
Thecus WSSE スタートガイド
N2000/W4000/W5000/W5810 シリーズ



ii 著作権/商標告知

 � 著作権/商標告知
Thecus および他の Thecus 製品名は、Thecus Technology Corp の商標です。
Microsoft (マイクロソフト)、Windows、Windows のロゴはマイクロソフト・コーポ
レーションの商標です。Apple、iTunes、Apple OS X はアップル・コンピュータ社の商
標です。他の商標、ブランド名の所有権はすべて各所有者に属します。仕様は予告なし
に変更されることがあります。

著作権 © 2015 Thecus Technology Corporation. 無断複写・転載を禁じます。

 � 本マニュアルについて
本マニュアル中の情報はすべて、正確さを保証するため入念に検証されていますが、誤
りを見つけた場合は、弊社までご一報をいただくようにお願い申し上げます。Thecus 
Technology Corporation は本マニュアルの内容を予告なくして変更する権利を有しま
す。

製品名：Thecus W2000/W4000/W5000/W2000+/W4000+/W5000+シリーズ
マニュアル・バージョン： v1.3
発行日：2015年11月

 � 限定保証
Thecus Technology Corporation は、Thecus NAS 製品 の全構成部品を工場出荷前
に徹底的に検査をしており、通常使用のもとでの正常動作を保証します。製品が保証
期間内で、かつ通常使用されていたにもかかわらず、不具合が生じた場合、Thecus 
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iii安全に関する警告

 � 安全に関する警告

安全のため、次の安全に関する警告を読み、それに従ってください。

 ¾ Thecus IP storage の設定を試みる前に本マニュアルを十分に読んでください。

 ¾ Thecus IP storage は、複雑な電子機器です。いかなる状況下でも修理を試み 
ないでください。不具合が生じた場合は、電源をすぐに落として正規のサービス・セン
ター に修理を依頼ください。詳細は、販売店にお問い合わせください。

 ¾ 電源コード上には何物も置かず、また電源コードは踏まれる恐れがある所には置かな 
いでください。接続ケーブルは、踏みつけたり引っ掛けたりすることがないように配置して 
ください。

 ¾ Thecus IP storage が正常動作できる温度範囲は 0℃ から 40℃ で、相対湿 
度が 20%～85% です。過酷な環境条件でのThecus IP storage の使用は、 
機器を損傷することがあります。

 ¾ Thecus IP storage に適切な電圧 (W2000/W2000+: 12Vdc, 5.0A, 
W4000/W4000+: 12Vdc, 8.5A, W5000/W5000+/W5810:100-
240Vac, 60-50Hz, 3-1.3A) が 供給されていることを確認してください。
Thecus IP storage を誤った電源に接続 すると、機器を損傷することがあります。

 ¾ Thecus IP storage を湿気や、埃、腐食液にさらさないでください。

 ¾ Thecus IP storage を平坦な場所以外には置かないでください。

 ¾ Thecus IP storage を直射日光や他の熱源にさらさないでください。

 ¾ Thecus IP storage の清掃に化学物質やエアロゾルを使わないでください。清掃 
前には、電源コードや接続ケーブルをすべてプラグから外してください。

 ¾ Thecus IP storage に物を置かないでください。 また、機器の過熱防止用の換気 
スロットをふさがないでください。

 ¾ 梱包は子供の手が届かない所に置いてください。

 ¾ 機器を廃棄する際は、環境保護のため、電子機器製品の安全な破棄に関する現地 
の規則に従ってください。

 ¾ 規格違いの電池を入れると爆発の恐れがあります。

 ¾ 使用済み電池は、電池メーカーの提示する処理方法に従って廃棄してください。
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1第 1 章：はじめに

§第 1 章：はじめに
1.1 梱包内容
• W2000/W2000+/W4000/W4000+/W5000/W5000+/W5810
Thecus WSSE NAS には、以下の共通のアイテムが含まれています。

 � システム 本体x1
 � ライセンスキーx1
 � QIG (クイック・インストレーション・ガイド) x1
 � イーサネット・ケーブル　x 1
 � 付属品バッグ x1
 � 保証書 (多言語対応)　x 1
 � 電源アダプターx1 (W5000/W5000+/W5810は除く)
 � 電源コード x1
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1.2 W2000/W2000+
• 前面パネル
W2000/W2000+の前面パネルには、デバイスのインジケータ、およびHDD ベイがあり
ます。

前面パネル
項　目 説　明

1. 電源ボタン W2000/W2000+の電源のオン/オフを切り替えます。
2. USBポート デジタルカメラ、USBディスク、およびUSBプリンターなど、互換性のあるUSBデ

バ イス用のUSB3.0ポート。
3. カードリーダー USBインターフェース経由でSD/SDHC/MMCカードをサポートします。
4. HDD トレイ HDD トレイ x 2 (3.5 インチ/2.5 インチ HDD に対応)。
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• 背面パネル
W2000/W2000+背面パネルにはポートとコネクターが付いています。

背面パネル
項目 説明

1．eSATAポート 高速外部ストレージ拡張用のeSATAポート。
2．USBポート デジタルカメラ、USBディスク、およびUSBプリンターなど、互換性USBデ

バイ ス用のUSB 2.0ポート。
3．WAN/LAN1ポート スイッチまたはルーターを通してイーサネットネットワークに接続するため

の WAN/LAN1ポート。
4．LAN2ポート スイッチまたはルーターを通してローカルイーサネットネットワークに接続

する ためのLAN2ポート。
5．システムファン 装置から熱を排出するシステムファン。
6．電源コネクター 付属の電源コードをこのコネクターに接続します。
7．HDMIポート ビデオ/オーディオの出力用。
8．VGAポート ビデオ出力用。
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1.3 W4000/W4000+
• 前面パネル
W4000/W4000+の前面パネルには、デバイスのインジケータ、システム情報とHDD 
ベイがあります。

前面パネル
項　目 説　明

 1. 電源ボタン  W2000/W2000+の電源のオン/オフを切り替えます。

2. HDD1  LED 黄色：データ にアクセス中。
赤色：ハードディスクエラー。

3. HDD2  LED 黄色：データ にアクセス中。
赤色：ハードディスクエラー。

4. HDD3  LED 黄色：データ にアクセス中。
赤色：ハードディスクエラー。

5. HDD4  LED 黄色：データ にアクセス中。
赤色：ハードディスクエラー。

6. WAN/LAN1 LED 緑色に点滅：ネットワークがアクティブ。
7. LAN2 LED 緑色に点滅：ネットワークがアクティブ。
8. HDD トレイ HDD トレイ x 4 (3.5 インチ/2.5 インチ HDD に対応)

 9. USBポート デジタルカメラ、USBディスク、およびUSBプリンターなど、互換性のある
USBデバイス用のUSB3.0ポート。
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• 背面パネル
W4000/W4000+シリーズ の背面パネルにはポートとコネクター類があります。

背面パネル
項目 説明

1．電源コネクター 付属の電源コード接続用コネクター。
2．WAN/LAN1 ポート スイッチやルーターを介してイーサネット・ネットワークに接続するための 

WAN/LAN1 ポート。
3．LAN2 ポート スイッチやルーターを介してイーサネット・ネットワークに接続するための 

LAN2 ポート。
4．USB ポート 記憶装置拡張用 USB2.0 ポート。
5．eSATA ポート 高速ストレージ拡張用 eSATA ポート。
6．ライン出力 オーディオ出力用。
7．VGAポート ビデオ出力用。
8．HDMIポート ビデオ/オーディオの出力用。
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1.4 W5000/W5000+
• 前面パネル
W5000/W5000+の前面パネルには、デバイスのインジケータ、およびHDD ベイがあり
ます。

 

前面パネル
項　目 説　明

1. WAN/LAN1 LED 緑色に点灯： ネットワークにリンク。
緑色に点滅： ネットワークがアクティブ。

2. LAN2 LED 緑色に点灯： ネットワークにリンク。
緑色に点滅： ネットワークがアクティブ。

3. システム警告 LED 赤色に点灯： システム・エラー。

4. USB ポート デジタルカメラ、USBディスク、およびUSBプリンターなど、互換性
USBデバイ ス用のUSB 3.0ポート。

5. 電源ボタン/電源 LED W5000/W5000+の電源オン/オフ および電源 LED。
青色に点灯： システム電源がオン。

6. リセットボタン システムを再起動します。
7. LCD ディスプレイ システムの現在の状態と警告メッセージを表示。

8. HDD トレイ 3.5" SATA HDD トレイ ｘ 5
セキュリティ用にロック機構あり。
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• 背面パネル
W5000/W5000+シリーズ の背面パネルにはポートとコネクター類があります。

背面パネル
項目 説明

1．電源コネクター 付属の電源コードをこれらのコネクターに接続します。
2．WAN/LAN1 ポート スイッチやルーターを介してイーサネット・ネットワークに接続するための 

WAN/LAN1 ポート。
3．LAN2 ポート スイッチやルータを介してイーサネット・ネットワークに接続するための 

LAN2 ポート。
4．USB ポート USBディスクやUSBプリンターなど、互換性のあるUSBデバイス用のUSB 2.0

ポート。
5．USB ポート 互換性のあるUSBデバイス用のUSB 2.0ポート。
6．eSATA ポート 高速ストレージ拡張用 eSATA ポート。
7．ライン入力 オーディオ入力用。
8．ライン出力 オーディオ出力用。
9．マイク入力 マイク端子。
10．システムファン 装置から熱を排出するシステムファン。
11．HDMIポート ビデオ/オーディオの出力用。
12．VGAポート ビデオ出力用。
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1.5 W5810
• 前面パネル
W5810の前面パネルには、デバイスのインジケータ、およびHDD ベイがあります。

 

前面パネル
項　目 説　明

1. 電源 LED 白色に点灯： システム電源が On。

2.WAN/LAN1 LED 白色に点灯： ネットワークにリンク。
3.LAN LED 白色に点灯：ネットワークにリンク。 

4.システム LED
オレンジ色に点滅： システムがアップグレード中または起動中のため、
データにはアクセス不可。
赤色に点灯： システム・エラー

5. USB ポート USB ディスクなどの互換性のある USB 機器用 USB3.0 ポート。
6. 電源ボタン W5810 の電源 On/Off および電源 LED
7. LCD ディスプレイ システムの現在の状態と警告メッセージを表示。

8. HDD トレイ 3.5" SATA HDD トレイ　ｘ　5
セキュリティ用にロック機構あり。
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• 背面パネル
W5810シリーズ の背面パネルにはポートとコネクター類があります。

背面パネル
項目 説明

1.ライン出力 オーディオ出力用
2.HDMIポート ビデオ/オーディオの出力用
3.USBポート USBディスクやUSBプリンタなど、互換性のあるUSBデバイス用のUSB 3.0

ポート
4.WAN/LAN1/LAN2
ポート

スイッチまたはルータを通してイーサネットネットワークに接続するための
WAN/LAN1/LAN2ポート

5.USBポート 互換性のあるUSBデバイス用のUSB 2.0ポート
6.電源コネクタ 付属の電源コードをこれらのコネクタに接続します
7.システムファン 装置から熱を排出するシステムファン
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§第 2 章：ハードウェアの取付け設定
2.1 概 略
Thecus WSSE NAS は、取り付け設定がしやすいように設計されています。まずは 
Thecus WSSE NAS を起動するため、この章の記述をお役立てください。取付け設定の
際に機器が損傷するのを防止するため、注意してお読みください。
始める前に
作業を始める前に、次の予防策を講じてください。

1. マニュアルの最初に概説した安全に関する警告を読み、理解すること。
2. 取り付けの間、できれば静電防止用リスト・ストラップを身につけて、Thecus WSSE 

NAS 上の静電気に弱い構成部品が静電放電により破損しないようにすること。
3. Thecus WSSE NAS の電子構成部品の周辺に磁気をおびたドライバーを使わない

ように注意すること。

2.2 ケーブル接続
ネットワークをThecus WSSE NASに接続するには、以下のステップに従ってください。

1. ネットワークからThecus WSSE NASの背面パネルのLANポートにイーサネット
ケーブルを接続します。

 S W2000/
W2000+  

WAN/LAN1ポ
ート

 S W4000/
W4000+ 

WAN/LAN1ポ
ート

 S W5000/
W5000+ 

WAN/LAN1ポ
ート

 S W5810 WAN/
LAN1ポート

2. 付属の電源コードを背面パネルの電源ソケットに接続します。 コードのもう一方
の端をサージ保護されたソケットに差し込みます。

 S W2000/
W2000+  

電源コネクタ
ー

 S W4000/
W4000+  

電源コネクタ
ー

 S W5000/
W5000+  

電源コネクタ
ー

 S W5810 電源
コネクター
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3. Thecus WSSE NASシステムの裏側のUSB2.0ポートにキーボードとマウスを接続
します。また、HDMIもしくはVGAにモニターを接続します(サポートされている
スクリーンの解像度は最大1280x1024です)。 

USB3.0ポートにキーボードを接続しないでください。

4. 電源ボタンを押してThecus WSSE NASの電源を入れます。

 S W2000/
W2000+ 電源

ボタン

 S W4000/
W4000+ 電源

ボタン

 S W5000/
W5000+ 電源

ボタン

 S W5810 電源
ボタン
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§ 第 3 章: 使用する
3.1 ハードウェアの設置
WSSE NASのネットワークへの接続方法は、チャプター2を参照してください。

3.2 最初の起動
1. WSSE NASの電源をつけます。
2. 言語とタイムゾーンを設定します。

3. プロダクトキーを入力します。
4. ソフトウェアライセンス条項を読んでから、同意します。

 

5. 管理者パスワードを設定します。パスワードは半角10文字以上でアルファベット
の大文字、小文字、数字の3種を必ず含まなければなりません。また、記号も使用
できます。（!、@、#、_、-)
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6. Windows Storage Server 2012 R2 Essentialsにログインします。

 

3.3 Essentialsのダッシュボード
ダッシュボードはWindows Storage Server 2012R2 Essentialsの管理センターです。
ダッシュボードは効率化されたデザインでサーバーの管理や動作の管理をシームレスに
できるよう機能化されています。
Essentialsのダッシュボードを使用するには、Active Directoryに参加するか、環境を構
築しなければなりません。Windows Storage Server Essentialsの設定ウィザードが簡
単にActive Directoryの環境構築および関連するサーバー機能の設定をお手伝いします。
Active Directoryドメインサービスのさらに詳しい情報は、Active Directory ドメイン 
サービスの概要をご覧ください。

• 設定
新たにActive Directoryの環境を構築するには、ウィザードに従ってWindows Storage 
Server Essentialsを設定します。
また、すでに存在するActive Directory環境に参加するには、以下を参照して順序に従っ
て進めます。「既存のActive Directory環境にこのWSSE NASを展開する」

• Active Directory環境の設定
1. Windowsのようこそページの後、Windows Server Essentialsの構成ウィザード

が立ち上がります。

https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/hh831484.aspx
https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/hh831484.aspx
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2. Windows Server Essentials
の構成の画面で「次へ」を
クリックしま す。

3. 時 刻 の 設 定 画 面 で 、日
付、時間、タイムゾーン
が 正 し い こ と を 確 認 し
て、「次へ」をクリックし
ます。

4. 会 社 情 報 の 画 面 で 、会
社名を入力して「次へ」
をクリックします。オプ
ションとして、内部ドメ
イン名とサーバー名を変
更できます。

サーバー設定が完了すると、会社名は変更することができません。
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5. ネットワーク管理者アカウ
ントの設定画面では、新し
い管理者のアカウント名
とパスワードを入力し「次
へ」をクリックします。 

6. 更新プログラムの設定画
面では、「推奨設定を使
用する」を選択して、「構
成」をクリックします。 

サーバーは構成の過程で何度か再起動を繰り返します。設定が完了するまでのログイン
は自動的に行なわれます。このプロセスにはおよそ30分かかります。

アカウント名に「Administrator」は使用できません。

パスワードは半角10文字以上でアルファベットの大文字、小文
字、数字の3種を必ず含まなければなりません。

電源をオフにしたり、設定を変更するような操作はしないでくさい。
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7. デスクトップから「ダッシュボード」アイコンをクリックして、サーバーのダッ
シュボードを開始します。「ホーム」のページでは、サーバーの利用を開始するた
めのタスク一覧が表示されます。

ダッシュボードについての詳しい情報は、TechNet-Windows Server Essentials のダッ
シュボードの概要を参照してください。

• 既存のActive Directory環境にこのWSSE NASを展開する
1. 「開始する前に」の画面

のあと、「キャンセル」を
クリックして、Windows 
Server Essentialsの構成
ウィザードをキャンセル
します。

2. コンピューターの名前を変更する場合:
a.  「スタート」ボタンをクリックし、「システム」をク

リックします。 
 
 
 
 
 

https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/jj593264.aspx
https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/jj593264.aspx
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b. 「コンピューター
名、ドメインおよび
ワークグループの設
定」のところで「設
定の変更」をクリッ
クします。 

c. 「コンピュー
ター名」のタ
ブで「変更」
をクリックし
ます。

d. 新しいコン
ピューター
名を入力し
て「OK」を
クリックしま
す。

e. WSSE NAS
を再起動しま
す。

3. サーバーマネージャーを起動し、右上の旗印をクリック、「このサーバーをドメイ
ンコントローラーに昇格する」をクリックします。
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4. 「既存のドメインにドメイ
ンコントローラーを追加
する」を選択し、「選択」
ボタンをクリックします。
AD展開についてのさら
に詳しい情報はTechNet- 
AD DS インストール ウィ
ザ ード お よ び 削 除 ウ ィ
ザードのページの説明を
参照してください。

このサーバーをドメインコントローラーにしない場合はTechNet-How to join your  
computer to a domainを参照してください。

5. 配置操作の視覚情報を入力後、ローカルネットワークに存在するドメイン名を選
択します。

6. DSRMパスワードを入力し、「次へ」をクリックします。

https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/hh831457.aspx
https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/hh831457.aspx
https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/hh831457.aspx
https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/hh831457.aspx
https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/bb456990.aspx
https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/bb456990.aspx
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7. 「前提条件のチェック」
ページまで「次へ」をク
リックします。

8. 「インストール」をクリッ
クして進みます。操作の
最後にサーバーは自動的
に再起動します。

9. ド メ イ ン の 管 理 者 ア カ
ウントでWSSEにログイ
ンします。 (例： WSS\
Admin)

10. 「開始する前に」ページ
の後、「Windows Server 
Essentialsの構成」ウィ
ザードが現れます。「構
成」をクリックして進み
ます。

設定が完了すると、コンピューター名は変更できません。
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11. デスクトップから「ダッシュボード」アイコンをクリックして、サーバーのダッ
シュボードを開始します。「ホーム」のページでは、サーバーの利用を開始するた
めのタスク一覧が表示されます。

ダッシュボードについての詳しい情報は、TechNet-Windows Server Essentials のダッ
シュボードの概要を参照してください。

3.4 リモートデスクトップ接続を使用してWSSEに接続する
1. デスクトップPCかノートPCから、「スタート」アイコンをクリックし「リモート

デスクトップ接続」を探します。
2. WSSWのコンピューター名かIPを入力し、「接続」をクリックします。
3. ドメインアカウントとパスワードを入力し、「OK」をクリックします。

リモートデスクトップ接続についての詳しい情報は リモート デスクトップ接続: よく寄
せられる質問 を参照してください。

3.5 WSSEに接続ソフトを使って接続する
TechNet-Windows Server Essentials の接続 を参照してください。

https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/jj593264.aspx
https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/jj593264.aspx
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows/remote-desktop-connection-faq#1TC=windows-7&1TC%3Dwindows-7
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows/remote-desktop-connection-faq#1TC=windows-7&1TC%3Dwindows-7
https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/jj713510.aspx#BKMK_A
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§第 4 章: システムの復元
• 標 準 シ ス テ ム に は O S が プ リ イ ン ス ト ー ル さ れ て い ま す （ W S S 

2 0 1 2  R 2  E s s e n t i a l s ） 。 ま ず シ ス テ ム 言 語 を 選 択 し て か ら 、 

ライセンスキーを入力してください。

• リカバリーディスクを使ってシステムを再インストールする場合は、先にISOイメージを 

http://ftp.thecus.com/wss からダウンロードして、DVD-Rに焼いてください。

手順 1. USB外付けDVDドライブを接続し、リカバリーディスクをセットします。
手順 2. NASの電源をオンにし、BIOS起動順序を設定します。システムが

DVDドライブなどの外付けデバイスから起動できることを確認します。
手順 3. リカバリーディスクを使用する場合、画面の「Recovery」ボタンをクリ

ックします。「yes」（はい）をクリックして確認すると、システムリカバリ
ーが開始されます。

手順 4. リカバリーが終了したら、「Quit」（終了）ボタンをクリックして再起動
します。

手順 5. 再起動には、いくらか時間がかかります。言語を選択し、ライセンスキ
ーを入力、パスワードを設定します。これで、システムインストール完
了です。

先にすべてのデータをバックアップしてください。この操作を行なう
と、OSが格納されているディスクすべてのデータが削除されます。

http://ftp.thecus.com/wss/


22 補足: F.A.Q.

§補足: F.A.Q.
• How to configure NAS boot from DVD or USB driver.

• How to upgrade W2000 W4000 & W5000 to 4GB DRAM total

• W2000 SD card reader reinitializes

• WSS 2012 R2 Essentials recovery DVD ISO for W2000 W4000 W5000

• WSS FAQ Client Computer Backups

• WSS FAQ Drives detected but unable to see partition or data

• WSS FAQ How to access shared folders from WSS & map network drives 
without joining Active Directory domain (AD)

• WSS FAQ How to add & remove shared folders from WSS

• WSS FAQ How to create a user account in Active Directory(AD)

• WSS FAQ How to update W2000 W4000 W5000 BIOS

• WSS FAQ Remote Desktop Protocol disconnecting after Windows Update

• WSS FAQ System unable to repair Parity Virtual Disk

• WSS FAQ Why I cannot activate WSS 2012 R2 Essentials from W2000 W4000 
W5000

• WSS FAQ Windows (Storage) Server 2012 R2 Products and Editions 
Comparison

• WSS W2000/W4000/W2000+/W4000+ Why 60G SSD but have 31.9GB volume 
usable?

• WSS W2000/W4000/W5000 ORBWEB support?

• WSS W2000/W4000/W5000/W2000+/W4000+/W5000+ how to recovery to 
factory default HDD content? (ALL HDD DATA WILL BE ERASE!!)

• WSS W2000/W4000/W5000/W8900/W12000/W16000 how to found the 
Winodows license key?

その他のご質問は、ThecusのテクニカルサポートかMicrosoft TechNetに問い合わせて
ください。

http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/574/11/how-to-configure-nas-boot-from-dvd-or-usb-driver
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/586/11/how-to-upgrade-w2000-w4000--w5000-to-4gb-dram-total
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/266/11/w2000-sd-card-reader-reinitializes
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/261/11/wss-2012-r2-essentials-recovery-dvd-iso-for-w2000-w4000-w5000
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/251/11/wss-faq-client-computer-backups_v11
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/259/11/wss-faq-drives-detected-but-unable-to-see-partition-or-data_v12
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/252/11/wss-faq-how-to-access-shared-folders-from-wss--map-network-drives-without-joining-active-directory-domain-ad_v11
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/252/11/wss-faq-how-to-access-shared-folders-from-wss--map-network-drives-without-joining-active-directory-domain-ad_v11
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/253/11/wss-faq-how-to-add--remove-shared-folders-from-wss_v11
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/256/11/wss-faq-how-to-create-a-user-account-in-active-directoryad_v11
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/575/11/wss-faq-how-to-update-w2000-w4000-w5000-bios
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/569/115/wss-faq-remote-desktop-protocol-disconnecting-after-windows-update_rdp_v11
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/570/115/wss-faq-system-unable-to-repair-parity-virtual-disk_v12
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/584/11/wss-faq-why-i-cannot-activate-wss-2012-r2-essentials-from-w2000-w4000-w5000
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/584/11/wss-faq-why-i-cannot-activate-wss-2012-r2-essentials-from-w2000-w4000-w5000
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/590/11/wss-faq-windows-storage-server-2012-r2-products-and-editions-comparison
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/590/11/wss-faq-windows-storage-server-2012-r2-products-and-editions-comparison
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/271/11/wss-w2000w4000w2000w4000-why-60g-ssd-but-have-319gb-volume-usable
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/271/11/wss-w2000w4000w2000w4000-why-60g-ssd-but-have-319gb-volume-usable
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/272/11/wss-w2000w4000w5000-orbweb-support
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/269/11/wss-w2000w4000w5000w2000w4000w5000-how-to-recovery-to-factory-default-hdd-content-all-hdd-data-will-be-erase
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/269/11/wss-w2000w4000w5000w2000w4000w5000-how-to-recovery-to-factory-default-hdd-content-all-hdd-data-will-be-erase
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/265/11/wss-w2000w4000w5000w8900w12000w16000-how-to-found-the-winodows-license-key
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/265/11/wss-w2000w4000w5000w8900w12000w16000-how-to-found-the-winodows-license-key
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/List/Index/11/windows-storage-server
https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj713545.aspx
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