初期の展開作業のみに使用してください。
2 つ目のノードを追加するには、『 ztC Edge 100i-s
システム: ノードを追加する』を参照してください。

ztC Edge
™

ztC Edge 100i-s システム: 単一ノード構成のシステムの展開

ユーザが提供するコンポーネント
設定についてはネットワーク管理者に問い合わせてくだ
さい。DHCP を使用する場合、静的なシステム IP アド
レスが必要です。

モニタ
(HDMI)

ネットワークに
接続された PC
またはラップトップ

キーボード
(USB)

1/8 インチ
マイナス ドライバ
(取り付ける場合)

ネットワーク
ケーブル

No. 2 プラス
ドライバ
(取り付ける場合)

システムの IP アドレス
( 静的アドレスが必要 )

___.___.___. ___

node0 IP アドレス

___.___.___. ___

ゲートウェイ アドレス

___.___.___. ___

ネットワーク マスク

___.___.___. ___

DNS サーバ

___.___.___. ___

( システムおよびノードの IP アドレスは同じサブネット上に
なければなりません。)
新しい admin パスワード _________________________________

Stratus コンポーネント

ztC Edge ノード

ztC Edge DIN レール
取付けプレート

電源ケーブル

ztC Edge DIN レール
取付けブラケット (3)

電源アダプタ

ztC Edge 壁掛け
ブラケット (2)

電源アダプタ
DIN/壁掛けプレート

＋皿小ねじ
M3x4L (9)

ゴム足 (4)

＋ナベ小ねじ
M3x5L (4)

ztC Edge のリリース ノートとマニュアルについては、http://ztcedgedoc.stratus.com にアクセスしてください。
ナレッジ ベース記事やソフトウェア ダウンロードを含むその他の ztC Edge 自己解決用リソースについては、
Stratus カスタマ サービス サイト (http://www.stratus.com/support) にアクセスしてください。

1

キーボードとモニタをノードに接続し、次に電源を接続します。

24 ボルト (DC)

+ G -

2

ノードの電源が自動的にオンになります。オンにならない場合は電源ボタンを押します。ノードが
ブートするのを待ってから、s を押して単一ノード構成のシステムを展開し、画面の指示に従います。
(ブート中にノードがビープ音を発する場合がありますが、これは正常な動作です。)

ztC Edge へようこそ

ztC Edge

3

指示が表示されたら、ノードの P1 ポートを既存の LAN に接続します。( 画面のステータスにネットワーク
の 2 つ目のノードを待機していることが示される場合、1 を押してもう一度やり直し、s を押して単一ノー
ド構成のシステムを展開します。)

P2

P1

4

5

6

システムに https://nnn.nnn.nnn.nnn アドレスが表示されて SYS LED が点滅するまで最大 5 分待ちます。
アドレスを記録します。これはステップ 5 で使用します。

***

Web ブラウザで
https://nnn.nnn.nnn.nnn にアクセス
して展開を完了します。

***

または [1] キーを押して最初のノード
を展開します。

https:// _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _

ネットワークに接続している PC またはラップトップで、Web ブラウザを開いてステップ 4 のアドレス
を入力し、システムの構成を続けます。セキュリティ メッセージが表示される場合、ブラウザの指示に
従ってサイトの読み込みを許可します。デフォルトのユーザ名とパスワード admin でログオンします。
EULA および構成の画面を完了します。

[ ライセンス ] 画面で、リンクを使用してシステムを登録し、恒久ライセンス キーをダウンロードします。
アセット ID と手順については個別の登録シートを参照してください。システムにライセンス キーをインス
トールして新しい admin パスワードを設定し、展開を完了します。

ztC Edge 100i-s システム: 単一ノード構成のシステムの展開

www.stratus.com

推奨事項
推奨事項

オプション

システムを使用する前に、最新のソフトウェアを実行していることを確認してください。リリー
ス ノートで詳細を参照し、ソフトウェアを https://www.stratus.com/services-support/downloads
からダウンロードします。
ヘッドレス操作のためにキーボードとモニタを切断します。1/8 インチ マイナス ドライバ
を使って電源コネクタの拘束ねじを締めます。

拘束ねじ
X

オプション

X

No. 2 プラス ドライバを使って DIN レール マウントまたは壁かけマウントをノードに取り付け
ます。ノードを独立して設置する場合のみ、ノードにゴム足を取り付けます。

DIN（ 図 を 参 照 ） ま た は
ウォールマウント用の電源
アダプタマウントプレート

前面

DIN レール マウント用

壁かけマウント用

独立設置ノード用ゴム足

背面
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