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はじめに

！本マニュアルはNASとしてお使いいただく最小限に設定方法について
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本書に含まれる内容は予告なく変更される場合があります。

株式会社ニューテックは、本書に記載された製品の適合性、暗黙の保証、運用における損害、及

び、本書の使用に関連した損害について責任を負いかねます。また、本製品は、日本国外、軍事

目的、原子力設備で使用されないことを前提としております。

株式会社ニューテックは、本書に記載された製品へ記録されたデータについて、その消失・誤記

録における責任を負いかねます。

(データのバックアップは、システム管理者の責任において実施が必要です。)

本書は、著作権によって保護された情報を含んでおり、本書のいかなる部分も、株式会社ニュー

テックの書面による許可の無いまま、コピー、再版、他言語への翻訳を行ってはいけません。
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本書利用者の前提条件

本書は、コンピュータ装置の運用管理技術を有し、本書に記載された製品を利用するための、コ

ンピュータ OS(基本ソフト)のインストール及びシステム変更の知識、及び、安全な運用や発生す

る問題を解決できる人を前提としています。
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1.SmartNAS 1U Windows 2012 設置について

本製品は、Windows クライアントとの親和性が高い Windows Storage Server 2012 workgroup Edition を搭載した、小規模オフィ

ス・ワークグループ向け NAS 製品です

1-1.梱包品一覧 （初めにご確認ください。）

①

④

⑤

◆ SmartNAS 本体 x 1 台 ①

◆ LAN ケーブル x 1 本（5m） ②

◆ 電源ケーブル x 1 本 ③ （冗長電源モデルオプションは x 2 本）

◆ ラックマウントキット x 1 セット ④

◆ フロントベゼルセット x 1 セット ⑤

◆ リカバリ CD x 1 枚 ※この CD 内には以下のマニュアルが pdf フォーマットにて収められています。

 Newtech SmartNAS 1U /Windows 2012 クイックスタートガイド（本書）

 SmartNAS 1U ラックマウントサーバ ユーザーズマニュアル

 Newtech SmartNAS 1U / Windows 2012 セットアップマニュアル

◆ 保証書(ハードウェア保証)
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1-2.各部名称

1-2-1. 製品前面

・・・LAN2 アクティビティ LED: アンバー点灯/点滅

・・・LAN1 アクティビティ LED: アンバー点灯/点滅

・・・HDD ホストアクセス LED: アンバー点灯/点滅

・・・電源 LED: グリーン点灯

・・・リセットスイッチ

・・・電源スイッチ

・・・USB2.0 コネクタ

サーバ稼働中に故障していないHDDを取り外さないでください。

データ損失やサーバが停止することがあります。

2

1

ｖ

前面パネル詳細

HDDモジュール詳細

故障/リビルド LED

赤点灯：HDD 故障/リビルド中

アクティブ/アクセス LED

青点灯：HDD 搭載中

青消灯（点滅）：HDD アクセス中

HDD リリースボタン
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1-2-2. HDD スロット番号

ハードディスクドライブのスロット番号は前面から見て、スロット#0～スロット#3 です。

スロット #0 スロット #1 スロット #2 スロット #3

1-2-3.SSD スロット

SmartNAS 1U は Windows Storage Server OS 起動用のディスクとして、SSD を 1 台搭載しています。

SSD を搭載しているスロットは筐体内の点線部になり、交換することが出来ません。

1) “SSD“には、本製品の基本ソフトである”Windows Storage Server”がインストールされています。お客様がご利用でき

るハードディスクスロットはスロット 0 からスロット 3 までです。

2) 初期設定はこのスロット#0からスロット#3のハードディスクを使用してSoft RAID(RAID5)を設定しています。RAIDの解

除並びに再設定については、”Newtech SmartNAS 1U / Windows 2012 セットアップマニュアル”をご参照ください。

3) 本体設置後の初期設定並びに基本ソフトの再インストールには、別途ディスプレイモニター、キーボード（PS2 orUSB

接続）、CD-ROM(USB 接続)が必要になります。

※USB 機器を接続する際には、USB2.0 ポートをお使いください。

SSDは交換可能なスロットに搭載されておりません。

SSDの交換は修理対応が必要になります。
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1-2-4.製品背面

1-2-5.マザーボード インターフェース

マザーボードへのインターフェースは以下の通りです。

1 PS/2 マウス

2 BMC 管理用 LAN

3 COM

4 LAN1

5 LAN2

6 USB 3.0

7 VGA

8 USB 2.0

9 PS/2 キーボード

電源ユニット
マザーボード

インターフェース

拡張スロット

PCI-E 3.0 x8 (in16)
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1-3.初期設定の準備

◆ SmartNAS の準備

本ラックマウントキットは 70～93 センチの奥行きのラックに対して取付け可能です。

本ラックマウントキットはラックナット対応ラック(角孔)にのみ取付け可能です。

シャーシ設置時に使用するネジは、ラックレールキット箱内に添付されています。

使用する工具：プラスドライバ (#2)

1-3-1.インナーレール準備

アウターレールに収納されているインナーレールを取出します。レールは左右共通です。

①インナーレールがロックされるまで引き出します。インナーレール外側の青色ロックレバー矢印方向へ

スライドさせ解除し、インナーレールを引き抜きます。

②アウターレール内側のロックレバーを 1 方向へ押し引き出されたミドルレールを元の状態に収納しま

す。

1-3-2.インナーレール取付け

サーバ側面前側のフック部にインナーレール前側の台形孔をセットします。ロックレバーの前側

と最後端の 2 箇所を付属の小さいネジで固定します。この時、レールは矢印方向(サーバー前側)

へ押しつけた状態でネジを固定してください。

①

各レールの摺動部にグリスが塗ってありますので、拭き取らないで下さい。

②

ミドルレール

インナーレール

付属小さいネジ 固定
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1-3-3.アウターレール取付け

前面側

背面側

アウターレールとラックの角孔を合わせます。アウターレールの青色部を押し付けながらアウターレールのフ

ック部をラックの角穴に通します。背面側のみ付属の大きいネジで中心部を固定します。

※アウターレールを取り外す場合は、ネジを外した後、内側のレバーを矢印方向へ押すことで取り外し可能

です。

1-3-4.サーバ本体取付け

インナーレールがサーバ側面に、アウターレールがラックに正しく取付けられていることを確認します。アウタ

ーレールからミドルレールを引き出し、ロックされていることを確認します。

インナーレールとミドルレールを合わせ左右均等な力でロックされる位置まで押し込みます。

インナーレール左右のロックレバーをスライドさせロック解除し、サーバ本体さらに押し込みます。

最後にラック前面を付属の大きなネジで固定します。

取り外し時ロック解除

付属大きいネジ 固定

付属大きいネジ 固定

インナーレール ロック解除時は指を挟みやすいので、サーバを前に引きながらロック解除し

ゆっくりとサーバを押し込んでください。
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1-4.電源コードの接続

電源コードと接続電源の接続は下図の通りに行って下さい。

電源コードを接続し、電源をオンした時に装置背面の電源ユニットの LED が『緑』点灯になっていることを

確認して下さい。

AC 供給が開始されるとサーバ稼働とは関係なく BMC が独立して稼働を開始します。BMC が Ready

になるまでに 1分程度の時間がかかる場合があります。BMC Ready の前にサーバ電源をオンにす

ると BMC Ready を待ってサーバ起動が開始されます。

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下さ

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－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下さい。

本体背面電源コネクタ

アース端子付コンセント アース端子が別のコンセント

アース線

必ず接地

して下さい

AC 200V 使用時は、使用者側で適切な

電源ケーブルを用意してください。

・ 本製品に使用する電源コードは、必ず製品添付もしくは指定の電源コードをご使

用ください

・ 製品添付の電源コードは本製品専用です。他の機器には転用しないで下さい。
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1-4-1.電源 オン/オフの状態遷移

SmartNAS は電源ケーブルを接続して、筐体前面のボタンを押すと起動します。

運用状態から、OS をシャットダウンすると、シャットダウン状態になります。

シャットダウン状態では、フロントのボタン(もしくはBMCによるリモート管理操作)で起動することが可能で

す。

BMC に関しては「SmartNAS 1U ラックマウントサーバ ユーザーズマニュアル」を参照してください。
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1-4-2.初期設定のためのケーブル接続

初期設定時は、下図のように[A]の接続を行ってから、セットアップを進めます。

[A]初期設定を行うために接続します。（必須）

[B]Windows PC などから、初期設定完了後、リモートデスクトップを有効にして設定します。リモート環境

で作業したい場合は、CD 内のセットアップマニュアルを参照しリモートデスクトップ接続を設定してくださ

い。

[C]リモートコントロール機能により、[A]と同等の機能を利用できます。（本機能をご利用の場合は、

「SmartNAS 1U ラックマウントサーバ ユーザーズマニュアル」を参照下さい。）
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2.初期設定

2-1. 初期セットアップ
1. 製品にキーボード、マウス、モニタを接続し、電源を入れます。

セットアップは、SmartNAS に直接モニターを接続した環境で行なってください。

リモート環境で作業したい場合は、リモートデスクトップ設定を参照し、設定後にリモート接続を行なってください。

2. 起動すると、下記画面が表示された後にシステムの各種初期化動作が開始され、自動的に再起動が実行されます。

NOTE 本初期化動作は約 5 分ほどかかります。初期化動作中はマウス、キーボード操作は行わず、製品

の電源を切らないでください。

3. [Windows のセットアップ] – [地域の選択] 

以下の画面では、何も変更せずにそのまま、[次へ]ボタンをクリックします。
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4. [Windows のセットアップ] – [プロダクト キーの入力] 

下記の画面が表示されます。

この画面では、製品に貼られているシールを参照し、プロダクトキーを入力し、[次へ]ボタンをクリックします。

NOTE プロダクト キーは、製品上面に貼られているシールに記されています。

5. [Windows のセットアップ] – [ライセンス条項] 

以下の画面では、内容を読み、理解した上で、[Windows を使うためのライセンス条項に同意します]をチェックし、

[次へ]ボタンをクリックします。
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6. [Windows のセットアップ] – [パスワード設定] 

以下の画面にて、[パスワード] 並びに [パスワードの確認入力]に任意のパスワードを入力し[完了]ボタンをクリックしま

す。

NOTE パスワードは以下の条件を満たす必要があります。

- 6 文字以上(半角)

- 数字/英大文字/英小文字/記号のいずれか 3 つ以上を含む

以上で、[初期セットアップ]は完了です。

2-2.サインイン

1. [Windows へのサインイン]

[初期セットアップ]が完了したら、”Ctrl” + “Alt” + “Del”キーを押し、Administrator のパスワードを入力し、Windowsへサインインし

てください。

⇒
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2-3.電源のシャットダウン

NOTE 製品に外付けハードディスク等の周辺機器を接続している場合は、製品の電源を切ってから、各

周辺機器の電源を切ってください。

2-3-1.OS からのシャットダウン

1. Windows へサインインが完了した後、画面右下（以下の図の赤枠で示している箇所）あたりにカーソルを移動してください。そ

の後、画面右側に歯車のアイコンが表示されますので、そのアイコンをクリックします。

⇒

2. 画面右側に以下の図の様に表示されますので、[電源]ボタンをクリックします。
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3. [シャットダウン]を選択します。

4. 必要に応じてシャットダウンする理由を“ “で選んで[続行]ボタンをクリックします。
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3.基本設定

3-1. IP アドレスの設定

1. Windows へサインインが完了した後、画面右下（以下の図の赤枠で示している箇所）あたりにカーソルを移動してください。そ

の後、画面右側に Windows のロゴが表示されますので、そのロゴをクリックします。

⇒

2. [コントロール パネル]をクリックします。
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3. [ネットワークの状態とタスクの表示]をクリックします。

4. [アクティブなネットワークの表示]欄の[イーサネット]をクリックします。

NOTE [アクティブなネットワークの表示]欄には、ネットワークケーブルが接続されているネットワークコン

トローラが表示されます。未だ、ネットワークケーブルが接続されていない場合は、ネットワークケ

ーブルを接続するか、以下の様に[アダプターの設定の変更]をクリックし、[ネットワークケーブルが

接続されていません]と表示されているイーサネットを右クリックし、プロパティを開いてください。プ

ロパティを開いた後は、以下の項番 6 以降の処理を行います。

⇒
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5. [プロパティ]ボタンをクリックします。

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]ボタンをクリックします。

NOTE IPv6 を設定することも可能です。
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7. 本製品を接続するネットワーク環境に適した IP アドレスを設定し、[OK]ボタンをクリックします。

NOTE 設定したアダプターにネットワークケーブルを接続し、[アクティブなネットワークの表示]欄に該当の

イーサネットが表示される様にしてください。

以上で、[IP アドレスの設定]は完了です。
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3-2. ユーザーの作成

1. Windows へサインインが完了した後、以下の図の様に、サーバーマネージャーの[ダッシュボード]が開きます。

NOTE ダッシュボードを閉じた後、再度開きたい場合は、上図の赤枠で示している

アイコンをクリックしてください。

2. [ダッシュボード]メニューから[ツール]→[コンピュータの管理]をクリックします。

3. [ローカルユーザーとグループ]を展開します。
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4. [ユーザー]をクリックし、マウスを右クリックして、[新しいユーザー]をクリックします。

5. [ユーザー名]を入力し、[作成]ボタンをクリックします。

NOTE 必要に応じて、その他の項目も設定してください。

以上で、[ユーザーの作成]は完了です。
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3-3. ファイルおよび iSCSI サービスのインストール

NAS としての共有サービスを利用するために、[ファイルサービスおよび iSCSI サービス]のインストールが必要です。以下にイン

ストール方法を記します。

1. Windows へサインインが完了した後、以下の図の様に、サーバーマネージャーの[ダッシュボード]が開きます。

NOTE ダッシュボードを閉じた後、再度開きたい場合は、上図の赤枠で示している

アイコンをクリックしてください。

2. [ファイルサービスと記憶域サービス]⇒[ボリューム]と移動し、[共有]の項目内にある[役割と機能の追加ウィザードを起動

してください]をクリックします。

3. [役割と機能の追加ウィザード]が起動したら、[ファイルサービスおよび iSCSI サービス]にチェックを入れ、[次へ]ボタンを

クリックします。
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4. [次へ]ボタンをクリックします。

5. [インストール]をクリックします。

6. [閉じる]をクリックします。

以上で、[ファイルサービスと iSCSI サービスのインストール]は完了です。
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3-4. 共有フォルダーの作成

1. Windows へサインインが完了した後、以下の図の様に、サーバーマネージャーの[ダッシュボード]が開きます。

NOTE ダッシュボードを閉じた後、再度開きたい場合は、上図の赤枠で示している

アイコンをクリックしてください。

2. [ファイルサービスと記憶域サービス]⇒[ボリューム]と移動し、[共有の概要に移動]をクリックします。
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3. [共有]の項目にある[ファイル共有を作成するには、新しい共有ウィザードを実行してください。]をクリックします。

NOTE ボタンを押して、新しい共有ウィザードを起動することも可能です。

4. [新しい共有ウィザード]ウィンドウが起動しますので、[ファイル共有プロファイル]を選んで、[次へ]ボタンをクリックします。

NOTE ここでは、[SMB 共有 – 簡易]を選んでいます。 

5. 設定する共有のサーバーとパスの選択を行います。[カスタム パスを入力してください]を選択し、[参照]ボタンをクリック

します。
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6. [フォルダーの選択]にて、ローカルディスク( D: )]を選択します。

画面左上部の[新しいフォルダーを作成]ボタンをクリックし、フォルダーを作成して[フォルダーの選択]ボタンをクリック

します。

7. 項番 4 の画面に戻ります。フォルダーパスを確認後、[次へ]ボタンをクリックします。

8. [共有名]を入力し[次へ]ボタンをクリックします。
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9. 共有の他の設定メニューに移りますので、必要な機能にチェックを入れて[次へ]ボタンをクリックします。

10. 共有に対してのアクセス許可の設定を実施ます。[アクセス許可をカスタマイズする]をクリックします。

11. 共有に対してアクセス可能なユーザを登録します。ここでは、[追加]ボタンをクリックします。
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12. [プリンシパルの選択]をクリックします。

13. 該当ボリュームに対するアクセス許可を追加するユーザ（グループ）名を入力し、[名前の確認]ボタンをクリックします。有効

なオブジェクトが表示されましたら、[OK]ボタンをクリックします。

⇒

14. 追加したユーザー（グループ）に対してアクセス権を設定し、[OK]ボタンをクリックします。
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15. 共有に対してのアクセス権の設定が必要な場合には、[共有]タブをクリックし、[追加]もしくは[編集]ボタン等をクリックして調

整をしてください。

⇒

16. [次へ]ボタンをクリックします。

17. 設定内容に問題ないかを確認し、[作成]ボタンをクリックします。
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18. [閉じる]ボタンをクリックしてください。

以上で、[共有フォルダーの作成]は完了です。
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3-5. ネットワークドライブの割当

製品をネットワーク上から参照する際に、ネットワークドライブとして割当てておくことができます。

1. ネットワークに接続されているパソコンから、製品の共有フォルダーを表示後、右クリックして表示されたメニューの[ネットワ

ークドライブの割り当て]をクリックします。

2. ネットワークドライブを割り当てます。

① ドライブで本製品に割り当てるドライブを選択します。

② [サインイン時に再接続する]にチェックを入れます。※

③ [完了]ボタンをクリックします。

NOTE ※本書では、ネットワーク・クライアントを Windows Server 2012 で行っています。

他のバージョンでは、サインインではなくログオン等の表記になっています。

[コンピュータ]を開き、割り当てられたドライブが認識されていることを確認ください。

以上で、[ネットワークドライブの割り当て]は完了です。
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4.RAID 構成の確認とメール通知設定

4-1-1. RAID 管理ソフトウェアの起動

本製品は工場出荷時に冗長性のある RAID を構成し出荷しています。プリインストール済みのRAID 管理ソフトウェアから、RAID

構やステータスの確認を行うことができます。ディスクのエラーなどのイベントが発生した際に、メールにより管理者に通知するこ

とができまます。

1. Windows へサインインが完了した後、画面右下（以下の図の赤枠で示している箇所）あたりにカーソルを移動する

か、”Windows”＋”C”キーを押してください。その後、画面右側に検索(虫眼鏡の)アイコンが表示されますので、そのアイコンを

クリックします。

⇒

2. アプリケーションの一覧が表示されますので、[インテル@ラピッド・ストレージ・テクノロジー]のアイコンをクリックします。
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RAID 管理ソフトウェアが起動します。

ステータスは RAID の状態を表し、正常稼働中は“正常”が表示されます。

タイプは RAID レベルで、標準出荷構成では RAID5 と表示されます。

4-1-2. メール通知の設定

ディスクの障害などのイベントが発生した際に、電子メールによりイベントを通知することができます。

[プリファレンス]をクリックした後、[電子メール]を選択すると[電子メールのプリファレンス]が表示されま

す。

[警告]、[エラー]にチェックを入れ、必須フィールドに入力してメール通知の設定を行います。“最後にテス

トメールの送信”を行い通知されることを確認します。

・SMTP ホスト 電子メールの送受信を行うために接続されているサーバー名

・ポート メール サーバーに送信メールをリレーするのに使用する TCP ポート番号

・差出人の電子メールアドレス 電子メールの通知の [差出人] フィールドに表示される電子メールアドレ

ス

・宛先電子メールアドレス 通知が配信される先の電子メール アドレス

以上で、[メール通知の設定]は完了です。
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5.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。)

 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。

(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。)

 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。)

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。)

 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。)
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6.修理ご依頼について

サポート情報
別紙”ソフトウェアリファレンス マニュアル “第 3 章トラブルシューティングガイド、または下記 URL にアクセスし

ていただき、最新の FAQ をご参照下さい。

http://www.newtech.co.jp/support/index.html

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下さい。

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。

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。
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