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1  はじめにお読み下さい           
このたびは、製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。末永くご愛用賜りますようお

願い申し上げます。本書は、製品を正しくお使い頂くために必要なことや、取扱い上でご注意いた

だく点について説明してあります。お使いになる前に必ず本書をお読みください。お読み頂いた後

はお手元に大切に保管して下さい。 

この取扱説明書には、製品の使用方法などの重要情報と取扱上のご注意事項等が説明されてお

ります。ご使用する前に必ず本書をお読み下さい。 

 

○本書に関する注意事項                       

■本書に正確な情報を記載するように努めましたが、誤植や制作上の誤記がないことを保証する

ものではありません。 

■この取扱説明書に記載されている情報は、機能改善のため予告なしに変更されることがありま

す。 

■本製品の仕様は、予告なく変更されることがあります。 

■本製品および本マニュアルに記載の会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。 

■Microsoft、Windowsは、米国Microsoft社の登録商標です。 

■MacOS、Mac、Macintoshは、米国アップルコンピューター社の登録商標です。 

■その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標、および登録商標です。本書に記載の

他社商品名は参考を目的としたものです。 

 

○安全にお使いいただくために              

■製品本体を設置する際は平らで安定した場所に設置してください。 

 

 

 

 

 

 

■製品は水気のある場所や高温となりうる可能性のある場所から離してご利用下さい良好な通

気を確保するためにも、 本体の通気口は塞がない様に設置して下さい。 

 

■製品の改造は絶対に行わないでください。感電事等の事故に繋がる恐れがございますので絶

対におやめ下さい。 
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■製品を曲げたり、落とす、ぶつける、上に物をのせる等は故障の原因になりますので避けてくだ

さい。 

■本製品に付属のACケーブル、又はACアダプタは本製品専用です。他の機器ではご利用頂け

ませんのでご注意下さい。 

■電源ケーブルをコンセントに挿したまま取り付け作業を行わないでください。故障や事故の原因

になります。 

■製品が結露等で濡れている場合は、取り付け作業を行わないでください。故障や事故の原因に

なります。 

■煙が出たり異臭がした場合は、直ちに製品の電源を切り、電源ケーブルもコンセントから抜き、

弊社サポートまでご連絡ください。 

■この製品は電子部品です。故障や誤作動の原因になりますので、静電気の影響を受けないよ

うに注意してください。 

■この製品は、個人的使用を想定した商品です。人命等が関わる設備などで本製品を使用し重

大な事故が発生しても弊社では責任を負いかねます。 

■この製品を保管する場合、高温多湿な場所や振動、衝撃の加わる場所は避けてください。故障

の原因になります。 

 

○製品保証について                   

本製品の保証期間はご購入日より1年間となります。（初期不良期間に関しましては1週間）保証

期間内において、お客様の正常なご使用状態で本製品が故障した場合には、無償で修理、又は

交換ににて対応を致します。製品の保証に関しましては製品本体が対象となります。付属ケーブ

ルやネジ等の消耗品に関しましては上記無償保証対象外となります。ご購入時に付属ケーブル

やネジ等の消耗品に欠品・不良があった場合はすぐに弊社サポートまでお知らせください。又、誤

った使い方や事故等による故障、又はお客様が機能の変更等を行われた場合についての保証は

致しかねます。なお、この保証は故障により生じた如何なる製品への損失に対しても責任を取る

ものではなく、お客様のコンピュータ、映像機器、記録されたデータ等についても保証対象外とさ

せて頂きます。万一の場合がございますので、重要なデータ等は定期的にバックアップをとる事を

強くお勧めします。 

 

○製品のお問い合わせ窓口                

デンノー ユーザーサポート係 

営業時間      月曜日～金曜日 10：00～12：00・13：00～17：00 

TEL         048-446-7182 FAX 048-446-7184  

ホームページ    http://www.mathey.jp  サポートメール   support@mathey.jp 

mailto:support@mathey.jp
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2  製品の特徴と仕様               
 

○各部名称について                    

 

A .LCM ディスプレイ  B .電源タッチスイッチ  C. UP(上)ボタン  D. DOWN（下）ボタン 

E. ESC(戻る)ボタン  F .ENTER（決定）ボタン G .アラームインジケーター  

H .アラームミュートボタン I. トレーハンドル  J. HDD アクセス LED K .トレーロック解除穴 

L .電源コネクタ M .メイン電源スイッチ N .冷却ファン O .USB3.2 Gen2 Type C ポート  

P .防犯ロック穴 

 

○LED インジケーター種類                      
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○製品の特徴                       

STARDOM SOHO SR2-B31 は高速な USB3.2 Gen2 TypeC ポートを搭載し、2 種類のストレー 

ジモードを設定可能なハードウェア RAID ストレージケースです。前面部に本体の状況を確認 

できる LCM ディスプレイを搭載。リムーバルトレー方式の採用により障害発生時に搭載ドライ 

ブへのアクセスを容易に行う事が可能です。 

 

■タッチパネルボタンと LCM ディスプレイを搭載 

SR2-B31 は前面部にタッチボタン形式を採用しており、本体の各種操作を行う事が可能。従 

来のボタン操作式よりも操作性に優れており、より快適にご利用頂く事ができます。更に前面 

部に視認性に優れる LCM ディスプレイを搭載し、各種状態を確認する事が可能です。障害 

発生時にはディスプレイ表示と本体部のアラーム音により確認できます。 

 

■最大 10Gbps の帯域幅を持つ USB3.2 Gen2 ポート搭載 

SR2-B31 は高速な USB3.2 Gen2 Type C ポートを搭載。最大で 10G/S（理論値）の高速デー 

タ転送をサポートし、市販の 3.5/2.5 型 HDD/SSD を搭載する事により、高速な大容量ストレ 

ージデバイスを構築する事ができます。 

 

■2 種類の RAID モードを選択可能 

SR2-B31 はハードウェア RAID コントローラを搭載し、前面部のパネルの操作により簡単に 

RAID モードを設定する事が可能です。安全性に優れた RAID1（セーフモード）、2 大容量・高 

速性を実現する RAID0（スピードモード）を状況により設定することが可能です。 

 

■3.5/2.5 インチ HDD/SSＤ搭載可能リムーバルトレー 

SR2-B31 はメンテナンスの際に非常に便利なリムーバルトレー方式を採用し、搭載ドライブの

交換を簡単に行う事が可能です。更に本製品に搭載されたトレーは 3.5 インチ HDD だけでな

く、2.5 インチ HDD/SSD を搭載できるように設計されており、最新の SSD を搭載する事により

高速なストレージ環境を構築する事が可能です。 

 

■WindowsOS 向け RAID 監視ユーティリティ 

SR2-B31 は、本体の状態を表示できる LCM 画面に加えて、Windows ユーザー向けに

RAIDGuideManager 監視ソフトウェアも提供します。 これにより、ユーザーは監視プログラム

を通じて RAID モジュールと搭載ハードディスクのステータスをより直接的に確認する事がで

きます。※Windows 用ユーティリティは下記弊社製品 HP よりダウンロードが可能です 

http://www.mathey.jp/SR2-B31.html 
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○製品の仕様                       

品名 SOHORAID SR2 USB3.1 型番 SR2-B31 

カラー/材質 シルバー/アルミニウム JAN 4538124010811 

対応 HDD 3.5/2.5 SATA HDD/SSD*2 

動作環境 

動作温度 ：10 ∼ 35 ℃  

インターフェイス USB3.2 Gen2 Type-C*x 1 保存温度 ： -20 ∼ 47℃ 

転送速度 最大 10Gbps（理論値） 動作湿度 ： 20 ∼ 80% RH 

対応 RAID モード RAID0、RAID1 サイズ 
122mm (W) x 102 mm (H) x 205 

mm (D） 

対応機種 

Thunderbolt3 又は USB TypeC ポ

ートを搭載する Mac/Windows 機

種 

対応 OS Windows7 以降、MacOS10 以降 

製品同梱物 
・製品本体 *1 ・USB 3.2 Gen 2 (Type-C to Type-C) ケーブル *1 ・専用ACケーブル 

*1 ・クイックガイド ・トレーキーパーツ*2 

 

○ハードウェア使用時の注意事項                      

■RAID ボリュームを構成時、異なる容量のディスクを搭載した場合、基準となるドライブは容

量が最小の物となります。RAID を構成する場合は、同じ容量、ブランド、型番の HDD を全て

のスロットで使用する事を推奨します。RAID 構成時に新しいディスクと交換が必要となった場

合は、同様に同じ仕様、容量、ブランドの物をご利用下さい。同ディスクが難しい場合は、現

在のディスクよりも容量が最低でも 20GB 以上大きいディスクをご利用下さい。 

■ご利用になられる OS のファイルシステムにより、実際に搭載された HDD 容量と OS 上で

表記される容量が異なる場合がございます。 

■本製品を初めてセットアップ時、事前に必ず重要なデータなどはバックアップをしてからご

利用下さい。本製品にて RAID の設定などを行うと、搭載ディスク内のデータは全て削除をさ

れます。 

■ディスク搭載時、システムのクラッシュやデータの損失を避けるために、事前に搭載ディス

クに故障や不良セクタが無い事を確認してください。本製品で既に別の RAID 機器で使用した

データがある HDD を搭載する場合は、トラブルを回避するため、一度初期化してから使用す

る事を強くお勧め致します。 

■お使いのコンピュータシステムから製品の電源を切るか取り外すときは、必ずオペレーティ

ングシステムから安全に取り外してください。 

■製品をコンピュータシステムに接続するときは、データ転送中にハードドライブを取り外した

り、挿入したり、交換したりしないでください。 

■RAID 構成時、ディスクの位置を変更すると RAID 構成が破壊される可能性があるため、最
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初のインストールが完了したらドライブの位置は変更しない事を推奨します。 

■作成済みの RAID 設定を変更する場合は、削除または変更する前に、必ずディスク内の重

要データはバックアップを行って下さい。 

■RAID1 モードに関しましては搭載するディスクの内 1 台のディスク障害が発生した場合に限り、

データの再構築を行う事が可能です。これ等の台数以上のディスクに障害が発生した場合、保存

されたデータはすでに破損しているか失われている可能性があります。 その他モードでは、搭載

するディスクに 1 台でも障害が発生した場合、保存されたデータがすでに破損または紛失している

可能性があります。定期的なデータバックアップを実行する事を強く推奨いたします。 

■製品をコンピュータより取り外す場合は、電源を切る前にオペレーティングシステム上で外付け

ディスクの安全な取り外しを実行してから取り外して下さい。 

■製品に保存された重要なデータに関しましては、定期的に別のストレージデバイスまたはリモ

ートストレージ機器等にバックアップすることを強くお勧めします。 弊社は、本製品に保存された

データの破損または紛失に関して、一切の責任を負わないものとします。 

 

 

 

3  製品のセットアップ方法          

はじめに、本製品を使用する際は、以下の方法でドライブをケースに組み込みます。取

り付けの際は静電気によるパーツの破損を防ぐため、アースされている金属（水道管など）

に触れ、体内の静電気を逃がしてからハードディスクの取り付け作業を行うようにして下さい。 

 

①製品付属品よりネジセット袋に入っているキーパーツを取り出します。 

                     

                       トレーキーパーツ   

                        
 

②キーパーツの先端部をトレー鍵穴に差し込むと、トレーのハンドルが前に出ます。トレーの

ハンドルを引き出し、トレーを本体から取り外します。 

 

③トレーに下図の様に付属のネジセットよりネジを取り出し、ドライブを固定します。 

注）小さいネジは 2.5 インチディスク固定用となります。 
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④ネジの取り付けが完了しましたら、トレーを製品本体に戻し、ハンドル部分を押し込み、固

定をします。 

 

⑤本体に電源ケーブルを接続後、コンピュータのインターフェイスポートと付属の USB ケーブ

ルを接続します。 

 

⑥本体背面のメイン電源スイッチを ON にします。 

⑦前面部の電源タッチスイッチ が赤く点灯するので、青に点灯するまで電源タッチスイッ

チ部を指で軽く長押しします。 

 

⑧前面部の LCM ディスプレイが下記の表示になれば製品の機動は完了です。 

※本製品の工場出荷時のデフォルトのストレージモードは RAID1（ミラーリング）となります。 

 

※製品をしばらく使用しない場合は、製品をシャットダウンモードにすることができます。 

電源タッチスイッチ がオフになるまで、指で長押しします。 製品を使用する場合は、電源

タッチスイッチを長押しして電源を入れてください。  

製品を長期間使用しない場合は、シャットダウンモードの状態で製品背面のメイン電源スイッ

チをオフにしてください。 
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〇RAID モードの切り替え方法について          

本製品は前面部のボタンの操作により、RAID1（ミラーリング）又は RAID0（ストライピング）を

設定する事が可能です。工場出荷時の RAID モードは RAID1（ミラーリング）となります。

RAID1（ミラーリング）で使用する場合は、以下の RAID 切り替えの操作は必要ございません。

ドライブ搭載完了後、OS のディスクユーティリティでフォーマットをしてからご利用下さい。 

 

【本製品で設定可能な RAID モードについて】 

・RAID1・・・工場出荷時デフォルトのモードです。RAID 1 は別名「ミラーリング」とも呼ばれ、搭載

された容量が同じ 2 台のディスクに同じ内容のデータを同時に書き込む RAID モードです。総合容

量は半分となりますが、もしも一台のハードディスクが故障したとしても、もう一方の正常な方の

HDD がデータを保持しているので、HDD の故障によるデータの損失を最小限に抑えることができ

ます。フォーマット完了後、OS 上では搭載 HDD1 台分の容量の単一ドライブとして認識されます。 

 

・RAID0・・・・パフォーマンスを重視したモードです。容量が同じディスクを搭載時、RAID 0 は

「ストライピング」とも呼ばれ、搭載された容量が同じ 2 台のディスクを 1 台のディスクとして認識さ

せる技術で大容量の単一ストレージを実現する RAID モードです。指定したデータを 2 つ以上の

HDD に分散させて同時に書き込みを行いますので、パフォーマンスの高いデータ転送が可能です。

容量の大きいデータを高速処理する際に最適です。フォーマット完了後、OS 上では搭載 HDD2 台

の合計分の容量の単一ドライブとして認識されます。 

 

【RAID モードの切り替え方法】 

製品の工場出荷時の RAID モードは RAID1（ミラーリング）です。RAID モードを切り替える場

合は以下の方法で切り替えを行います。 

 

① 製品背面のメイン電源スイッチを ON にします。 

 

② 製品前面部の電源スイッチが赤く点灯するので、電源スイッチを指で長押しし、電源をON

にします。  

 

③ LCM 画面上に下記の画面が表示されるのと同時に、前面部の「UP」ボタンを指で長押し

します。 
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④ 操作が成功すると LCM 画面上に下記の「Change to RAID ～」 という画面が表示されま

す。RAID モードを切り替えたい場合は「ENTER」ボタンを押してください。やめる場合は、

「ESC」ボタンを押してください。 

                  

※LCM 画面上に上記の「Change to RAID ～」 の画面が表示されずに、「Pri HDD OK  

SecHDD OK 」 という画面に切り替わってしまった場合は、一度製品前面部の電源スイッチ

をオフにし、再度②から作業をやり直して下さい。 

                  

⑤ 「ENTER」ボタンを押した後に以下の「Raidmode Change Please Reboot」という画面が表

示をされれば、RAID モードが正常に切り替えられたことを意味します。前面部の電源スイ

ッチを指で長押ししてオフにし、再度オンにして下さい。 

製品機動時、LCM 画面に現在の RAID モードが表示されます。起動が完了後、OS 上の

ディスクユーティリティでディスクを初期化及びにフォーマットをしてご利用下さい。 

 

                  
 

※「Change to RAID ～」の画面表示中に数秒間何も操作が無かった場合、又は ESC を選択

した場合は、「Pri HDD OK  SecHDD OK 」 という画面に切り替わりますので、その場合は

再度②からやり直して下さい。 
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○搭載ドライブに障害が発生した場合             

使用時に下記の画像の様な表示がされ本体よりアラーム音が鳴る場合、これは搭載ドライブ

に障害が発生している事を示します。「PRI」は上段ドライブ、「SEC」は下段ドライブを意味しま

す。「〇」は正常、「×」又は「M」は該当スロットの搭載ドライブに障害が発生している事を意

味します。 

      

    RAID1 時 PRI ドライブに障害が発生     RAID0 時に SEC ドライブに障害が発生 

 

上記が発生した場合、システムの前面にある MUTE ボタンを押して音声アラームをオフにし、 

SR2 を再起動をして、該当ドライブが実際に障害が発生しているかどうかを再度確認をして下

さい。 

搭載ドライブに障害が発生した場合、RAID0(ストライピング)モード設定時に関しましては、中

のデータは失われ、アクセスする事ができません。再度製品を使用する場合は、障害発生ド

ライブを交換した後に OS 上のディスクユーティリティで初期化(フォーマット)を行ってからご利

用下さい。 

RAID1(ミラーリング)モード使用時に搭載ドライブの内どちらか 1 台のドライブに障害が発生し

た場合は、障害発生ドライブを新しいドライブと交換を行う事により、データの再構築を行う事

ができます。下記の「データの再構築について（RAID1 ミラーリング設定時のみ）」をご参照

頂き、障害ドライブの交換を実行して下さい。 

 

○データの再構築について（RAID1 ミラーリング設定時のみ）             

RAID1(ミラーリング)モード、搭載ドライブの内、どちらか 1 台のディスクに障害が発生した場

合に限り、障害が発生したドライブを新しいドライブと交換を行う事により、データの再構築を

行う事ができます。 

※同時に 2 台の HDD に障害が発生した場合、及びに RAID0 モードで運用をしていた場合、

データの再構築作業は行う事ができませんのでご注意下さい。 

※ドライブの交換は同メーカー同モデルのドライブを使用する事を推奨しますが、もしも用意

できない場合は同じ仕様の元のドライブと容量が同じか容量が大きいドライブを使用してくだ

さい。ドライブの交換時に、過去に RAID1 を構築していたドライブを交換ドライブとして使用し

た場合、RAID 情報が残ったままであると誤作動の原因につながりますため、RAID 情報が完

全に消去してから使用するか、新しいディスクを使用する事を推奨します。 
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①故障ドライブの交換が完了し、SR2 の電源を ON にするとシステムはデータの再構築を実

行します。データ再構築の必要処理時間に関しましては、搭載ドライブの容量により変化しま

す。 データの再構築中は、作業が完了するまで SR2 を使用しないことをお勧めします。作業

中にシステムを使用すると、処理が完了するまでの時間に遅れが発生する可能性があります

ので、作業が完了するまで待ってから使用をお勧めいたします。 

 

②データ再構築プロセス中、LCM 画面には下記の様に再構築の進行率がパーセンテージで

表示されます。  

      

※データの再構築中に製品の電源をオフにした場合、次に電源をオンにした時に自動で続き

から作業が行われます。 

 

再構築作業中に下記の画面が表示をされ、再構築作業を続行できない場合は、SR2 を再起

動させ再度再構築作業が開始されるか確認してください。再び同じ画面が表示される場合は、

ドライブを現在とは別のディスクに交換して再度やり直して下さい。 

   

       

○LCM画面のその他表示について               

SR2 稼働時に UP ボタンまたは DOWN ボタンを押すことにより、LCM 画面に製品のファーム

ウェアバージョン、システム温度、冷却ファンのステータスなどの情報を表示できます。3 秒間

何も操作が無かった場合、ディスプレイは通常の状態に戻ります。 

 

    

      システム内温度表示                冷却ファン回転数 

 

 



 14 

○Windows 専用 GUI モニタリングソフトウェアについて               

WindowsOS で本製品をご利用の場合、弊社 HP の製品紹介ページより本製品に対応する

GUI モニタリングソフトウェアをダウンロード可能です。 

弊社 SR2-B31 製品ページ   http://www.mathey.jp/SR2-B31.html 

 

ダウンロード後に本製品がコンピュータに接続をされた状態でソフトウェアを実行すると、以下

の画面が表示されます。 

 

〇.システムステータス 

この GUI は、接続された SR2 を自動的に検出し、それに応じて相対情報を表示します。 

システムの状態が表示をされます。HDD1 が Pri 上段搭載ドライブ、HDD2 が Sec 下段搭載ド

ライブとなります。 

 

               

 

〇ファームウェアのアップグレード 

通常の場合、この項目は使用しません。アップグレードファイルが発生した場合、 

弊社製品ホームページでご案内を致します。 

 

〇E メール通知 

ドライブに障害発生、または取り外しをされた場合、登録された電子メールアドレスへ通知を

します。 
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・Email のセットアップ 

1） 「送信」SMTP と電子メールの名前とアドレスを挿入します。各値に関しましては電子メー

ルの管理者にご確認下さい。 

 

2） パスワードが必要な場合は、「SMTP ログイン認証」オプションを選択し、パスワードを入

力します。 

 

3） 設定が完了したら、「OK」ボタンをクリックして保存します。 

※有効にするには、構成時にデバイスを動作状態で接続する必要があります。 

 

・ドライブの障害/取り外しの通知 

 

             

 

1） 通知を受信者するメールアドレスを挿入し、「+」をクリックして挿入したものを追加します 
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通知リストへ最大 10 個のメールアドレスが追加可能 

 

2） 「件名 Subject」と「内容 Contents」の列からエラーメッセージと説明を挿入します。 

 

3） 設定が完了したら、「OK」ボタンをクリックして保存します。 

 

※有効にするには、構成時にデバイスを動作状態で接続する必要があります。 

 

〇S.M.A.R.T. 

搭載しているドライブの S.M.A.R.T.情報が表示をされます。搭載ドライブが対応していない場

合、正常に表示をされない場合がございます。 

 

               

 

〇ABOUT 

本ユーティリティのバージョンが表示をされます。 
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○MAC OS X 以降ご利用時のディスクフォーマット方法           

・MAC OSX以降環境での HDD初期化方法について 

HDD初期化作業を行うと HDD内の情報は全て消去されますのでご注意下さい。 

HDDを初期化する場合、OS「アプリケーション」フォルダの「ユーティリティ」フォル

ダにある「ディスクユーティリティ」を起動します。以下の画面が表示されますので、

本製品を選択し、「消去」より初期化して下さい。パーティションを分ける場合は、「パ

ーティション」をクリックし、パーティション数を選び初期化して下さい。 

 

 

 

・MAC OSX環境での安全な取り外し方法 

ハードウェアを取り外す際は必ず以下の手順に添って安全な取り外しを行って下さい。

ドライブを外す時は必ずデスクトップ上のドライブアイコンをゴミ箱にドラッグドロ

ップして、あるいはフォーマットソフトでアンマウントしてから、コンピュータ本体か

らケーブルを取り外して下さい。 
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○Windows ご利用時のディスクフォーマット方法           

Windows環境での HDD 初期化方法 

※HDD初期化作業を行うと HDD内の情報は全て消去されますのでご注意下さい。 

以下は Windows7ご利用時の初期化方法になります。OSのバージョンにより方法が異な

る場合がございます。尚、初期化方法の詳細に関しましては OS の製造元にご確認下さ

い。 

①HDDを初期化する場合、OSのスタートメニューを開き、メニュー一覧内の「コンピュ

ータ」の上で右クリックをします。メニューが開くので、管理をクリックします。 

 

②コンピュータの管理画面が表示されますので、左の中にある記憶域→ディスクの管理

を選択します。ディスクの初期化画面が表示されますので、MBR又は GPTを選択し、OK

を押します。 
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③本製品のボリューム（未割り当て）を選択し、ボリューム表示の上で右クリックをし

ます。メニューが現れますので、新しいシンプルボリュームを選択し、表示指示に従い

フォーマットを実行してください。 

 

 
 

 

・Windows 環境での安全な取り外し方法 

ハードウェアを取り外す際は必ず以下の手順に添って安全な取り外しを行って下さい。 

 

①画面右下タスクトレイのアイコン群から「ハードウェアの取り外しアイコン」をダブ

ルクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②コンピュータに接続されたハードウェアリストが表示されますので、本製品を選択し

て取り外しを完了してください。 


