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本製品について

パッケージ同梱物
WD Sentinel™ DX4000 本体
イーサネットケーブル
AC アダプタ
クイックインストールガイド

オプションアクセサリ
本製品のオプションアクセサリについての詳細は、www.shopwd.com をご覧くだ
さい（米国のみ）。米国以外のお客様の場合は http://support.wdc.com をご覧くださ
い。

システム要件
ローカルネットワーク
– ルーター / スイッチ（パフォーマンスを最大にするためにギガビットを推奨し

ます）

– DHCP 機能が有効であること

クライアントコンピュータ：一台は Windows PC であることが必要です（対応
する Windows のバージョンについては下記をご参照ください）
対応クライアント OS 
– Windows XP SP3（32bit）

– Windows Vista® SP2（32 または 64bit）

– Windows 7（32 または 64bit）

– Mac® OS X Leopard® 

– Mac® OS X Snow Leopard® 

– Mac® OS X Lion™*

ブロードバンドインターネット環境：LANの外部からリモートアクセスを行う
場合に必要です

製品外観（正面）

* Mac OS X Lion をご使用の場合、Microsoft および Western Digital の最新ソフトウェアアップデー

トがご使用の WD Sentinel サーバーに適用済みであることをご確認ください。

パッケージ同梱物

WD Sentinel™ DX4000

イーサネットケーブル

AC アダプタ

クイックインストール

スクロール
ボタン

電源ボタン

電源 / ステータス
LED

ドライブステータス
LED

JPN

http://shopwd.com
http://support.wdc.com
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製品外観（背面）

本書について

このクイックインストールガイドは、WD Sentinel サーバーを設定後、Windows® PC をサーバーに接続

し、さらに Mac® を接続する手順を記載した、管理者用ガイドです。

注意：Mac を WD Sentinel サーバーに接続する前に、Windows PC を WD Sentinel サーバーに接続して設定
を行う必要があります。

WD Sentinel はお客様のオフィスにすぐに導入できます

電源ポート
1 および 2

イーサネットポート
 1 および 2

USB ポート

 1 および 2

リセット / リカバリ

ボタン

セキュリティケーブルスロット
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ユーザーの役割

管理者
（例：企業経営者）

内部ユーザー

（例：社員）
外部ユーザー

（例：クライアントまたは

ビジネスパートナー）

主な設定作業 

• WD Sentinel サーバーをネットワー

クへ物理的に接続します 
• WD Sentinelサーバーの初期設定を

行います。これは、使用開始時に

1 度だけ行う設定です 
• Windows PC を WD Sentinel サー

バーに接続し、コネクタソフト

ウェアをインストールします

主な設定作業 

• なし

主な設定作業 

• なし

メイン画面

• ダッシュボード—管理者パスワー

ドを入力してログインします

（ユーザー名は不要です）

メイン画面 

• ローンチパッド — 割り

当てられたユーザー名

とパスワードを入力し

てログインします

その他の画面

• リモート Web アクセス

— リモートアクセス時

に割り当てられたユー

ザー名とパスワードを

入力してログインしま

す

メイン画面 

• リモート Web アクセス

— 割り当てられたユー

ザー名とパスワードを

入力してログインしま

す

ダッシュボードで行う主な操作

• ユーザーアカウントを設定し、

パーミッションを割り当てます 
• 共有フォルダを管理します

• 自動バックアップのスケジュール

を設定します 
• WD Sentinel サーバーの設定、ア

ラートの解決、サーバーパフォー

マンスのモニタリングを行います 
• リモートWebアクセスを設定しま

す 
• ソフトウェアアップデートを管理

します

ローンチパッドで行う主な

操作

• 共有フォルダ内のデー

タにアクセスします

• 手動バックアップを開

始します 
• リモート Web アクセス

を起動します

リモート Web アクセスで

行う主な操作

• 共有フォルダ内のデー

タにアクセスします

• オフィスのPCにリモー

ト接続します

• メディアライブラリに

アクセスします

リモート Web アクセスで

行う主な操作

• 共有フォルダ内のデー

タにアクセスします

• メディアライブラリに

アクセスします

メモ：WD Sentinel サーバーでは、管理者はリモート Web アクセスなどのサーバーリソースや各共有フォルダに

ついて、ユーザーアカウントごとに詳細な権限を設定できます。ユーザーは、アクセス権限に応じて、サーバー
上のデータやその他のサーバーリソースにアクセスします。
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ステップ 1：WD Sentinel DX4000
をネットワークに接続する

1. 付属のイーサーネットケーブルを使用して、WD
Sentinel サーバーを DHCP 機能が有効な LAN に
接続します。イーサネットポート 1 または 2 の
どちらを使用しても、接続することができます。

2. 付属の AC アダプタを、WD Sentinel サーバーを
コンセントまたは UPS に接続します。電源ポー
ト 1 または 2 のどちらを使用しても、接続する
ことができます。

3. 電源ボタンを 1 回（最大 1 秒間）押して、WD 
Sentinel サーバーの電源をオンにします。

4. WD Sentinel サーバー正面の LCD 画面に
「WDSENTINEL」の文字と IP アドレスが表示さ
れることを確認します。続いて、WD Sentinel
サーバーの初期設定を行います。

ステップ 2：WD Sentinel サーバーの
初期設定を行う（初回のみ）
WD Sentinel DX4000サーバーの初期設定を行います。
このセクションでは、サーバーの初期設定を行うた
めのセットアップウィザードの操作方法について説
明します。

WD Sentinel DX4000 サーバーと同じネットワーク
およびサブネットに接続されているWindows PCで
以下の操作を行います。

1. Windows PC でブラウザを起動します。ブラウザ
の［アドレス］欄に「http://<IP address>/connect 」
と入力して、キーボードの［Enter］を押しま
す。セットアップウィザードのダウンロード画
面が表示されます。IP アドレス部分には、WD
Sentinelサーバーの LCD画面に表示された IPア
ドレスを入力します。
例：http://192.168.123.225/connect

2. 表示された画面で［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。

3. 警告画面が表示された場合は、［実行］または
［はい］をクリックします。

2

1

警告！表示が行われる前の処理に、数分かか
る場合があります。この処理を中断させない
でください。表示が行われる前に WD 
Sentinel サーバーの電源をオフにしたり、接
続を解除したりしないでください。

重要：以下の操作でコネクタソフトウェアを読
み込む前に、Microsoft の最新ソフトウェアアッ
プデート（すべての必須およびオプションの更
新プログラム）がご使用の Windows PC で適用
済みであることをご確認ください。
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4. 表示されたリストからサーバーの言語を選択
し、矢印をクリックします。

5. 表示された画面のドロップダウンリストから、
WD Sentinel サーバーを使用する地域を選択し
ます。

6. ［次へ］をクリックします。表示された画面で
日付と時刻を確認し、正しく設定されている場
合は、チェックボックスをオンにします。

7. ［次へ］をクリックして、［マイクロソフトソフ
トウェアライセンス条項］および［Western
Digital エンドユーザー使用許諾契約書］を表示
します。画面の内容を確認後、両方のチェック
ボックスをオンにし、ライセンス使用条件に同
意します。

8. ［次へ］をクリックして、WD Sentinel サーバー
の識別情報を設定します。

a. WD Sentilel のサーバー名は初期設定で
「WDSENTINEL」となっています。識別しやすく
重複のないサーバー名（例：会社名）に変更し
て下さい（1 ～ 12 文字以内の半角英数字で入力
します。大文字、小文字、半角英数字の組み合
わせを使用して入力することができます。また、
ハイフン「-」は使用できますが、スペースや特
殊記号は使用できません）。

警告！WD Sentinel サーバーのサーバー名は、
この画面以外では設定できません。既に他の
WD Sentinel サーバーをネットワーク上でご
使用の場合は、正しく識別が行われるように、
他の WD Sentinel サーバーと重複しないサー
バー名を設定してください。
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b. パスワードを入力します（8 文字以上で入力して
ください。大文字、小文字、数字、記号、スペー
スが使用できます。これらのうち、少なくとも 3
種類を組み合わせる必要があります）。入力後、
確認のためにもう 1 度パスワードを入力します。
これは、管理者用パスワードです。このパスワー
ドは、クライアントコンピュータを WD Sentinel
サーバーに接続する場合、および管理者用ダッ
シュボードに接続する場合に使用します。

c. パスワードを忘れた場合にパスワードを思い出
すためのヒントを入力します。

9. ［次へ］をクリックして、サーバーソフトウェ
アの更新方法を設定します。ご使用になる更新
方法を選択します。

注意： 画面に表示された 1 番目または 2 番目の
項目を選択した場合、本手順以降の処理に時間
がかかる場合があります。処理にかかる時間
は、その時点で利用可能なWindowsアップデー
トに応じて異なります。

更新方法を選択するとインストールが開始さ
れ、インストールの進捗を表す画面が表示され
ます。また、WD Sentinel サーバーの LCD 画面
にもインストール状況が示されます。

完了画面が表示されます。

WD Sentinel サーバーの初期設定が完了し、
サーバーの利用を開始することができます。 

10. 初期設定の作業に使用した Windows PC を WD
Sentinel サーバーに接続する場合は、［このコン
ピューターを接続する］チェックボックスがオ
ンであることを確認して［接続］をクリックし、
ステップ 3 に進みます。

ステップ 3：1 台目のコンピュータを
接続する

1 台目の Windows PC（ほとんどの場合、初期設定
の作業に使用した 1 台のコンピュータ）にコネクタ
ソフトウェアをインストールし、WD Sentinel サー
バーと接続します。

注意：Mac を WD Sentinel サーバーに接続する前
に、まず Windows PC を接続する必要がありま
す。また、接続する Windows PC は WD Sentinel
に対応しているバージョンの OS を搭載している
必要があります。

コネクタソフトウェアをインストールすると、クラ
イアントコンピュータ（Windows PC）と
WD Sentinel サーバーの接続、およびローンチパッ
ドとダッシュボードのインストールが行えます。
ユーザーは、ローンチパッドを使用して、アクセス
権のある WD Sentinel 上のリソースにアクセスする
ことができます。管理者（お客様ご自身）はダッ
シュボードを使用して、WD Sentinel サーバーの管
理、ユーザーアカウントの設定、共有フォルダのア
クセス管理などを行うことができます。また、管理
者のWindows PCは毎日Sentinelサーバに自動的に
バックアップするように設定されているので、バッ
クアップスケジュールをダッシュボードで設定す
ると、その設定に従って、バックアップが実行され
ます。

警告！管理者用パスワードを忘れた場合、パ
スワードを復元することができない場合があ
ります。この場合、すべてのデータが失われ
る可能性があります。パスワードをメモなど
に書き留め、メモを安全な場所に保管してく
ださい。

重要：この処理に最大 30 分かかる場合があり
ます。また、数回の再起動が実行される場合が
あります。この処理は、中断しないでください。
WD Sentinelサーバーの電源をオフにしたり、接
続を解除したりしないでください。

重要：以下の操作でコネクタソフトウェアを実
行する前に、Microsoft OS の最新アップデート
がご使用のWindows PCで適用済みであること
をご確認ください。

body.fm  Page 42  Tuesday, June 12, 2012  10:11 PM



WD Sentinel™ DX4000 | 43

以下に記載する操作は、WD Sentinel サーバーに接続
する Windows PC ごとに、一回ずつ行ってください。

1. ステップ 1 の手順 1 の操作を行うと表示される
画面で、［Windows 用ソフトウェアをダウン
ロード］をクリックします。

注意： Internet Explorer の［アドレス］欄に
「http://<IP address>/connect」と入力して、
コネクタソフトウェアのダウンロード画面を
表示することもできます。
例：http://192.168.123.225/connect 
WD Sentinelサーバーの正面にある LCD 画面に、
WD Sentinel 名と IP アドレスが表示されます。

2. 警告画面が表示された場合は、［実行］または
［はい］をクリックします。

注意： クライアントコンピュータの管理者権
限を持つアカウントのユーザー名とパスワー
ドの入力を促す画面が表示された場合は、画面
の指示に従ってユーザー名とパスワードを入
力します。

［サーバーに接続］ウィザードの概要が表示され
ます。

3. ［次へ］をクリックして、インストール中に実
行される処理について確認します。

4. ［次へ］をクリックしてインストールを開始し
ます。インストールの進捗を表す画面が表示さ
れます。インストール処理の完了まで、30 分以
上かかる場合があります。

5. ［ログオン］画面が表示されたら、WD Sentinel
の管理者パスワードを入力します。

6. ［次へ］をクリックし、サーバーがネットワー
ク上でコンピュータを識別するための説明を
入力します。

7. ［次へ］をクリックしてウェイクアップ機能の
設定画面を表示し、必要な項目を選択します。
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8. ［次へ］をクリックして Microsoft プログラムへ
の参加確認画面を表示し、必要な項目を選択し
ます。

9. ［次へ］をクリックします。インストールが完
了します。ダッシュボードを起動して WD
Sentinel サーバーの設定、モニタリングを行う
場合は、チェックボックスをオンにします。［完
了］をクリックします。

注意：コネクタソフトウェアのインストール終了
後、［ダッシュボードを開いて、サーバーを管理
します］チェックボックスをオンにし、ダッシュ
ボードを起動することをおすすめします。WD
Sentinel サーバーで共有フォルダ機能を使用する
ためには、ダッシュボード上でユーザーアカウン
トを作成し、共有フォルダへのアクセス権限を割
り当てる必要があります。

10. ブラウザを閉じます。チェックボックスをオン
にした場合、ダッシュボードのサインイン画面
が表示されます。

ステップ 4：ダッシュボード
（Windows PC のみ）およびローン
チパッドへアクセスする
WD Sentinel に接続されている Windows PC を使用
している場合のみ、ダッシュボードへアクセスする
ことができます。コネクタソフトウェアのインス
トール終了時にチェックボックスをオンにした場
合、ダッシュボードの［サインイン］画面が表示さ
れます。他の場合は、

［スタート］または  >［（すべての）プログラム］>
［Windows Storage Server 2008 R2］>［Windows
Storage Server 2008 R2 ダッシュボード］を順に
選択して、［サインイン］画面を表示することがで
きます。

ダッシュボードへのサインイン（管理者）
ダッシュボードを使用すると、管理者はユーザーア
カウントの作成、共有フォルダや他のサーバーリ
ソースへのアクセス権設定、共有フォルダの管理、
および WD Sentinel サーバーのモニタリングなどの
管理操作が行えます。

1. ダッシュボードにサインインする場合は、管理
者パスワードを入力します。
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2. 矢印アイコンをクリックして、ダッシュボード
を表示します。

ローンチパッドへのサインイン（ユーザー）
ダッシュボードでユーザーのユーザー名、パスワー
ド、およびパーミッションを設定した場合、ユー
ザーは以下の手順でローンチパッドの［サインイ
ン］画面にアクセスすることができます。

Windows PC の場合：

タスクトレイに表示された［ローンチパッド］
アイコン を右クリックして［ローンチパッド
を開く］を選択します。
［ローンチパッド］アイコンをダブルクリック
します。

［スタート］または  >［（すべての）プログラ
ム］>［Windows Storage Server 2008 R2］>

［Windows Storage Server 2008 R2 ローンチ
パッド］を順に選択します。

1.  表示された［サインイン］画面で、ユーザー名
とパスワードを入力します。

2.   矢印アイコンをクリックして、ローンチパッド
を表示します。ローンチパッドには、4 つの項
目があります。［バックアップ］、［リモートWeb
アクセス］、［共有フォルダ］、および［ダッシュ
ボード］です。

3.   ローンチパッドからダッシュボードにサイン
インする場合は、［ダッシュボード］をクリッ
クして、ダッシュボードの［サインイン］画面
を表示します。管理者パスワードを知ってい
る、管理者権限を持つユーザーのみがサインイ
ンすることができます。一般のユーザー名とパ
スワードではダッシュボードにアクセスする
ことはできません。

ステップ 5：コンピュータを追加接続
する
1 台の Windows PC を WD Sentinel サーバーに接続
すると、他の Windows PC や Mac を最大 24 台まで
WD Sentinel サーバーに追加接続することができま
す。

追加接続を行う前に
コネクタソフトウェアをインストールする前に、次
の事項についてご確認ください。

Windows PCの場合、Microsoft OSの最新アップ
デートがご使用の Windows PC で適用済みであ
ることをご確認ください
WD Sentinel サーバーで現在バックアップ処理
が実行されていないことをご確認ください

注意： 実行中のバックアップ処理は、ダッシュ
ボードの［コンピュータおよびバックアッ
プ］タブで確認することができます。実行中の
バックアップがある場合は画面に表示されま
す。

コネクタソフトウェアのインストール後に、ダッ
シュボードを使用して自動バックアップスケ
ジュールを（就業時間以降に）設定してください。
最初の接続処理の際に手動バックアップを実行す
ると、システム全体のパフォーマンスに影響を与え
ます。

推奨する操作： 
ダッシュボードのホーム画面の［作業の開
始タスク］の処理を完了してください。

注意： 操作方法については、「WD Sentinel
DX4000 管理者ガイド」をご覧ください。

有効なユーザーアカウントをこの段階で少
なくとも 1 つ作成してください。
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Windows PC を追加接続する
1. Windows PCでInternet Explorerを起動し、［アドレ

ス］欄に「http://<IP アドレス >/connect」と入
力します。
例：http://192.168.123.225/connect 
WD Sentinel サーバーの正面にある LCD 画面に、
WD Sentinel 名と IP アドレスが表示されます。

2. 追加接続する Windows PC すべてについて、ス
テップ 3（p. 43）に記載された手順を行います。

Mac を追加接続する

最初の 1 台（Windows PC）を WD Sentinel サーバー
に接続した後に、Mac を接続することができます。

1. Mac で Safari を起動し、WD Sentinel サーバー正
面の LCD 画面に表示された IP アドレスを使用
して、［アドレス］欄に
「http://<IP アドレス >/connect」と入力します。
例：http://192.168.123.225/connect

2. ［Mac 用ソフトウェアをダウンロード］をク
リックします。

3. ダウンロードするコネクタソフトウェアを選
択し、［Connector for Mac］に関する警告が
表示された場合は［開く］をクリックします。

4. 表示された画面で、Mac の管理者のユーザー名
とパスワードを入力し、［OK］をクリックしま
す。

5. ［コンピュータをサーバーに接続］（コンピュー
タをサーバーに接続）ウィザードが表示されま
す。画面の左側に、7 項目のリストが表示され
ます。［続ける］をクリックします。

6. 表示された画面で WD Sentinel サーバー正面の
LCD 画面に表示された IP アドレスを入力し、

［続ける］をクリックします。

7. 表示された画面でご使用のMacを識別可能なコ
ンピュータ名を入力します。
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8. WD Sentinel サーバーの管理者パスワードを入
力し、［続ける］をクリックします。

9. 進捗を表す画面が表示され、続いて［コンピュー
タの説明］画面が表示されます。Mac に関する
説明を入力し、［続ける］をクリックします。

10. 進捗画面はインストールの状態を表します。コ
ンピュータがサーバーに接続されると、［完了］
画面が表示されます。［自動的にローンチパッ
ドを起動する］チェックボックスをオンにし、
［閉じる］をクリックします。

ローンチパッドの［サインイン］画面が表示さ
れます。ダッシュボードで（Windows PC を使用
して）設定したユーザーがサインインすること
ができます。

注意： Macからダッシュボードにアクセスする
ことはできません。

11. ローンチパッドには 3 つの項目があります。
［バックアップ］、［リモート Web アクセス］、
［共有フォルダ］です。

WD Sentinel サーバーを再起動する
WD Sentinel サーバーを Windows PC を使用して安
全に再起動する手順について説明します。

1. ダッシュボードのホーム画面右上の
［サーバーの設定］をクリックします。
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2. 表示された画面左下の［シャットダウン］のド
ロップダウンメニューから［再起動］を選択し
ます。

テクニカル サポート サービス
http://support.wdc.com
www.westerndigital.com

本製品に問題が発生した場合には、WD テクニカル
サポートにお問い合わせください。

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California  92612 
U.S.A.

Western Digital、WD、WD のロゴ、および My Book は、米国および他の
国における Western Digital Technologies, Inc. の登録商標です。My Book
Live は、Western Digital Technologies, Inc. の商標です。本書で言及した
他のマークはその他の会社に属する場合があります。仕様は予告なしに
変更されることがあります。
© 2012 Western Digital Technologies, Inc. All rights reserved.
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警告！ WD Sentinel サーバーの電源ボタンを
3 秒間以上押してもシャットダウンを行うこ
とができますが、この方法は安全ではありま
せん。この方法を使用すると、システム検証
プロセスが開始されます。このプロセスは時
間がかかる場合があります。

北米

英語 855.556.5117 
スペイン語 855.556.5117 
アジア太平洋 +800.6008.6008
日本 00 531 650442
ヨーロッパ（通話料無料 *）00800.27549338

* オーストリア、ベルギー、デンマーク、フランス、ドイ

ツ、アイルランド、イタリア、オランダ、ノルウェー、ス
ペイン、スウェーデン、スイス、英国

ヨーロッパ（通話料有料） +31.880062100
中東 +31.880062100
アフリカ +31.880062100

重要：WD Sentinel サーバーの機能を十分にご
活用いただくために、
http://www.wdc.com/wdproducts/updates/ の

「WD Sentinel DX4000 管理者ガイド」をご覧く
ださい。

http://www.wdc.com/wdproducts/updates/
http://www.wdc.com/wdproducts/updates/



