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1.iX の機能 
 

1-1.iX とは 

iX は、1 つのアプリケーションで NAS、iSCSI (ターゲットおよびイニシエータ)、フェールオーバー機能、ファイバチャンネル (タ

ーゲットおよびイニシエータ)機能を提供するオールインワンの IP ユニファイド ストレージ です。きわめて優れた管理性と信

頼性を備え、あらゆる規模の組織でベストのソリューションです。 

 

 

 

1-2.本マニュアルについて 

 

本マニュアルには iX での各共有/iSCSI ボリュームの簡単な設定並びに基本的な操作について説明をしています。 
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2.基本設定 
 

2-1.電源投入 

 
本体にディスプレイモニターとキーボードを接続し電源 ON すると自動的に OS が起動します。ロード中は以下の画面がディ

スプレイモニターに表示されます。 

※ ディスプレイモニター未接続の場合、表示はされません。 

 

 
 

※ ディスプレイモニター等接続されていない場合は、”2-3 Web GUI からの IP 設定”に移動してください。 
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以下のフローに基づき、iX の IP アドレス設定を実施します。 
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2-2.コンソールからの IP 設定 

 

2-2-1.ネットワークインターフェイス番号の変更について 

各ネットワークポートに対して、eth0 等の様にネットワークインターフェイス番号が割り振られます。 

以下のように基本筐体に設定されたネットワークポートから順に割り振られることが望ましいです。 

 

 
しかし、実際には iX が起動した際に認識されたインターフェイスの順番で各ポートにインターフェイス番号が設定される

為、以下の様にポートに設定されたインターフェイス番号がバラバラになることがあり、ネットワークの管理が難しくなりま

す。 

※ マルチポートのネットワークインターフェイスカード等を後付けされた場合には、注意が必要です。 

 
 

この項目では、バラバラに設定されたインターフェイス番号を振りなおす方法を説明します。 

※本設定は、SmartNAS シリーズ、Ness シリーズの製品には対応しておりませんのでご注意ください。 
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2-2-1-1変更準備 

ネットワークインターフェイス番号の変更を行う前に事前に各ネットワークの MAC アドレスを確認しておくことをお勧めいた

します。 

もし、MAC アドレスが不明な場合は、ネットワークポートに実際に使用しているネットワークケーブルを接続し、”2-2-2 

DHCP による IP アドレスの割り当て”もしくは”2-2-3 手動による IP アドレスの割り当て”の項番 1 と項番 2 を実施し、ど

のネットワークポートに何のネットワークインターフェイス番号が設定されているかをご確認ください。 

確認後に P4 にある様に図を作成し各ポートのインターフェイス番号を記録しておくことをお勧めいたします。 

 

2-2-1-2変更順番の確認 

 

ここでは P4 で示されている状態を修正することを例として説明いたします。 

 

 
 

※ ネットワークインターフェイスが多い場合には、修正が複雑になりますのでご注意ください。 

※ 変更先のネットワークインターフェイス番号が既に振り当てられている場合は、変更することができません。一旦、振

り当てられていない番号に変更してください。 

※ 本作業を実施した場合は、システムの再起動が発生します。 

※ 上記の”背面の各コネクタ”について、機種によって異なります。正しくは各ユーザーズマニュアルをご参照ください。 
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2-2-1-3変更方法 

 

 操作 表示例 

1 起動が完了すると右図の表示に変わります。 

※ 本システムはトライアルライセンス使用しています。 

この画面にて、“Ctrl”キーと”Alt”キー、そして”t”キーを同

時に押して”Console tools menu”に移ります。 

 

 

2 “Console tools menu”で、”6 Add-ons” を矢印キー(↓も

しくは↑)を使って、選択（選択されている場合は、白文字と

なります。）し、”Select”を矢印キー（→もしくは←）で選択

（選択されている場合は、白抜きの文字で表示されます。）

し、”Enter”キーを押下します。 

 

3 “Add-ons”メニューで、”2 NICs order” を矢印キー(↓もし

くは↑)を使って、選択（選択されている場合は、白文字と

なります。）し、”Select”を矢印キー（→もしくは←）で選択

（選択されている場合は、白抜きの文字で表示されます。）

し、”Enter”キーを押下します。 

 

4 右の様に各インターフェイスの MAC アドレスと現在設定さ

れているネットワークインターフェイス番号が表示されま

す。 

変更するネットワークインターフェイス番号（この例では

eth0）を矢印キー(↓もしくは↑)を使って、選択（選択されて

いる場合は、白文字となります。）し、”Select”を矢印キー

（→もしくは←）で選択（選択されている場合は、白抜きの

文字で表示されます。）し、”Enter”キーを押下します。 

※ ここでは、”2-2-1-2 変更順番の確認”に記した順で

修正を行います。 
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5 右のメニューが表示されます。”Change”を矢印キー(↓も

しくは↑)を使って、選択（選択されている場合は、白文字と

なります。）し、”OK”を矢印キー（→もしくは←）で選択（選

択されている場合は、白抜きの文字で表示されます。）

し、”Enter”キーを押下します。 

 

6 右の表示に変わります。変更したいネットワークインターフ

ェイス番号（ここでは 0 から 255 までの数字）を入力

し、”OK”を矢印キー（→もしくは←）で選択（選択されてい

る場合は、白抜きの文字で表示されます。）し、”Enter”キ

ーを押下します。 

 

7 変更が完了したら、右の画面に変わります。 

”2-2-1-2 変更順番の確認”を確認しながら、項番 4 から

項番 6 を繰り返し実施して、ネットワークインターフェイス

番号の修正を行います。 

 

8 全てのネットワークインターフェイス番号の修正が完了しま

したら、”Apply” を矢印キー（→もしくは←）で選択（選択さ

れている場合は、白抜きの文字で表示されます。）

し、”Enter”キーを押下します。 

※ 必ず”Apply”を実施してください。 

 

9 ネットワークインターフェイス番号の変更について、変更し

たネットワークの情報の保存について確認がされます。 

“Yes” を矢印キー（→もしくは←）で選択（選択されている

場合は、白抜きの文字で表示されます。）し、”Enter”キー

を押下します。 
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10 システムの再起動を行いますので、再起動を実施してよい

かの確認が表示されます。 

“Yes” を矢印キー（→もしくは←）で選択（選択されている

場合は、白抜きの文字で表示されます。）し、”Enter”キー

を押下します。 

 

 

11 システムの再起動が実施されます。 

 

12 再起動後は右の様に IP アドレスがバラバラの状態で表示

されます。 

※ この表示はネットワークインターフェイス番号を修正

したことによる表示ですので、問題はありません。 

 

次の項で各ネットワークインターフェイスの IP アドレスを適

切に設定してください。 
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2-2-2.DHCP による IP アドレス割り当て 

 

 操作 表示例 

1 起動が完了すると右図の表示に変わります。 

※ 本システムはトライアルライセンス使用しています。 

 

 

2 “Ctrl”キーと”Alt”キー、そして”n”キーを同時に押してネッ

トワーク設定画面に移ります。 

右図の通り、設定されているネットワークインターフェイス

を確認することができます。 

※ ネットワークのステータスで、”running”と表示されて

いる場合、ネットワークケーブルが接続されていま

す。 

“no cable”表示はネットワークケーブルが接続されて

いません。 

ここでは、接続されている”eth0”の IP アドレスを変更しま

す。 

“eth0”を矢印キー(↓もしくは↑)を使って、選択（選択され

ている場合は、白文字となります。）し、”OK”を矢印キー

（→もしくは←）で選択（選択されている場合は、白抜きの

文字で表示されます。）し、”Enter”キーを押下します。 

 

3 右のメニューに移ります。 

“DHCP”を矢印キー(↓もしくは↑)を使って、選択（選択さ

れている場合は、白文字となります。）し、”Edit”を矢印キ

ー（→もしくは←）で選択（選択されている場合は、白抜き

の文字で表示されます。）し、”Enter”キーを押下します。 
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4 右のメニューに移ります。 

“Use DHCP” を矢印キー(↓もしくは↑)を使って、選択（選

択されている場合は、白文字となります。）し、”スペースキ

ー”を押下し、[ ]に”X”印をつけます。 

“X”印を付け加えた後、”Enter”キーを押下します。 

※ デフォルトで、”Get DNS”が有効(X 印がついている)

となっていますので、DNS の設定も DHCP サーバー

より取得されます。 
 

5 右の画面に移ります。 

“Apply”を矢印キー（→もしくは←）で選択（選択されている

場合は、白抜きの文字で表示されます。）し、”Enter”キー

を押下します。 

 

6 右図の様に、eth0 のネットワークインターフェイスに IP アド

レスが設定されます。 

※ DHCP による IP アドレスが設定された場合には、ス

テータスが”on (using DHCP)”となります。 

※ 右図の例はセキュリティー上、設定された IP アドレス

を隠しています。 

※ 設定された IP アドレスについてはメモしておいてくだ

さい。 

“Exit” を矢印キー（→もしくは←）で選択（選択されている

場合は、白抜きの文字で表示されます。）し、”Enter”キー

を押下します。もしくは”Esc”キーを押下します。 

 

7 設定された IP アドレスが表示されます。 

Web ブラウザー（FireFox を推奨しています）に 

https://<設定された IP アドレス>/ を入力することで iX

の管理・操作が実施できます。 

※ デフォルトの https のポートは 443 です。 
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2-2-3.手動による IP アドレス割り当て 

 

 操作 表示例 

1 起動が完了すると右図の表示に変わります。 

※ 本システムはトライアルライセンス使用しています。 

 

 

2 “Ctrl”キーと”Alt”キー、そして”n”キーを同時に押してネッ

トワーク設定画面に移ります。 

右図の通り、設定されているネットワークインターフェイス

を確認することができます。 

※ ネットワークのステータスで、”running”と表示されて

いる場合、ネットワークケーブルが接続されていま

す。 

“no cable”表示はネットワークケーブルが接続されて

いません。 

ここでは、接続されている”eth0”の IP アドレスを変更しま

す。 

“eth0”を矢印キー(↓もしくは↑)を使って、選択（選択され

ている場合は、白文字となります。）し、”OK”を矢印キー

（→もしくは←）で選択（選択されている場合は、白抜きの

文字で表示されます。）し、”Enter”キーを押下します。 

 

3 右のメニューに移ります。 

“IP” を矢印キー(↓もしくは↑)を使って、選択（選択されて

いる場合は、白文字となります。）し、”Edit”を矢印キー（→

もしくは←）で選択（選択されている場合は、白抜きの文字

で表示されます。）し、”Enter”キーを押下します。 
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4 右の様に、現在設定されている IP アドレスが表示されま

す。 

“Delete”キーもしくは”BackSpace”キーを使用して、既存

の IP アドレスを消去し、新たな IP アドレスを設定します。 

完了しましたら、”Enter”キーを押下します。 

 

5 次にネットマスクを設定します。 

右の画面にて、“Mask” を矢印キー(↓もしくは↑)を使っ

て、選択（選択されている場合は、白文字となります。）

し、”Edit”を矢印キー（→もしくは←）で選択（選択されてい

る場合は、白抜きの文字で表示されます。）し、”Enter”キ

ーを押下します。 

 

6 右の様に、現在設定されているネットマスクが表示されま

す。 

“Delete”キーもしくは”BackSpace”キーを使用して、既存

の IP アドレスを消去し、新たなネットマスクを設定します。 

完了しましたら、”Enter”キーを押下します。 

 

7 次にゲートウェイを設定します。 

右の画面にて、”Gateway” を矢印キー(↓もしくは↑)を使

って、選択（選択されている場合は、白文字となります。）

し、”Edit”を矢印キー（→もしくは←）で選択（選択されてい

る場合は、白抜きの文字で表示されます。）し、”Enter”キ

ーを押下します。 

 

8 ゲートウェイの IP アドレスを入力し、”Enter”キーを押下し

ます。 
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9 右の画面に移ります。 

“Apply”を矢印キー（→もしくは←）で選択（選択されている

場合は、白抜きの文字で表示されます。）し、”Enter”キー

を押下します。 

 

10 右の画面に移ります。今度は DNS の設定を行います。 

“DNS Settings” を矢印キー(↓もしくは↑)を使って、選択

（選択されている場合は、白文字となります。）し、”OK”を

矢印キー（→もしくは←）で選択（選択されている場合は、

白抜きの文字で表示されます。）し、”Enter”キーを押下し

ます。 

 

11 DNS サーバーの IP アドレスを入力し、” Enter”キーを押

下します。 

 

12 右図の様に、eth0 のネットワークインターフェイスに IP アド

レスが設定されます。 

※ DNS の値は表示されません 

“Exit” を矢印キー（→もしくは←）で選択（選択されている

場合は、白抜きの文字で表示されます。）し、”Enter”キー

を押下します。もしくは”Esc”キーを押下します。 

 

13 設定された IP アドレスが表示されます。 

Web ブラウザー（FireFox を推奨しています）に 

https://<設定された IP アドレス>/ を入力することで iX

の管理・操作が実施できます。 

※ デフォルトの https のポートは 443 です。 
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2-3.Web GUI からの IP 設定 

 

2-3-1.前準備 

2-3-1-1 PC との接続 

 

iX のネットワークインターフェイスの IP アドレスは以下の様に設定されて出荷されます。 

※ 以下の図は SmartNAS iX を例としています。他の機種については各機種のユーザーズマニュアルを御確認の上、接

続してください。 

 

eth0: 192.168.0.220 / 255.255.255.0 

eth1: 192.168.1.220 / 255.255.255.0 

 
(1) 

PC のネットワークインターフェイスと iX(上記の例は SmartNAS iX)のネットワークインターフェイスとを、ネットワークケーブ

ル（ストレートケーブル、クロスケーブルどちらでも構いません）で接続してください。 

 

(2) 

PC でネットワークの IP アドレスを”192.168.0.1”、ネットマスクを”255.255.255.0”と設定します。 

 

(3) 

電源をあげて、しばらく（約 5 分ほど）待ちます。 

 

(4) 

iX(192.168.0.220)に、ping をかけ応答があるか御確認ください。問題がなければ以下の様なメッセージが表示されます。 

 

“192.168.0.220 からの応答: バイト数 =32 時間 <1ms TTL=128” 

 

(5) 

 “192.168.0.220 からの応答: 宛先ホストに到達できません。”等のメッセージが表示された場合、もう 2～3 分待ってみ

て、未だ接続できない様でしたら、もう一つのネットワークインターフェイスにつなぎなおして確認をお願いいたします。 

※ もしディスプレイモニターが接続できる様でしたら、接続をしディスプレイの表示を御確認ください。 

※ それでも接続できない様子でしたら、弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。 
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2-3-1-2 WebGUI を使ってログイン 

 

 操作 表示例 

1 Web ブラウザー(FireFox のみサポートしています)を開き、

URL 欄に https://192.168.0.220/と入力し、”Enter”キーを

押下します。 

右の画面が表示されますので、”危険性を理解した上で接

続するには”をクリックします。 

※ Web ブラウザのバージョンの違い等で表示内容が異

なるかと思います。以下の様な表示が発生しました

場合、”エラー内容”をクリックします。 

 

以下の様に内容を確認の上、”例外を追加”をクリックして

ください。 

 

 

2 右の様な表示がされますので、”例外を追加”ボタンをクリ

ックします。 

 

https://192.168.0.220/
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3 “セキュリティ例外の追加”が表示されます。 

“セキュリティ例外を承認”ボタンをクリックします。 

 

4 ログイン初回時には、右の画面が表示されます。 

“English”の横にある矢印をクリックすると、”Japanese”

と”Chinese”が選択できる様になりますので、”Japanese”

を選択します。 

 

5 右画面にある”Newtech Software License agreement”を

御確認の上、”同意する”ボタンをクリックします。 

 

6 ログイン画面が表示されます。 

管理者レベルを”フルアクセス”とし、パスワードに”admin”

を入力します。 

その後、”ログイン”ボタンをクリックします。 

※ 管理者レベル並びにパスワードの変更については後

ほど説明いたします。 
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7 ログインが完了しましたら右の画面が表示されます 
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2-3-1-3 iX WebGUI について 

 

iX にログインをすると以下の画面が表示されます。 

この画面の表示項目について簡単にご紹介いたします。 

 

 
 
① ログアウトボタン：iX でのオペレーションが終了しましたら、このボタンをクリックしログアウトを実施します。 

② メインメニュー：iX でネットワーク、ボリューム、共有等の設定、確認を行います。 

③ iX OS バージョン情報：表示されている文字列が iX のバージョン並びにビルド番号です。 

④ 適用済みパッチ情報：このシステムに適用されたパッチ（SU:Small Update）番号が表示されます。 

⑤ ヘルプボタン：ボタンを押すことで、該当メニューのヒントを確認することができます。 

⑥ リロードボタン：ボタンを押すことで、画面の更新ができます。 

⑦ 技術サポートお問い合わせ先：ニューテックサポート問い合わせ先にリンクしています。 

⑧ 適用ボタン：設定変更後、このボタンを押すことで設定が反映されます。 

⑨ イベントビューワ表示ボタン：ここをクリックすることで iX 上で発生したイベントが確認できます。 
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2-3-2.DHCP による IP アドレス割り当て 

 

 操作 表示例 

1 iX にログイン後、メインメニューで”セットアップ”→”ネット

ワーク”を選択します。 

 

2 インターフェイス欄に、iX 上に設定されたネットワークイン

ターフェイスが表示されます。 

IP アドレスを設定するネットワークインターフェイス（ここで

は、eth0）をクリックします。 

 

3 GUI 右側のメニューで、IP アドレスの項目を確認すること

ができます。 

工場出荷時は、eth0 は静的に 192.168.0.220 に設定され

ています。 

DHCP にて IP アドレスを設定される場合には、DHCP にあ

る○印をクリックします。 

※ このメニュー画面に、このネットワークインターフェイ

ス（ここでは eth0）の MAC アドレスが表示されます。 
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4 DHCP が選択されましたら、”適用する”ボタンをクリックし

ます。 

※ DNS の取得がデフォルトで有効化されています。

DNS サーバー（取得先）の設定を手動にされたい場

合は、この□印をクリックし、チェックマークを外してく

ださい。 

 

 

 

 

5 右の様に確認のメッセージが表示されます。 

“OK”ボタンをクリックします 

 

 

 

6 接続している PC のネットワークインターフェイスの IP アドレス、ネットマスク等を変更します。 

そして、Web ブラウザーの URL 欄に https://<DHCP サーバーによって割り当てられた IP アドレス/ を入力し、”Enter”キーを押

下します。 

以下の画面が表示されますので、”2-3-1-2 WebGUI 使ってログイン”を参考にログインを実施してください。 
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2-3-3.手動による IP アドレス割り当て 

 

 操作 表示例 

1 iX にログイン後、メインメニューで”セットアップ”→”ネット

ワーク”を選択します。 

 

2 インターフェイス欄に、iX 上に設定されたネットワークイン

ターフェイスが表示されます。 

IP アドレスを設定するネットワークインターフェイス（ここで

は、eth0）をクリックします。 

 

3 GUI 右側のメニューで、IP アドレスの項目を確認すること

ができます。 

工場出荷時は、eth0 は静的に 192.168.0.220 に設定され

ています。 

IP アドレス、ネットマスク、ゲートウェイの情報を入力し”適

用する”ボタンをクリックします。 

※ このメニュー画面に、このネットワークインターフェイ

ス（ここでは eth0）の MAC アドレスが表示されます。 
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4 右の様に確認のメッセージが表示されます。 

“OK”ボタンをクリックします 

 

 

 

 

 

 

 

6  

接続している PC のネットワークインターフェイスの IP アドレス、ネットマスク等を変更します。 

そして、Web ブラウザーの URL 欄に https://<手動による割り当てられた IP アドレス/ を入力し、”Enter”キーを押下します。 

以下の画面が表示されますので、”2-3-1-2 WebGUI 使ってログイン”を参考にログインを実施してください。 
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2-4.その他ネットワーク関連の設定 

 

2-4-1.サーバー名の変更 

※ サーバーをはっきり識別できるサーバー名を入力してください。サーバー名は NAS プロトコルで使用されます。これ

はレプリケーションで使用するホスト名とは異なります。 

 操作 表示例 

1 iX にログイン後、メインメニューで”セットアップ”→”ネット

ワーク”を選択します。 

 

2 “サーバー名”の項目に識別できるサーバー名を入力しま

す。（必須です。） 

“コメント”項目には、この iX についての簡単な説明につい

て設定することができます。（任意） 

※ サーバー名とコメントの規則:  

 サーバー名がネットワーク内で一意であることを確

認してください。 

 新しいサーバーをはっきり識別できるサーバー名を

選択します。 

 特殊文字 (~!@#$^&()+[]{}*;:'".,%|<>?/\=`_) とスペー

スは使用しないでください。 

 数字だけのサーバー名は使用できません。 

 一部のシステムにはコメントが表示されません。 

入力後、”適用する”ボタンをクリックします。 

 

3 右の様に確認メッセージが表示されます。 

“OK”ボタンをクリックします。 
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4 iX のネットワーク等がリセットされるために、WebGUI の表

示がおかしくなる可能性があります。 

Web ブラウザーのリロードボタンをクリックし、WebGUI を再

接続してください。 

※ リロード後、右の様な画面になります。”2-3-1-2 

WebGUI 使ってログイン”を参考に再接続をしてくださ

い。 

 

※ 他のネットワーク関連の設定後に WebGUI の表示がおかしくなったり、以下の表示が発生したりすることがあ

ります。その場合には、Web ブラウザーでのリロードを実施してください。 

 

 

 

2-4-2.DNS の設定 

 

 操作 表示例 

1 iX にログイン後、メインメニューで”セットアップ”→”ネット

ワーク”を選択します。 

 

2 “DNS 設定”メニューにて、DNS の項目に DNS サーバー

の IP アドレスを入力します。 

その後、”適用する”ボタンをクリックします。 
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2-4-3.ネットワークボンディング（チーミング）について 

 

2-4-3-1 ネットワークボンディング設定 

 

 操作 表示例 

1 iX にログイン後、メインメニューで”セットアップ”→”ネット

ワーク”を選択します。 

 

2 右側のスライドを下方に移動させます。 

 

3 “新しいボンディングインターフェイスの作成”メニューで、メ

ンバーのネットワークインターフェイスを選択（選択の項目

にある□印をクリック）します。 

“作成”項目にある矢印をクリックし、ボンディングモードを

選択します。 

※ ボンディングモードの詳細はヘルプボタン をクリッ

クして表示される説明を御確認ください。 

IP アドレスなどのネットワークの情報を入力し、”作成す

る”ボタンをクリックします。 
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4 右の様に確認のメッセージが表示されます。 

“OK”ボタンをクリックします。 

  

5 WebGUI の画面左側にあるインターフェイス欄にボンディン

グされたネットワーク(bond0)が表示されます。 

その bond0 のメンバーであるインターフェイスには、

(bond0)と表示されます。 

 

“ｂond0”をクリックします。 

 

6 “ボンディングインターフェイスの作成”メニューでは、設定

された、bond0 の状態を確認することができ、また、構成変

更（メンバーインターフェイスの削除など）を行うことができ

ます。 

メンバーのインターフェイスの前にある矢印をクリックする

ことで、どのネットワークを使用しているかが確認できま

す。 
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2-4-3-2 ネットワークボンディング解除 

 

 操作 表示例 

1 iX にログイン後、メインメニューで”セットアップ”→”ネット

ワーク”を選択します。 

 

2 該当のボンディングデバイス（ここでは bond0）をクリックし

ます。 

 

3 WebGUI 画面右側にある”ボンディングの削除”メニュー

で、”削除する”ボタンをクリックします。 

 

4 右の様な確認のメッセージが表示されます。 

“OK”ボタンをクリックします。 

 

5 ネットワークインターフェイス欄でボンディングが解除され

たことが確認できます。 

※ 各ネットワークは、ボンディング設定される以前の状

態に戻ります。 

※ デフォルトゲートウェイも解除されます。 

2-4-4 デフォルトゲートウェイの設定を確認し解除さ

れていましたら設定を行ってください。 
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2-4-4.デフォルトゲートウェイの設定 

 

 操作 表示例 

1 iX にログイン後、メインメニューで”セットアップ”→”ネット

ワーク”を選択します。 

 

2 適切なネットワークに対してデフォルトゲートウェイを設定

します。 

インターフェイスの○印をクリックして、”適用する”ボタンを

クリックします。 
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2-5.管理者設定 

 

2-5-1.管理者アクセス設定について 

 

 操作 表示例 

1 iX にログイン後、メインメニューで”セットアップ”→”管理

者”を選択します。 

 

2 “管理者アクセス”メニューで、HTTPS のポートを変更した

り、WebGUI で接続できる IP アドレスの制限をかけたりす

ることが可能です。 

“接続許可 IP”の項目にサーバーWeb 管理へのアクセスを許

可する IP アドレスを割り当てることができます (複数の場合

はセミコロンで区切ります)。 

※ このフィールドを空白にすると、アクセス制限はなくなりま

す。 

 

“接続許可 IP”を設定した後に”適用する”ボタンをクリックしま

す。 

 

※ 他の機能については、 ボタンをクリックし内容を御確

認ください。 

 

 

3 “接続許可 IP”で設定した IP アドレスから iX に Web 経由

でアクセスしようとすると右の画面の様なメッセージを出力

し Web 経由でアクセスできなくなります。 
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2-5-2.管理者パスワードの変更 

 

 操作 表示例 

1 iX にログイン後、メインメニューで”セットアップ”→”管理

者”を選択します。 

 

2 “管理者のパスワード”メニューで管理者レベルにある矢

印をクリックし、”フルアクセス”、”メンテナンス”、”管理”の

それぞれのレベルでパスワードを設定し、”適用する”ボタ

ンをクリックします。 

 

iX では、以下の 3 つのレベルで WebGUI にログインすることが可能です。 

また、各レベルではアクセスできるメニューが異なります。 

1) フルアクセス  “セットアップ”、”構成”、”メンテナンス”、”ステータス”、”ヘルプ” 

2) メンテナンス  ”メンテナンス”、”ステータス”、”ヘルプ” 

3) 管理   “ステータス”、”ヘルプ” 

 

フルアクセス、メンテナンスの各レベルに対してはパスワードを設定することをお勧めします。 

また、設定されたパスワード（特にフルアクセスモード）について、忘れないでください。 
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2-5-3.メール通知設定 

※ iX では、発生したイベントについてメール通知機能を使ってお知らせすることが可能です。 

 操作 表示例 

1 iX にログイン後、メインメニューで”セットアップ”→”管理

者”を選択します。 

 

2 右側のスライドを下方に移動させます。 

 

3 “電子メール追加”のメニューが確認できます。 

“エラーの送信”の□印をクリックし、有効化します。 

 

4 エラーの送信を有効化すると右側の図の通り、詳細な情

報を入力することができます。 

“電子メール”の項目には、”送信元のメールアドレス”を 

“SMTP サーバー”の項目は、”メールサーバー（SMTP サ

ーバー）の IP アドレス（もしくはサーバー名）”を入力しま

す。 

また、重要度によって、メール通知するかしないかの設定

ができます。 

警告レベルの通知は”Send warning”の□印を、 

エラーレベルの通知は”Send errors”の□印をクリックしチ

ェックマークを付与してください。 

次に“詳細を表示”をクリックします。 

※ “テストメッセージの送信”についてはデフォルトで有

効になっています。各設定後に”適用する”ボタンをク

リックするとテストメッセージが発信されます。 
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5 “詳細を表示”をクリックすると、SMTP で使用するポート番

号と、メールの”暗号化”を有効にすることができます。 

必要に応じて、修正並びに有効化を実施します。 

 

送信先電子メールで、”デフォルトアカウントの電子メール

の使用を選択している場合、項番 4 で設定した送信元のメ

ールアドレスと同じメールアドレスに通知メールが発信され

ます。 

送信元と送信先を分けて管理したい場合、”その他”の○

印をクリックし、”その他”の項目に送信先のメールアドレス

を入力します。 

 

必要事項を入力、設定後、”適用する”ボタンをクリックしま

す。 

 

6 設定の適用が行われましたら、テストメッセージが送信さ

れます。 

※ テストメッセージの送信が有効化されている場合 

 

7 右がテストメッセージを送信した例です。 
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2-6.RAID 設定について 

 

2-6-1.ハードウェア RAID について 

 

CloudyIII/CloudyII/CloudyII-LC には、Broadcom 社(旧 Avago 社)製の RAID コントローラが実装されています。 

※ SmartNAS iX(デスクトップ/1U ラックマウント)にはハードウェア RAID の設定はございません。 

※ Ness1000 シリーズはハードウェア RAID を搭載していますが、本設定に対応しておりません。 

RAID 構成(例:RAID6->RAID10)を変更する場合は、別途 MegaRAID Storage Manager(MSM)を別 PC にインストールして

MSM から変更を行う必要があります。 

※ MSM の使用方法の詳細については、各ハードウェアのユーザーズマニュアルをご参照ください。 

ここでは、インストールされた MSM からアクセスする為のログイン情報(ユーザー名とパスワード)の変更について説明し

ます。 

 操作 表示例 

1 iX にログイン後、メインメニューで”セットアップ”→”ハード

ウェア RAID”を選択します。 

 

2 右の画面にて、raid(フルアクセスユーザー)並びに

raidview(読み取り専用アクセスユーザー)を選択し、各パス

ワードを変更します。 

尚、デフォルトの設定は以下の通りです。 

フルアクセス 

ユーザー名： raid 

パスワード：raid 

読み取り専用 

ユーザー名:  raidview 

パスワード: raidview 

変更後、”適用する”ボタンをクリックします。 
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2-6-2.ソフトウェア RAID について 

 

SmartNAS iX(デスクトップ/1U ラックマウント)について、ハードウェア RAID コントローラは搭載されていません。当該シス

テムはソフトウェアの RAID を構成してディスクの冗長化を図っています。 

以下に iX でのソフトウェア RAID について説明をいたします。 

CloudyⅡ、Ⅲのモデルにおいても、SAS コントローラに複数のハードディスクドライブ(ハードディスクドライブ(HDD))を接続

してソフトウェア RAID を構築することは可能です。その場合は、最大 27 台までのハードディスクドライブ(HDD)を一つの

RAID ユニットとして設定することが可能です。 

※ Ness1000 シリーズはハードウェア RAID を搭載していますので本設定には対応しておりません。 

 

2-6-2-1ユニットの再スキャンについて 

この機能は、システムを再スキャンして新しいユニットを探します。 

 操作 表示例 

1 iX にログイン後、メインメニューで”セットアップ”→”ソフト

ウェア RAID”を選択します。 

 

2 “ユニットの再スキャン”メニューで”再スキャン”ボタンをク

リックすることで、新たに接続したハードディスクを認識さ

せることができます。 

※ iX 起動時には接続されているハードディスクをスキャ

ンして認識させています。 
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2-6-2-2新しい S/W RAID ユニットの作成ついて 

この機能を使用して、空 (未使用) のユニットからソフトウェア RAID を作成できます。使用中のユニットから RAID を作成す

る場合は、最初にコンソールでユニットの内容を削除する必要があります。これにより、ユニットのすべてのデータが消去され

ることに注意してください。  

※ 出荷された SmartNAS iX については、既にソフトウェア RAID で構成されています。ここでの説明は何らかの理由で再度

RAID 構成を組みなおす場合の参考資料としてください。 

 

 操作 表示例 

1 iX にログイン後、メインメニューで”セットアップ”→”ソフト

ウェア RAID”を選択します。 

 

2 “ユニットの再スキャン”メニューで”再スキャン”ボタンをク

リックすることで、新たに接続したハードディスクを認識さ

せることができます。 

※ iX 起動時には接続されているハードディスクをスキャ

ンして認識させています。 

 

3 “新しい S/W RAID ユニットの作成”メニューで、RAID グル

ープを設定したいユニット（ハードディスク）の□印をクリッ

クし選択します。 

選択後に”RAID レベル”で設定したい RAID レベルを▼印

をクリックして選択してください。 

※ 設定できる RAID レベルは、P37 参考資料でご確認

ください。 

チャンクサイズを▼印をクリックししてチャンクサイズを設

定します。 

※ 「チャンク サイズ」は、一度に書き込まれるデータの

最小量です。通常はデフォルトの 64kB に設定するこ

とをお勧めします。 

“詳細を表示”をクリックします。 
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4 詳細モードでは、ディグレードモードでの作成についての

許可の有効・無効を設定できます。 

また、RAID グループ作成時のパリティアルゴリズムの設

定が可能です。 

※ “ディグレードモードでの作成”並びにパリティアルゴ

リズム”の詳細については P37 参考資料でご確認く

ださい。 

※ 通常はデフォルトの状態で設定されることをお勧めい

たします。 

 

最後に”作成する”ボタンをクリックします。 

 

 

5 WebGUI 左側の”S/W RAID ユニット欄に作成した RAID グ

ループのユニット名（MDX）が表示されます。 

※ X は英数字、この例では MD0 

表示された RAID ユニットをクリックします。  

6 WebGUI 右側の”情報”欄に現在の RAID ユニットの状態

が表示されます。 

右の例は、ソフトウェア RAID を設定した直後の状態で、ビ

ルド時間（残り時間）等の情報が赤文字で表示されます。 

 

7 ソフトウェア RAID のビルド（リビルド）が完了しましたら、右

の様に、状態が”active”に変更されます。 
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参考資料: 
 

使用可能な RAID: 

RAID 0 ストライプ アレイ。少なくとも 2 ユニット必要です。RAID 0 では、4k ～ 256k のチャンクサイズを設定できます。 

RAID アレイのサイズは、アレイ内の各ドライブ サイズの合計になります。 

RAID 1  ミラー アレイ。少なくとも 2 ユニット必要です。サイズは、(SINGLE)UNIT_SIZE になります。(SINGLE)UNIT_SIZE  

は、アレイ内の最小のユニットのサイズです。 

RAID 5  ストライプ + パリティ アルゴリズム アレイ。同じ容量のユニットが少なくとも 3 つ必要です。[(レイアウト) パリテ 

 ィ アルゴリズム] リストボックスから、[左/右] と [対称/非対称]を選択できます。 

サイズは(NR_OF_UNITS-1)*(SINGLE)UNIT_SIZE になります。 

(SINGLE)UNIT_SIZE は、アレイ内の最小のユニットのサイズです。 

RAID 6  ストライプ + パリティ アルゴリズム アレイ。同じ容量のユニットが少なくとも 4 つ必要です。[(レイアウト) パリテ 

 ィ アルゴリズム] リストボックスから、[左/右] と [対称/非対称]を選択できます。 

サイズは、(NR_OF_UNITS-2)*(SINGLE)UNIT_SIZE になります。 

(SINGLE)UNIT_SIZE は、アレイ内の最小のユニットのサイズです。 

 

ディグレードモードでの作成を許可 

最小のユニット数を満たしていなくても、1 ユニットで RAID1、2 ユニットで RAID5、3 ユニットで RAID6 を作成できるように

します。 

 

RAID 5 の (レイアウト) パリティ アルゴリズムの詳細は以下の通りです。 

 

RAID 5 (レイアウト) パリティ アルゴリズム 

マトリクスに示されたデータ配置ブロックとパリティ ブロックの 4 つのアルゴリズムから 1 つを設定できます。デフォルトのオ

プションは、左/対称です。これは大量の読み取りに最適です。次に推奨される値は、左/非対称です。 

 

※ ソフトウェア RAID 5 は、小さなファイルを多数書き込む場合には適しません。 
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RAID 6 の (レイアウト) パリティ アルゴリズムの詳細は以下の通りです。 

 

RAID 6 (レイアウト) パリティ アルゴリズム 

マトリクスに示されたデータ配置ブロックとパリティ ブロックの 4 つのアルゴリズムから 1 つを設定できます。デフォルトのオ

プションは、左/対称です。これは大量の読み取りに最適です。次に推奨される値は、左/非対称です。 

 

 
 
RAID を削除する際、既にボリューム・グループに追加されている場合は、コンソールの拡張ツールを使用して (コンソールで 

F1 押すとキーボード ショートカットが表示されます)、最初に RAID のボリューム・グループを削除します (拡張ツール メニ

ューの [Delete content of units (ユニットの内容の削除)] 機能)。これで、[削除] ボタンが有効になります。そうでない場合

は、単に [削除] ボタンをクリックします。 

 

※ RAID1、RAID5、および RAID6 アレイにはスペア ユニットを追加できます。RAID の作成後は、[機能: 情報] に同期の

進捗状況が表示されます。同期プロセスが終了するまで、このアレイで実行されるすべてのアクションの動作は多少遅く

なります。 

 

※ iSCSI の同じストレージのユニット同士でソフトウェア RAID を構成すると効率が低下します。性能を優先する場合は 2

つ以上の異なるストレージに接続されているユニットを使用してください。 
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2-6-2-3ソフトウェア RAID 電子メール通知ついて 

 

 操作 表示例 

1 iX にログイン後、メインメニューで”セットアップ”→”ソフト

ウェア RAID”を選択します。 

 

2 本機能を有効にするには、iX 自身のメール通知機能を有

効にする必要があります。 

“2-5-3 メール通知設定”を参照し、メール通知機能を有

効にしてください。 

 

 

3 メール通知機能を有効にしたら、右の様に”ソフトウェア 

RAID 電子メール通知”メニューで各イベントの通知設定が

可能になります。 

再同期/復元の進行状況を含める 

これにより、現在実行中の再同期/再構築がある場合に、その

進行状況を通知できます。20% 完了するたびに電子メールが

送信されます。 

 

アレイの状態を含める 

イベントに関連するアレイの状態に関する情報がイベントごと

に追加されます。 

 

必要な機能の□印をクリックし、チェックマークを付与後、”通

知する”ボタンをクリックします。 

 

 

 
※ 当機能について、初期のソフトウェアRAID構成時はメール通知されません。一度、RAID構成が組まれた後に再同期/復

元が行われた場合に機能します。 

 

メール通知例： 

 

softRAID_mgr:RAID MD0 is rebuilt in 20 
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2-6-2-4ドライブ検出ついて 

 

この機能を使用して、iXのケージ内のディスクを検索できます。ハードウェア RAID がインストールされている場合は、RAID 

アレイ全体が 1 つのドライブとして表示されます。この場合は、S.M.A.R.T. ツールまたはハードウェア RAID 管理ツール 

(RAID コントローラの製造元によって異なる) を使用すると、どのドライブ ユニットがどのディスクであるかを特定できないこと

があります。 

※ 当該機能が有効なのはSmartNASiXの様にいくつかのユニットに分かれてソフトウェアRAID構成になっている場合です。

ハードウェアRAIDの場合は、ユニットが一つとなっているので本機能は有効ではありません。 

 

 操作 表示例 

1 iX にログイン後、メインメニューで”セットアップ”→”ソフト

ウェア RAID”を選択します。 

 

2 “ドライブ検出”メニューにて、確認したいユニット（ここでの

例はユニット S004）の□印をクリックし、チェックマークを付

与します。 

その後、”適用する”をクリックします。 

 

3 SmartNAS iX で該当のディスクユニットのアクセス LED（緑

色）が点滅します。 

 

 

※ 1 分以内に識別を停止しないと (適切なチェックボックスをオフにし、フォームを適用)、識別は 1 分後に自動的に停止さ

れます。この機能を通常の運用中に使用する場合、負荷がかかるため、ご注意ください。 

 

※ BIOS にて SATA Mode が”IDE Mode”になっていると、この機能はご利用できません。SATA Mode は必ず”AHCI Mode”

になっていることをご確認ください。 
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2-6-2-5マネージャについて 

 
この機能を使用して、RAID アレイを管理できます。 

 操作 表示例 

1 iX にログイン後、メインメニューで”セットアップ”→”ソフト

ウェア RAID”を選択します。 

 

2 WebGUI の左側にある、”S/W RAID ユニット”に、該当の

RAID ユニット（ここでは MD0）が存在しますので、そのユニ

ット名をクリックします。 

 

3 WebGUI 画面右側に”マネージャ”が表示されます。 

このマネージャでの操作の詳細を次ページに記しますの

で、ご確認ください。 
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使用可能な運用 
 

RAID 0 

この RAID には冗長性がありませんので基本的に RAID を管理することができません。どのユニットに障害が発生してもア

レイ全体が破損します。 

 

RAID 1 

ユニットを障害ユニットとして設定するには、該当するチェックボックス (F 列) をオンにし、[適用] ボタンをクリックします。 

アレイから任意のユニットを削除するには、該当するチェックボックス (R 列) をオンにし、[削除] ボタンをクリックします。 

 

RAID 5 

ユニットを障害ユニットとして設定するには、該当するチェックボックス (F 列) をオンにし、[適用] ボタンをクリックします。 

アレイから任意のユニットを削除するには、該当するチェックボックス (R 列) をオンにし、[削除] ボタンをクリックします。 

 

RAID 6 

ユニットを障害ユニットとして設定するには、該当するチェックボックス (F 列) をオンにし、[適用] ボタンをクリックします。 

アレイから任意のユニットを削除するには、該当するチェックボックス (R 列) をオンにし、[削除] ボタンをクリックします。 

 

RAID の表記 

 

PR - アレイ内の優先度 

別のユニットが障害に設定された場合にアレイに追加されるユニットの優先度です。 

 

F - 障害 

アレイ内のユニットを無効にできます。 

 

R - 運用中削除 

システムをシャットダウンせずに、アレイからユニットを削除できます。 

 

ST - アレイ内のユニットの状態を示します。次の状態があります。 

A - ユニットはアレイ内でアクティブです。 

* - アレイに属するユニットの番号。 

S - スペアまたはスペアの再構築 

ユニットは未使用でアレイに追加できます。または、未使用で現在再構築中]です。 
 

制限 

・ デグレード（縮退）モードの場合、または再同期/再構築中の場合は、どのユニットも障害設定することができませ

ん。 

・ RAID 1 および RAID 5 を使用している場合は、アクティブな 1 つのディスクだけを障害として設定できます。 

この制限は、アレイ内のスペア ユニットには適用されません。 

 

※ アクティブな 1 つのディスクだけを障害または削除済として設定できます。 
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2-6-2-6ソフトウェア RAID ユニットの削除について 

 
この機能を使用して、ソフトウェア RAID ユニット (MD[x]) を削除できます。 

 操作 表示例 

1 iX にログイン後、メインメニューで”セットアップ”→”ソフト

ウェア RAID”を選択します。 

 

2 WebGUI の左側にある、”S/W RAID ユニット”に、該当の

RAID ユニット（ここでは MD0）が存在しますので、そのユニ

ット名をクリックします。 

 

3 “ソフトウェア RAID ユニットの削除”メニューで、”削除す

る”ボタンをクリックします。 

 

 

※ この機能は、該当する MD[x] に論理ボリュームが作成されておらず、ユニットが再同期中でない場合にのみ使用できま

す。 

 

※ 論理ボリュームを含むソフトウェア RAID ユニットを削除する場合は、コンソールの拡張ツール( コンソールで F1 を押

すとキーボード ショートカットが表示されます) を使用して、最初に論理ボリュームを削除してください。 
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2-6-2-7リカバリー方法 

 

以下にソフトウェアRAIDを使用してのリカバリー例を説明します。 

 

 

 
 

※エラー等のイベントが発生した場合には、下図の様にWeb GUIにて表示されます。 

 

 
 

イベントビューワのアイコン（封筒マーク）が点滅しますので、このアイコンをクリックし、発生したイベントを確認してください。 

 

※ ここでのシナリオはあるユニットにおいて、I/Oエラーが発生しRAIDグループから外されたことを想定しています。 
 

エラーメッセージ例： 
 

 
 

上記のメッセージ部分をクリックするとより詳細なメッセージが表示されます。 

 

 
 

 

電子メール通知を設定している場合には以下の様なメッセージが、、管理者に対して通知されます。 

※ 電子メール通知については、”2-5-3 メール通知設定” と “2-6-2-3 ソフトウェアRAID電子メール通知について”をご参

照ください。 

 

“System:I/O Errors detected on unit S002. To prevent data loss it is recommended to shut down the system. Please 

contact your hard drive vendor for further support.” 
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1) ハードディスクドライブ(HDD)が故障の為、RAID グループから外された場合 

以下の様に、RAID ユニット（ここでの例は MD0）が障害発生したハードディスクドライブ(HDD)を外した場合、デグレード

（縮退）モードになった旨のイベントを記録すると共にメール通知を設定した場合には管理者に対してイベントが通知され

ます。 

 

softRAID_mgr:RAID MD0 on host smanas7 is in degraded mode. 

 

障害が起きたハードディスクドライブ（HDD）について以下の手順に沿って交換を行います。 

 

 操作 表示例 

1 iX にログイン後、メインメニューで”セットアップ”→”ソフト

ウェア RAID”を選択します。 

 

2 “新しい S/W RAID ユニットの作成”では以下の様に障害

が発生したハードディスクドライブ（ここではユニット 

S0002）が外れた形で表示されます。 

※ もし該当ディスクドライブが未だ認識されている場合

は、次項の内容を実施し”ソフトウェア RAID”に移動

した後、”ユニットの再スキャン”メニューで”再スキャ

ンボタンをクリックしてみてください。 

 
 

3 WebGUI 画面左側にある”S/W RAID ユニット”をクリックし

ます。 

 

4 新しいハードディスクドライブと交換し“ユニットの再スキャ

ン”メニューの”再スキャン”ボタンをクリックします。 

※ ユニット名（ユニット S00X）が、必ずしもハードディス

クのスロット番号と一致しているとは限りません。 

“2-6-2-4 ドライブ検出”を参考に正常に動作してい

るハードディスクの場所を確認して、誤交換を行わな

い様に注意してください。 
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5 “新しい S/W RAID ユニットの作成”のユニット欄に交換し

た新しいハードディスクドライブが”使用可能”な状態で認

識されます。 

※ 新しく追加されたユニットのユニット名は新たに振り

当てられるので、障害が起きたユニットナンバーは永

久欠番となります。 

 

6 “新しい S/W RAID ユニットの作成”メニューで、新しく交

換したハードディスクドライブ（ここではユニット S006）の□

印をクリックし、チェックマークを付与します。 

その後、RAID レベルで▼印をクリックし、”スペア MD0 – 

(RAID6)“を選択します。 

 

7 選択が完了した後に”追加する”ボタンをクリックします。 

 

8 右の様に、新しいユニット（ここでは ユニット S006）が、

RAID ユニット(ここでは MD0)に追加されたことが確認でき

ます。 
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9 WebGUI の左側にある、”S/W RAID ユニット”に、該当の

RAID ユニット（ここでは MD0）が存在しますので、そのユニ

ット名をクリックします。 

 

10 “情報”を確認すると、右の様に、リビルドが開始されてい

ることが確認できます。 

 

11 正常にリビルドが完了した場合は、右の様に状態

が”clean”となります。 
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2) ハードディスクドライブ(HDD)でエラーが発生したが、RAID グループからは外れていない場合 

 

障害が起きたハードディスクドライブ（HDD）について以下の手順に沿って交換を行います。 
 

 操作 表示例 

1 iX にログイン後、メインメニューで”セットアップ”→”ソフト

ウェア RAID”を選択します。 

 

2 “ドライブ検出”でエラーが発生したユニット(ここではユニッ

ト S002)の□印をクリックし、チェックマークを付与した

後、”適用する”をクリックします。 

※ 詳細は、”2-6-2-4 ドライブ検出について”を参照くだ

さい。 

※ ハードディスクドライブ（HDD）の障害で、該当ドライブ

の検出を行っても LED が付かない可能性もありま

す。その場合は、他のユニットを選択して、正常なユ

ニットと故障して交換対象のユニットをご確認くださ

い。 

 

3 WebGUI の左側にある、”S/W RAID ユニット”に、該当の

RAID ユニット（ここでは MD0）が存在しますので、そのユニ

ット名をクリックします。 

 

4 WebGUI 画面右側に”マネージャ”が表示されます。 

このマネージャでの操作の詳細は、”2-6-2-5 マネージャ

について”を参照してください。 

 



 

49 

5 “マネージャ”メニューで、障害が発生した該当ユニット(ここ

ではユニット S002)の F 列にある□印をクリックし、チェッ

クマークを付与します。 

その後、”適用する”ボタンをクリックします。 

 

6 “マネージャ”メニューにて、該当ユニットのステータス(ST)

は、”F”となります。 

 

7 “マネージャ”メニューで、障害が発生した該当ユニット(ここ

ではユニット S002)の R 列にある□印をクリックし、チェッ

クマークを付与します。 

その後、”適用する”ボタンをクリックします。 

その後、該当のハードディスクドライブ(HDD)を取り外しま

す。 

 

8 “マネージャ”メニューで、該当ユニットが取り外されたこと

が確認できます。 
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9 WebGUI 画面左側にある”S/W RAID ユニット”をクリックし

ます。 

 

10 新しいハードディスクドライブと交換し“ユニットの再スキャ

ン”メニューの”再スキャン”ボタンをクリックします。 

※ ユニット名（ユニット S00X）が、必ずしもハードディス

クのスロット番号と一致しているとは限りません。 

“2-6-2-4 ドライブ検出”を参考に正常に動作してい

るハードディスクの場所を確認して、誤交換を行わな

い様に注意してください。 

 

11 “新しい S/W RAID ユニットの作成”のユニット欄に交換し

た新しいハードディスクドライブが”使用可能”な状態で認

識されます。 

※ 新しく追加されたユニットのユニット名は新たに振り

当てられるので、障害が起きたユニットナンバーは永

久欠番となります。 

 

12 “新しい S/W RAID ユニットの作成”メニューで、新しく交

換したハードディスクドライブ（ここではユニット S006）の□

印をクリックし、チェックマークを付与します。 

その後、RAID レベルで▼印をクリックし、”スペア MD0 – 

(RAID6)“を選択します。 

 

13 選択が完了した後に”追加する”ボタンをクリックします。 
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14 右の様に、新しいユニット（ここでは ユニット S006）が、

RAID ユニット(ここでは MD0)に追加されたことが確認でき

ます。 

 

15 WebGUI の左側にある、”S/W RAID ユニット”に、該当の

RAID ユニット（ここでは MD0）が存在しますので、そのユニ

ット名をクリックします。 

 

16 “情報”を確認すると、右の様に、リビルドが開始されてい

ることが確認できます。 

 

17 正常にリビルドが完了した場合は、右の様に状態

が”clean”となります。 
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2-7.ハードウェア設定 

 

2-7-1.UPS 設定について 

iX に APC 社製 UPS を USB 接続もしくはネットワーク接続をすることによって、外部電源の監視並びに停電時の自動シャ

ットダウンを実施することが可能になります。 

※ 対応する UPS は APC 社製のみです。 

※ UPS の冗長構成には対応していません。 

 

次ページ以降に USB 接続並びにネットワーク接続での設定方法を説明します。 
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2-7-1-1 USB 接続 

一台の UPS で一台の iX をつなげる場合に、この設定が有効です。 

 

必要な部品：APC Smart-UPS/Smart-UPS RM 用 USB ケーブル (AP98117J) 

事前準備： NAS と UPS を USB ケーブルで接続する。 

※ UPS 側：標準 USB ポート、NAS 側：任意の USB ポート 

 

 操作 表示例 

1 iX にログイン後、メインメニューで”セットアップ”→”ハード

ウェア”を選択します。 

 

2 “UPS 設定”メニューで、”UPS の使用”の□印をクリック

し、”UPS の使用”を有効化します。 

 

3 “UPS の使用”を有効化すると、UPS の設定画面が表示さ

れます。 

※ 例では、SmartUPS の USB 接続を例にしています。 

他の UPS を設定する場合には、”UPS モデル”（矢

印部分をクリックします）で適している UPS を選択し

てください。 

※ 詳細はヘルプを御確認ください。 

※ 停電が発生した際、“タイムアウト”に設定している値

（ここでは 5 min）の間待って電源が復旧しないとこの

iX はシャットダウンします。 

全て設定（選択）しましたら”適用する”ボタンをクリックしま

す。 

設定はこれで完了です。 
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4 設定が完了しましたら、UPS が正しく認識するかを確認し

ます。 

メインメニューで”ステータス”→”ハードウェア”へと移動し

ます。 

 

5 正しく UPS が接続されている場合は、以下の様に状態が”ONLINE”で確認でき、バッテリーの充電度合いも確認ができます。 

 

6 UPS が正しく接続されていない場合には、以下の様に UPS モードが”null”と表示されます。UPS との接続を再確認してくださ

い。 

※ 接続に問題がないことを確認の上、iX の再起動を実施してください。 

 

7 外部電源を抜いた（停電が発生）場合、状態は”ONBATT”に変わります。 

 

8 外部電源が抜けた（停電が発生）場合、右の様なイベントが

発生します。  

9 UPS のバッテリー電源で稼動し始めた場合、右の様なイベ

ントが発生します。 
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10 項番 3 で”タイムアウト”に設定した時間（デフォルト 5 分）経

過した後、iX はシャットダウンが開始されます。 
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2-7-1-2 ネットワーク接続 

一台の UPS で複数の iX（他にサーバー・PC 等）をつなげる場合に、この設定が有効です。 

必要な部品：Network Management Card2 (AP9630J) 

※ UPS に設定する Network Management Card の型番について、更新されている場合がございます。設定する前に弊

社までお問い合わせください。 

構成例： 

 

事前準備：  

上図の様に、ネットワークを接続し、UPS のネットワークマネージメントカードの IP アドレスを設定します。 

 

 操作 表示例 

1 iX にログイン後、メインメニューで”セットアップ”→”ハード

ウェア”を選択します。 

 

2 “UPS 設定”メニューで、”UPS の使用”の□印をクリック

し、”UPS の使用”を有効化します。 
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3 “UPS の使用”を有効化すると、UPS の設定画面が表示さ

れます。 

UPS ベンダの設定にて”SNMP”を 

 “SNMP ホストエージェントドメイン”の項目には、UPS の

ネットワークマネージメントカードに設定した IP アドレスを

入力します。 

※ 詳細はヘルプを御確認ください。 

※ 停電が発生した際、“タイムアウト”に設定している値

（ここでは 5 min）の間待って電源が復旧しないとこの

iX はシャットダウンします。 

全て設定（選択）しましたら”適用する”ボタンをクリックしま

す。 

 

設定はこれで完了です。 

 

4 設定が完了しましたら、UPS が正しく認識するかを確認し

ます。 

メインメニューで”ステータス”→”ハードウェア”へと移動し

ます。 

 

 

 

  

5 正しく UPS が接続されている場合は、以下の様に状態が”OL”と表示され、バッテリーの充電度合いも確認ができます。 

※ 項番 2 で設定した後、SNMP にて該当 UPS の状態を取得します。この取得にしばらく時間を必要とします。(約 30 秒間) 

 

※ ”OL”は OnLine の略です。 

 

 

 

6 外部電源を抜いた（停電が発生）場合、状態は”OB”に変わります。 
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※ ”OB”は OnBattery の略です。 

7 右の様なイベントが発生します。 

 

8 メールには、以下の様に通知されます。 

“2013/10/21 11:31:38 UPS_mgr:UPS ups@localhost on battery” 

9 項番 3 で”タイムアウト”に設定した時間（デフォルト 5 分）経

過した後、iX はシャットダウンが開始されます。 
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2-7-1-3 復電後に自動起動させる方法（参考資料） 

デフォルトの構成では、iX(CloudyII/CloudyIII/SmartNAS/Ness1000 シリーズ)は停電から復電した際に自動で起動しませ

ん。 

BIOS の設定で”Restore on AC/Power LOSS”の設定を”LAST State”(デフォルト値)を”Power ON”に変更することで復

電後に自動起動させることが可能です。 

以下は CloudyII を参考例として記載しています。 

 操作 表示例 

1 
 

電源投入後、BIOS 設定画面に入ります。 

サーバー起動時、NTC ロゴが表示されているタイミングで、”

Del”キーを押して下さい。 

※ 2 回目の NTC ロゴ表示時に、”Del”キーを押すと確

実です。 

 

2 BIOS 設定画面に入ります。 

“Advanced”のタブを矢印キー(“→”もしくは”←”)を使用し

て選択します。 

 

3 Advanced メニュー中の”Boot Feature”を矢印キー(“↓”

もしくは”↑”)を使用して選択（選択された箇所は白文字表

示になります。）し、”Enter”キーを押下します。 
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4 “Boot Feature”のメニュー画面で、”Restore on AC Power 

Loss”を矢印キー(“↓”もしくは”↑”)を使用して選択（選択

された箇所は白文字表示になります。）し、”Enter”キーを

押下します。 

“Restore on AC Power Loss”での選択画面が表示されま

すので、”Power On” を矢印キー(“↓”もしくは”↑”)を使

用して選択（選択された箇所は白文字表示になります。）

し、”Enter”キーを押下します。 

 

 

5 “Esc”キーを押下し、でメインメニューまで戻り、“Save & 

Exit”のタブ矢印キー(“→”もしくは”←”)を使用して選択し

ます。 

“Save Change and Reset” を矢印キー(“↓”もしくは”↑”)

を使用して選択（選択された箇所は白文字表示になりま

す。）し、”Enter”キーを押下します。 

 

以上で完了です。 
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2-7-2.時刻設定について 

※ iX(OS)をなんらかの理由でインストールしなおしたり、アップデートしたり、SU のパッチを適用した場合は時刻が向上

出荷状態に戻っている可能性がございますので、設定を必ずご確認ください。 

2-7-2-1 手動設定 

 

 操作 表示例 

1 iX にログイン後、メインメニューで”セットアップ”→”ハード

ウェア”を選択します。 

 

2 “時刻の設定”メニューに現在の時刻が表示されます。 

手動で時刻の設定を行う場合、”マニュアル”の○印をクリ

ックし選択します。 

その後、”新しい時刻”（必要に応じて”新しい日付”も）の

項目に正しい時間を入力し、”適用する”ボタンをクリックし

ます。 

※ 新しい時刻の をクリックすることで、現在操作し

ている PC の時間を設定することができます。 

 

3 現在の時刻が更新されたことを御確認ください。 

 

  



 

62 

2-7-2-2 NTP サーバーを使用しての時刻設定 

1) 一回のみ調整（クリック時にのみ調整） 

 操作 表示例 

1 iX にログイン後、メインメニューで”セットアップ”→”ハード

ウェア”を選択します。 

 

2 “時刻の設定”メニューに現在の時刻が表示されます。 

“NTP サーバー”の○印をクリックし、”NTP サーバー”の

項目に NTP サーバーの IP アドレス、もしくはサーバー名

を入力します。 

※ サーバー名を入力する場合は DNS による名前解決

ができていることが前提です。 

一回のみの調整の場合、”クリック時にのみ調整”の○印

をクリックし、”適用する”ボタンをクリックして下さい。 

 

3 “現在の時刻”が正しい時間に変わったかどうかを御確認

ください。 

 

4 もし、NTP サーバーの入力した情報に誤りがあった場合

は、右の様なエラーが表示されます。 

NTP サーバーと接続を御確認ください。 
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2) 継続的な調整（NTP サーバーに追随して時刻を調整） 

 操作 表示例 

1 iX にログイン後、メインメニューで”セットアップ”→”ハード

ウェア”を選択します。 

 

2 “時刻の設定”メニューに現在の時刻が表示されます。 

“NTP サーバー”の○印をクリックし、”NTP サーバー”の

項目に NTP サーバーの IP アドレス、もしくはサーバー名

を入力します。 

※ サーバー名を入力する場合は DNS による名前解決

ができていることが前提です。 

“NTP を使用して継続的に調整”の○印をクリックします。 

システム時間を監視し、ローカル時間とサーバー時間の 

時差が変化した場合に時間を修正します。特に複数のドメイン

を使用する場合は、このオプションをオンにすることをお勧めし

ます。 

※ サーバーが正しく機能するには、時刻の設定がたいへん

重要です。特にレプリケーションの場合は必須ですので

注意してください。 

システムが外部アクセスするためにはゲートウェイと 

DNS ネットワーク (ホスト名の場合) を設定しておく必要

があります。 

 

3 “現在の時刻”が正しい時間に変わったかどうかを御確認

ください。 

 

4 もし、NTP サーバーの入力した情報に誤りがあった場合

は、右の様なエラーが表示されます。 

NTP サーバーと接続を御確認ください。  

 



 

64 

3.ログイン・ログアウト・再起動・シャットダウン方法 
 

3-1.ログイン方法 

 操作 表示例 

1 Web ブラウザー(FireFox のみサポートしています)を開き、

URL 欄に https://192.168.0.220/と入力し、”Enter”キーを

押下します。 

右の画面が表示されますので、”危険性を理解した上で接

続するには”をクリックします。 

※ Web ブラウザーのバージョンの違い等で表示内容が

異なるかと思います。以下の様な表示が発生しまし

た場合、”エラー内容”をクリックします。 

 

以下の様に内容を確認の上、”例外を追加”をクリックして

ください。 

 

 

2 右の様な表示がされますので、”例外を追加”ボタンをクリ

ックします。 

 

https://192.168.0.220/
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3 “セキュリティ例外の追加”が表示されます。 

“セキュリティ例外を承認”ボタンをクリックします。 

 

4 ログイン初回時には、右の画面が表示されます。 

“English”の横にある矢印をクリックすると、”Japanese”

と”Chinese”が選択できる様になりますので、”Japanese”

を選択します。 

 

5 右画面にある”Newtech Software License agreement”を

御確認の上、”同意する”ボタンをクリックします。 

 

6 ログイン画面が表示されます。 

管理者レベルを”フルアクセス”とし、パスワードに”admin”

を入力します。 

その後、”ログイン”ボタンをクリックします。 

※ 管理者レベル並びにパスワードの変更については後

ほど説明いたします。 
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7 ログインが完了しましたら右の画面が表示されます 

 

 

3-2.ログアウト方法 

 操作 表示例 

1 

WebGUI 画面左上ある のボタンをクリックし

ます。 

 

2 確認画面が表示されます。 

“はい”ボタンをクリックします。 
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3-3.再起動方法 

 

3-3-1.WebGUI からの再起動方法 

 

 操作 表示例 

1 WebGUI のメニューから、”メンテナンス”→”シャットダウ

ン”に移動します。 

 

2 “システム再起動”メニューで、”再起動”ボタンをクリックし

ます。 

 

3 確認メッセージが表示されます。 

“OK”ボタンをクリックします。 

 

4 iX の再起動が開始されます。 
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3-3-2.コンソールからの再起動方法 

※ コンソールから再起動を行う場合、iX 本体にディスプレイ・キーボード(もしくは KVM、BMC 経由でのリモート KVM)の

設定が必要です。各機器のユーザーズマニュアルを確認の上、コンソールが使用できる様に設定してください。 

 操作 表示例 

1 コンソール画面が右の様に表示しています。 

この画面で、”Ctrl”+”Alt”+”k”キーを同時に入力します。 

 

2 右のメニューに移ります。 

“System retart”を矢印キー(↓もしくは↑)で、選択（選択さ

れている場合は、白文字となります。）し、”OK”を矢印キー

（→もしくは←）で選択（選択されている場合は、白抜きの

文字で表示されます。）し、”Enter”キーを押下します。 

※ ”ボリュームレプリケーション+フェールオーバー”の構

成ではない場合には、項番 4 に進みます。 

 

3 右の画面は、”ボリュームレプリケーション+フェールオーバ

ー”の構成を実施した環境で再起動を実施した場合に表

示されます。 

※ フェールオーバーの構成で、フェールオーバーサー

ビスを停止しないで、システムの再起動、停止を行う

と不要な複製先へのフェールオーバーが実行されま

す。必要に応じて、WebGUI からフェールオーバーサ

ービスを停止してください。 

内容を確認の上、”Yes” を矢印キー（→もしくは←）で選

択（選択されている場合は、白抜きの文字で表示されま

す。）し、”Enter”キーを押下します。 
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4 確認のメッセージが表示されます。再起動する場合

は、”Yes” を矢印キー（→もしくは←）で選択（選択されて

いる場合は、白抜きの文字で表示されます。）し、”Enter”

キーを押下します。 

 

5 システムの再起動が実施されます。 
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3-4.シャットダウン方法 

 

3-4-1.WebGUI からのシャットダウン方法 

 

 操作 表示例 

1 WebGUI のメニューから、”メンテナンス”→”シャットダウ

ン”に移動します。 

 

2 WebGUI 画面の右側にあるスライドバーを選択し、下方に

移動させます。 

 

3 “システムシャットダウン”メニューにて。”シャットダウン”ボ

タンをクリックします。 

 

4 確認メッセージが表示されます。 

“OK”ボタンをクリックします。 

 

5 iX のシャットダウンが開始されます。 
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3-4-2.コンソールからのシャットダウン方法 

※ コンソールから再起動を行う場合、iX 本体にディスプレイ・キーボード(もしくは KVM、BMC 経由でのリモート KVM)の

設定が必要です。各機器のユーザーズマニュアルを確認の上、コンソールが使用できる様に設定してください。 

 操作 表示例 

1 コンソール画面が右の様に表示しています。 

この画面で、”Ctrl”+”Alt”+”k”キーを同時に入力します。 

 

2 右のメニューに移ります。 

“System shutdown”を矢印キー(↓もしくは↑)で、選択（選

択されている場合は、白文字となります。）し、”OK”を矢印

キー（→もしくは←）で選択（選択されている場合は、白抜

きの文字で表示されます。）し、”Enter”キーを押下します。 

※ ”ボリュームレプリケーション+フェールオーバー”の構

成ではない場合には、項番 4 に進みます。 

 

3 右の画面は、”ボリュームレプリケーション+フェールオーバ

ー”の構成を実施した環境で再起動を実施した場合に表

示されます。 

※ フェールオーバーの構成で、フェールオーバーサー

ビスを停止しないで、システムの再起動、停止を行う

と不要な複製先へのフェールオーバーが実行されま

す。必要に応じて、WebGUI からフェールオーバーサ

ービスを停止してください。 

内容を確認の上、”Yes” を矢印キー（→もしくは←）で選

択（選択されている場合は、白抜きの文字で表示されま

す。）し、”Enter”キーを押下します。 

 

4 確認のメッセージが表示されます。再起動する場合

は、”Yes” を矢印キー（→もしくは←）で選択（選択されて

いる場合は、白抜きの文字で表示されます。）し、”Enter”

キーを押下します。 
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5 シャットダウンが実施されます。 
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4.ボリューム作成について 
 
iX では、以下の図のとおり、ストレージプール（ボリューム・グループ）内に共有 NAS ボリューム(AFP/SMB/NFS)と iSCSI

ボリューム、そしてファイバーチャネル接続ボリューム（FC ボリューム：iX に FibreChannel Adapter を設定必要・

SmartNAS/Ness1000 シリーズ設定不可）の各論理ボリュームを作成することができます。 
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4-1.ボリューム・グループの作成 

 
論理ボリュームの作成前にボリューム・グループを作成します。 
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 操作 表示例 

1 iX にログイン後、メインメニューで”構成”→”ボリューム・マ

ネージャー”→”ボリューム・グループ”を選択します。 

 

2 “ユニットマネージャ”の”ユニット”の項目に、この iX で認

識されているユニット(S00X で表示)が確認できます。 

※ CloudyII/III iX の場合、筐体毎にユニットが一つ認識

されるはずです。（筐体が一つの場合は、S000 の

み） 

※ 拡張筐体が 4U の場合は、ユニットは拡張筐体毎に

2 つ認識されます。（基本筐体と 4U 拡張筐体の場合

は、S000、S0001、S0002） 

もし、ユニット数が少ない様子でしたら、”ユニットの再スキ

ャン”の”再スキャン”ボタンをクリックしてみてください。 

 

該当のユニットの□印をクリックして選択します。 

アクションは”新しいボリューム・グループ”を選択し、名前

は”vg00”を選択します。 

その後、”適用する”ボタンをクリックします。 

 

3 右の様に、既存ディスクのデータを消去する旨のメッセー

ジが表示されます。 

このユニットは新しくボリューム・グループを作成する為

に、ここでデータを削除しても問題はありません。 

“OK”ボタンをクリックしてユニットを初期化してください。 
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4 右図のとおり、状態が”フォーマット中”となり、初期化が実

施されます。 

 

5 初期化が完了しましたら、状態は、”使用中”と表示されま

す。 

 

6 左側欄に作成されたボリューム・グループ名が表示されま

す。 

各ボリュームを作成する場合は、このボリューム・グループ

名をクリックします。 
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4-2.論理ボリューム作成 

 

 

 
作成したボリューム・グループに論理ボリュームを作成します。 

ここでは、NAS ボリューム、iSCSI ボリューム、FC ボリュームの各論理ボリュームを作成します。 
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4-2-1.共有 NAS ボリューム作成 

 

 操作 表示例 

1 iX にログイン後、メインメニューで”構成”→”ボリューム・マ

ネージャー”→”ボリューム・グループ”を選択します。 

 

2 WebGUI の左側にある、”ボリューム・グループ”配下に、作

成されたボリューム・グループが確認できます。 

※ この例では、vg00 

このボリューム・グループ名をクリックします。 

 

3 WebGUI 右側に”ボリューム マネージャ”メニューが確認で

きます。 

アクションの項目で▼印をクリックし、”新しい NAS ボリュ

ーム”を選択します。 
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4 次に、NAS ボリュームのサイズを設定します。サイズの指

定は以下のどちらかで実施してください。 

1) 下にあるスライドバーを右側に移動して、サイズを決

定する。 

を使用してサイズの微調整が可能です。 

2) 追加の項目に設定するサイズを入力（単位:GB）しま

す。 

NAS ボリュームのサイズが決定しましたら、”適用する”ボ

タンをクリックします。 

 

5 NAS ボリュームが作成されましたら右の様に、メッセージ

が表示され、論理ボリュームに作成された NAS ボリューム

が表示されます。 
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4-2-2.iSCSI ボリューム作成 

 

 操作 表示例 

1 iX にログイン後、メインメニューで”構成”→”ボリューム・マ

ネージャー”→”ボリューム・グループ”を選択します。 

 

2 WebGUI の左側にある、”ボリューム・グループ”配下に、作

成されたボリューム・グループが確認できます。 

※ この例では、vg00 

このボリューム・グループ名をクリックします。 

 

3 WebGUI 右側に”ボリューム マネージャ”メニューが確認

できます。 

アクションの項目で▼印をクリックし、”新しい iSCSI ボリュ

ーム”を選択します。 
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4 次にオプションを指定します。オプションの▼印をクリックし

ます。 

オプションでは既に作成されている iSCSI ターゲットへのボリュ

ームの追加、新規で iSCSI ターゲットを含めて作成することを

選択可能です。表示メニューは以下のとおりです；  

 新規ターゲットを自動作成する - 新しく iSCSI ター

ゲットを作成し、そこに新規作成した iSCSI ボリュー

ムを追加します。 

 Attach to existing alias target0  - 新規作成した

iSCSI ボリュームを選択したターゲットに追加しま

す。 

 ボリューム作成のみ - 新規作成した iSCSI ボリュ

ームはターゲットと関連付けられません。ターゲット

に追加する場合は構成->iSCSI ターゲットマネジャ

ーで追加してください。追加したいターゲットを左の

一覧より選択し、緑の＋サインをクリックしてボリュ

ームを追加します。 

ファイル I/O とブロック I/O の違いについて 

iSCSI 及びファイバチャネルターゲットはイニシエータに対して

ブロックデバイスとして機能します。ブロックデバイスは生の 

論理ボリュームまたはフォーマットされた論理ボリューム上のフ

ァイルとして提供することが可能です。 

ブロック I/O は生の論理ボリュームを提供し、イニシエータから

初期化されます。ファイルシステムレイヤが無いので I/O 性能

は優れています。 

ファイル I/O はフォーマットされた論理ボリューム上のファイル

として提供されます。この層によりデータのキャッシングなどの

ファイルシステムの追加機能が使用できます。初期化しない

と、ファイル I/O はさらなるメリットがあります。現在の使用方

法に最適化した/"組織的書き込み(ORGANIZED WRITING)/"

が使用できます。多くの場合、キャッシングができることからフ

ァイル I/O は、パフォーマンスが出ることが多いとされていま

す。しかし、複数のハードウエアイニシエータを使用する場合な

どではブロック I/O の Read/Write 速度に一日の長がありま

す。 

 ファイル I/O で初期化無し - ファイルシステムは

最初の空きブロックを使用してデータを保存しま

す。SEEK コマンドを使用する必要はありません。ラ

ンダムライトでは最高のパフォーマンスを発揮しま

すが、シーケンシャルリードが遅い欠点がありま

す。  

 ファイル I/O で初期化 - データの読み書きをする

ためにシステムは SEEK をする必要があります。フ

ァイルシステムは読み出され、更新されます。初期

化なしの場合より安定しています。 

 ブロック I/O - データを保存、書き込むためにシス

テムは SEEK をする必要があります。データはハー

ドディスクに直接保存されます。（メモリーを使用し

た書き込み不要） 

※ フェールオーバーの構成を設定する場合、必ずブロ

ック I/O を指定してください。 

 



 

82 

5 次に、iSCSI ボリュームのサイズを設定します。サイズの

指定は以下のどちらかで実施してください。 

1) 下にあるスライドバーを右側に移動して、サイズを決

定する。 

を使用してサイズの微調整が可能です。 

2) 追加の項目に設定するサイズを入力（単位:GB）しま

す。 

iSCSI ボリュームのサイズが決定しましたら、”適用する”

ボタンをクリックします。 

 

6 ボリューム作成時に、以下のメッセージが表示されます。内容を確認の上、”OK”ボタンをクリックします。 

 

7 iSCSI ボリュームが作成されましたら右の様に、メッセージ

が表示され、論理ボリュームに作成された iSCSI ボリュー

ムが表示されます。 
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4-3.スナップショットボリューム作成 

 

 

 

ある時点でのファイルシステムの状態を保存するためにスナップショットを使用します。 

iX では各論理ボリュームに対してスナップショットボリュームを割り当てることができます。 

また、iX のスナップショットは、コピー・オン・ライト“copy-on-write”技術を使用しています。既存のブロックに上書き

するときに、その新データを別のブロックに書き込みます。それにより新旧両データが保存されます。旧データはス

ナップショットをマウントしていただけばリード・オンリー・データとしてアクセス可能です。 

 

※ スナップショット用に確保する領域の容量はスナップショットを取得する間隔全てにおける差分の最大値を想定して見

積もる必要があります。 

 

※ 1 論理ボリュームあたり 最大 10 スケジュール 

※ システムあたり 最大 20 スケジュール 
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4-3-1.スナップショットボリューム作成 

 

 操作 表示例 

1 iX にログイン後、メインメニューで”構成”→”ボリューム・マ

ネージャー”→”ボリューム・グループ”を選択します。 

 

2 WebGUI の左側にある、”ボリューム・グループ”配下に、作

成されたボリューム・グループが確認できます。 

※ この例では、vg00 

このボリューム・グループ名をクリックします。 

 

3 WebGUI 右側に”ボリューム マネージャ”メニューが確認

できます。 

アクションの項目で▼印をクリックし、”新しいスナップショッ

ト”を選択します。 

※ スナップショットボリュームを作成するには、既に

NAS ボリュームなどの論理ボリュームが作成されて

いることが前提です。 
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4 “ボリュームへの割り当て”の項目で▼印をクリックし、”ボ

リューム lv000X に割り当てる”を選択します。 

※ Lv000X は、このボリュームマネージャで作成されて

論理ボリュームの名前を指します、(ここでは lv0000) 

 

5 次に、スナップショットボリュームのサイズを設定します。 

※ スナップショットのサイズの目安として、割り当てる論

理ボリュームの 10%から 20%程度とします。 

※ 日々の更新量がわかる場合は、その更新量を計算し

て設定します。 

 

追加の項目にサイズを入力(単位:GB)し、”適用する”ボタ

ンをクリックします。 

 

6 スナップショットボリュームが作成されましたら、右図の様

に、表示されます。 

※ 割り当てられた論理ボリュームには、スナップ欄にチ

ェックマークが付与されます。 
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4-3-2.スナップショット取得方法 

 

以下に各共有で設定されてスナップショットの取り扱い方法について説明をいたします。 

 

※ スナップショットボリュームについて、”4-3-1 スナップショットボリューム作成”で作成されていることが前提です。 

 

4-3-2-1 手動で取得する方法 

 

 操作 表示例 

1 iX にログイン後、”メンテナンス”→”スナップショット”に移

動します。 

 

2 画面右側に“スナップショットタスク”メニューが確認できま

す。 

“スナップショットタスク”メニューで、アクションの状態が

の表示であれば、該当スナップショットボリュー

ムは未使用の状態です。 

また、現在、使用されていない場合は、”開始時間”の状態

も “n/a”となっています。 

スナップショットを取得されたい場合は、アクションの開始

ボタン をクリックしてください。 

 

3 スナップショットの取得が完了した場合は、右の図の通りと

なります。 

アクションの状態は の表示に変更され、開始時

間にはスナップショットの取得時間が表示されます。  
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4 
該当スナップショットボリュームの前にある 印をクリッ

クします。 

 

5 該当スナップショットの詳細な情報が表示されます。 

※ 使用法欄には、該当スナップショットの使用率が表示

されます。 

 

スナップショットの内容については、アクションの ボタン

をクリックする（停止するまで）保持されます。 

※ ボタンを押してスナップショットを停止するとスナ

ップショットボリューム内のデータは破棄されます。 
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4-3-2-2 手動で停止する方法 

 

 操作 表示例 

1 iX にログイン後、”メンテナンス”→”スナップショット”に移

動します。 

 

2 
スナップショット使用中のアクションの状態は の

表示に変更され、開始時間にはスナップショットの取得時

間が表示されます。 

停止する場合は、 ボタンをクリックします。 

※ ボタンを押してスナップショットを停止するとスナ

ップショットボリューム内のデータは破棄されます。 

 

3 停止が完了した場合は、右のとおり、アクションは

の表示となり、開始時刻は”n/a”となります。 
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4-3-2-3 スケジュールを設定して自動的に取得する方法 

 

 操作 表示例 

1 iX にログイン後、”メンテナンス”→”スナップショット”に移

動します。 

 

2 画面左側に、”スナップショット”一覧を確認することができ

ます。 

該当のスナップショットボリュームをクリックします。 

 

3 画面右側に”スナップショットタスクのスケジュールの作成”

メニューを確認することができます。 

ここで、スナップショットを取得するスケジュールを設定しま

す。 

例えば、毎週金曜日の 13:00 にスナップショットを取得し、

18:00 に開放する場合、金曜日の□印をクリックし、スター

トとストップの欄に開始時間と停止時間を設定します。 

※ もし、スナップショットの中身を次の開始時間まで保

持したい場合は、ストップ時間の欄を空白にします。 

このスケジュールは複数設定することが可能です。 

コメント欄にわかり易い内容（英字、特殊文字は不可）で記

入し、”適用する”ボタンをクリックします。 

 

4 タスクが作成されましたら、右の様に、”スナップショットタ

スクのスケジュール”メニューに表示されます。 
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4-3-2-4 タスク・スケジュールの削除 

 

 操作 表示例 

1 iX にログイン後、”メンテナンス”→”スナップショット”に移

動します。 

 

2 画面左側に、”スナップショット”一覧を確認することができ

ます。 

該当のスナップショットボリュームをクリックします。 

 

4 ”スナップショットタスクのスケジュール”メニューに設定さ

れたスナップショットのタスクが表示されています。 

不要なスケジュールは ボタンをクリックして削除しま

す。 

 

5 確認のメッセージが表示されます。 

該当タスクかどうかを確認に上“OK”ボタンをクリックしま

す。 

 

6 削除が成功し、他のタスクもない場合には、右のメッセー

ジが表示されます。 

※ 複数のタスクがある中で一つのタスクを削除した場

合は、特にメッセージの表示はありません。  
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4-3-3.スナップショットボリューム定義解除 

 

 操作 表示例 

1 iX にログイン後、メインメニューで”構成”→”ボリューム・マ

ネージャー”→”ボリューム・グループ”を選択します。 

 

2 WebGUI の左側にある、”ボリューム・グループ”配下に、作

成されたボリューム・グループが確認できます。 

※ この例では、vg00 

このボリューム・グループ名をクリックします。 

 

3 WebGUI 画面の右側にあるスライドバーを選択し、下方に

移動させます。 

 

4 “スナップショット定義”メニューで、設定されたスナップショ

ットの状態を確認できます。 

状態については、以下の通りです。 

1. 未使用：どの論理ボリュームにも割り当たれていませ

ん。（スナップショットの定義を解除した場合は、この

状態になります。） 

2. 使用中/非アクティブ：ある論理ドライブに割り当てら

れているが、スナップショットは開始されていない。

（スナップショット定義の解除可能） 

3. 使用中/アクティブ：ある論理ドライブに割り当てられ

ていて、かつスナップショットは開始している。（スナッ

プショット定義の解除は、スナップショットを停止して

から実施可能） 
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5 スナップショットの定義を解除したいスナップショットボリュ

ーム（この例では、snap00001）の▼印をクリックし、”割り

当てなし”を選択します。 

その後、”適用する”ボタンをクリックします。 

 

6 該当スナップショットの状態が”未使用”となります。 
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4-4.スナップショットボリューム削除 

※ スナップショットボリュームを削除するに当たって、スナップショットで取得されたデータについては消去されますので

ご注意ください。 

 操作 表示例 

1 iX にログイン後、メインメニューで”構成”→”ボリューム・マ

ネージャー”→”ボリューム・グループ”を選択します。 

 

2 WebGUI の左側にある、”ボリューム・グループ”配下に、作

成されたボリューム・グループが確認できます。 

※ この例では、vg00 

このボリューム・グループ名をクリックします。 

 

3 画面右側にある、”ボリュームマネージャ”メニューで削除

対象のスナップショットボリュームを確認できます。 

※ ここでの対象は snap00000 です。 

スナップショットボリュームの右側にあるボタンが の状

態である場合は削除できません。 

※ をクリックしても反応はされません。 

スナップショットボリュームを削除する場合、以下の 2 点に

ついて確認してください。 

1. スナップショットの共有されている、iSCSI/FC ターゲ

ットボリュームに接続されている 

→ 共有の削除（解除）、iSCSI/FC 接続の場合は 接続を

解除してください。 

2. スナップショットが使用中である 

→ スナップショットを停止してください。 
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4 
スナップショットボリュームの右側にあるボタンが の

表示になっていれば削除可能です。 

削除するスナップショットボリュームであることを確認して、

ボタンをクリックします。 

 

5 確認メッセージが表示されますので、”OK”ボタンをクリック

します。 

 

6 スナップショットボリュームが削除されましたら、右のメッセ

ージが表示されます。 
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4-5.論理ボリューム拡張 

iX の論理ボリュームは以下の図の様に設定されたボリューム・グループ（VG）内の空領域だけ拡張することが可能です。 

 

以下に論理ボリューム(NAS/iSCSI/FC)の拡張方法について説明します。 

 操作 表示例 

1 iX にログイン後、メインメニューで”構成”→”ボリューム・マ

ネージャー”→”ボリューム・グループ”を選択します。 

 

2 WebGUI の左側にある、”ボリューム・グループ”配下に、作

成されたボリューム・グループが確認できます。 

※ この例では、vg00 

このボリューム・グループ名をクリックします。 
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3 現在設定されている論理ボリュームのサイズを確認しま

す。 

※ ここでの例では 1024.00 GB です。 

アクションで ボタンをクリックし、”変更 lv0000”を選択し

ます。 

※ 変更 lvxxxx は論理ボリューム名です。論理ボリュー

ムが複数ある場合は、選択を間違わないでください。 

 

4 追加欄に拡張するサイズを入力します。 

※ ここでは 1024GB 拡張することとします。 

 

追加サイズを入力しましたら”適用する”ボタンをクリックし

てください。 

 

 

5 追加サイズに入力したサイズだけ拡張されたことを確認し

ます。 
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4-6.論理ボリューム削除 

※ 論理ボリュームを削除するに当たって、論理ボリューム内のデータについては消去されますのでご注意ください。 

4-6-1.共有 NAS ボリューム削除 

※ 共有 NAS ボリュームを削除する際には、一瞬全ての NAS 接続が遮断されます。運用で支障がない時間帯で削除し

てください。 

 操作 表示例 

1 iX にログイン後、メインメニューで”構成”→”ボリューム・マ

ネージャー”→”ボリューム・グループ”を選択します。 

 

2 WebGUI の左側にある、”ボリューム・グループ”配下に、作

成されたボリューム・グループが確認できます。 

※ この例では、vg00 

このボリューム・グループ名をクリックします。 
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3 画面右側にある、”ボリュームマネージャ”メニューで削除

対象の共有 NAS ボリュームを確認できます。 

※ ここでの対象は lv0000 です。 

共有 NAS ボリュームの右側にあるボタンが の状態で

ある場合は削除できません。 

※ をクリックしても反応はされません。 

共有 NAS ボリュームを削除する場合、以下の 3 点につい

て確認してください。 

1. 共有が設定されている 

→ 共有の削除（解除）してください。 

2. スナップショットが使用中である 

→ スナップショットを停止し、定義の解除してください 

3. レプリケーションモードになっている 

→ ボリュームレプリケーションの設定を解除し、該当ボリ

ュームを通常のモードに変更してください。 

 

4 
共有 NAS ボリュームの右側にあるボタンが の表示

になっていれば削除可能です。 

削除する共有 NAS ボリュームであることを確認して、

ボタンをクリックします。 
 

5 以下の警告が表示されます。内容を確認の上、”OK”ボタンをクリックします。 

 

6 右の様に該当共有 NAS ボリュームが削除されました。 
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4-6-2.iSCSI ボリューム削除 

 

 操作 表示例 

1 iX にログイン後、メインメニューで”構成”→”ボリューム・マ

ネージャー”→”ボリューム・グループ”を選択します。 

 

2 WebGUI の左側にある、”ボリューム・グループ”配下に、作

成されたボリューム・グループが確認できます。 

※ この例では、vg00 

このボリューム・グループ名をクリックします。 

 

3 画面右側にある、”ボリュームマネージャ”メニューで削除

対象の iSCSI ボリュームを確認できます。 

※ ここでの対象は lv0000 です。 

共有 NAS ボリュームの右側にあるボタンが の状態で

ある場合は削除できません。 

※ をクリックしても反応はされません。 

iSCSI ボリュームを削除する場合、以下の 3 点について確

認してください。 

1. iSCSI ターゲットに接続されている 

→ iSCSI ターゲットから外してください。 

2. スナップショットが使用中である 

→ スナップショットを停止し、定義の解除してください 

3. レプリケーションモードになっている 

→ ボリュームレプリケーションの設定を解除し、該当ボリ

ュームを通常のモードに変更してください。 
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4 
iSCSI ボリュームの右側にあるボタンが の表示にな

っていれば削除可能です。 

削除する iSCSI ボリュームであることを確認して、 ボ

タンをクリックします。 
 

5 右の様に確認のメッセージが表示されます。 

削除対象の iSCSI ボリュームであることを確認の

上、”OK”ボタンをクリックします。 

 

6 正常に削除されましたら、右の様にメッセージが表示さ

れ、iSCSI ボリュームは削除されます。 
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5.共有の設定について 
 
iX では、以下の図のとおり、Mac/Windows/UNIX/Linux 等異なるプラットフォーム間での共有を設定することができます。 

 

 
 

この章にて各共有の設定について説明をいたします。 

 

※ 前提として、既に共有 NAS ボリュームが設定されていること 

  



 

102 

5-1.認証方式 

 

5-1-1.認証サーバーが存在しない場合 

ネットワーク上に認証サーバーがなく、iX にてアクセスするユーザーを登録する場合には以下の方法で設定します。 

 

5-1-1-1 認証方法の選択 

 

 操作 表示例 

1 iX にログイン後、メインメニューで”構成”→”NAS 基本設

定”を選択します。 

 

2 右図の通り、”ワークグループを設定し、使用する(内部 

LDAP)”の○印をクリックし、ワークグループの項目に、ワ

ークグループ名を入力します。 

その後、”適用する”ボタンをクリックします。 
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5-1-1-2 ユーザーの作成 

 

 操作 表示例 

1 iX にログイン後、メインメニューで”構成”→”NAS リソー

ス”→”ユーザー”を選択します。 

 

2 “新しいユーザーの作成”メニューで、登録するユーザー名

を”名前”の項目に、パスワードを”パスワードの項目”に入

力します。 

また、設定したパスワードの確認の為の入力を”パスワー

ドの確認入力”の項目に入力します。 

全て入力しましたら、”作成する”ボタンをクリックします。 

※ユーザー名に次の文字は使用できません： ~ ! @ # 

$ ^ & ( ) + [ ] { } * ; : ' " . , % | < > ? / 

\ = ` 

※パスワードは 次の文字を使用できません :' " `、スペース、

数字の 0 のみ 

 

 

3 作成されましたら、WebGUI の右側にあるユーザー一覧

に、作成されたユーザー名が表示されます。 

他に登録したいユーザーがあれば、項番 2 を繰り返してユ

ーザーの登録を実施します。 
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5-1-1-3 ユーザーパスワード変更 

 

 操作 表示例 

1 iX にログイン後、メインメニューで”構成”→”NAS リソー

ス”→”ユーザー”を選択します。 

 

2 パスワードを変更したいユーザーを”ユーザー”欄から探

し、クリックします。 

 

3 “ユーザーの編集”メニューにて、”新しいパスワード”と”パ

スワードの確認入力”に新しいパスワードを入力し、”適用

する”ボタンをクリックします。 

※ パスワードは 次の文字を使用できません: ' " ` スペー

ス 
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5-1-1-4 ユーザー名変更 

 

 操作 表示例 

1 iX にログイン後、メインメニューで”構成”→”NAS リソー

ス”→”ユーザー”を選択します。 

 

2 名前を変更したいユーザーを”ユーザー”欄から探し、クリ

ックします。 

 

3 WebGUI 画面の右側にあるスライドバーを選択し、下方に

移動させます。 

 

4 

 

“ユーザー名変更”のメニューで”名前”の項目に、新しい名前

を入力し、”作成する”ボタンをクリックします。 
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5 
 

評価機等をお使いになられている場合は、右の警告が表示さ

れることがあります。 

もし、右の様な警告が表示さましたら内容を確認の上、”OK”ボ

タンをクリックします。 

 

※ 評価期間(60 日)を超えた場合は 60 分毎にシャットダウン

が実行されます。 

 

 

6 
 

右の様にユーザー名が変更されたことを確認します。 
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5-1-1-5 ユーザー削除 

 

 操作 表示例 

1 iX にログイン後、メインメニューで”構成”→”NAS リソー

ス”→”ユーザー”を選択します。 

 

2 削除したいユーザーを”ユーザー”欄から探し、クリックしま

す。 

 

3 WebGUI 画面の右側にあるスライドバーを選択し、下方に

移動させます。 

 

4 “ユーザーの削除”メニューで”削除する”ボタンをクリックし

ます。 
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5 右の様な警告が表示されます。 

選択したユーザーが正しいかどうか確認の上、”OK”ボタ

ンをクリックします。 

 

6 該当ユーザーが削除されたことを確認します。 
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5-1-1-6 グループ登録 

 

 

 操作 表示例 

1 iX にログイン後、メインメニューで”構成”→”NAS リソー

ス”→”グループ”を選択します。 

 

2 “新しいグループの作成”で名前の項目に作成するグルー

プ名を入力し、”作成する”ボタンをクリックします。 

※ 複数のグループを作成する場合には、この項目を繰

り返し実施してください。 

 

3 作成されたグループの名前が、グループ配下に確認でき

ます。 

メンバーを各グループに登録しますので、任意のグループ

名（ここでは Sales）をクリックします。 
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4 該当メンバーを選択した後、”→”ボタンをクリックし””グル

ープのメンバー”に移動させます。 

 

5 該当メンバーが”グループのメンバー”移動しましたら、”適

用する”ボタンをクリックします。 

※ 他のグループのメンバーも設定する必要がある場

合、項番 3 から項番 5 を繰り返し実施します。 
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5-1-1-7 グループ名変更 

 

 操作 表示例 

1 iX にログイン後、メインメニューで”構成”→”NAS リソー

ス”→”グループ”を選択します。 

 

2 名前を変更したいグループをクリックします。 

 

3 WebGUI 画面の右側にあるスライドバーを選択し、下方に

移動させます。 

 

4 “グループ名の変更”メニューで、名前の項目に新しいグ

ループ名を入力し、”適用する”ボタンをクリックします。 
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5 グループ名が変更されたことを確認します。 
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5-1-1-1 グループ削除 

 

 操作 表示例 

1 iX にログイン後、メインメニューで”構成”→”NAS リソー

ス”→”グループ”を選択します。 

 

2 名前を変更したいグループをクリックします。 

 

3 WebGUI 画面の右側にあるスライドバーを選択し、下方に

移動させます。 

 

4 “グループの削除”にて、”削除する”ボタンをクリックしま

す。 
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5 右の様な警告が表示されます。 

選択したグループが正しいかどうか確認の上、”OK”ボタンをク

リックします。 

 

6 該当グループが削除されたことを確認します。 
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5-1-2.認証サーバー（アクティブディレクトリ）に接続する場合 
 

 操作 表示例 

1 iX にログイン後、メインメニューで”構成”→”NAS 基本設

定”を選択します。 

 

2 “認証方式”メニューでアクティブディレクトリの情報を入力

の上、”適用する”ボタンをクリックします。 

 

3 右の確認メッセージが表示されます。 

“OK”ボタンをクリックします。 
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4 設定が完了しましたら、右の様に表示が戻ります。 

 

5 入力した情報に誤りがある場合、以下のエラーが表示されます。 
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5-2.共有オプションの設定 

 

5-2-1.NFS の有効化 

※Linux/UNIX 機と NFS で接続する場合には、この項目に沿って、NFS の有効化を実施してください。 

 

 操作 表示例 

1 iX にログイン後、メインメニューで”構成”→”NAS 基本設

定”を選択します。 

 

2 “NFS 設定”メニューにて、”NFS の使用”の□印をクリック

し、チェックマークを付与した後、”適用する”ボタンをクリッ

クします。 
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5-2-2.AFP の有効化 

Mac で AFP(AppleTalk Filing Protocol または Apple Filing Protocol)接続する場合は、この項目に従って、AFP の有効化を実

施します。 

 

 操作 表示例 

1 iX にログイン後、メインメニューで”構成”→”NAS 基本設

定”を選択します。 

 

2 WebGUI 画面の右側にあるスライドバーを選択し、下方に

移動させます。 

 

3 “AppleTalk(AFP)の設定”メニューにて、”AppleTalk(AFP)を

使用する”の□印をクリックし、チェックマークを付与した

後、”適用する”ボタンをクリックします。 

※ Apple Bonjour を使用する場合、”Enable Bonjour 

broadcasting”の□印をクリックし、チェックマークを付

与してください。 
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5-2-3.SMB の設定 

 操作 表示例 

1 iX にログイン後、メインメニューで”構成”→”NAS 基本設

定”を選択します。 

 

2 SMB settings 

SPNEGO： （※デフォルトはオン） 

特殊フォルダを隠す：MAC OS/OSX システムによって作

成される特別なフォルダを非表示にします。このため、ユ

ーザーは、SMB プロトコルで MAC OS/OSX システム フ

ァイルを参照できなくります。（※デフォルトはオン） 

Enable vfs_fruit：OS X と Netatalk との相互運用性の強化 

dos 属性の保存 (xattr を使用)（※デフォルトはオン） 

Oplocks：クライアントによりファイルがロックされ、データが

ローカルにキャッシュされるため、パフォーマンスが向上で

きる場合があります。（※デフォルトはオン） 

Level2 oplocks：複数のクライアントか同時に読みだしをお

こなえますが、書き込みには対応しておりません。 

 （※デフォルトはオン） 

※ファイル転送時に問題が発生した場合、Oplocks の機

能を「オフ」にすることをお勧め致します。 
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5-3.共有ポイントの設定 

 

5-3-1.共有ポイントの作成 

5-3-1-1 デフォルトパス 

 

“4-2-1 共有 NAS ボリューム作成”で作成した NAS ボリューム(例:lv0000)全てを共有にしたい場合、デフォルトパスを使用し

て共有ポイントの設定を行います。 

以下にデフォルトパスを使用した設定方法について説明します。 

 

 操作 表示例 

1 iX にログイン後、メインメニューで”構成”→”NAS 基本設

定”を選択します。 

 

2 “新しい共有の作成”メニューで、名前を入力します。 

※ 特殊文字 (~!@#$^&()+[]{}*;:'".,%|<>?/\=`) とスペース

は使用しないでください。 

 

設定した名前がデフォルトパス欄に表示されます。 

名前の入力後、”適用する”ボタンをクリックします。  

3 正常に設定されましたら、右の様にメッセージが表示され

ます。 

 

4 また、共有配下には、設定された共有名が表示されます。 
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5-3-1-2指定したパスでの共有方法 

 

“4-2-1 共有 NAS ボリューム作成”で作成した NAS ボリューム(例:lv0000)内に複数の共有ポイントを設けたい場合、または、

フォルダ/ファイル/データ等が既に存在しており、その中のあるフォルダに共有ポイントを設定したい場合、”指定したパス”を

使用して共有ポイントを設定します。 

以下に指定したパスを使用した設定方法について説明します。 

※ ここでは新規にフォルダを作成した後に設定します。 

 

 操作 表示例 

1 iX にログイン後、メインメニューで”構成”→”NAS 基本設

定”を選択します。 

 

2 “新しい共有の作成”メニューにて、”指定したパス”の○印

をクリックします。 

3-2-1 等で設定したボリューム等が表示されますので、共

有ポイントを設定したい論理ボリューム(lv から始まるフォ

ルダ)をダブルクリックします。 
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3 “.”と”..”の名前を持つフォルダが表示されます。 

“追加する”ボタンをクリックします。 

 

4 “newdir”が作成されます。この”newdir”を適切な名前に変

更します。 

 

5 

 

フォルダ名を設定しましたら、”OK”ボタンをクリックします。 
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6 作成したフォルダを選択し、共有の”名前”を入力します。 

※ 特殊文字 (~!@#$^&()+[]{}*;:'".,%|<>?/\=`) とスペース

は使用しないでください。 

 

名前の入力後、”適用する”ボタンをクリックします。 

 

7 正常に共有が作成されましたら、右の様にメッセージが表

示されます。 

 

8 共有配下に作成した共有を確認することができます。 
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5-3-2.共有アクセスの設定 

 

5-3-2-1 ワークグループでの運用の場合 

 

 操作 表示例 

1 iX にログイン後、メインメニューで”構成”→”NAS 基本設

定”を選択します。 

 

2 作成された共有名が、共有配下に確認できます。 

この共有名をクリックします。 

 

3 WebGUI 画面の右側にあるスライドバーを選択し、下方に

移動させます。 
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4 “ユーザー共有アクセス”もしくは”グループ共有アクセス”

メニューで、該当共有(ここでは Share1)にアクセスさせた

いユーザー（もしくはグループ）名を選択し、”→”ボタンをク

リックします。 

※ この例ではグループ単位でのアクセスを実施してい

ます。 

※ グループ単位で設定する場合、各グループに設定さ

れているメンバー（ユーザー）が正しく設定されている

ことに注意してください。 

 

5 アクセスさせたいユーザー（グループ）を”アクセスが許可

されたユーザー（グループ）欄に正しく設定されたことを確

認の上、”適用する”ボタンをクリックします。 
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5-3-2-2 ドメイン（アクティブディレクトリ）参加している場合 

 

 操作 表示例 

1 iX にログイン後、メインメニューで”構成”→”NAS 基本設

定”を選択します。 

 

2 作成された共有名が、共有配下に確認できます。 

この共有名をクリックします。 

 

3 WebGUI 画面の右側にあるスライドバーを選択し、下方に

移動させます。 
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4 “ユーザー共有アクセス”もしくは”グループ共有アクセス”

メニューにて、作成したアクセスポイントに対してアクセス

の許可を与えます。 

“4-1-2 認証サーバー（アクティブディレクトリ）に接続” で 

ドメイン(アクティブディレクトリ)に参加した場合、”選択可能

なグループ”（選択可能なユーザー）欄には、以下のフォー

マットでの表示になります。 

<ドメイン名>+<グループ名(もしくはユーザー名)> 

例: 

TEST+csc 

ドメイン名: TEST 

グループ名: csc 

 

 

 

 

5 非常に多くのグループ（ユーザー）から該当のグループ（ユ

ーザー）を選択するのは難しいです。 

その為、右の様に検索欄にグループ名（ユーザー名）の文

字を入力し、検索ボタン をクリックし、検索を実行しま

す。 
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6 検索をかけた結果から、該当のグループ(ユーザー)を選択

し、”→”ボタンをクリックし、”選択可能なグループ（もしくは

ユーザー）”から”アクセスが許可されたグループ（もしくは

ユーザー”欄へ移動させます。 

 

7 移動が完了しましたら、”適用する”ボタンをクリックしま

す。 
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5-3-3. AppleTalk(AFP)の設定 

 

 操作 表示例 

1 iX にログイン後、メインメニューで”構成”→”NAS 基本設

定”を選択します。 

 

2 作成された共有名が、共有配下に確認できます。 

この共有名をクリックします。 

 

3 WebGUI 画面の右側にあるスライドバーを選択し、下方に

移動させます。 

 

4 “AppleTalk(AFP)の設定”メニューで、”AppleTalk(AFP)を使

用する”の□印をクリックします。 

 

5 右の様に設定メニューが表示されます。 

内容を確認の上、各設定を実施し、”適用する”ボタンをク

リックします。 
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5-3-4.NFS 共有アクセスの設定 

 

 操作 表示例 

1 iX にログイン後、メインメニューで”構成”→”NAS 基本設

定”を選択します。 

 

2 作成された共有名が、共有配下に確認できます。 

この共有名をクリックします。 

 

3 WebGUI 画面の右側にあるスライドバーを選択し、下方に

移動させます。 

 

4 “NFS 共有アクセス”メニューで、”NFS の使用”の□印をク

リックします。 
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5 右の様に設定メニューが表示されます。 

アクセス許可 IP 欄に、この iX の共有にアクセスできる

NFS クライアントの IP アドレスを、書き込み許可 IP には、

この iX の共有に対して書き込みができる NFS クライアント

の IP アドレスを入力することで、NFS クライアントのアクセ

ス制御が可能になります。 

※ デフォルトはどちらも空白で全てのクライアントに対し

てアクセス権も書き込み権も与えています。 

他のオプションについて、有効にする場合には各オプショ

ンの前にある□印をクリックし、チェックマークを付与しま

す。 

各オプション並びに許可 IP の詳細はヘルプボタン をク

リックして確認してください。 

“詳細の表示”をクリックします。 

 

6 “詳細の表示”をクリックすることで、スカッシュユーザーの

選択メニューが表示されます。 

もしスカッシュするユーザーがある場合にはこちらで設定

をします。 

 

その後、”適用する”ボタンをクリックします。 
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5-4.各クライアント接続について 

 

5-4-1.Windows(SMB)接続例 

 操作 表示例 

1 Windows クライアントにログインし、画面左下のスタートボ

タンをクリックします。 

※ 本資料では Windows7 での接続を想定しています。 
 

2 “プログラムとファイルの検索”欄に、”\\”をつけて共有を

指定します。 

\\<共有の IP アドレス> 

※ 名前解決されている環境では以下の通り、サーバー

名（2-4-1 で設定）を指定しても可です。 

\\<共有サーバー名> 

 

3 エクスプローラーが開き、共有ポイントが確認できます。 

この共有ポイントを右クリックし、”ネットワークドライブの割

り当て”を選択します。 

 

4 “ネットワークドライブの割り当て”画面が表示されます。ド

ライブ名を指定（ここでは Y ドライブ）し、”完了”ボタンをク

リックします。 
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5 ユーザー名並びにパスワードを入力し、”OK”ボタンをクリ

ックします。 

 

もし、iX の共有においてアクティブディレクトリに参加して

いた場合は以下の通り、ユーザー名の場所を<ドメイン>\<

ユーザー名>と入力します。 

 

※ パスワードはドメインで設定したパスワードを入力し

ます。 

※ クライアントがドメインに参加をし、共有にアクセスが

許可されたユーザーでログインした場合、こ

の”Windows セキュリティ”は表示されません。 

 

 

6 ネットワークドライブとして接続が完了しました。 
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5-4-2.Mac(AFP)接続例 

 操作 表示例 

1 Mac にログイン後、メニューにて”移動”→”サーバーへ接

続”を選択します。 

 

2 サーバードレス欄に iX の IP アドレスを入力し、”接続”ボ

タンをクリックします。 

afp://<iX の IP アドレス> 

※ 名前解決している環境であれば、IP アドレスを iX の

サーバー名を使うことも可能です。 

 

3 ユーザー名並びにパスワードを入力し、”OK”ボタンをクリ

ックします。 

 

もし、iX の共有においてアクティブディレクトリに参加して

いた場合は以下の通り、ユーザー名の場所を<ドメイン>+<

ユーザー名>と入力します。 
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4 afp での接続が完了しました。 
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5-4-3.Linux(NFS)接続例 

 

 操作 表示例 

1 Linux 機にログインを実施し、マウントポイント(ここでは

/test)を作成します。 

 

2 showmount コマンドを実施して、iX で設定された共有を確

認します。 

# showmount –e <iX の IP アドレス> 

※ 名前解決がされている場合、右の様に iX のサーバ

ー名を指定することが可能です。 

 

3 マウントコマンドを使用して、iX で作成した共有を Linux 機にマウントします。 

※ 以下のコマンドは CentOS6.3 で実施した際のコマンド例です。他のディストリビューション並びにバージョンでマウント方法

が異なるかも知れません。使用される Linux のマニュアル等を御確認ください。 

# mount –t nfs <iX の IP アドレス>:/<iX の共有名> <linux 機のマウントポイント> -o vers=3 

4 問題なくマウントできましたら、以下の様に df コマンドでマウントされていることを確認できます。 
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5-5.スナップショット利用について 

 

 操作 表示例 

1 iX にログイン後、”メンテナンス”→”スナップショット”に移

動します。 

 

2 利用されようとするスナップショットが取得されていることを

確認ください。 

※ スナップショットが取得されている場合、開始時間に

取得した時間が表示され、アクションは の

表示となります。 

 

3 次に”構成”→”NAS リソース”→”共有”に移動します。 

 

4 “新しい共有の作成”で”指定したパス”の○印をクリックし

ます。 

 



 

138 

5 “指定したパス”を選択した場合に、設定されている論理ボ

リューム一覧がフォルダの形で表示されます。 

この中で、取得したスナップショットボリュームのフォルダ

（ここでは snap00000）をダブルクリックします。 

 

6 該当スナップショットボリュームをダブルクリックすると、右

の様に、スナップショット取得時のデータ（この例では、共

有のトップフォルダ）を確認することができます。 

※ “ ”をクリックすることで上位のフォルダに移動

します。 

共有をかけたいフォルダを選択し、名前欄に共有名を入力

し、”適用する”ボタンをクリックします。 

 

7 共有が問題なく設定されましたら、右のメッセージが表示さ

れます。 
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8 画面右側にある共有一覧にスナップショットボリュームを

使った共有ポイントを確認することができます。 

※ “5-3-2 共有アクセスの設定”を参考に、共有の設定

を行います。 

 

9 “5-4. 各クライアント接続について”を参考にクライアント

の接続を行います。 

右の例は Windows で接続し内容を確認した例となります。 

※ このマニュアルに記しているクライアント接続例は単

なる一例です。接続方法の詳細については、各クラ

イアント（Windows/Linux/Mac）の供給先にお尋ねく

ださい。  
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5-6.共有の削除（解除） 

 操作 表示例 

1 iX にログイン後、”構成”→”NAS リソース”→”共有”に移

動します。 

 

2 画面左側にある共有一覧から削除（解除）対象の共有の

共有名をクリックします。 

 

3 WebGUI 画面の右側にあるスライドバーを選択し、下方に

移動させます。 

 

4 “共有の削除”メニューで、”削除する”ボタンをクリックしま

す。 
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5 右の様に警告メッセージが表示されます。 

削除（解除）する共有名に誤りがないかを確認し、”OK”ボ

タンをクリックします。 

 

6 
 

評価機等をお使いになられている場合は、右の警告が表示さ

れることがあります。 

もし、右の様な警告が表示さましたら内容を確認の上、”OK”ボ

タンをクリックします。 

※ ビルド 20080 で評価版をご利用になられている場合は、

以下の表示となります。 

 

※ ビルド 20080 の場合、評価期間(60 日)を超えた場合は

60 分毎にシャットダウンが実行されます。 

 

 

7 画面左側にある共有一覧から削除されたことを確認しま

す。 

※ 共有アクセスポイントは削除されますが、実データは

削除されません。 
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6.iSCSI の設定について 
 
iX では、以下の図のとおり、iSCSI のディスクとして使用することが可能です。 

 

 
 

この章では iSCSI ボリュームについての取り扱いを説明致します。 

 

また、iSCSI ボリュームについては、事前に”4-2-2 iSCSI ボリューム作成”を参考に作成してください。 
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6-1.iSCSI ターゲットの操作 

 操作 表示例 

1 iX にログイン後、”構成”→”iSCSI ターゲット・マネージャ

ー”→”ターゲット”に移動します。 

 

2 “4-2-2 iSCSI ボリューム作成”の項番 4 で” 新規ターゲッ

トを自動作成する”を選択し iSCSI ボリュームを作成した場

合には、右の様に”ターゲット”欄に targetX(X は数字)を確

認できます。（ここでの例は target0） 

ここに表示されているターゲット名(ここでは target0)をクリ

ックします。 

※ 項番 10 へ移動します。 

 

3 “4-2-2 iSCSI ボリューム作成”の項番 4 で”ボリューム作

成のみ”を選択し iSCSI ボリュームを作成した場合には、

右の様に”ターゲット”欄に何も表示がありません。 

 

4 “新しいターゲットの作成”メニューでターゲットを作成しま

す。 

通常の iSCSI 接続の場合には、デフォルトの構成で問題

ないので、”適用する”ボタンをクリックします。 

※ デフォルトのターゲット名の□印をクリックし、チェック

マークを外した後、iSCSI ターゲットの名前を変更す

ることができます。 

※ 作成するターゲット名は控えておいてください。 

 

5 以下のメッセージが表示されます。内容を確認の上、”OK”ボタンをクリックします。 
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6 正常に iSCSI ターゲットが作成されましたら、右のメッセー

ジが表示されます。 

 

7 画面左側の”ターゲット”欄に、作成された iSCSI ターゲット

(ここでは target0)が確認できます。 

該当の iSCSI ターゲット名をクリックします。 
 

8 iSCSI ボリュームを iSCSI ターゲットに設定します。 

LUN 番号、アクセスモードを設定の上、”取り付け”ボタン

をクリックします。 

※ LUN 番号について、論理 iSCSI ボリュームを接続す

る際には、必ず”0”から割り当てを実施してください。 

また、スナップショット等の非アクティブな iSCSI ボリ

ュームは、必ず”0”以外の LUN 番号を割り当ててく

ださい。 

※ アクセスモードは”ライトスルー”と”リードオンリー”を

選択することができます。（FileI/O モードで iSCSI ボ

リュームを作成した場合には、）上記の 2 つのモード

に加えて”ライトバック”モードの選択ができます。 

 

9 以下のメッセージが表示されます。内容を確認の上、”OK”ボタンをクリックします。 

 

10 iSCSI ボリュームが iSCSI ターゲットに接続されました。 

もし、このボリュームを iSCSI ターゲットから外す場合は、”

取り外し”ボタンをクリックします。 
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6-2.各クライアント接続について 

 

6-2-1.Windows 接続例 

 

 操作 表示例 

1 Windows クライアントにログインし、画面左下のスタートボ

タンをクリックします。 

※ 本資料では Windows7 での接続を想定しています。 
 

2 “プログラムとファイルの検索”欄に、”iSCSI”と入力しま

す。 

 

3 検索したプログラム欄に”iSCSI イニシエーター”が表示さ

れます。 

この”iSCSI イニシエーター”をダブルクリックします。 

 

4 “iSCSI イニシエーター”が起動されます。 

“ターゲット”タブを選択し、”ターゲット”欄に iX の IP アドレ

スを入力し、”クイック接続”ボタンをクリックします。 

※ 名前解決できている環境では、”ターゲット”欄に iX

のサーバー名を入力しても可です。 
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5 “クイック接続”画面が表示され“検出されたターゲット”欄

に iX で設定した iSCSI ターゲットが確認されます。 

この iSCSI ターゲットをクリックし、”完了”ボタンをクリック

します。 

 

6 “ボリュームとデバイス”タブをクリックし。”自動構成”ボタ

ンをクリックします。 

iX で iSCSI ターゲットに接続している iSCSI ボリュームを

確認することができます。 

 

7 次に、Windows のスタートボタンをクリックし、”コンピュー

タ”を右クリックします。 

“管理”を選択します。 
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8 “コンピューターの管理”が起動されます。 

“記憶域の”ディスクの管理”をクリックします。 

 

9 “ディスクの初期化”が起動されます。 

“GPT(GUID パーティションテーブル)”の○印をクリック

し、”OK”ボタンをクリックします。 

 

10 iX の iSCSI ボリュームを Windows 環境で初期化が完了し

ました。 

現在、”未割り当て”となっています。 

この領域 

 

11 該当の”未割り当て”を右クリックし、”新しいボリューム”を

選択します。 
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12 “新しいシンプルボリュームウィザード”が起動します。 

“次へ”ボタンをクリックします。 

 

13 シンプルボリュームのサイズを入力（デフォルトでは最大

サイズ）し、”次へ”ボタンをクリックします。 

 

14 ドライブ名を指定します。 

指定後、”次へ”ボタンをクリックします。 

 

15 ボリュームラベルに適切な名前を入力し、”次へ”ボタンを

クリックします。 
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16 設定する内容を確認の上、”完了”ボタンをクリックします。 

 

17 シンプルボリュームがフォーマットされ、新たなドライブとし

て認識されます。 

 

18 エクスプローラで新しいディスクが確認できます。 
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6-2-2.Mac 接続例 

※ Mac OS には iSCSI イニシエータ機能を有していません。 

Mac にて iSCSI を使用する場合、GlobalSAN(http://www.studionetworksolutions.com/globalsan-iscsi-initiator/)等、

市販の iSCSI イニシエータを導入する必要があります。 

例として以下に GlobalSAN のインストール方法と設定について説明をいたします。 

尚、この説明はあくまで一例として説明します。ニューテックでは動作保障をするものではありません。 

6-2-2-1 iSCSI イニシエータインストール 

※ インストール後、Mac システムの再起動が必要です。 

 操作 表示例 

1 右の通り、”globalSAN-4.1.0.mptg”をダブルクリックします。 

 

2 “続ける”ボタンをクリックします。 

 

3 大切な情報を確認の上、”続ける”ボタンをクリックします。 

 

http://www.studionetworksolutions.com/globalsan-iscsi-initiator/
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4 “Software License Agreement”を確認の上、”Continue”ボ

タンをクリックします。 

 

5 “Agree”ボタンをクリックします。 

 

6 インストール先を選択します。 

右の図の様に、インストール先のディスクを選択し、”続け

る”ボタンをクリックします。 

 

7 “インストール”ボタンをクリックします。 

 

8 管理者の名前とパスワードを入力し、”OK”ボタンをクリッ

クします。 
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9 “インストールを続ける”をクリックします。 

 

10 インストールが開始されます。 

 

11 インストールが完了しました。 

“再起動”ボタンをクリックし、Mqc の再起動を実施してくだ

さい。 
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6-2-2-2 iSCSI イニシエータ設定 

 

 操作 表示例 

1 Mac にログインを実施し、右の様に”システム環境設定”を

選択します。 

 

2 “globalSAN iSCSI”ボタンをダブルクリックします。 
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3 かぎボタンをクリックし、設定を許可します。 

 

4 管理者の名前とパスワードを入力し、”OK”ボタンをクリッ

クします。 

 

5 “+”ボタンをクリックし、”Portal”を選択します。 

 

6 iX の IP アドレス(もしくは iX のサーバー名)を入力

し、”Add”ボタンをクリックします。 
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7 右の画面が表示されます。 

“OK”ボタンをクリックします。 

 

8 “Alias”欄に認識しやすい名前を入力し、”Connections”欄

の”Persistent”欄にある□印をクリックします。 

※ しばらくすると、Persistent を有効にした IP アドレスを

使用して iSCSI が接続されます。 

 

9 かぎボタンをクリックし、変更を不許可にします。 

 

10 iSCSI が接続され、iX の iSCSI ボリュームが認識されま

す。その際に新規のボリュームである場合は、右のメッセ

ージが表示されます。 

“初期化”ボタンをクリックします。 
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11 右の画面が表示されます。 

初期化されていないディスクを確認（接続バスが iSCSI と

なっています）し、”消去”タブを選択します。 

その後、フォーマットを選択してください。 

 

12 フォーマットを選択後、このディスクにわかり易い名前を入

力し、”消去”ボタンをクリックします。 

 

13 確認メッセージが表示されます。 

内容を確認の上、”消去”ボタンをクリックします。 
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14 消去（フォーマット）が完了しましたら、デスクトップにフォー

マットが完了したボリュームが確認できます。 

 

15 そのボリュームをダブルクリックして、使用します。 
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6-2-3.Linux 接続例 

 

6-2-3-1 iSCSI イニシエータインストール 

 

 操作 表示例 

1 iscsi イニシエータをインストールします。 

  # yum install iscsi-initiator-utils 

インストールの途中でインストールするかどうかの質問が

ありますので、そこは”y”を入力します。 

 

2 インストールが完了します。 

 

 

 

6-2-3-2 iSCSI イニシエータ起動 

 

 操作 表示例 

1 以下のコマンドを使い、iSCSI イニシエータを起動します。 

 # /etc/init.d/iscsi start  

2 システム起動時に iSCSI イニシエータが自動で起動する

様に以下のコマンドを実行します。 

 # chkconfig iscsi on 
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6-2-3-3 iSCSI イニシエータの設定 

 

 操作 表示例 

1 イニシエータからターゲットへ接続を行います。 

# iscsiadm --mode=discovery --type=sendtargets --portal=<iX の IP アドレス> <<iX の IP アドレス>:3260,1 <iSCSI ターゲット名> 

※ 以下の赤枠は iSCSI ターゲット名を入力します。”5-1 iSCSI ターゲット操作”の項番 4 で作成したターゲット名を入力しま

す。 

 

2 target の接続一覧を表示して確認します。  

# iscsiadm -m node <iX の IP アドレス>  <iSCSI ターゲット名> 

 

3 ログインします 

# iscsiadm -m node --targetname <iSCSI ターゲット名> --portal <iX の IP アドレス>:3260 \ 

--login session [iface: default, <iSCSI ターゲット名>,  portal:<iX の IP アドレス>,3260]<iSCSI ターゲット名> 
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6-2-3-4 iSCSI ボリュームのマウント 

 

 操作 表示例 

1 dmesg コマンドを実行し、iSCSI に接続されたデバイスを確認します。ここでは sdb (/dev/sdb)が接続されたデバイス名になりま

す。 

 

2 fdisk コマンドで iscsi ボリュームを確認します。 

（今回は/dev/sdb が iscsi ボリュームとして割り当てられています 

 

 

3 fdisk コマンドで領域の作成を行います。 
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4 p で現在のパーティションの状態を確認します。 

 

 

5 n で領域を追加します。 

 

6 w で保存します。 

 

7 ここでの例では ext3 でフォーマットします。 

# mke2fs -j /dev/sdb1 
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8 1) マウントポイントを/iscsi として作成します。 

    # mkdir /iscsi 

2) iscsi ボリュームをマウントします。 

    # mount -t ext3 /dev/sdb1 /iscsi 

3) マウントの確認を行います。/dev/sdb1 のマウント位置が/iscsi になっていることを確認します。 

    # df -h 

 

9 起動時に iscsi ボリュームを自動マウントするよう fstab を設定します 
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6-3.スナップショット利用について 

 

6-3-1.iSCSI ターゲットに接続 

 操作 表示例 

1 iX にログイン後、”メンテナンス”→”スナップショット”に移

動します。 

 

2 利用されようとするスナップショットが取得されていることを

確認ください。 

※ スナップショットが取得されている場合、開始時間に

取得した時間が表示され、アクションは の

表示となります。 

 

3 メインメニューで”構成”→”iSCSI ターゲット・マネージャー”

→”ターゲット”に移動します。 

 

4 WebGUI 画面左側にある”ターゲット欄”にある、iSCSI ター

ゲット（ここでは target0）をクリックします。 

 

5 “ターゲットボリュームマネージャ”にある”Available logical 

volumes”に取得済みのスナップショットボリュームを確認

することができます。 

アクセスモードの▼印クリックし”リードオンリー”を選択し

ます。 

※ クライアントが Windows の場合、リードオンリーで設

定すると、以下の様に初期化されていない状態で接

続されます。クライアントが Windows の場合、アクセ

スモードに“リードオンリー”を選択しないでください。 
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6 “LUN”番号を設定（0 以外）し、アクション欄にある”取り付

け”ボタンをクリックします。 

 

7 下のメッセージが表示されます。内容を確認の上、”OK”ボタンをクリックします。 

 

8 iSCSI ターゲットにスナップショットボリュームが接続できま

した。 
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6-3-2.クライアント接続例 

 

6-3-2-1 Windows での接続例 

 

 操作 表示例 

1 ログイン後、スタートボタンをクリックし、”コンピューター”を

右クリックします。 

 

2 “コンピューターの管理”が開きましたら、”記憶域”の”ディ

スクの管理”をクリックします。 

オフラインのディスクを確認することができます。 

 

3 オフラインのディスクを右クリックし”オンライン”を選択しま

す。 

 

4 ドライブ名が付与されたボリュームを確認することができま

す。 
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5 エクスプローラで該当ボリュームを確認します。 

このボリュームをダブルクリックし開きます。 

 

6 スナップショットの内容が確認できます。 
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6-3-2-2 Mac での接続例 

 

 操作 表示例 

1 スナップショットを iX でターゲットに接続し、しばらくたつ

と、Mac のデスクトップに表示されます。（オリジナルのボリ

ュームラベルと同じ） 

 

2 表示されたスナップショットボリュームを開くと、スナップシ

ョット取得時のデータが存在していることが確認できます。 

 

3 オリジナルのボリュームも開きます。（右画面の下側） 

オリジナルのボリュームはスナップショット後にファイルを

追加しています。 
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6-3-2-3 Linux での接続例 

 

 操作 表示例 

1 “fdisk –l”コマンドを実施して Linux 機に接続されているデ

ィスクを確認します。 

 

2 “fdisk –l”コマンド実行で以下の様に新たなデバイス（sdc1）を確認することができます。 

 

3 スナップショットボリュームをマウントする為に、マウントポ

イントを作成します。 

# mkdir /<スナップショットマウントポイント> 

“mount”コマンドでスナップショットボリュームをマウントし

ます。 

# mount –t <フォーマット> <スナップショットデバイス> <ス

ナップショットマウントポイント> 

※ <フォーマット>はスナップショットの取得元と同じフォ

ーマット（ここでは ext3>を選択します。 

“df”コマンドでマウントできたことを確認します。 
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4 “cd”コマンドでマウントしたスナップショットに移動します。 

# cd /<スナップショットマウントポイント> 

 

“ls”コマンド等でデータがあることを確認します。 

 

スナップショットは”リードオンリー”で iSCSI ターゲットに接続していますので、削除はできません。 

※ 必要なデータを確認（コピーなど）をして、スナップショットが不要になれば umount コマンド等でアンマウントしてください。 
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7.クォータの利用について 
※本設定を行う前に、ボリュームの作成、共有設定、ユーザーの作成が必要です。 

7-1.クォータ設定 

 操作 表示例 

1 iX にログイン後、メインメニューで”構成”→”NAS リ

ソース”→ ”ユーザー”に移動します。 

 

2 ユーザーの一覧から、クォータ設定を行いたい

ユーザーを選択します。 

 

3 右のペインよりバーを下にスクロールし、「ク

ォータ」の設定画面を表示させます。 

 

4 クォータの設定を行いたいボリュームを選択

し、矢印「→」をクリック。選択したボリュー

ムが右側に移動されたことを確認します。 

 

次に、クォータ定義の入力欄に任意の数値を入

力してください。 

※例では 100MB のクォータを設定しています。 

数値の入力後、右下の「適用する」を押して、

設定を適用します。 

以上で、クォータの設定は完了です。 
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5 例：ここでは、対象ユーザーにクォータ設定を

したボリュームにデータを格納して、データの

使用量、残りの使用できるデータ量が確認する

ことができます。 

 

6 例：クォータ設定したユーザーに対して、利用

できる枠を超えた場合は、右の図のような画面

が表示されます。 

 

 

7-2.クォータ設定の解除 

 操作 表示例 

1 クォータの設定を解除するには、クォータ設定

がされている対象ユーザーを選択します。 
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2 クォータ設定画面にて、解除したい対象ボリュ

ームを選択し、右の矢印「→」をクリックして

右ペインに移動させます。 

次に、クォータ定義の入力欄に数値「0」を入力

して、「適用する」をクリックします。 

 

3 クォータ設定が解除されると、対象の項目が画

面上からなくなります。 

画面上に変化がない場合は、「再ロード」ボタ

ンを押して、ください。 

（再ロードボタン） 

以上で、クォータ設定の解除は完了です。 
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8.設定情報保存・リストアについて 
 

 

8-1.設定情報保存 

この機能を使用して、設定情報を保存できます。 

 

設定は、ローカルのサーバーに保存 ([設定の復元] 機能に表示される)、または、ダウンロード可能な箇所に保存するこ

とができます。設定をローカルに保存するたびに新しいエントリが作成され、復元時に、復元する設定として選択できま

す。 

 

設定を復元するには、[設定の復元] 機能を使用します。 

 

※ 設定は、サーバーが再起動またはシャットダウンされるたびに、自動的に保存されます。auto_save_X / 

auto_save_last という名前の新しい設定ファイルが表示されます。 

 

8-1-1.新規設定保存 

 

 操作 表示例 

1 iX にログイン後、メインメニューで”メンテナンス”→”諸設

定”に移動します。 

 

2 “設定の保存”メニューで各設定情報の保存ができます。 

メインメニューの”セットアップ”に関する設定を保存したい

場合は”セットアップ”の□印をクリックします。 

メインメニューの”構成”に関する設定を保存したい場合

は、”構成”の□印をクリックします。 

※ 両方の保存をお勧めします。 

設定情報を PC に保存したい場合は”ダウンロード”の□

印をクリックし、”保存ボタン”をクリックします。  
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3 “ダウンロード”の□印をクリックして保存した場合は、現

在、お使いの PC に保管することができます。 

右の様な画面が表示された場合、”ファイルを保存する”の

○印をクリックし、”OK”ボタンをクリックします。 

 

4 PC に保存すると同時に iX 自身にも保存されます。 

 

5 PC にダウンロードされた場合は以下の様に”settings.cnf”の名前でダウンロード先で確認できます。 
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8-1-2.既存設定情報保存 

 

 操作 表示例 

1 iX にログイン後、メインメニューで”メンテナンス”→”諸設

定”に移動します。 

 

2 “構成のリストア”メニューには以前に取得した設定情報の

一覧が確認できます。 

その中で PC に保存したい設定情報の名前をクリックしま

す。 

 

3 右の様な画面が表示された場合、”ファイルを保存する”の

○印をクリックし、”OK”ボタンをクリックします。 

 

4 PC にダウンロードされた場合は以下の様に”auto_save_last”の名前でダウンロード先を確認できます。 
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8-2.設定情報リストア 

この機能を使用して、以前に保存した構成設定を復元できます。ローカルに保存したファイルから設定の復元、以前

にダウンロードした構成設定ファイルをアップロードすることができます。エントリごとに、構成ファイル名、作成日、お

よび適用できるアクションを参照できます。 

 

8-2-1.iX に保管された（ローカル）設定情報のリストア 

 

 操作 表示例 

1 iX にログイン後、メインメニューで”メンテナンス”→”諸設

定”に移動します。 

 

2 “設定のリストア”メニューの保管一覧にある、セットアップ

はメインメニューのセットアップに関する設定が、構成はメ

インメニューの構成に関する設定が保管されています。 

各項目の□印をクリックして、 のボタンを押すことで各

設定のリストアを実施することができます。 

 

3 右のメッセージが表示されます。 

内容を確認の上、”OK”ボタンをクリックします。 

※ iX のシステム再起動が実施されます。 
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4 右のメッセージが表示されます。 

“OK”ボタンをクリックします。 

 

5 iX の再起動が実施されます。 
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8-2-2.PC に保管された設定情報のリストア 

 

 操作 表示例 

1 iX にログイン後、メインメニューで”メンテナンス”→”諸設

定”に移動します。 

 

2 “設定のリストア”メニューで、”参照”ボタンをクリックしま

す。 

 

3 PC に保管した設定情報をダブルクリックします。 

 

4 参照欄に設定情報ファイルの名前が表示されます。 

“アップロード”ボタンをクリックします。 
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5 “設定のリストア”メニューにアップロードした設定情報が表

示されます。ここにある、セットアップはメインメニューのセ

ットアップに関する設定が、構成はメインメニューの構成に

関する設定が保管されています。 

各項目の□印をクリックして、 のボタンを押すことで各

設定のリストアを実施することができます。 

 

 

6 右のメッセージが表示されます。 

内容を確認の上、”OK”ボタンをクリックします。 

※ iX のシステム再起動が実施されます。 

 

7 右のメッセージが表示されます。 

“OK”ボタンをクリックします。 

 

8 iX の再起動が実施されます。 
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8-3.設定情報の破棄 

 操作 表示例 

1 iX にログイン後、メインメニューで”メンテナンス”→”諸設

定”に移動します。 

 

2 “設定のリストア”メニューに今まで保管した設定一覧が確

認できます。 

不要な設定を削除する為、 のボタンをクリックしま

す。 

 

3 確認メッセージが表示されます。 

“OK”ボタンをクリックします。 
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4 “設定のリストア”メニューにある設定一覧から不要な設定

情報が削除されました。 
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9.ソフトウェア更新について 
 
この機能を使用して、システム ソフトウェアを更新できます。更新には２つの方法があります。 

 

    OS のバージョンアップデート 

    パッチ更新 

 

ここで、更新ファイルについて以下の操作が可能です； 

 

    複数の更新ファイルの一元管理 

    更新ファイルの消去（フル、パッチ共）X ボタンを使用します。 

    再起動後にアクティブにするデフォルト更新ファイルの指定。V ボタンを使用します。 

    各更新ファイルのリリースノートの確認 

 

9-1.現在の状態確認 

 操作 表示例 

1 iX にログイン後、メインメニューで”メンテナンス”→”ソフト

ウェア更新”に移動します。 

 

2 “システムソフトウェアの更新”メニューで現在稼働中の iX

のバージョンを確認することができます。 

最初の 3 桁は、システム バージョンに関連付けられてい

ます。更新の後でこの値が変更された場合はフル更新で、

多くのシステム コンポーネントが更新されたことを意味し

ます。 

次の UP の後の２桁は更新回数を表します。 

- 製品のリリース日 

- 製品のディレクトリ名 

- 製品バージョンとそのサイズ 

詳細を確認する場合は ボタンをクリックします。 
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3 リリースノートを確認できます。 

 

4 WebGUI 画面の右側にあるスライドバーを選択し、下方に

移動させます。 

 

5 現在、適用されている更新（パッチ）が確認できます。 

※ 更新（パッチ）について、SU(SmallUpdate)と呼ぶこと

があります。本資料では以降 SU と表記します。 
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9-2.ソフトウェア更新方法 

※ iX でなんらかの更新（パッチ:SU）がある場合、以下の方法で適用してください。 

 操作 表示例 

1 iX にログイン後、メインメニューで”メンテナンス”→”ソフト

ウェア更新”に移動します。 

 

2 “システムソフトウェアの更新”メニューの”参照”ボタンをク

リックします。 

 

3 Newtech から送られてきた SU を任意のフォルダに納め

ます。その納めた SU をダブルクリックします。 

 

 

4 参照欄に選択した SU 名が確認できます。 

その後、“アップロード”ボタンをクリックします。 

 

5 アップロードが完了しましたら、右の表示がされます。 

ここで、この SU を適用する場合は、”合意する”ボタンをク

リックします。 
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6 ソフトウェアの更新が完了しましたら、右のメッセージが表

示されます。 

“8-2 再起動”を参考に iX の再起動を実施してください。  

 
※ 当該作業後は”2-7-2 時刻設定について”を参考に、必ず時刻が正しく設定されているかをご確認ください。 
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9-3.ソフトウェア削除方法 

 操作 表示例 

1 iX にログイン後、メインメニューで”メンテナンス”→”ソフト

ウェア更新”に移動します。 

 

2 “ソフトウェアの更新”メニューで現在のバージョンが確認

できます。 

ボタンをクリックします。 

 

 

4 WebGUI 画面の右側にあるスライドバーを選択し、下方に

移動させます。 

 

5 現在、適用している SU の一覧が表示されます。 

不要な SU について、 ボタンをクリックすることで削除

ができます。 
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6 
ボタンをクリックした際、右の確認メッセージが表示さ

れます。 

削除すべき SU を再度確認の上”OK”ボタンをクリックしま

す。 

 

7 ソフトウェアの削除が完了しましたら、右のメッセージが表

示されます。 

“8-2 再起動”を参考に iX の再起動を実施してください。 
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10.システムリカバリー手順 
 

10-1.リカバリー方法について 

※ 準備するもの： “リカバリメディア”、”外付け USB DVD-ROM ドライブ”、”ディスプレイモニター”、”キーボード” 

 

 操作 表示例 

1 CloudyII/CloudyIII/SmartNAS/Ness 等のリカバリー対象

のサーバーに DVD-ROM ドライブを接続し、電源を投入し

ます。 

ディスプレイモニター、キーボードも USB のポートに接続し

てください。 

 

2 投入後、DVD-ROM ドライブに”リカバリメディア”をセットし

ます。 

 

4 DVD-ROM ドライブから、インストーラが起動されます。 

右図の様にインストールする IX のバージョンが表示されま

すので、リカバリーするバージョンかの確認を行ってくださ

い。 

※ 出荷の時期によって、バージョン番号が異なりますの

でご注意ください。 

 

5 しばらくすると、右図の様に画面が切り替わります。 

“Run software Installer”が選択（右図のとおり）されている

ことを確認して、しばらくお待ちください。 

※ この画面でキーボードの”↑”、”↓”キーを使って起

動内容の選択ができますが、” Run software 

Installer”以外は選択しないでください。 
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6 右図の画面に移ります。 

しばらくお待ちください。 

 

7 iX のインストーラが起動してきます。 

しばらくお待ちください。 

 

8 iX のインストーラが起動されましたら、右の画面が表示さ

れます。 

“Agree”が選択されていることを確認の上、”Enter”キーを

押下します。 

 

9 接続されている(HDD もしくは SSD)ドライブの画面が表示

されます。 

複数表示されている場合は、Size の小さい方をキーボード

の”↓”、”↑”キーを使って選択します。 

※ この例では、Drive 1 を選択します。 
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10 “Select drive”が選択されている（赤枠の黒抜き文字）こと

を確認し、”Enter”キーを押下します。 

 

 

11 指定したドライブに iX がインストールされます。 

 

12 インストールが完了しましたら、右の画面が表示されます。 

デフォルトでは”Reboot”が選択されていますが、DVD-

ROM ドライブ等のハードウェア機器を外しますので、ここで

は、”Shutdown”をキーボードの”→”（もしくは”←”）キーで

選択します。 

 

13 右の様に”Shutdown”が選択されましたら、”Enter”キーを

押下します。 
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14 iX がシャットダウンされます。 

 

15 シャットダウンが完了しましたら、外付けの DVD-ROM ドラ

イブを外し、電源を投入してください。 

※ ディスプレイ、キーボードはつけたままにしてください。 

 

 
以降の作業は、”第 2 章 基本設定”を参考に進めてください。 

 

※ 当該作業後は”2-7-2 時刻設定について”を参考に、必ず時刻が正しく設定されているかをご確認ください。 
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10-2.ライセンス・アクティベーションについて 

※ システムリカバリー後、以下の作業を行ってアクティベーションを実施してください。 

10-2-1.ライセンスキー設定 

 

 操作 表示例 

1 Web ブラウザーを使用して、iX にログインを行います。 

※ 管理者レベルは”フルアクセス”でお願いいたします。 

 

既にログインされている場合は、以下の様に、”ヘルプ”

→”Newtech iX Series V7 について”を選択します。 

 

 

 

2 該当機器に同梱されているライセンス証書に記載されてい

るキーを”ライセンスキーを入力してください”のキー欄に

入力し、”適用する”ボタンをクリックします。 

 

4 ライセンスキーを入力すると右の様なメッセージが表示さ

れるかも知れません。 

ご購入いただいた製品によってはメッセージが変わります

ので、内容をご確認ください。 

情報欄に”キーは有効です。サーバーを再起動すると、変

更が有効になります”のメッセージが表示されましたらライ

センス入力は成功です。 

 

 

5 “8-2 再起動方法”を参考に、iX の再起動を実施してください。 
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10-2-2.アクティベーション方法 

 

10-2-2-1オンライン・アクティベーション 

 

 操作 表示例 

1 Web ブラウザーを使用して、iX にログインを行います。 

※ 管理者レベルは”フルアクセス”でお願いいたします。 

 

既にログインされている場合は、以下の様に、”ヘルプ”

→”Newtech iX Series V7 について”を選択します。 

 

 

 

2 “製品のアクティベーション”メニューで、ライセンスのアク

ティベーションを行います。 

当該機器がインターネットアクセス（ポート 443 が開いてい

ることが条件です。）できる環境でしたら、右の様に”オンラ

イン アクティベーション”を選択して、”適用する”ボタンを

クリックします。 

以上で作業は完了です。 
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10-2-2-2オフライン・アクティベーション 

 

 操作 表示例 

1 Web ブラウザーを使用して、iX にログインを行います。 

※ 管理者レベルは”フルアクセス”でお願いいたします。 

 

既にログインされている場合は、以下の様に、”ヘルプ”

→”Newtech iX Series V7 について”を選択します。 

 

 

 

2 もし、インターネット接続が許されていない環境でしたら、

右の様に”オフライン アクティベーション”を選択します。 

選択後、“ダウンロード”ボタンをクリックします。 

 

3 右の様にハードウェアスタンプファイル（拡張子：hws）を

PC にダウンロードします。 
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4 項番 3 でダウンロードしたハードウェアスタンプファイルを 

activation@activation-key.com までメールにて送付してく

ださい。 

※ 本文は不要です。 

 

 

メール例 

 

5 しばらくすると、アクティベーションファイル(拡張子:act)が

送られてきます。（数分程度） 

“製品のアクティベーション”メニューの Step3、”Activation 

file”の”参照”ボタンをクリックし、送られてきたアクティベー

ションファイルを適用します。 

※ 24 時間以内にアクティベーションファイルが送られて

こない場合には、弊社カスタマーサポートまでご連絡

ください。 
 

6 “参照”ボタンをクリックし、送られてきたアクティベーション

ファイルを選択し、iX にアップロードしてください。 

 

7 アップロード後に、”適用する”ボタンをクリックします。 

以上で作業は完了です。 

 

 

 

  

mailto:activation@activation-key.com
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11.サポートのご依頼について 
 

11-1.サポートのご依頼について 

 

サポート情報 

下記 URL にアクセスしていただき、最新の FAQ をご参照下さい。 

 

http://www.newtech.co.jp/support/index.html 

http://www.newtech.co.jp/support/faq/unified/unified.html#ix 

 

サポート窓口 

 

FAQ で解決頂けない場合、下記 URL のサポート依頼フォームよりお問い合わせ下さい。 

 

http://www.newtech.co.jp/support/inquiry/index.html 

   

※ 何らかの操作中でサポートが必要な場合には、iX にログイン後に表示される、技術サポートに記載されている URL

をクリックすることで、サポート依頼フォームを呼び出すことができます。 

 

 
※ 技術サポートの画面を表示させるには、メインメニューの”ヘルプ”から”Newtech iX Series V7 について”を選択しま

す。 

 

 
 

 

製品に関するご質問、障害に関するご連絡をいただく際は、必ず製品本体の型番、シリアル番号をご確認い

ただいた上、上記サポート依頼フォームにて必要事項をご入力いただき、お問い合わせをいただけますよう

お願いいたします。 

 

製品の無償修理につきましては添付されている保証書の規定に従います。  

http://www.newtech.co.jp/support/faq/unified/unified.html#ix
http://www.newtech.co.jp/support/inquiry/index.html
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11-2.ログ等の情報収集について 

 

 操作 表示例 

1 iX にログイン後、メインメニューで”ステータス”→”ハード

ウェア”を選択します。 

 

2 右側のスライドを下方に移動させます。 

 

3 “ログ”メニューの”ダウンロード”ボタンをクリックします。 

※ “削除する”ボタンをクリックしますと、古いログは消

去されてしまいますのでご注意ください。 

 

 

4 ログ等の情報収集が完了すると、gz イメージで使用してい

る PC にダウンロードされます。 

※ 右の例は Windows7 でのダウンロードの例です。 

“ファイルを保存する”の○印をクリックし、”OK”ボタ

ンをクリックします。 

デフォルトの設定では、各ユーザーのダウンロードフ

ォルダーにログ情報が保存されます。 

 

5  
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11-3.ログビューアについて 

※ この機能を使用して、指定したログ ファイルを表示できます。圧縮形式のログ ファイルをすべてダウンロードする必

要はありません。 

 操作 表示例 

1 iX にログイン後、メインメニューで”セットアップ”→”ハード

ウェア”を選択します。 

 

2 右側のスライドを下方に移動させます。 

 

3 ログ ファイルを表示するには、ファイル名をクリックするだ

けです。使用している Web ブラウザーによっては、指定し

たログ ファイルを表示するためのプログラムを選択するよ

うに指示される場合があります。 

フォルダを変更するには、フォルダ名をクリックします。 

※ ここでは、critical_errors.log をクリックしました。  

4 弊社検証環境では、右の様にファイルを保存するか、プロ

グラムで開くかの選択をします。 

ここでは、”プログラムで開く”の○印をクリックし、エディタ

を起動させ選択したファイルを開きます。 

 

5 選択したファイルをエディタで開いた例を以下に示します。 
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11-4.ミラーユニット（4U/2U モデル）のメンテナンスについて 

 

CloudyIII iX の 4U モデル/2U モデルには以下の様に OS が格納されているディスクドライブ(/dev/sda)は、ハードディスク

ドライブ(ハードディスクドライブ(HDD))1 とハードディスクドライブ(ハードディスクドライブ(HDD))2 でミラー同期されており、

どちらかのハードディスクドライブ(ハードディスクドライブ(HDD))（SSD）が故障しても停止しない設計となっています。 

 

-4U モデル- 

 

-2U モデル- 

※2U モデルは背面に OS 領域があります。 

上記のハードディスクドライブ(ハードディスクドライブ(HDD))1 もしくはハードディスクドライブ(ハードディスクドライブ

(HDD))2 のいずれかが故障を起こした場合、故障の通知はメールにて実施されます。 
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1) OS 領域の SSD に障害が発生した場合 

“2-5-3 メール通知設定”を実施された場合、上記のどちらかの SSD(ハードディスクドライブ(ハードディスクドライブ

(HDD))1 もしくはハードディスクドライブ(ハードディスクドライブ(HDD))2)に障害が発生した場合には、以下の様な警告メッ

セージが発信されます。 

 

nummd:[WARNING] /dev/sda : From Normal Mode > To Degraded Mode 

 

上記のメッセージからはどの SSD（ハードディスクドライブ(ハードディスクドライブ(HDD))1 もしくはハードディスクドライブ

(ハードディスクドライブ(HDD))2)が故障したかが不明です。コンソール画面で以下の操作を行い故障した SSD の確認をお

願いいたします。 

デスクトップの SmartNAS,Ness1000 シリーズ以外には、リモート KVM を使用してコンソール画面の確認が可能です。リモ

ート KVM をご利用される場合には各ユーザーズマニュアルをご参照ください。 

 

 操作 表示例 

1 コンソール画面にて、 

“Ctr”+”Alt”+”r”キーを同時に押下します。 

 

2 “RAID MANAGER”画面が表示されます。 

“1 Newtech RAID Controller”を、矢印キー(↓もしくは↑)

を使って、選択（選択されている場合は、白文字となりま

す。）し、”OK”を、矢印キー（→もしくは←）で選択（選択さ

れている場合は、白抜きの文字で表示されます。）

し、”Enter”キーを押下します。 

 

3 MirrorMonitorCLI> プロンプトが表示されます。 

 
 

4 コマンドプロンプトが表示された画面で、 

“nu_mconf –b OFF “  を入力するとブザーを止めることができます 



 

201 

5 コマンドプロンプトが表示された画面で、 

“nu_disp –t /dev/sda –-show-info-ex [Enter] ”を入力します。 

6 正常な場合は以下の様な表示となります。 

 

7 ミラーユニット中の SSD に障害が発生し、ミラー構成から外れた場合は以下の様に表示が変更されます。 

 

※ 上記の場合、ハードディスクドライブ(ハードディスクドライブ(HDD))2 側の SSD に障害が発生してミラーユニットから取り外さ

れたことが分かります。 

8 障害が発生した SSD を確認しましたら。”exit”を入力して

“RAID MANAGER”画面に戻ります。 
 

9 “RAID MANAGER”画面で”Esc”キーを押下するか、”Exit”

を、矢印キー（→もしくは←）で選択（選択されている場合

は、白抜きの文字で表示されます。）し、”Enter”キーを押

下し、MainManu に移動します。 

 



 

202 

 

2) 障害が発生した SSD を交換します。 

 

3) 交換後、自動的にミラー同期（リビルド）が以下のインフォメーション・メッセージと共に開始されます。 

 

nummd:[INFORMATION] /dev/sda : From Degraded Mode > To Rebuild Mode [ハードディスクドライブ(ハードディスクドラ

イブ(HDD)) 2 is rebuilding] 

 

※ ミラーユニットのリビルドは新しい SSD を交換後、すぐに開始されます。ただし、リビルドの進捗状況についてメール

通知はされません。進捗状況を確認されたい場合は、以下の方法で確認してください。 

 

 操作 表示例 

1 コンソール画面にて、 

“Ctr”+”Alt”+”r”キーを同時に押下します。 

 

2 “RAID MANAGER”画面が表示されます。 

“1 Newtech RAID Controller”を、矢印キー(↓もしくは↑)

を使って、選択（選択されている場合は、白文字となりま

す。）し、”OK”を、矢印キー（→もしくは←）で選択（選択さ

れている場合は、白抜きの文字で表示されます。）

し、”Enter”キーを押下します。 

 

3 MirrorMonitorCLI> プロンプトが表示されます。 

 

 

 

 

4 コマンドプロンプトが表示された画面で、 

“nu_disp –t /dev/sda -–show-info-ex [Enter] ”を入力します。 
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5 リビルドが開始されましたら、”Gen Status”が “Rebuild Mode”に変わり、”Rebuild Percentage”欄に現在リビルド進捗率が表示

されます。 

 

6 リビルドが完了しましたら、以下の様に”gen Status”が”Normal Mode”に変わり、”Rebuild Percentage”は”0.0”に変更されます。 

 

7 障害が発生した SSD を確認しましたら。”exit”を入力して

“RAID MANAGER”画面に戻ります。 
 

8 “RAID MANAGER”画面で”Esc”キーを押下するか、”Exit”

を、矢印キー（→もしくは←）で選択（選択されている場合

は、白抜きの文字で表示されます。）し、”Enter”キーを押

下し、MainManu に移動します。 

 

4) リビルドが完了しましたら、以下のメッセージが発信されます。 

nummd:[SUCCESS] /dev/sda : From Rebuild Mode [ハードディスクドライブ(ハードディスクドライブ(HDD)) 2 rebuilding] > 

To Normal Mode 

 

以上で iX の OS 領域に対するメンテナンスは完了です。 

その他、ご不明な点がございましたら、弊社カスタマーサポートまでご連絡をください。 
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12.評価機について 
 
iX の評価用ライセンスは 60 日間使用が可能になります。 

 

※ 評価機に設定されている評価用ライセンスは、iX のフル機能が使用できます。 

※ SmartNAS シリーズ/Ness1000 シリーズの製品は iX のライト版の機能のため、評価機にて検証される場合には機能の

制限等にご注意ください。 

 

WebGUI にてログイン後以下のメッセージが表示されます。 

 

 
 
このメッセージは、現在の評価期間を表示（上記の図では、残 59 日を示しています。）し、その評価期間を過ぎると 60 分毎に

自動的にシャットダウンが実施されることを警告しています。 

 

表示はエラー表示ですが、評価用ライセンスである旨の警告メッセージです。使用には問題はございません。 

 

また、ログイン後の WebGUI 画面の右下に評価期間の残日数が表示されます。 

 

 
 

※ 評価用ライセンスの延長は出来ませんのでご注意ください。 
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