SmartNAS/Windows セットアップマニュアル

4-2．設定用PCの準備

2. 製品の仕様

1. 梱包品一覧 （初めにご確認ください）

(Windows Storage Server 2008 R2 Essentialsモデル)
①

②

2ドライブ

4ドライブ

6ドライブ

搭載ドライブ数

2

4

6

対応RAIDレベル

1

モデル

③

CPU

5

② [ ネットワークと共有センター]をクリックします。

DDR3 4GB
⑥ [ インターネットプロトコルバージョン４（TCP/IPv4）]を選択し、
[ プロパティ]をクリックします。

2

USB
SmartNAS本体×１台
LANケーブル×1本 （5m）
電源ケーブル
セットアップマニュアル×3枚 （本書）
ゴム足 4個
鍵 2個
ケーブルクランプ
保証書 （ハードウェア保証）

① [ スタート] → [ コンピューター] → [ ネットワーク]をクリックします。
(Windows 7での例です)

10/100/1000BASE-T,TX

転送規格

ポート
数
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

 設定にはWindows PCが必要です。

Intel ATOM D2500 (1.86GHz)

メモリ
LAN

⑤ [ プロパティ]をクリックします。

 設定用PCのIPアドレスを自動取得に変更します。

③ [ アダプターの設定の変更]をクリックします。

USB3.0 x 2 / USB2.0 x 2

電源定格

100-200V AC50/60Hz

消費電力(平均)

67W （6ドライブ RAID5）
220(W)×310(D)×130(H)mm

外形寸法

6.6kg

重量（本体の
み）

8.4kg

10.0kg

温度：10～35℃ 湿度：20～80%(結露なきこと)

動作環境

④ [ ローカルエリア接続]を開きます。

NAS
OS
Windows Storage Server 2008 R2 Essentials
電波障害自主規制について
この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると
電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を
講ずるように要求されることがあります。
VCCI-A

3. 各部名称

4．初期設定の準備

⑦ [ IP アドレスを自動的に取得する]を選択し、［OK］ボタンをクリックします。

4-1．SmartNASの準備

①フロントカバー装着時

① 着荷時に装着されているフロントカバー内の緩衝用段ボールは
取り外してお使いください。
この際、輸送によるHDDの飛び出し等が無いかご確認ください。

(d)
②フロントカバー開放時

(e)HDD配置番号

③背面部

(j)

(c) (b) (a)

ON

HDD0

HDD1

HDD2

HDD3

HDD4

HDD5

(a)起動スイッチ

(i) (h)
(f)

② 本製品の電源コネクタに、電源ケーブルを取り付け、電源ケーブの
ACプラグをコンセントに挿し、背面の電源スイッチをONにします。

(b)パワーLED

取付
③ 付属のケーブルクランプを使用の際はコネクタ下の穴に差し込み、
ケーブルを固定します。
注） ケーブルクランプは差込後の取り外しが
できませんのでご注意ください。

⑧ 画面を閉じてネットワーク環境に接続するか、SmartNASに
直接LANケーブルで接続します。

裏面へ続きます。

⑨ 以上で設定の準備は終了です。
[ 5. 初期設定]へ進んでください。

(c）システムLED
(d)キーロック
(g)

(e)HDD

④ SmartNASをネットワーク環境に接続するか、設定用PCに直接LAN
ケーブルで接続します。

(f)電源スイッチ
(g)電源コネクタ
(h) USB3.0 ×2
(i) USB2.0 ×2
(j) LANポート

注) 初期設定時には、Windows環境が必要です。
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5．初期設定

5-2．SmartNASの初期設定

⑧ 以下の注意事項を理解した上で、[ サーバー名]、[ パスワード]を設定し、
[ 次へ]をクリックします。

5-1．SmartNASの起動

 設定用PCからSmartNASの初期設定を行います。

＜注意事項＞

① SmartNAS前面の起動スイッチを押します。

① ブラウザ（IE推奨）を起動し、下記のURLにアクセスします。

ワークグループ名を設定する場合は、「次へ」を押す前に、本手順の
「16．ワークグループの設定手順」を参照し、設定を行なってください。

ON

http://smartnas/connect/
注） 起動状況により、画面の表示までに数分掛かる場合があります。
② [ セットアップウィザードのダウンロードと実行]をクリックします。

ドメインに参加したい場合は、ドメイン設定が必要ですが、セットアップが完
了した後で設定することが可能です。別途、ドメイン参加手順を参照ください。
一度サーバー名を設定した後は、サーバー名の変更は出来ません。
再設定には本製品をご返送いただいての再構成が必要になります (有償)。
複数のSmartNASを設置する場合は、他の製品と重複しないように
サーバー名を設定してください。
ここで設定するパスワードは、ダッシュボードへの接続や
アドインをインストールする際に必要となる管理者パスワードです。

② 起動の際、BEEP音が鳴ります（高音後、低音BEEP音）。
初回起動の際は再起動を行うため、しばらくすると再度ビープ音が
鳴ります。

注）
起動中は絶対に電源を切らないでください。
初回起動時は初期設定スタンバイまで5～15分程度掛かります。

⑨ 自動更新（Windows Update）の方法を構成します。
ここでは[ 更新プログラムをチェックしない ]を選択してください。

注） ここで更新するを選択しますと、時間が掛かる場合があります。
この設定は、後でダッシュボードの[ 全般設定]ページにて変更できます。
③ [ 実行]をクリックします。

起動中、起動後はLANケーブルの抜き差しは絶対に行わないでください。
初期設定画面の呼び出しが出来なくなる場合があります。
OS起動中はHDD LEDは赤点滅します。

④ セットアップ画面が表示されるので、設定を行い[ 次へ]をクリックします。

⑥ [ ライセンス条項に同意します]をチェックし、[ 次へ]をクリックします。

⑤ 時刻確認後、[ このコンピューターの日付と時刻の設定を確認しました］を
チェックし、［ 次へ］をクリックします。

⑦ 筐体添付のライセンスキーを入力し、［ 次へ］をクリックします。

⑩ SmartNASのセットアップが始まります。
途中何度かSmartNASが再起動されます。

⑫ このPCで自動的なバックアップなどの機能を利用する場合は、
[ 接続]をクリックし、[ 14. クライアントPCへのコネクタのインストール]を
参照してコネクタソフトウェアをインストールしてください。

注） ⑨で[ 更新プログラムをチェックしない]を選択した場合で
20～30分程度掛かります。

⑪ セットアップが終了したら [ このコンピュータを接続する]のチェックを外し、
[ 閉じる]をクリックしてください、
その後 [ 6. 共有フォルダーの利用設定]に進んでください。

2枚目へ続きます。
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6．共有フォルダーの利用設定
 ここではコネクタソフトウェアをインストールせずに、SmartNASの共有フォ
ルダーにアクセスする方法を示します。

③ ユーザー名 [ Administrator]と[ 5-2. SmartNASの初期設定]で設定した
パスワードを入力し、[ OK]をクリックします。

⑨ 続いて、リモートWebアクセスを選択するメニューが表示されますので、必
要に応じてWebアクセスの選択を行ってください。ここでは、[ リモートWeb
アクセスを禁止する]を選択しています。
その後、[ アカウントの作成]をクリックします。

⑪ 登録が終了すると、新しいユーザーがリストに追加されます。
ここでは、[ ニューテック 太郎]を追加しています。

 自動的なバックアップや管理コンソールなど各種の機能を利用する場合は、
[ 14. クライアントPCへのコネクタのインストール]を参照し、クライアントPC
にコネクタソフトウェアをインストールしてください。
 ここではWindows7での例を示します。

6-1．ユーザーアカウントの設定・追加
① [ スタート] → [ すべてのプログラム] → [ アクセサリ] → [ リモートデス
クトップ接続]をクリックします。
② [ 5-2. SmartNASの初期設定]で設定したサーバー名を入力し、[ 接続]を
クリックします。

⑩ ユーザーアカウントが追加されたことを確認し、[ 閉じる]をクリックします。

⑫ 新規にフォルダーを作成する場合は、[ 6-2. 共有フォルダーの作成]へ
進んでください。
新規作成しない場合は、[ 6-3. 共有フォルダーの使用]へ進んでください。

④ SmartNASのデスクトップが表示されるので、以下のアイコンを
ダブルクリックしてダッシュボードを開きます。

⑤ ダッシュボードが表示されたら、[ ユーザー]アイコンをクリックします。

⑦ ユーザー情報の登録を行い、「次へ」をクリックします。

6-2．共有フォルダーの作成

③ フォルダーの名前と説明 (省略可) を入力し、[ 次へ]をクリックします。

 デフォルトの共有フォルダー(ドキュメント/ピクチャー/ビデオ/ミュージック/
録画一覧)以外に、新たに共有フォルダーを作成する方法を示します。
① ダッシュボードの[ サーバーフォルダーとハード ドライブ]アイコンをクリック
します。

⑥ [ ユーザーアカウントの追加]をクリックします。

④ このフォルダーにアクセスできるユーザーを選択します。
ここでは、[ 特定のユーザー]を選択します。

⑧ このユーザーがアクセスできる共有フォルダーのアクセスレベルを設定し
ます。必要に応じてアクセスレベル（読み取り/書き込み、読み取り専用、
アクセスなし）を選択し、[ 次へ]をクリックします。

② [ フォルダーの追加]をクリックします。

標準で[ ドキュメント]、[ ピクチャー]、[ ビデオ]、[ ミュージック]、そして[ 録画一覧]
の共有フォルダーが用意されています。

裏面へ続きます。
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⑤ [ 6-1. ユーザーアカウントの設定・追加]で設定されたユーザーアカウントの
一覧が表示されます。
作成した共有フォルダーに対してのアクセス権( 読み取り/書き込み、読み取
り、アクセスなし)を選択し、[ フォルダーの追加]をクリックしてください。

6-3．共有フォルダーの使用

8. RAID情報管理

 SmartNASにユーザーアカウントと共有フォルダーを設定した後に
以下の手順でネットワークドライブとして使用することができます 。

RAID、HDDに異常が発生した場合、この画面から詳細を確認できます。

① [ スタート] → [ すべてのプログラム] → [ アクセサリ] → [ ファイル名を
指定して実行]をクリックします。

この機能はリモートデスクトップ接続からのみ利用可能です。

① [ スタート] → [ すべてのプログラム] → [ Intel] → [ インテル® ラピッド・
ストレージ・テクノロジー]をクリックします。

② [ ¥¥<サーバー名>] を入力し、[ OK]をクリックします。
② ストレージシステムビューの表示をクリックすると各ステータスを
確認できます。

9. SmartNAS 出荷時設定
①ボリューム構成：大容量スパンボリューム
SmartNASでは大容量のデータ領域を無駄なくお使いいただく為、
2TB以上のデータディスクはGPTによる初期化、及び、スパンボ
リュームにて構成しています。
これに伴いまして、サーバーバックアップでデータ領域を対象と
する場合はOSの仕様に従い、リモートデスクトップよりボリュー
ムを2TB以下に縮小してから設定を行う必要があります。
②RAIDライトキャッシュ：有効
RAID管理画面より無効に変更する場合、パフォーマンスが著し
く低下いたしますので、変更の際はご注意ください。
③AC Power Loss： Last State

⑥新しいフォルダーが正常に作成されたら、以下の画面が表示されます。
[ 閉じる]をクリックして終了してください 。

ACの供給が停止後の復旧はLast State（供給停止前のステー
タスへの復帰）となっております。この設定は変更できません。

③ ユーザー名とパスワードを聞かれる場合がありますので、[ 5-1.ユーザー
アカウントの設定・追加]で設定したアカウントのユーザー名とパスワードを
入力し、[ OK]をクリックします。
③ プリファレンスの設定にてポップアップの設定ができます。
他、詳細につきましてはアプリケーション内のヘルプをご参照ください。

注）
各ボリューム、RAID構成につきまして変更、削除は行わないでください。
構成済みの領域が使用できなくなる可能性があります。

④ネットワーク設定：DHCP取
得
⑤アドイン：インストールなし
追加アドインの各機能につきましてはサポートの対象外となりま
す。

RAIDのライトバックキャッシュは初期値有効となっております。無効に変更
した場合、書き込み速度が遅くなりますので変更の際はご注意ください。

④ SmartNASで設定されている共有フォルダーの一覧が表示されます。
該当の共有フォルダーをダブルクリックして開いてください。

7．リモートデスクトップ接続
下記の設定・確認にはリモートデスクトップを使用します。
 ネットワークIPアドレスの設定、変更
 パーティションの管理

10. OSの機能制限
Windows Storage Server 2008 R2 Essentialsの制約事項について主な項目を
抜粋致します。

11. 安全にお使いいただくために
警告
・本製品の分解、改造、修理をお客様ご自身で行わないでください。
(火災や感電、故障の原因となります。)

ワークステーションとしての運用の禁止
MS Officeのインストールは禁止されています。

・本製品やコンピュータ本体から煙が出たり異臭がした場合には、直ちに電源を切り、
電源コードをコンセントから抜いてください。

① [ スタート] → [すべてのプログラム] → [ アクセサリ] → [ リモートデスク
トップ接続]をクリックします。

モニター接続の禁止

(すぐに販売店または弊社カスタマーサービスまでご連絡ください。そのまま使用すると
火災や感電、故障の原因となります。)

② [ 5-2. SmartNASの初期設定]で設定したサーバー名を入力し、
[ 接続]をクリックします。

役割機能追加の制限

 HDD、RAID状態の確認、管理

クライアント数25ユーザーまで

AD（Active Directory）への参加は既存ドメインのみ

・本製品の内部に水などの液体や異物を入れないでください。
(万一製品内部に水、異物等入ったときは、すぐに電源コードを抜いて販売店または弊
社カスタマーサービスまでご連絡ください。)
・本製品を水を使う場所や湿気の多い所で使用しないでください。
(火災や感電、故障の原因となります。)
・電源コード等のケーブルを傷つけないでください。
(特に、電源ケーブルを傷つけると火災や感電、故障の原因となります。万一ケーブルを
傷つけたら販売店または弊社カスタマーサービスまでご相談ください。)

⑤アクセス権が無い共有フォルダーを開こうとすると以下のエラーが
表示されます。
この場合は該当共有フォルダーのアクセス権を確認(SmartNASにリモート
デスクトップにてログイン後、ダッシュボードで該当フォルダーのプロパティ
を確認)してください 。

詳細はインストール時の使用許諾契約をご参照ください

注意
・本製品の上に乗ったり、物を乗せたりしないでください。
(機器が故障したり、倒れてケガの原因になります。)

③ ユーザー名:Administratorと[ 5-2. SmartNASの初期設定]で設定した
パスワードを入力し、[ OK]をクリックします。

・本製品に添付またはオプションのケーブル、コネクタ以外はご使用にならないでくださ
い。
(火災や感電、故障の原因となります。)
・ぬれた手で電源プラグを触らないでください。
(火災や感電、故障の原因となります。)
・電源プラグの端子にほこりや金属物が付着したままご使用にならないでください。
(火災や感電、故障の原因となります。万一付着している場合は、良く拭き取ってからご
使用ください。)
・電源プラグはコンセントの奥まで確実に挿し、アースを取ってご使用ください。
(火災や感電、故障の原因となります。※本製品ではアース付きの３端子タイプの電源
プラグを使用していますが、一時的にアース線付きの３端子ー２端子変換アダプタを使
用する場合も必ずアース線を接続してご使用ください。)

注) 通常の操作・設定はダッシュボードで行ってください。

3枚目へ続きます。
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12. 各LEDのステータス表示

13. 修理ご依頼について
④ [ 次へ]をクリックします。

①サポート情報
フロントLEDのステータス表示
Power LED system LED
意味
青点灯
緑点灯
通常起動状態
消灯
消灯
電源OFF状態
青点灯
消灯
マザーボードが起動していない可能性がありま
す。背面電源スイッチを切り、再度電源を投入
してください。

HDD LEDのステータス表示
LEDの状態
意味
緑点滅
HDDアクセス状態
赤点灯
HDDfail状態
RAID情報管理のGUIよりHDD、及びRAIDの
ステータスをご確認ください
赤点滅
再構築及び、アイドル状態
RAID情報管理のGUIよりHDD、及びRAIDの
ステータスをご確認ください。
※緑点滅と赤点滅は正常時のアイドル中も表示する場合がありますが、GUI
で異常が無ければ問題はございません
ブザーのステータス表示
ブザーの状態
起動時の Beep音
運用中の Beep音

http://www.newtech.co.jp/support/index.ht
ml
②サポート窓口
FAQで解決頂けない場合、下記URLのサポート依頼フォームより
お問い合わせください。

http://www.newtech.co.jp/support/inquiry/index.html
製品に関するご質問、障害に関するご連絡をいただく際は、必ず製
品本体の型番、シリアル番号をご確認いただいた上、上記サポート
依頼フォームにて必要事項をご入力いただき、お問い合わせをいた
だけますようお願いいたします。

⑤ [ 次へ]をクリックします。

製品の無償修理につきましては添付されている保証書の規定に従
います。

※フロントカバーの開閉、ドライブの取り出しについて
⑧ PCの説明を入力し(省略可)、［ 次へ］をクリックします。
※ロック
解除状態

意味
マザーボードが起動する際の起動音です。
問題ございません。
Fan障害が発生しています。
システム、データに障害が発生する可能性があり
ますので速やかに停止させ、カスタマーサポートへ
ご連絡下さい。

LED、ブザーより障害発生が確認できました場合、次項修理ご依頼につ
いてご参照いただき、弊社カスタマーサポートへご連絡下さい。

⑦ [ 5-2. SmartNASの初期設定]で設定したパスワード（管理者パスワード）
を入力し、「次へ」をクリックします。

次項トラブルシューティング、または下記URLにアクセスしていただき、
最新のFAQをご参照ください。

溝に合わせて鍵を装着し左回しでロック
解除をしてください。ロック解除状態では
鍵を取り外すことは出来ません。

フロントカバーは水平状態にして筐体内
に押し込むと一部を収納することが可能
です。

⑥ 必要なコンポーネントがインストールされます。

HDDフォルダの①レバーを引いてロック
を外し、②そのまま引き抜くことで取り出
しができます。

②

HDDを戻す際は、レバーを引いた状態で
HDDを差込み、最後にレバーを押し込ん
でロックさせます。

①
注) HDDの取り外しはシステム、データを消失する可能性があります。
サポート対応時以外での取り外しは行わないでください

14．クライアントPCへのコネクタのインストー
ル
 Windows Storage Server 2008R2 コネクタソフトウェアをインストールして、
SmartNASのクライアントとしてセットアップします。
 クライアントPCにコネクタをインストールすると、自動的なバックアップや管
理コンソールなど各種の機能を利用することができるようになります。
 ここではWindows7へのインストール例を示します。

14-2．コネクタのインストール
① ブラウザ（IE推奨）を起動し、下記のURLにアクセスします。

⑨ バックアップ時に自動的にスリープや休止状態を解除するかどうかを
選択し、[ 次へ]をクリックします。

⑪ ソフトウェアのインストールと構成が始まります。

http://サーバー名*/connect
*[ 5-2. SmartNASの初期設定]で設定したサーバー名です
② [Windows用ソフトウェアをダウンロード]をクリックします。

14-1．動作環境
コネクタは次の要件を満たした最大25 台のPCにインストール
することができます。
システム要件
プロセッサ

1.4GHｚ以上のx86 x64プロセッサ

メモリ

1GB以上のRAM

ディスク容量

1GB以上のディスク空き領域

OS

Windows XP SP3（x86）
Windows Vista SP2(x86 x64)
Windows 7(x86 x64)
Mac OS version 10.5以上

③ ComputerConnector（IPv6またはIPv4アドレス）.exe」がダウンロード
されるので、[ 実行]をクリックします。

⑩ カスタマーエクスペリエンス向上プログラム（CEIP）への参加の有無を
選択し、［ 次へ］をクリックします。

⑫ このクライアントPCからサーバー設定やユーザー登録を行う場合は、
[ ダッシュボードを開いて、サーバーを管理します]にチェックを入れ、
[ 完了]をクリックします。

裏面へ続きます。
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⑬ [ 5-2. SmartNASの初期設定]で設定したパスワードを入力し、
ダッシュボードにログインします。

14-3．クライアントPC：スタートパッドの操作
① [ スタート] → [すべてのプログラム] → [ Windows Storage Server 2008]
→ [ Windows Storage Server 2008スタート パッド]をクリックするとサインイ

16. ワークグループ設定手順

③以下の画面が表示されますので、[設定の変更]をクリックします。

①サーバー名、サーバーのパスワードの入力画面が表示されます。
ここで[Shift]+[F10]を押します。

ンが表示されます。

⑭ サーバー設定、ユーザー登録を行います。

②ダッシュボートにてユーザー登録したアカウントとパスワードを入力すると
スタートパッドが起動します。
スタートパッドからは
・バックアップの手動実行
・リモートwebアクセス（設定時）
・共有フォルダの表示
・ダッシュボードの表示

②コマンドプロンプトが起動するので、”control system”と入力して
[Enter]を押します。

④[システムのプロパティ]画面が表示されます。
[コンピューター名]タブで[変更]をクリックします。

を行えます。

注）
他のクライアントPCにコネクタをインストールする場合は、
事前にユーザー登録を行っておいてください。
詳細な機能の説明、操作方法につきましては弊社ホームページ
http://www.newtech.co.jp/products/network/smartnas/index.html より
Windows Home Server 2011快適活用ガイドをご参照ください。

14-4．ダッシュボードへのログイン
 ダッシュボードへのログインは下記からも実行可能です。
① [ スタート] → [すべてのプログラム] → [ Windows Storage Server 2008R2]
→ [Windows Storage Server 2008R2 ダッシュボード] をクリック。
② スタートパッド(ユーザー登録済みの場合)。

③ [14-2. コネクタのインストール]の⑬と同じサインイン画面が表示されますので
同じ手順でログインしてください。

④ ダッシュボードが展開されます。
主な設定項目
・ユーザー登録、管理（10ユーザーまで）
・クライアントPC管理（10クライアントまで）
・共有フォルダ追加、管理
・サーバーパスワード変更、管理
・サーバーの各設定

15. トラブルシューティング
トラブルの状況
電源が入らない

対処法
電源ケーブルの接続をご確認下さい。
また、背面にも電源スイッチがございます。
電源スイッチのONをご確認ください。
ブラウザが繋がらない
背面 LANコネクタのLEDの点灯をご確認下さい。消灯している場合、通信
が行えてませんのでケーブルの接続をご確認下さい。
また、SmartNASのOSの起動、ネット上の認識に時間が掛かる場合があ
ります。しばらくお待ちください。
HDD LEDが光らない
OS起動後の表示となります。しばらくお待ち下さい。
HDDにアクセスが無く、正常に起動している状態では消灯となります。
外付けHDDが読み込めな リムーバブルメディアは共有 HDDとしてお使いいただけません。
い
NTFS以外でフォーマットされた HDDにつきましてはダッシュボードからは未
フォーマットとして認識する為、フォーマットの際はご注意ください。
再起動/シャットダウンした リモートデスクトップまたはダッシュボード「サーバーの設定」左下のパワー
い
アイコンより実行してください。
また、フロントボタンを押すとシャットダウンが可能です。
シャットダウン後の起動はハードからの起動となりますのでご注意下さい。
ネットワークからの
インターネットの接続環境をご確認下さい。
ライセンス認証ができない オフラインでの認証はリモートデスクトップにてコンピューターのプロパティ
Windowsライセンス認証のプロダクトキーの変更（今すく行うではありませ
ん）を実行し、電話ガイダンスにて認証してください。
クライアントPCの登録がエ
本書のクライアントPCのスペック要件をご確認ください。
ラーになる
勝手に再起動している
Windowsアップデート有効の場合、自動で再起動を実施する場合がありま
す。
作成/移動した共有フォル ダッシュボート操作以外で共有ファイルの作成/移動をされますと参照がで
ダが見えない
きません。
共有フォルダはダッシュボードから作成/移動をしてください。
プリインストールされてい
ダッシュボードからの削除は出来ない仕様となっております。
る共有フォルダを消したい
ホスト名を変更したい
初期設定後は変更できない仕様となっています。
RAIDを組み直したい
組み直しは出来ない仕様となっております。
再構成、初期化が遅い
RAIDボリュームのライトキャッシュバックが無効の場合、再構築等に時間
が掛かります。
動作が遅い
クライアントバックアップやファイル転送の重複により一時的に転送速度が
落ちる場合があります。バックアップ時間をずらしていただくか、時間を置
いてのファイル転送を実行してください。
RAID側にて再構築や初期化、検証を実行している場合も転送速度が低下
致します。RAIDステータスをご確認ください。
メディアストリームで動画
コピープロテクトされたコンテンツは参照ができません。
が参照できない
2TB以上のフォーマットが OSの仕様となります。
出来ない
2TB以上のHDDを使用する際はリモートデスクトップより
ディスク管理画面にてフォーマットしてください。

⑤[コンピューター名／ドメイン名の変更]画面が表示されます。
[ワークグループ名]に指定されたワークグループ名を入力して[OK]を
選択します。（コンピュータ名の設定は後の手順で再度設定可能で
す。）

⑧[以下の画面が表示されますので、[閉じる]をクリックします。

⑨[今すぐ再起動する]をクリックして、SmartNASを再起動します。
ワークグループ名の変更手順はこれで終了です。
この後は通常のセットアップ手順となります。

⑥以下の画面が表示されますので、[OK]をクリックします。
⑩再起動後、手順5-2⑧.と同じ画面が表示されますので、通常のセット
アップを行います。

⑦再起動が必要な旨のメッセージが表示されますので、[OK]をクリックします。
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