
Logitec RAID Manager
クイックガイド

Logitec RAID Manager はWindows とMac OS の両プラットフォー
ム上から簡単にRAID 構成などのドライブ管理を実行するソフトウェア
です。本紙ではソフトウェアのダウンロード方法と使用方法についてご
説明します。
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ソフトウェアのダウンロードとインストール

ソフトウェアは弊社Webサイトからダウンロードしてインストールする必要があります。
またWindows と Mac OSではダウンロードアドレスが異なります。ご注意ください。

はじめに、以下のURLにアクセスしてください。

ソフトウェアの名前（Logitec RAID Manager） を確認し「ペー
ジを開く」をクリックしてください。

認証画面が表示されます。製品のシリアルナンバー（製品背面に
記載）を入力して「認証」ボタンを押し、表示された画面にそっ
てダウンロードを行ってください。

３

②クリック

①入力

4 ソフトウェアがダウンロードされ、完了すると以下のファイルが
ダウンロード先に保存されます。

Windows と Mac OS ではインストール手順が異なります。ご使用の
環境に合わせて、該当する部分をご参照ください。

  ■Windows 、Windows Server 環境の場合　
　  ダウンロードアドレス：
　http://dl.logitec.co.jp/download.php?pn=LST-D-922

  ■Mac OS 環境の場合　
　　ダウンロードアドレス：　
　http://dl.logitec.co.jp/download.php?pn=LST-D-923

Windows 用 Mac 用

ダウンロードした
「LogitecRAIDManager_Win_xxxxxxxx.exe」
ファイルを解凍し、フォルダ内にある
setup.exe ファイルをダブルクリックします。
セットアップウィザードが起動します。「次へ」をクリックして
ください。
この後は画面の指示に従い
インストールを進めてくだ
さい。

インストールが実行され、終了すると以下の画面が表示されます。
「閉じる」をクリックしてください。３

ダウンロード方法

インストール方法

Windows 環境の場合

Mac OS 環境の場合

インストーラーが起動します。「続ける」をクリックしてくだ
さい。

以下の画面が表示されます。
「インストール」をクリックしてください。

３

インストールの許可を求めるメッセージが表示されたらパスワー
ドを入力し、「ソフトウェアをインストール」をクリックしてくだ
さい。

4

インストールが実行され、完了すると以下のメッセージが表示され
ます。「閉じる」をクリックしてください。

5

ソフトウェアの起動と終了

Windows 環境の場合

インストール時にデスクトップに作成された「Logitec RAID 
Manager」のショートカットアイコンをダブルクリックしてく
ださい。

ソフトウェアが起動し、Logitec RAID Manager が
タスクトレイに常駐します。
Logitec RAID Manager を開くにはこのアイコンを
クリックしてください。

●Logitec RAID Manager を起動する前に本製品をご使用のパソ
コンに接続しておいてください。

●使用方法については裏面をご参照ください。

起動方法

終了方法

Mac OS 環境の場合

起動方法

Logitec RAID Manager を起動するにはアプリケーションフォ
ルダを開き、「Logitec RAID Manager」をダブルクリックします。

変更の許可を求めるメッセージが表示されたらパスワードを
入力し、「OK」をクリックしてください。

Logitec RAID Manager が起動し、メインメニューが
表示されます。

終了方法

以上でソフトウェアのインストールは終了です。

以上でソフトウェアのインストールは終了です。

Logitec RAID Manager を終了すると、本製品の監視は
行われず、異常を知らせるイベントを検出できなくなります。

Windows 環境の場合、メインメニューを閉じても Logitec RAID 
Manager はタスクトレイに常駐し本製品のモニタリングを続け
ます。 
閉じた後に再度「Logitec RAID Manager」を開くには、タスク
トレイにあるアイコンを再度クリックしてください。

Logitec RAID Manager を終了するには、タスクトレイにあるア
イコンを右クリックして「終了」を選択します。

Logitec RAID Manager を終了すると、本製品の監視は
行われず、異常を知らせるイベントを検出できなくなります。

Logitec RAID Manager を終了するには、RAID Manager が開
いている状態でメニューバーの「Logitec RAID Manager」から
「終了」を選択します。

クリック

※インストールの際、ユーザーアカウント制御の画面が表示されたら、
「はい」を選択してください。

クリック

クリック

クリック

1. 入力

2. クリック

クリック

※インストールの際、ユーザーアカウント制御の画面が表示されたら、
「はい」を選択してください。

３ Logitec RAID Manager が開きます。ここから各種設定が可能
です。

３

1. 入力

2. クリック

裏面に続きます

対応OS
Logitec RAID Manager は以下の環境でご使用いただけます。

○Windows 環境
 Windows 10、Windows 8.1、Windows 7
○Windows Server 環境
 Windows Server 2016
 Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012
  Windows Server 2008 R2、
 Windows Server 2008 (32bit/64bit)
○Mac OS 環境
 macOS Mojave 10.14
 macOS High Sierra 10.13
 macOS Sierra 10.12
 Mac OS X 10.11, 10.10, 10.9, 10.8

クリック

※上の画面はWindows版のダウンロードページです。

ダウンロードした
「LogitecRAIDManager_mac_xxxxxxxx.zip」
ファイルを解凍し、フォルダ内にある
「Logitec RAID Manager.pkg」ファイルをダ
ブルクリックします。

1. 選択

2. ダブルクリック

クリック
※各ファイル名の xxxxxxxx 部
分には 8桁の数字が記載さ
れています。

クリック



RAID 構成の削除

●Logitec RAID Manager では、RAID 構成の設定や削除、ハードディ
スクの状態監視、イベントログの収集、障害イベントの通知機能な
どが利用可能です。

●スクリーンショットはWindows 環境のものですが、Mac の場合も
操作は同様です。OSにより異なる場合、説明文内で明記いたします。

Logitec RAID Manager の使用方法

●本製品内のデータはRAID 構成を削除する場合や、新たにRAID
構築する際、または構成を変更するときに全て消去されます。ハー
ドディスクのデータはお客様の責任において、あらかじめバック
アップしておいてください。

本製品からRAID 構成を削除する場合、「RAID 管理」タブから
「RAID 構成の削除」ボタンをクリックしてください。

本製品がパソコンから認識されていないと、以下の画面のように未接続
と表示されます。その場合、接続を確認して「更新」ボタンをクリック
してください。

確認のメッセージが表示されます。「OK」をクリックします。

削除が完了すると「RAID 管理」画面のRAID 装置の右側が
「Single モード」と表示されます。

３

RAID の構築

新しく本製品にRAID を設定する場合、「Logitec RAID Manager」
画面上でRAID 装置が Single モードになっていることを確認してく
ださい。

「RAID 管理」タブが選択されていることを確認し、構築する
RAID のタイプを選択し「RAID 構築」ボタンをクリックします。

構築可能なRAID 構成や、それぞれの特徴については製品の取
扱説明書をご参照ください。

確認のメッセージが表示されます。「OK」をクリックします。３

RAIDの構築が完了すると画面に以下のメッセージが表示され
ます。「OK」をクリックしてください。

4

ドライブ情報の確認

「RAID/SATAドライブ情報」タブからはセットされているハー
ドディスクのS.M.A.R.T 情報を確認できます。

S.M.A.R.T 情報を確認するには画面上の部分で確認したいSATA
ドライブを選択してから、「RAID/SATAドライブ情報」タブを選
択してください。

イベントログの確認

「イベントログ」タブには本製品運用中のRAID 構成情報やド
ライブエラー、リビルド情報などが記録されています。

「イベント情報」タブを選択すると、番号順にイベント発生日時、
イベントのタイプ、内容が確認できます。
最新の情報に「更新」し、「ファイルに保存」することもできます。

障害発生時のメール通知機能

Logitec RAID Manager は RAID 構成やドライブに異常が発生した際に自動
的に検出し、電子メールで通知する機能があります。
設定方法は以下をご参照ください。
※メール通知機能を使用するにはインターネット接続環境とメールアカウン
トが必要です。

「拡張機能」タブ選択し、「メール送信機能を有効にする」にチェッ
クを入れ、メール送信イベントで、通知を受けたいイベントを
チェックします。

RAID異常

リビルド完了

HDD温度異常

HDD S.M.A.R.T 異常

RAID構成に何らかの異常が発生した場合にメールが送
信されます。
再構築が完了した時にメールが送信されます。

ハードディスクの温度が異常に上昇した際にメールが送
信されます。
ハードディスクに異常が発生した際にメールが送信され
ます。

「送信先アドレス」、「送信元アドレス」、「ユーザー名」「パス
ワード」を入力し、「適用」をクリックしてください。

※入力に必要な情報はプロバイダの契約情報をご確認ください。

※会社などの社内セキュリティの関係で特定のポートを指定
する必要がある場合、ポート番号を指定してください。

３ 「テスト送信」からテストメールを送信し、正しく設定され
ていることを確認してください。

その他の機能

省エネモード
省エネモードを有効にすると、PCの電源連動とは別に、本製品の
ドライブの回転を止めるように設定できます。
「RAID 管理」タブから「省エネモードを有効にする」にチェック
を入れ、省エネモードに入るまでの時間を設定して、「適用」をクリッ
クしてください。
なお、シングルモードではご使用できません。

情報の更新、ブザーの一時停止
Logiec RAID Manager の「更新」ボタンを押すと本製品の状態を
確認し、最新の情報に更新されます。
ブザー搭載製品は「ブザーの一時停止」ボタンを押すと本製品のブ
ザーを一時的に停止します。
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クリック

クリック

確認

 1.RAID タイプ
を選択

2. クリック

クリック

新しく構築されたボリュームはそのままではパソコンから認識され
ません。製品の取扱説明書を参照し、本製品のフォーマットを実行
してください。

1. ドライブを選択

2.[RAID/SATAドライブ
情報 ]を選択

1. 選択

2. 確認

1. 選択

2. チェック

3. チェック

1. 設定

2. クリック

省エネモード設定時はドライブ情報、SMART情報、イベン
トログが自動更新されません。また、製品を複数台接続して
いる場合も同様に自動更新ができなくなります。
更新ボタンを押した場合はドライブ情報、SMART情報、イ
ベントログが更新されます。

1. チェック

2. 設定

3. クリック

※省エネモード設定時はドライブ情報、SMART情報、イベントログ
が自動更新されません。

　詳しくは「その他の機能」をご参照ください。

※イベントログの情報はパソコンのON/OFF、再起動、Logitec 
RAID Manager を終了すると消去されます。

　情報を保存したい場合は、事前に「ファイルに保存」を行ってください。

○LHD-2BRHU3シリーズ、LGB-2BRHU3、LHR-2BRHU3
をご使用の場合

RAID Manager で RAID 構成を変更した場合は製品背面のディッ
プスイッチのRAID 設定とRAID Manager で設定したRAID 構成
が異なる場合があります。
この場合、RAID 状態の確認は必ずRAID Manager 上で行ってく
ださい。
背面のディップスイッチはそのままの設定でご使用頂いても問題あ
りませんが、製品本体からもRAID 状態が分かる様に合わせて変更
して頂く事を推奨致します。（電源をONにしたままディップスイッ
チだけを移動してください。この際、モード設定ボタンや電源ボタ
ンには絶対に触れないでください。）


