
本製品にはHDDや本体に異常が発生した場合に、
メールで通知をする機能があります。

管理画面のメニューで→ [通知設定］ を開きます。1

以下は各項目の説明です。

ビープの通知

E メール通知
認証方法
セキュリティタイプ
SMTP サーバー
ポート
SMTP アカウントID 
アカウントのパスワード
ログレベル

送信者メールアドレス
HELO/EHLO ドメイン名

受取人のEメールアドレス
（1、2、3、4）

問題の発生時にビープ音を出すシステム警報機を有効/ 
無効にします。
システム問題のEメール通知を有効/ 無効にします。
SMTP サーバーアカウントの認証タイプを選択します。
セキュリティタイプを選択します。
SMTP サーバーのホスト名/IP アドレスを指定します。
SMTP サーバーのポート番号を指定します。
SMTPサーバーのアカウントIDを指定します。
SMTPアカウントのパスワードを入力します。
Eメールを送信するログレベルを3レベルから選択します。
すべて：「情報」「警告」「エラー」の内容が送信されます。
警　告/エラー：「警告」「エラー」の内容が送信されます。
エラー：「エラー」の内容が送信されます。
Eメールを送信するメールアドレスを設定します。
HELO/EHLO コマンドに与える引数を指定します。
SMTP サーバー管理者より指定された場合設定して
ください。

Eメール通知を受信する1人または複数の受信者の 
Eメールアドレスを追加します。

項目 説明

各項目を入力し［適用］を押して設定を確定します。2

 メール通知される内容は以下の通りです。
・再起動、シャットダウン、起動完了のお知らせ
・RAID異常のお知らせ
・UPS電源異常のお知らせ
・共有フォルダ追加・削除のお知らせ
・不良ブロック検査開始・完了のお知らせ
・S.M.A.R.T.検査開始・完了のお知らせ
・S.M.A.R.T.異常のお知らせ
・バックアップ開始・完了のお知らせ
・最新ファームウェアアップデータ利用可能のお知らせ

以下のようなテストメールが送信されます。

Hello  受取人のメールアドレス 

This notification message is generated automatically from 
[ホスト名] (IPアドレス).
The system experienced the following event(s).

This is a test email sent by [ホスト名].
If you received this email, that means the configuration was 
set up correctly.

Please be aware of the event(s) above. Also if necessary, 
please react to the event(s).
==============================================
The automated message is generated at 年-月-日 時:分:秒 by
[ホスト名] (RAID状態) (IPアドレス).

通知内容により、この部分の内容が変わります。
具体的な内容につきましては、裏面を参照ください。
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メール通知内容

各項目を入力し→ [Eメールテスト］ を押すと、
テストメールが送信されます。
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The system [ホスト名] boot successfully.. システム起動完了後に送信されます。情報

警告

起動完了

The system ホスト名 shutdown. システムがシャットダウンされるときに送信されます。シャットダウン

The system ホスト名 reboot. 再起動が完了したときに送信されます。再起動完了

The RAID [RAID ID] on system [ホスト名] is healthy
now. RAIDチェックを行い、問題ないときに送信されます。RAIDチェック

RAID [RAID ID] on [ホスト名] was formatted
complete.

You have add folder [ フォルダ名 ]. 共有フォルダが追加されたときに送信されます。フォルダ追加

You have delete folder [ フォルダ名 ]. 共有フォルダが削除されたときに送信されます。フォルダ削除

Bad block(HD Tray No: *) scanning start. 不良ブロック検出を開始したときに送信されます。不良ブロック検出開始

SMART(HD Tray No: *) testing start. SMART検査を開始したときに送信されます。S.M.A.R.T.検査開始

DataGuard : Task [ タスク名 ] status [Backup Start]. バックアップタスク開始時に送信されます。バックアップスタート

DataGuard : Task [ タスク名 ] status [Backup Success]. バックアップタスクが完了したときに送信されます。バックアップ完了

The latest update for NSR-MST_SERIES is available. 最新ファームウェアのアップデートが利用可能になったとき
送信されます。アップデート通知

The RAID [RAID ID] on system [ホスト名] is suffering
from disk problem.
RAID status is DEGRADED now. However,
the data access is still functional. 
Please solve the disk problem
(e.g. replacing with a new hard disk). 
The system will bring RAID back to the healthy
state automatically. 

RAID異常が発生しています。故障したディスクを交換してください。RAID異常

エラー
DataGuard : Task [ タスク名 ] status [Backup Error], 
Target folder [ フォルダ名 ] does not exist.

バックアップ先のフォルダが無いため失敗しています。
バックアップ先のフォルダを確認してください。バックアップエラー

Can't start encrypt raid[ RAID ID ], you have to plug 
correct usb key before you can use it.

暗号化された[ RAID名 ]を起動できません。
暗号化キーを保存したUSB メモリを接続してください。暗号化エラー

The system [ホスト名] found communications lost to
the UPS.
The USB UPS connection failed could caused by
system reboot, please unplug/plug and re-enable
USB UPS again to correct it.

UPSと正常に接続されていません。
USBケーブルの接続を確認してください。

UPS電源異常

The system [ホスト名] is on battery power.
UPS Model :  UPS型番   Battery Status :  ** %
Power : Battery

UPSがバッテリー動作をしています。電源を確認してください。UPS

SMART(HD Tray No: *) testing has completed,
the result is normal. SMART検査が完了したときに送信されます。S.M.A.R.T.検査完了

Bad block(HD Tray No: *) scanning has completed,
the result is normal.

According to SMART, the Reallocated_Sector_Ct 
value[0] of Disk 1 has changed with the previously 
different [NONE]. (HDD型番)

SMART検査で異常が発見されたときに送信されます。
SMART情報を参照してください。S.M.A.R.T.異常のお知らせ

不良ブロック検出が完了したときに送信されます。不良ブロック検出完了

RAID作成が完了し、フォーマットが完了したときに送信されます。RAID作成完了


