower ctrlconf=on 
rasnotify:dout3=enable condition=extpower ctrlconf=on 
rasnotify:dout4=disable 
 

--help 
このユーティリティの使用方法を簡易的に表示します。 

 

--version 
このユーティリティのバージョン情報を表示します。 

 

<Enable> <Condition> 
<Enable>には RAS 通知方法として、下記のいずれかを指定してください。 

exo : 外部コネクタ(EX_SWOUT)を制御します。 

buzzer : ブザーを ON します。 

errled : エラーLED を制御します。 

almled : アラーム LED を制御します。 

dout1 : デジタル出力接点 1を制御します。 

dout2 : デジタル出力接点 2を制御します。 

dout3 : デジタル出力接点 3を制御します。 

dout4 : デジタル出力接点 4を制御します。 

gpled1 : 汎用 LED1 を制御します。 

gpled2 : 汎用 LED2 を制御します。 

gpled3 : 汎用 LED3 を制御します。 

gpled4 : 汎用 LED4 を制御します。 

gpled5 : 汎用 LED5 を制御します。 

gpled6 : 汎用 LED6 を制御します。 

gpled7 : 汎用 LED7 を制御します。 

gpled8 : 汎用 LED8 を制御します。 

gpled9 : 汎用 LED9 を制御します。 

gpled10 : 汎用 LED10 を制御します。 

外部コネクタ、デジタル出力接点は ONにするか OFF にするかを選択できます。 
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<Conditions>には RAS 通知を行う条件を設定してください。 

条件は下記の中からカンマ区切り(,)で複数設定できます。 
disable : 自動通知を行いません。 

wdt : WDT 異常発生時に通知を行います。 

cpuupper : CPU コア温度上限超え異常時に通知を行います。 

cpulower : CPU コア温度下限超え異常時に通知を行います。 

brdupper : CPU 基板温度上限超え異常時に通知を行います。 

brdlower : CPU 基板温度下限超え異常時に通知を行います。 

memupper : メモリ周辺温度上限超え異常時に通知を行います。 

memlower : メモリ周辺温度下限超え異常時に通知を行います。 

cpualmupper : CPU コア温度上限超え警告時に通知を行います。 

cpualmlower : CPU コア温度下限超え警告時に通知を行います。 

brdalmupper : CPU 基板温度上限超え警告時に通知を行います。 

brdalmlower : CPU 基板温度下限超え警告時に通知を行います。 

fan1st : FAN1 異常時に通知を行います。 

fan2st : FAN2 異常時に通知を行います。 

fan3st : FAN3 異常時に通知を行います。 

vssex : X 軸方向振動・衝撃異常時に通知を行います。 

vssey : Y 軸方向振動・衝撃異常時に通知を行います。 

vssez : Z 軸方向振動・衝撃異常時に通知を行います。 

extpow : 外部電源電圧異常時に通知を行います。 

※AC 電源タイプの製品では内部 DC 出力電圧異常時に RAS 通知を行います。 

raidse : RAID 異常時に通知を行います。 

 

 

アラーム LED 通知には cpualmupper、cpualmlower、brdalmupper、brdalmlower を通知条

件として指定できます。アラーム LED 通知以外には cpualmupper、cpualmlower、

brdalmupper、brdalmlower を条件としてを指定することはできません。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil ras buzzer cpuupper,cpulower 
CPU コア温度が上限値または下限値を超えた場合にブザーを ONします。 

 

<Enable> 
現在の RAS 通知方法と通知条件を表示します。 

<Enable>には RAS 通知方法として、下記のいずれかを指定してください。 
exo : 外部コネクタ(EX_SWOUT)を制御します。 

buzzer : ブザーを ON します。 

errled : エラーLED を制御します。 

almled : アラーム LED を制御します。 

dout1 : デジタル出力接点 1を制御します。 

dout2 : デジタル出力接点 2を制御します。 

dout3 : デジタル出力接点 3を制御します。 

dout4 : デジタル出力接点 4を制御します。 

gpled1 : 汎用 LED1 を制御します。 

gpled2 : 汎用 LED2 を制御します。 

gpled3 : 汎用 LED3 を制御します。 

gpled4 : 汎用 LED4 を制御します。 

gpled5 : 汎用 LED5 を制御します。 

gpled6 : 汎用 LED6 を制御します。 

gpled7 : 汎用 LED7 を制御します。 

gpled8 : 汎用 LED8 を制御します。 

gpled9 : 汎用 LED9 を制御します。 

gpled10 : 汎用 LED10 を制御します。 
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(例) 
#/usr/bin/ifutil ras buzzer 
cpuupper, cpulower 
ブザーを ON する条件を表示します。 

 
ctrlconf <Target>={on|off} 

異常発生時の接点の出力状態を onまたは off に設定します。 

<Target>には RAS 通知方法として、下記のいずれかを指定してください。 
exo : 異常時の外部コネクタ(EX_SWOUT)を設定します。 

dout1 : 異常時のデジタル出力接点 1制御を設定します。 

dout2 : 異常時のデジタル出力接点 2制御を設定します。 

dout3 : 異常時のデジタル出力接点 3制御を設定します。 

dout4 : 異常時のデジタル出力接点 4制御を設定します。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil ras ctrlconf dout1=on  
異常時に DOUT1 を ON にするように設定します。 

 

ctlrconf <Target> 
指定した対象について、異常時の出力状態の設定を表示します。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil ras ctrlconf dout1 
on  
現在の DOUT1 の出力設定を表示します。 
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8. ifutil exo 
【書式】 

#/usr/bin/ifutil exo [options...] 
 

【機能】 

外部コネクタ(EX_SWOUT)の制御と状態の表示を行います。 

 

【オプション】 

(オプションなし) 
現在の外部コネクタ(EX_SWOUT)の状態の表示を行います。 

外部コネクタ(EX_SWOUT)が ON の場合は ON、OFF の場合は OFF が表示されます。 
#/usr/bin/ifutil exo 
off 
 

--help 
このユーティリティの使用方法を簡易的に表示します。 

 

--version 
このユーティリティのバージョン情報を表示します。 

 

{on|off} 
外部コネクタ(EX_SWOUT)の出力状態を ON/OFF にします。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil exo off 
外部コネクタ(EX_SWOUT)を OFF にします。 
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9. ifutil dio 
【書式】 

#/usr/bin/ifutil dio [options...] 
 

【機能】 

デジタル入出力に関する設定と表示を行います。 

 

【オプション】 

(オプションなし) 
現在のデジタル入力接点状態とデジタル入力接点の使用方法を表示します。 

デジタル入力接点状態は input data=で、下記のビットアサインで 16進表示されます。 

bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0 

DIN8 DIN7 DIN6 DIN5 DIN4 DIN3 DIN2 DIN1 

0:OFF(High)、1:ON(Low) 

 

デジタル入力接点の使用方法は下記のように表示されます。 

general purpose : 汎用入力 

power switch : 電源スイッチ 

※電源スイッチとして使用できるのは DIN1 のみです。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil dio 
dio:input data=0xa 
dio:din1=power switch 
現在、デジタル入力状態が DIN4=ON、DIN3=OFF、DIN2=ON、DIN1=OFF で、DIN1 が電源スイッ

チとして使用されています。 

 

--help 
このユーティリティの使用方法を簡易的に表示します。 

 

--version 
このユーティリティのバージョン情報を表示します。 

 

in 
デジタル入力状態を表示します。下記のビットアサインで 16 進表示されます。 

bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0 

DIN8 DIN7 DIN6 DIN5 DIN4 DIN3 DIN2 DIN1 

0:OFF(High)、1:ON(Low) 

(例) 
#/usr/bin/ifutil dio in 
0xa 
デジタル入力状態が DIN4=ON、DIN3=OFF、DIN2=ON、DIN1=OFF です。 



Help for Linux 

© 2016 Interface Corporation. 

 
174 

 

out <val> 
デジタル出力状態を設定します。実際に出力したデータも画面に表示されます。 

<val>には下記のビットアサインで 16 進数で出力データを指定してください。 

bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0 

DOUT8 DOUT7 DOUT6 DOUT5 DOUT4 DOUT3 DOUT2 DOUT1 

0:OFF、1:ON 

(例) 
#/usr/bin/ifutil dio out f 
0xf 
デジタル出力 DOUT1～DOUT4 を ON に設定します。 

 

mode <Target>=<val> 
デジタル入力接点の使用方法を設定します。 

<Target>には下記を指定してください。 

din1 : DIN1 の使用方法を設定します。 

<val>には下記のいずれかを指定してください。 

gpin : 汎用入力(general purpose) 

powsw : 電源スイッチ(power switch) 

(例) 
#/usr/bin/ifutil dio mode din1=powsw  
DIN1 を電源スイッチに設定します。 

 

mode <Target> 
指定したデジタル入力接点について、現在の使用方法の設定を表示します。 

<Target>には下記を指定してください。 

din1 : DIN1 の使用方法を設定します。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil dio mode din1 
power switch 
DIN1 の使用方法を表示します。 
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10.ifutil led 

【書式】 
#/usr/bin/ifutil led [options...] 

 

【機能】 

エラーLED、アラーム LED、汎用 LED に関する設定と表示を行います。 

 

【オプション】 

(オプションなし) 
現在の各種 LED の点灯状態と設定を表示します。 

LED が点灯中の場合は ON、消灯中の場合は OFF が表示されます。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil led  
led:error led=on pattern1 color=red 
led:alarm led=on pattern2 
led:gp led 
  2: ON  4: ON  6: ON  8:OFF 10: ON 
  1:OFF  3:OFF  5: ON  7: ON  9:OFF 

 
--help 

このユーティリティの使用方法を簡易的に表示します。 

 

--version 
このユーティリティのバージョン情報を表示します。 

 

err={on|off} 
エラーLED の点灯状態を制御します。 

エラーLED を点灯させる場合は=on、消灯させる場合は=off を指定してください。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil led err=on  
エラーLED を点灯させます。 

 

err 
現在のエラーLED の点灯状態と設定を表示します。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil led err 
error led=on pattern1  
 

err pattern={1|2|3|4} 
エラーLED の点灯パターンを設定します。下記のいずれかを指定してください。 

1 : エラーLED の点灯パターンをパターン 1に設定します。 

2 : エラーLED の点灯パターンをパターン 2に設定します。 

3 : エラーLED の点灯パターンをパターン 3に設定します。 

4 : エラーLED の点灯パターンをパターン 4に設定します。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil led err pattern=1 
エラーLED の点灯パターンをパターン 1に設定します。 
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err pattern 
現在のエラーLED の点灯パターンの設定を表示します。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil led err pattern 
error led pattern1 
 

err color={red|green|yellow|blue|magenta|cyan|white} 
エラーLED の発光色を設定します。下記のいずれかを指定してください。 

red : ● 発光色を RED に設定します。 

green : ● 発光色を GREEN に設定します。 

blue : ● 発光色を BLUE に設定します。 

yellow : ● 発光色を YELLOW に設定します。 

cyan : ● 発光色を CYAN に設定します。 

magenta : ● 発光色を MAGENTA に設定します。 

white : ● 発光色を WHITE に設定します。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil led err color=magenta 
エラーLED の発光色を MAGENTA に設定します。 

 

err color 
現在のエラーLED の発光色の設定を表示します。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil led err color 
error led red 
 

alm={on|off} 
アラーム LED の点灯状態を制御します。 

アラーム LED を点灯させる場合は=on、消灯させる場合は=off を指定してください。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil led alm=on  
アラーム LED を点灯させます。 

 

alm 
現在のアラーム LED の点灯状態と設定を表示します。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil led alm 
alarm led=on pattern1 
 

alm pattern={1|2|3|4} 
アラーム LED の点灯パターンを設定します。下記のいずれかを指定してください。 

1 : アラーム LED の点灯パターンをパターン 1に設定します。 

2 : アラーム LED の点灯パターンをパターン 2に設定します。 

3 : アラーム LED の点灯パターンをパターン 3に設定します。 

4 : アラーム LED の点灯パターンをパターン 4に設定します。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil led alm pattern=1  
アラーム LED の点灯パターンを設定します。 
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alm pattern 
現在のアラーム LED の点灯パターンの設定を表示します。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil led alm pattern 
alarm led pattern1 
 

gp <Target>={on|off} 
汎用 LED の点灯状態を制御します。 

<Target>には制御する汎用 LED の番号として、1～10 のいずれかを指定してください。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil led gp 1=ON  
汎用 LED1 を ON します。 

 

gp 
現在の汎用 LED の点灯状態を表示します。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil led gp 
gp led= 
  2: ON  4: ON  6: ON  8:OFF 10: ON 
  1:OFF  3:OFF  5: ON  7: ON  9:OFF 
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11.ifutil buzzer 

【書式】 
#/usr/bin/ifutil buzzer [options...] 

 

【機能】 

ブザーに関する制御と表示を行います。 

 

【オプション】 

(オプションなし) 
現在のブザーの状態を表示します。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil buzzer 
off 
 

--help 
このユーティリティの使用方法を簡易的に表示します。 

 

--version 
このユーティリティのバージョン情報を表示します。 

 

{on|off} 
ブザーの鳴動の制御を行います。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil buzzer on  
ブザーを ON にします。 
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12.ifutil bat 

【書式】 
#/usr/bin/ifutil bat [options...] 

 

【機能】 

瞬低対策用電源装置に関する設定と表示を行います。 

 

【オプション】 

(オプションなし) 
現在の瞬低対策用電源装置の以下のステータス・設定値を表示します。 

表示 内容 

バッテリの接続状態を表示します。 

バッテリの接続を複数検出可能な製品では、検出可能な系統分表示されます。 

bat1 bat2  

on on 正常 

on off 

off on 

接続に異常が発生しています。 

link 

※接続が無い場合、Battery タブの各部は操作できない状態になります。 

※接続可能なバッテリが一つの製品では BAT1 のみ有効です。BAT2 は表示されませ

ん。 

※接続異常が発生した場合、弊社サポート窓口までお問い合わせ下さい。 

capacity バッテリの残容量を表示します。 

  100-80[%]、79-30[%]、29-1[%]、0[%]の状態が表示されます。 

※JPS-BUSTC/JPS-BUETCA/JPS-BUETC2/JPS-BUVAC/JPS-BUVAC2/ 

 JPS-BUC1308/JPS-BUC1316 の場合 

  100-80[%]、79-30[%]、29-0[%]の状態が表示されます。 

バッテリの充電状況を表示します。 

charging 充電中 

discharging 放電中 

charge 

non charge 満充電または非充電状態 

※停電状態から電源が復帰した後、しばらくはこのステータス

となります。 

バッテリの異常状態が検出されているかを表示します。 

複数の異常状態が検出された場合は「,」で区切って表示します。 

normal 正常 

life alarm 寿命アラームが発生 

※寿命アラームが発生した場合、瞬低対策用電源装置交換時期

です。 

low battery 

level 

バッテリ容量が 20％以下 
※JPS-BUSTC/JPS-BUETCA/JPS-BUETC2/ 

 JPS-BUVAC/JPS-BUVAC2/JPS-BUC1308/JPS-BUC1316 の場合 

  バッテリ容量が 30％以下 

status 

battery error バッテリエラーが発生 

※バッテリ異常が発生した場合、弊社サポート窓口までお問い

合わせ下さい。 

shutdown 停電発生からシャットダウン開始までの時間を表示します。 

poweroff シャットダウン開始から電源強制断までの時間を表示します。 

discharge 

count 

放電回数を表示します。 

瞬低対策用電源装置が未接続の場合は「battery not connected or cable disconnected.」

と表示されます。 
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(例) 
#/usr/bin/ifutil bat  
battery:link bat1=on bat2=off 
battery:capacity=100-80[%] 
battery:charge=charging 
battery:status=normal 
battery:shutdown=16[s] 
battery:poweroff=180[s] 
battery:discharge count=3 
 

--help 
このユーティリティの使用方法を簡易的に表示します。 

 

--version 
このユーティリティのバージョン情報を表示します。 

 
log={on|off} 

瞬低対策用電源装置関連のログの有効/無効を設定します。 

ログ保存を有効にする場合は=on、無効にする場合は=off を指定してください。 

ログが出力されるタイミングは下記の通りです。 

・shutdown 値/poweroff 値の設定変更 

・バッテリステータス異常/復帰 

・放電開始時 
※短い間隔で設定変更や異常/復帰が連続した場合、途中の内容はログ出力されない場合があります。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil bat log=on  
瞬低対策用電源装置関連のログ保存を有効にします。 

 

log 
瞬低対策用電源装置のログの有効/無効(on/off)を表示します。 

ログ保存が有効な場合は on、無効な場合は off が表示されます。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil bat log 
off 

 
shutdown=<val> 

停電発生からシャットダウン開始までの時間を設定します。 

<val>には時間を 10進数・秒単位、0〜255 の範囲で指定してください。 

0 を指定すると、シャットダウン／強制電源断を行いません。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil bat shutdown=100  
停電発生からシャットダウン開始までの時間を 100 秒に設定します。 

 

shutdown 
現在の停電発生からシャットダウン開始までの時間の設定を表示します。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil bat shutdown 
16 
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poweroff=<val> 
停電発生からシャットダウン開始までの時間を設定します。 

<val>には時間を 10進数・秒単位、0〜255 の範囲で指定してください。 

0 を指定すると、強制電源断を行いません。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil bat poweroff=200  
シャットダウン開始から電源強制断までの時間を 200 秒に設定します。 

 

poweroff 
現在のシャットダウン開始から電源強制断までの時間の設定を表示します。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil bat poweroff 
180 
 

clear 
放電回数のカウントをクリアします。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil bat clear 
 

charge={on|off} 
強制充電の有効/無効を設定します。 

強制充電を有効にする場合は=on、無効にする場合は=off を指定してください。 

強制充電が有効の場合、電池が 0V 付近（電池容量が空の状態）でも強制充電を行います。 

強制充電が無効の場合、電池が 0V 付近（電池容量が空の状態）の時は充電を行いません。 

電池を抜いた状態でシステムを稼動させる場合は、強制充電を無効にしてください。 

※本機能は、JPS-BUSTC/JPS-BUETCA/JPS-BUETC2/JPS-BUVAC/JPS-BUVAC2/ 

 JPS-BUC1308/JPS-BUC1316 でのみ有効です。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil bat charge=on  
強制充電を有効にします。 

 

charge 
現在の強制充電の設定を表示します。 

※本機能は、JPS-BUSTC/JPS-BUETCA/JPS-BUETC2/JPS-BUVAC/JPS-BUVAC2 でのみ有効です。 

強制充電が有効な場合は on、無効な場合は off が表示されます。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil bat charge 
off 

 

【備考】 

charge, log の設定値を次回起動時も保持したい場合は、管理者権限でコマンドを実行して

ください。また、ストレージへのライトプロテクト機能や OS のリードオンリーモードは解

除してください。 
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13.ifutil switch 

【書式】 
#/usr/bin/ifutil switch [options...] 

 

【機能】 

各スイッチに関する設定と表示を行います。 

 

【オプション】 

(オプションなし) 
各スイッチの状態を表示します。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil switch 
switch:himo switch=released mode=power switch 

 
--help 

このユーティリティの使用方法を簡易的に表示します。 

 

--version 
このユーティリティのバージョン情報を表示します。 

 

himo 
ひもスイッチの状態を表示します。ひもスイッチが引かれている場合は「pulled」、放され

ている場合は「released」と表示されます。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil switch himo 
himo switch=released mode=power switch 
 

himo mode={gpsw|powsw} 
ひもスイッチの使用方法を設定します。下記のいずれかを指定してください。 

gpsw : 汎用スイッチとして使用します。 

powsw : 電源スイッチとして使用します。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil switch himo mode=powsw 
 

himo mode 
現在のひもスイッチの使用方法を表示します。下記のいずれかが表示されます。 

general purpose : 汎用スイッチ 

power switch : 電源スイッチ 

(例) 
#/usr/bin/ifutil switch himo mode 
power switch 
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14.ifutil trans 

【書式】 
#/usr/bin/ifutil trans [options...] 
 

【概要】 

システム停止時・起動時のデジタル出力/外部コネクタ出力の状態を設定・表示します。 

 

動作中(S0)
S ステート

システム
停止時
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システム

OS シャット
ダウン中

出力状態

システム
起動時

停止中

OS 動作中

電源ボタン押下

OS 終了の

コマンド

BIOS OS 起動中

現状維持

(S5) 動作中(S0)

遷移出力
(システム停止時)

OS 起動

完了

遷移出力
(システム起動時)

OS 動作中

 

【オプション】 

(オプションなし) 
遷移出力に関する現在の設定が表示されます。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil trans 
trans:dout stop control=0xf out=0xe daw=off 
trans:dout wakeup control=0x0 out=0x0 daw=on 
trans:exo stop not supported 
trans:exo wakeup not supported 

 
--help 

このユーティリティの使用方法を簡易的に表示します。 

--version 
このユーティリティのバージョン情報を表示します。 

 

<Target> <When> <Parameters...> 
遷移出力に関する設定を行います。 

<Target>には、制御対象として下記のいずれかを指定してください。 

dout : デジタル出力(DOUT) 

exo : 外部コネクタ出力(EX_SWOUT) 

<When>には、制御タイミングとして下記のいずれかを指定してください。 

stop : システム停止時 

wakeup : システム起動時 

<Parameters...>には、設定するパラメータを一つ以上指定してください。 

詳しくは、【パラメータ】の項をご覧ください。 

本機能では、複数のパラメータを同時に指定することができます。 

指定されなかったパラメータの設定は維持されます。 
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<Target> <When> 
現在の遷移出力に関する設定を表示します。 

表示方法については【パラメータ】の項をご覧ください。 

<Target>には、制御対象として下記のいずれかを指定してください。 

dout : デジタル出力(DOUT) 

exo : 外部コネクタ出力(EX_SWOUT) 

<When>には、制御タイミングとして下記のいずれかを指定してください。 

stop : システム停止時 

wakeup : システム起動時 

(例) 
#/usr/bin/ifutil trans dout stop 
dout stop control=0xf out=0x4 daw=off 
システム停止時のデジタル出力の遷移出力設定を表示します(パラメータ未設定の為)。 

 

【パラメータ】 

control=<val> 
遷移出力の制御を設定するパラメータです。 

<val>には、下記のビットアサインに従い 16進数で出力制御を指定してください。 

デジタル出力 外部コネクタ出力 

bit3 bit2 bit1 bit0 bit3 bit2 bit1 bit0 

DOUT4 DOUT3 DOUT2 DOUT1 予約(0 を指定してください) EXO 

0:無効、1:有効 

(例) 

パラメータ out の例をご覧ください。 

 

out=<val> 
出力設定(ON/OFF)のパラメータです。 

<val>には、controlと同様のビットアサインに従い16進数で出力設定を指定してください。 

0:OFF、1:ON 

※パラメータ control が 1 になっていないビットの接点は制御されません。 

 

(例) control と out を同時に設定する 
#/usr/bin/ifutil trans dout stop control=c out=5 
システム停止時のデジタル出力の状態を下記の通りに設定します。 

bit3 bit2 bit1 bit0 
ビットアサイン 

DOUT4 DOUT3 DOUT2 DOUT1

control=c 1 1 0 0 

out=5 0 1 0 1 

出力結果 OFF ON 遷移出力による

制御無し 

(状態維持) 
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daw={on|off} 
DAW 設定のパラメータです。on または off を指定してください。 
#/usr/bin/ifutil trans exo shutdown daw=on       ... (1) 
#/usr/bin/ifutil trans exo wakeup daw=off        ... (2) 
(1)システム停止時の外部コネクタ出力の DAW 設定をオンにします。 

(2)システム起動時の外部コネクタ出力の DAW 設定をオフにします。 

上記のコマンド両方を実行した場合、下図の赤枠で囲まれた設定になります。 

動作中(S0)
S ステート

WDT 満了

【DAW 設定とは】
WDT 満了による RAS 通知かつ
CPU リセット時に、遷移出力を
無効にするための設定。

システム
停止時

システム
起動時

停止中
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出力状態
DAW=OFF

現状維持

(S5) 動作中(S0)

遷移出力
(システム停止時)

WDT 満了による

CPU リセット

OS 起動

完了

遷移出力
(システム起動時)

再起動

出力状態
停止時 DAW=ON 
起動時 DAW=OFF 

(1)
(2)

現状維持
→出力維持

(遷移出力無効)
遷移出力

(システム起動時)

出力状態
停止時 DAW=OFF
起動時 DAW=ON

現状維持
遷移出力

(システム停止時)
→出力維持

(遷移出力無効)

出力状態
停止時 DAW=ON
起動時 DAW=ON

現状維持
→出力維持

(遷移出力無効)
→出力維持

(遷移出力無効)

RAS 通知

RAS 通知

RAS 通知

RAS 通知

OS 動作中 BIOS OS 起動中OS 停止システム

※1 ※2

 
※1 システム停止時の DAW=ON であるため、遷移出力が無効となり、出力が維持される。 

※2 システム起動時の DAW=OFF であるため、遷移出力が有効となる。 
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15.ifutil psm 

【書式】 
#/usr/bin/ifutil psm [options...] 

 

【機能】 

現在のスロットイン電源モジュールの状態に関する設定と表示を行います。 

 

【オプション】 

(オプションなし) 
現在のスロットイン電源モジュールの状態を以下のフォーマットで表示します。 

psm:スロット番号:ステータス    (型式[電源モジュール概要]) 

 

※以下のモジュールをお使いの方は、次のように型式を読み替えてください。 
モジュールの型式  表示される型式 

JPS-205501 → JPS-105501 

JPS-2051N → JPS-2051 

JPS-2053N → JPS-2053 

JPS-2101N → JPS-2101 

 

(例) 
#/usr/bin/ifutil psm 
psm:slot P1:OK        (JPS-2101 [ATX OUTPUT MODULE]) 
psm:slot P2:OK        (JPS-1059 [DC INPUT MODULE (12-24V)]) 
psm:slot P3:OK        (JPS-2101 [ATX OUTPUT MODULE]) 
psm:slot P4:OK        (JPS-1059 [DC INPUT MODULE (12-24V)]) 
psm:slot P5:- 
psm:slot P6:- 
 

--help 
このユーティリティの使用方法を簡易的に表示します。 

 

--version 
このユーティリティのバージョン情報を表示します。 

 

log={on|off} 
スロットイン電源モジュール関連のログの有効/無効(on/off)を設定します。 

ログが出力されるタイミングは下記の通りです。 

・スロットイン電源モジュールの抜き挿し 

・警告/異常検知、復帰検知 
※短い間隔で設定変更や上記現象が連続した場合、途中の内容はログ出力されない場合があります。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil psm log=on  
スロットイン電源モジュール関連のログ保存を有効にします。 

 

log 
スロットイン電源モジュール関連のログの有効/無効(on/off)を表示します。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil psm log 
off  
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【備考】 

log の設定値を次回起動時も保持したい場合は、管理者権限でコマンドを実行してください。

また、ストレージへのライトプロテクト機能や OSのリードオンリーモードは解除してください。 
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16.ifutil log 

【書式】 
#/usr/bin/ifutil log [options...] 

 

【機能】 

ログファイルに関する設定と表示を行います。 

• 

• 

本ユーティリティでは 2種類のログファイル保存方法の内、1種類を選ぶことができます。 

追記型ログファイル : 1 つのファイルにログを追記していきます。 

日付更新型ログファイル : 日付ごとに異なるファイル名のログを作成します。 

ログファイルは、指定したディレクトリに yyyymmdd.log と

いう名前で保存されます(2020/12/2 の場合 20201202.log)。

各機能のログを残すかどうかは、その機能に対応するコマンドを使って設定してください。

例えば、WDT 関連のログは ifutil wdt で設定することができます。 

 

【オプション】 

(オプションなし) 
現在のログファイル名と 新ログ( 大 10 件)を降順で表示します。 

ログファイルが設定されていない場合、ログの内容は表示されますが、ファイル名には

file=(none)が表示されます。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil log 
log:file=/usr/src/interface/ifcpmgr/log/txt 
 
2010/08/23 Mon 16:11:58 TEMPERATURE# CPU:56[degC], Board:45[degC] 
2010/08/23 Mon 16:11:57 TEMPERATURE# CPU:56[degC], Board:45[degC] 
2010/08/23 Mon 16:11:56 TEMPERATURE# CPU:56[degC], Board:45[degC] 
2010/08/23 Mon 16:11:55 TEMPERATURE# CPU:56[degC], Board:45[degC] 
 

--help 
このユーティリティの使用方法を簡易的に表示します。 

 

--version 
このユーティリティのバージョン情報を表示します。 

 

mon 
現在のログファイル名と 新ログ( 大 10 件)を連続的にモニタリングします。 

q キーを押すと終了します。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil log mon 
log:file=/usr/src/interface/ifcpmgr/log/txt 
 
2010/08/23 Mon 16:11:58 TEMPERATURE# CPU:56[degC], Board:45[degC] 
2010/08/23 Mon 16:11:57 TEMPERATURE# CPU:56[degC], Board:45[degC] 
2010/08/23 Mon 16:11:56 TEMPERATURE# CPU:56[degC], Board:45[degC] 
2010/08/23 Mon 16:11:55 TEMPERATURE# CPU:56[degC], Board:45[degC] 
 

nosave 
ログをファイルへ保存しないように設定します。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil log nosave  
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file=<path> 
追記型ログファイル名を設定します。 

ログはここで設定したファイルに追記されるようになります。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil log file=/tmp/log.txt 
追記型ログファイルを/tmp/log.txt に設定します。 

 

file 
現在の追記型ログファイル名の設定を表示します。 

ifutil log nosave コマンドでファイル保存を停止している場合や、ifutil log dir コマ

ンドで日付更新型ログファイル設定を行っている場合は、(none)が表示されます。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil log file 
/usr/src/interface/ifcpmgr/log.txt 
 

dir=<path> 
日付更新型ログファイルのディレクトリ名を設定します。 

ログはここで設定したディレクトリ内に yyyymmdd.log というファイル名で作成されるよう

になります(2020/12/2 の場合、20201202.log)。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil log dir=/tmp 
日付更新型ログファイルのディレクトリを/tmp に設定します。 

 

dir 
現在の日付更新型ログファイルのディレクトリ名の設定を表示します。 

ifutil log nosave コマンドでファイル保存を停止している場合や、ifutil log file コマ

ンドで追記型ログファイル設定を行っている場合は、(none)が表示されます。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil log dir 
/usr/src/interface/ifcpmgr  
現在の日付更新型ログファイルのディレクトリを表示します。 

 

【備考】 

本ユーティリティの設定値を次回起動時も保持したい場合は、管理者権限でコマンドを実行し

てください。また、ストレージへのライトプロテクト機能や OS のリードオンリーモードは解除

してください。
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17.ifutil 

【書式】 
#/usr/bin/ifutil [options...] 

 

【機能】 

Interface Utility の全般的な機能を呼び出します。 

 

【オプション】 

(オプションなし) 
現在の全情報を連続的にモニタリングします(ifutil の各実行結果が表示されます。) 

q キーを押すまでモニタリングします。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil  
wdt:status=stop 
wdt:cycle=30 
wdt:action=interrupt 
 
temperature:CPU=35[degC] lelim=0 uelim=100 lehys=5 uehys=1 lalim=- ualim=- lahys=- uahys=- 
temperature:BRD=33[degC] lelim=-40 uelim=85 lehys=3 uehys=3 lalim=- ualim=- lahys=- uahys=- 
temperature:MEM=34[degC] lelim=-40 uelim=85 lehys=3 uehys=3 lalim=- ualim=- lahys=- uahys=- 
 
power:external=- 
 
fan:fan1=1110[rpm] lowthresh=40 highthresh=75 lowspeed=30 midspeed=60 highspeed=90  
fan:fan2=1737[rpm] lowthresh=40 highthresh=75 lowspeed=40 midspeed=60 highspeed=90  
fan:fan3=run lowthresh=- highthresh=- lowspeed=- midspeed=- highspeed=- 
 
gsense:sensor1 x=-1.12[G] 
gsense:sensor1 y=-0.07[G] 
gsense:sensor1 z=-0.01[G] 
 
storage:raid type1 status=normal 
 
rasnotify:buzzer=enable condition=wdt 
rasnotify:errled=enable condition=cpuupper,cpulower 
rasnotify:almled=enable condition=cpualmupper,brdalmupper 
rasnotify:dout1=enable condition=fan1st ctrlconf=on 
rasnotify:dout2=enable condition=vssex,vssey,vssez ctrlconf=off 
rasnotify:dout3=disable 
rasnotify:dout4=disable 
 
dio:input data=0 
dio:din1=general purpose 
 
led:error led=off pattern1 
led:alarm led=off pattern1 
 
buzzer:status=off 
 
switch:himo switch - 
 
log:file=/usr/src/interface/ifcpmgr/log.txt 
 
2017/02/07 Tue 16:13:54 FAN# FAN1:1119[rpm] 
2017/02/07 Tue 16:13:51 TEMPERATURE# CPU:48[degC], Board:37[degC] 
2017/02/07 Tue 16:13:50 GSENSE# X-Axis:-1.12[G], Y-Axis:-0.07[G], Z-Axis:-0.01[G] 
2017/02/07 Tue 16:13:44 FAN# FAN1:1120[rpm] 
2017/02/07 Tue 16:13:41 TEMPERATURE# CPU:49[degC], Board:37[degC] 

 

--help 
各ユーティリティの使用方法を出力するためのコマンドを表示します。 

ご利用中の製品においては機能しないコマンド・ユーティリティについても表示されます。 
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--version 
各ユーティリティのバージョン情報を表示します。 

(例) 
#/usr/bin/ifutil --version 
ifutil:1.20-03 
ifwdt:1.20-03 
iftemp:1.20-03 
ifpower:1.10-02 
iffan:1.20-03 
ifgsense:1.00-01 
ifstorage:1.00-01 
ifrasnotify:1.20-03 
ifdio:1.20-03 
ifled:1.20-03  
ifbuzzer:1.00-01  
ifbat:1.20-03 
ifswitch:1.00-01 
iflog:1.00-01 
Ras Controller: B 
BIOS: C 

 

【互換用オプション】 

現在は非推奨のオプションです。 

 

version 
各ユーティリティのバージョン情報を表示します（--version と同じ）。 

 

【備考】 

• 
• 

本コマンドの仕様は予告無く変更されることがあります。 

RAS Controller 及び BIOS のバージョン表記は以下の通りとなります。 

バージョン 表記 

0(初回) -(ハイフン) 

1 A 

2 B 

… … 
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第7章 重要な情報 

 
[保証の内容と制限] 

弊社は本ドキュメントに含まれるソースプログラムの実行が中断しないこと、またはその実

行に誤りが無いことを保証していません。 
本製品の品質や使用に起因する、性能に起因するいかなるリスクも使用者が負うものとしま

す。 
 

弊社はドキュメント内の情報の正確さに万全を期しています。万一、誤記または誤植などが

あった場合、弊社は予告無く改訂する場合があります。ドキュメントまたはドキュメント内

の情報に起因するいかなる損害に対しても弊社は責任を負いません。 
ドキュメント内の図や表は説明のためであり、ユーザ個別の応用事例により変化する場合が

あります。 
 

[著作権、知的所有権] 

弊社は本製品に含まれるおよび本製品に対する権利や知的所有権を保持しています。   
本製品はコンピュータ ソフトウェア、映像/音声(例えば図、文章、写真など)を含んでいま

す。 
 

[医療機器/器具への適用における注意] 

弊社の製品は人命に関わるような状況下で使用される機器に用いられる事を目的として設

計、製造された物では有りません。 
弊社の製品は人体の検査などに使用するに適する信頼性を確保する事を意図された部品や

検査機器と共に設計された物では有りません。 
医療機器、治療器具などの本製品の適用により、製品の故障、ユーザ、設計者の過失などに

より、損傷/損害を引き起こす場合が有ります。 
 

[複製の禁止] 

弊社の許可なく、本ドキュメントの全て、または一部に関わらず、複製、改変などを行うこ

とはできません。 
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[責任の制限] 

弊社は、弊社または再販売者の予見の有無にかかわらず発生したいかなる特別損害、偶発的

損害、間接的な損害、重大な損害について、責任を負いません。 
 

本製品(ハードウェア，ソフトウェア)のシステム組み込み、使用、ならびに本製品から得ら

れる結果に関する一切のリスクについては、本製品の使用者が責任を負うものとします。 
 

本製品に含まれる不都合、あるいは本製品の供給(納期遅延)、性能もしくは使用に起因する

付帯的損害もしくは間接的損害に対して、弊社に全面的に責がある場合でも、弊社はその製

品に対する改良(有償サービスの利用)、代品交換までとし、製品の予防交換並びに、代金減

額等、金銭面での賠償の責任は一切負わないものとします。 
 

本製品(ソフトウェアを含む)は、日本国内仕様です。 
 

[商標/登録商標] 

本書に掲載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。 
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