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1.iX レプリケーション機能 

 

1-1.iX レプリケーション機能について 

 

iX は、以下の様に三つのモードのレプリケーション機能を有しています。 

 

 

 

データ複製は rsync+snapshot 技術を使用し、スナップショットで固定したデータを非同期で複製先に複製し

ます。LAN 外でも使用可能ですが、NAS ボリュームのみのサポートとなります 

 

ボリューム・レプリケーションはソフトウエア RAID の RAID1 と同じミラーリング機能をイーサネットを通じて実

行します。技術的には同期の場合は RDBD のプロトコル C を使用します。 

プロトコル C の場合は完全同期でデータの複製が可能です。しかし、ネットワーク負荷がかかり、システムの

パフォーマンスが落ちる場合があるため、ニューテックではレプリケーション専用に別ネットワークを組むことを

お勧めしています。 

※ ボリューム・レプリケーション機能は SmartNASiX シリーズでは設定不可です。 

iSCSI ボリュームの場合、フェールオーバー機能もサポートしています。 

※ ボリューム・レプリケーション+フェールオーバー機能は SmartNASiX シリーズでは設定不可です。 

 

1-2.本マニュアルについて 

 

本マニュアルには iX での各レプリケーションについての設定・運用方法について説明いたします。 

論理ボリュームの扱いは基本設定編で説明を行っていますので、基本設定編もご参照ください。 
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2.データ複製について 
 

 
 
iX のデータ複製は上記の様にスナップショットを使ってデータの静止点を取得した後に、リモートにある iX の共

有に対してデータの複製を実施します。 

また、iX のデータ複製はタスクを作成し複製ジョブのスケジュール管理を行います。 

 

以下にデータ複製の設定並びに管理方法について説明を行います。 

 

※ データ複製は共有 NAS ボリュームのみ実行可能です。iSCSI ボリューム、FC ボリュームについてはデータ

複製が使用できません。ボリュームレプリケーション（後述）を使ってください。 

 

※ データ複製に使う共有 NAS ボリュームは複製元並びに複製先で作成済みであることが前提です。共有 NAS

ボリュームの作成・設定については、基本設定編を御確認ください。 

 

※ データ複製を実施するに当たって、データ複製専用のスナップショットボリュームが必要になります。スナップ

ショットボリュームの作成・設定については、基本設定編を御確認ください。 

 

※ データ複製対象のデータについて、膨大な量(例：100 万ファイル以上)の場合、複製が完了するまで長時間

を要します。できるだけファイル数を少なく細分化された共有・ボリュームの設計が必要です。（一つの複製タ

スクで実行できるファイル数は最大 50 万ファイルを目安としてください。） 

 

※ データ複製を行うには、複製先の共有を設定する必要があります。複製先の共有の設定について、基本設

定編を参考にしてください。 
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2-1.データ複製準備 

2-1-1.データ複製エージェントの有効 

 

複製元と複製先でデータ複製の許可を行う必要があります。 

以下の操作を複製元と複製先で実施してください。 

 

 操作 表示例 

1 複製先の 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 の右側にあるスライドバーを下方に移動させま

す。 

 

3 “データ複製エージェント”メニューで”データ複製エージェ

ントを有効にする”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”ボタンをクリックします。  
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2-1-2.データ複製エージェントの設定 

データ複製エージェントの設定を行います。 

データ複製を設定する前に”複製先の iX”で以下の操作を行ってください。 

※ 複製元では設定の必要はございません。 

 

 操作 表示例 

1 複製先の iX にログイン後、メインメニューで”構成”

→”NAS リソース”→”共有”を選択します。 

 

2 “共有”欄にある複製対象（複製先）の共有名をクリックし

ます。 

 

3 WebGUI の右側にあるスライドバーを下方に移動させま

す。 

 

4 “データ複製エージェントの設定”メニューで、”データ複製

の使用”の□印をクリックしチェックマークを付与します。 

 

5 ”データ複製の使用”の□印をクリックしチェックマークを付

与した場合、右のメニューが表示されます。 

ログイン名、パスワード欄に適切な文字入力し、パスワー

ドの確認入力欄はパスワード欄に入力したパスワードを再

度入力してください。 

各パラメータ入力後、”適用する”ボタンをクリックします。 

※ アクセス許可 IP 欄は、このデータ複製を使えるサー

バの IP アドレスを入力すると他のサーバからデータ

複製することができなくなります。 

空白の場合は全てのサーバからデータ複製が可能

になります。 
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2-2.データ複製設定 

2-2-1.データ複製設定前の確認 

 

1) 共有 NAS ボリュームにスナップショットボリュームが割り当てられていること 

2) データ複製に使われるスナップショットボリュームはスナップショットのスケジュール設定がされてい

ないこと 

※ 上記の内容を御確認ください。スナップショットボリュームの取り扱いについての詳細は基本設定編をご

参考ください。 

 

2-2-2.データ複製設定 

以下の操作を複製先で行います。 

 

 操作 表示例 

1 複製元の iX にログイン後、メインメニューで”メンテナンス”

→”データ複製”を選択します。 

 

2 “新しいデータ複製タスクの作成”メニューで、”タスク名”欄

に適切なデータ複製のタスク名を入力します。 

次に”複製元の共有”で▼印をクリックし、データ複製対象

の共有を選択してください。 
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3 データ複製対象の共有の選択が完了すると、その共有に

使われている共有 NAS ボリュームに割り当てられたスナ

ップショットボリュームが、”スナップショット”欄に自動的に

設定されます。 

※ 該当共有 NAS ボリュームに複数のスナップショット

ボリュームがある場合、”スナップショット”欄の▼印

をクリックすることで選択が可能です。 

注：選択されたスナップショットボリュームは、スナッ

プショットのスケジュールを設定しないでください。 

次に”複製先 IP”欄にデータ複製の複製先 iX の IP アドレ

スを入力します。 

次に”複製先の共有”の ボタンをクリックします。 

 

 

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。 

※ 複製先の iX において、データ複製エージェントの設

定がされている共有が該当します。もし、共有が見つ

からなかった場合には、”2-1-2 データ複製エージェ

ントの設定”を御参照の上、複製先の iX をご確認く

ださい。  

5 “複製先の共有”の▼印をクリックします。 

複製先の iX でデータ複製エージェントを有効にしている共

有名が表示されますので、複製対象の共有を選択します。 
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6 “2-1-2 データ複製エージェントの設定”で設定した、ログイ

ン名とパスワードを入力します。 

複製対象のデータについて、ACL(アクセスコントロールリ

スト)を複製先も同じにする場合、”ACL の使用”の□印を

クリックしてチェックマークを付与してください。 

設定が完了しましたら、”適用する”ボタンをクリックしま

す。 

 

7 WebGUI 画面の”データ複製”欄に作成したデータ複製タス

クが表示されます。 

 

8 また、WebGUI 画面右側の”データ複製タスク”メニューに

は、作成されたデータ複製タスクが表示されます。 

このタスクの ボタンをクリックすることで詳細を確認

することができます。 
 

9 作成したデータ複製タスクの詳細例は右の通りです。 

ボタンをクリックすることで詳細画面を閉じることがで

きます。 
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2-3.データ複製実行 

2-3-1.手動で実行 

 

 操作 表示例 

1 複製元の iX にログイン後、メインメニューで”メンテナンス”

→”データ複製”を選択します。 

 

2 
“データ複製タスク”で該当タスク名の ボタンをクリック

します。 

 

3 データ複製タスク実行直後のアクションの状態は

となります。 

 

4 データ複製が問題なく実行されましたら、アクションの状態

は となります。 

また、開始時間に複製タスクの開始時間が表示されます。 
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2-3-2.タスクスケジュール設定 

 

 操作 表示例 

1 複製元の iX にログイン後、メインメニューで”メンテナンス”

→”データ複製”を選択します。 

 

2 “データ複製”欄に”2-2-2 データ複製設定”で作成したデ

ータ複製名が確認できます。 

そのデータ複製名をクリックします。 
 

3 “データ複製タスクのスケジュールの作成”メニューで、コメ

ント欄にわかり易い名前を入力（省略可）します。 

※ コメントは a-z A-Z 0-9 及びスペースのみをご使用

下さい。 

次に”時間の選択”にて、▼印をクリックし、”毎週”を選択

します。 

※ デフォルトは”間隔”です。（最短は 10 分間隔） 

 

4 データ複製開始の曜日と開始時間を設定します。 

データ複製開始の曜日の□印をクリックします。 

開始時間は”スタート”の時間と分について▼印をクリック

し、表示される数字を選択します。 

設定後に”適用する”をクリックします。 

 

5 “データ複製タスクのスケジュール”メニューに作成したデ

ータ複製タスクのスケジュールが確認できます。 
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2-3-3.データ複製タスクの停止 

 

 操作 表示例 

1 複製元の iX にログイン後、メインメニューで”メンテナンス”

→”データ複製”を選択します。 

 

2 “データ複製タスク”メニューで設定されているデータ複製

タスク一覧を確認することができます。 

データ複製タスクが実行中の場合は、開始時間欄にデー

タ複製が開始された時間の表示があり、また、アクション

欄は の表示になっています。 

 

3 停止しようとするデータ複製タスク（ここでは BackuptoV6）

のアクション欄にある ボタンをクリックします。 

 

4 データ複製タスクが停止しましたら、開始時間欄の表示

は”n/a”に変わり、アクション欄の表示は となり

ます。 

 

5 WebGUI 左下の”イベントビューワ”をクリックします。 

 

6 手動で停止した場合のイベントは右の様にエラーとして表

示されます。 
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2-4.データ複製タスク状況確認 

2-4-1.確認方法 1 

 

 操作 表示例 

1 複製元の iX にログイン後、メインメニューで”ステータス”

→”タスク”を選択します。 

 

2 “実行中のタスク”にスナップショットの取得(snap00000)と

データ複製タスク(ここでは BackuptoV6)が表示されます。 

データ複製タスク名の前あるアイコンが の場合は現

在実行中となります。 

※ 実行中の”データ複製タスク”について状態の詳細を

確認することができません。 

 

3 “タスクログ”には、今まで実施したタスク（データ複製タス

ク以外も表示されます。） 

ここで、データ複製が完了したものはアイコンが にな

り、このアイコンをクリックすることでタスクの詳細を確認す

ることができます。 

 

4 

をクリックすることでデータ複製タスクの詳細を確認

することができます。 

閉じる場合は をクリックします。 
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2-4-2.確認方法 2 

確認方法 1 では、複数のタスクが実行中の場合、どれがデータ複製のタスクか判断できない場合がありま

す。データ複製関連のみのタスクの状況を確認されたい場合は以下の方法で確認します。 

 操作 表示例 

1 複製元の iX にログイン後、メインメニューで”ステータス”

→”タスク”を選択します。 

 

2 WebGUI 画面左側にタスク一覧が表示されます。 

※ この一覧は設定済み以外のタスクも表示されていま

す。 

データ複製関連のタスクを確認する場合、“データ複製”を

クリックします。 

 

3 “実行中のタスク”並びに”タスクログ”にデータ複製関連の

みタスク情報が表示されます。 

データ複製タスク名の前あるアイコンが の場合は現

在実行中となります。 

実行中の”データ複製タスク”について状態の詳細を確認

することができません。 

データ複製が完了したものはアイコンが になり、この

アイコンをクリックすることでタスクの詳細を確認することが

できます。 

 

4 

をクリックすることでデータ複製タスクの詳細を確認

することができます。 

閉じる場合は をクリックします。 
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2-5.データ複製タスク終了後のデータ確認方法 

 

 

複製先の iX において、基本設定編（4 共有の設定）を参考に SMB/NFS/AFP 等の共有を設定します。

各クライアントから、複製先の iX に接続しデータを確認します。 

※ 複製先の共有の設定については、Unified Storage iX V7 マニュアル 基本設定編をご参照くださ

い。 
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2-6.データ複製タスク削除 

2-6-1.タスクスケジュール削除 

 

 操作 表示例 

1 複製元の iX にログイン後、メインメニューで”メンテナンス”

→”データ複製”を選択します。 

 

2 “データ複製”欄に”2-2-2 データ複製設定”で作成したデ

ータ複製名が確認できます。 

そのデータ複製名をクリックします。 
 

3 “データ複製タスクのスケジュール”メニューに、”2-3-2 タ

スクスケジュール設定”で設定されたスケジュールが確認

できます。 

このスケジュールが不要の場合、 ボタンをクリックし

削除します。 

 

4 削除に関する確認メッセージが表示されます。 

確認後”OK”ボタンをクリックします。 

 

5 “データ複製タスクのスケジュール”で削除できたことを確

認します。 

※ 全てのスケジュールを削除した場合は右のメッセー

ジが表示されます。 
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2-6-2.データ複製タスク削除 1 

 

 操作 表示例 

1 複製元の iX にログイン後、メインメニューで”メンテナンス”

→”データ複製”を選択します。 

 

2 “データ複製タスク”メニューで、データ複製タスクの一覧が

確認できます。 

不要なタスクの ボタンをクリックします。 

 

3 削除に関する確認メッセージが表示されます。 

確認後”OK”ボタンをクリックします。 

 

4 該当のタスクが削除されたことを確認します。 
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2-6-3.データ複製タスク削除 2 

 

 操作 表示例 

1 複製元の iX にログイン後、メインメニューで”メンテナンス”

→”データ複製”を選択します。 

 

2 WebGUI 画面左側にデータ複製一覧が表示されます。 

削除対象のデータ複製名（ここでは BackuptoV6）をクリッ

クします。 

 

3 WebGUI の右側にあるスライドバーを下方に移動させま

す。 

 

4 “データ複製タスクの削除”メニューが確認できます。 

“削除する”ボタンをクリックします。 

 

5 削除に関する確認メッセージが表示されます。 

確認後”OK”ボタンをクリックします。 

 

5 該当のタスクが削除されたことを確認します。 
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3.ボリューム・レプリケーションについて 
 

 
 
ボリューム・レプリケーションはボリュームのミラーリングを同期の場合は LAN を通じて行います。 

ボリューム・レプリケーションはブロック・レベルのレプリケーションを行います。 

対象のボリュームは iSCSI、NAS、FC となり、いずれでもレプリケーション可能です。 

 

次章で紹介する iSCSI フェールオーバーを使用する場合は、下層でのボリューム・レプリケーションを実施してい

ます。 

 

※ 本機能は”SmartNASiX”シリーズでは設定できません。 

 

※ 複製元と複製先はかならず同じ容量に設定してください。 

 

※ 複製元と複製先の論理ボリュームの種類（NAS ボリューム、iSCSI ボリューム、FC ボリューム、BlockI/O、

FileI/O）は同一あること。異なった種類のボリュームに対してボリュームレプリケーションの設定はできませ

ん。 

 

※ レプリケーションを設定する際には、対象ボリュームにメタデータの領域を追加します。ボリュームグループ

（VG）内に約数 GB～数十 GB 程度の未使用領域（論理ボリューム並びにスナップショットボリュームが設定

されていない領域）があることを御確認ください。 

 

※ レプリケーションでは両方のサーバの時刻設定が同じである必要があります。必ず、時刻設定を同じに設定

してください。 

 

※ ボリューム・レプリケーションで設定する論理ボリュームは複製元並びに複製先で作成済みであることが前提

です。論理ボリューム(iSCSI/NAS ボリューム)の作成・設定については、基本設定編を御確認ください。 
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3-1.レプリケーション用ボリューサイズについて 

iX_V7 は 1PB までの論理ボリュームに対して、ボリュームレプリケーションを設定することが可能です。 

あるリリースまでは以下の様に 16,001GB 以上の論理ボリュームに対して、”ボリューム・レプリケーショ

ンの使用”が有効にできませんでした。 

 

 
※ あるリリースでは上記の制限が付いた状態で出荷をしています。もし 16TB 以上でレプリケーション

をされる方で、上記の制限を確認された方は、以下の対応方法に沿って作業を実施してください。 

 

3-1-1.対応方法 

 

以下の SU(SmallUpdate)を適用し、16TB 以上 1PB までの論理ボリュームのボリューム・レプリケーションが可

能になります。 

 

70307-DSS-V7_volume_rep_1PB_limit_up12 

※ 上記 SU について、変更される場合があります。 

 

上記 SU について、必要な場合は、以下のサポート依頼フォームに必要事項をご記入の上、送信してください。 

 

サポート依頼フォーム： 

https://www.newtech.co.jp/cgi-bin/input_form/form.cgi 
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3-1-2.ソフトウェア更新 

※ iX で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 該当 SU(upd_70212-DSS-V7.upd) 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。 
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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。 

 

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。 

iX の再起動を実施してください。 

 

 

3-1-3.再起動 

 操作 表示例 

1 WebGUI のメニュから、”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。 
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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。 

 

 

SU 適用し、再起動実施後、以下の様に 16TB 以上の論理ボリュームに対して”ボリュームレプリケーショ

ンの使用”を有効にすることが可能になります。 
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3-2.ボリュームレプリケーション設定 

3-2-1.レプリケーション用ボリューム設定 

各論理ボリュームに対してレプリケーション用に変更（メタデータ領域追加）します。 

以下の操作を複製元と複製先で実施してください。 

 

3-2-1-1 レプリケーション・モードへ変更(共有 NAS ボリューム) 

 操作 表示例 

1 複製元の 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 “ボリューム・グループ”欄にある該当のボリュームグルー

プ名（ここでは vg00）をクリックします。 

 

3 “ボリュームマネージャ”メニューで、作成された論理ボリュ

ームを確認することができます。 

ボリュームレプリケーション対象のボリュームの状態を確

認します。（ここでは lv0002 を対象ボリュームとします。） 

スナップ、レプリの欄にチェックマークがついているかどう

かを確認してください。 

ここの例では、レプリの欄にチェックマークがついていない

ので、この lv0002 はレプリケーションのモードになっていな

いことが確認できます。 

スナップショットを利用していますので、”スナップ”欄にチェ

ックマークが付いていることが確認できます。 

 

※ 該当ボリュームにスナップショットを設定しない場合、

項番 9 に移動します。 
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4 これから、該当論理ボリューム(lv0002)をレプリケーション

モードに変更しますが、削除ボタンがの 場合、変更す

ることはできません。 

ここでの例では、該当論理ボリュームにスナップ欄にチェッ

クマークがついている（スナップショットボリュームが割り当

てられている）ことが原因です。 

まず、スナップショットボリュームの割り当てを解除します。 

 

5 WebGUI の右側にあるスライドバーを下方に移動させま

す。 

 

6 “スナップショット定義”メニューにて、設定されているスナッ

プショットボリュームの一覧を確認することができます。 

該当論理ボリューム(ここでは kv0002)に割り当てられてい

るスナップショットボリューム(この例では snap00000)の LV

欄にある▼印をクリックして”割り当てなし”を選択します。 

※ 論理ボリュームのレプリケーションモードに変更後、

割り当てなおします。 

※ スナップショットが既に使用されている場合は、割り

当てを外すことはできません。基本設定編の”3-3-2-

2 手動で停止する方法”を参考にスナップショットを

停止してください。 

その後。”適用する”ボタンをクリックします。 

 

7 該当のスナップショットボリューム(ここでは snap00000)の

状態が”未使用”になったことを確認します。 

 

8 “ボリュームマネージャ”メニューで該当論理ボリュームの

スナップ欄のチェックマークが消え、削除ボタンが の表

示に変更されたことを確認します。  
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9 該当ボリュームをレプリケーションモードに変更します。 

“ボリュームマネージャ”メニューで、アクションの項目の▼

印をクリックし、”変更 lv000X” (X は論理ボリュームの数

字、ここでは lv0002 が該当します)を選択します。 

 

10 “ボリュームレプリケーションの使用”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”ボタンをクリックします。 
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11 しばらくすると、該当ボリューム（ここでは lv0002）のレプリ

欄にチェックマークがついたことを確認できます。 

※ データ複製等で該当の論理ボリュームに対してデー

タを送り込んでいる最中はレプリケーションモードに

変更できないことがあります。データ複製を実行して

いる場合は、”2-3-3 データ複製タスクの停止”を参

考に、データ複製を停止してください。 

次に割り当て解除したスナップショットの割り当てを行いま

す。 

※ スナップショットの設定が必要ない場合には、この作

業で完了です。 

 

12 WebGUI の右側にあるスライドバーを下方に移動させま

す。 

 

13 項番 6 で割り当て解除を行ったスナップショットボリューム

（ここでは snap00000）の LV 欄にある▼印をクリックし、該

当の論理ボリューム（ここでは lv0002）を選択します。 

その後、”適用する”ボタンをクリックします。 

 

14 “ボリュームマネージャ”メニューにて、該当の論理ボリュー

ムの”スナップ”と”レプリ”欄にチェックマークがついている

ことと削除ボタンが の表示になっていることを確認しま

す。 

※ スナップショット設定していない場合は、スナップの欄

にチェックマークは付きません。 

 

複製先も同様に該当ボリュームをレプリケーションモードに

変更してください。 

 

 

  



 

26 

3-2-1-2 レプリケーション・モードへ変更(iSCSI ボリューム) 

 操作 表示例 

1 複製元の 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 “ボリューム・グループ”欄にある該当のボリュームグルー

プ名（ここでは vg00）をクリックします。 

 

3 “ボリュームマネージャ”メニューで、作成された論理ボリュ

ームを確認することができます。 

ボリュームレプリケーション対象のボリュームの状態を確

認します。（ここでは lv0000 を対象ボリュームとします。） 

スナップ、レプリの欄にチェックマークがついているかどう

かを確認してください。 

ここの例では、レプリの欄にチェックマークがついていない

ので、この lv0000 はレプリケーションのモードになっていな

いことが確認できます。 

スナップショットを利用していますので、”スナップ”欄にチェ

ックマークが付いていることが確認できます。 

 

※ 該当ボリュームにスナップショットを設定しない場合、

項番 7 に移動します。 

 

 

4 WebGUI の右側にあるスライドバーを下方に移動させま

す。 
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5 “スナップショット定義”メニューにて、設定されているスナッ

プショットボリュームの一覧を確認することができます。 

該当論理ボリューム(ここでは kv0000)に割り当てられてい

るスナップショットボリューム(この例では snap00000)の LV

欄にある▼印をクリックして”割り当てなし”を選択します。 

※ 論理ボリュームのレプリケーションモードに変更後、

割り当てなおします。 

※ スナップショットが既に使用されている場合は、割り

当てを外すことはできません。基本設定編の”3-3-2-

2 手動で停止する方法”を参考にスナップショットを

停止してください。 

その後。”適用する”ボタンをクリックします。 

 

6 “ボリュームマネージャ”メニューで該当論理ボリュームの

スナップ欄のチェックマークが消えたことを確認します。 

 

7 該当ボリュームをレプリケーションモードに変更します。 

“ボリュームマネージャ”メニューで、アクションの項目の▼

印をクリックし、”変更 lv000X” (X は論理ボリュームの数

字、ここでは lv0000 が該当します)を選択します。 
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8 “ボリュームレプリケーションの使用”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”ボタンをクリックします。 

 

9 iSCSI ボリュームを iSCSI ターゲットに接続したまま、項番

8 の作業を行うと、右の様なメッセージが発せられます。 

※ iSCSI に接続されているクライアントで iX に対してデ

ータのやり取りを行っていますと、データのやり取り

が突然止まる恐れがあります。 

この設定作業を行われる時は iSCSI ボリュームへの

アクセスは止めてください。 

確認後、”OK”ボタンをクリックします。 

 

10 “ボリュームマネージャ”での該当ボリュームの”レプリ”欄

にチェックマークが付与されたことを確認します。 

 

11 WebGUI の右側にあるスライドバーを下方に移動させま

す。 
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12 項番 5 で割り当て解除を行ったスナップショットボリューム

（ここでは snap00000）の LV 欄にある▼印をクリックし、該

当の論理ボリューム（ここでは lv0000）を選択します。 

その後、”適用する”ボタンをクリックします。 

 

13 “ボリュームマネージャ”メニューにて、該当の論理ボリュー

ムの”スナップ”と”レプリ”欄にチェックマークがついている

ことと削除ボタンが の表示になっていることを確認しま

す。 

※ スナップショット設定していない場合は、スナップの欄

にチェックマークは付きません。 

 

複製先も同様に該当ボリュームをレプリケーションモードに

変更してください。 
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3-2-2.ボリュームレプリケーション設定 

3-2-2-1 複製先での設定 

 操作 表示例 

1 複製先の 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・レプリケーション”を

選択します。 

 

2 “ボリュームレプリケーションモード”メニューでボリューム

レプリケーション対象の論理ボリュームが確認できます。 

※ ここでは lv0000 が対象の論理ボリュームとなります。 

ここでは複製先になるので、”レプリケーション先”欄にある

□印とメタデータのクリア欄の□印をクリックします。 

その後、”適用する”ボタンをクリックします。 

※ “メタデータのクリア”は必ず設定してください。 

 

3 WebGUI 左下の”イベントビューワ”をクリックします。 

 

4 項番 2 の実行時、右側のメッセージが記録されます。 

 

5 “ホストのバインド”メニューでは、このボリュームレプリケ

ーションでのパートナーとの接続を設定します。 

“リモートノードの IP アドレス”には、複製元の IP アドレス

を入力します。 

“リモートノード管理 GUI（管理者）パスワードには、複製元

の”フルアクセス”のログインパスワード（デフォル

ト”admin”）を入力します。 

上記入力後、”接続”ボタンをクリックします。 

 

6 複製元との接続が成功しましたら右のメッセージが表示さ

れ、相手(ここでは複製元)の IP アドレスが表示されます。 

※ ここでは IP アドレスを隠しています。 

また、ステータスは”アクセス可能”の表示となります。 
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3-2-2-2複製元での設定 

 操作 表示例 

1 複製先の 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・レプリケーション”を

選択します。 

 

2 “ボリュームレプリケーションモード”メニューで該当の論理

ボリュームを確認します。（ここでは lv0002） 

該当論理ボリュームの”レプリケーション元”欄にチェックマ

ークがついていることを確認の上、”メタデータのクリア”の

□印をクリックし、”適用する”ボタンをクリックします。 

 

※ “メタデータのクリア”は必ず設定してください。 

 

3 “ホストのバインド”メニューで、リモートノード(複製先)の IP

アドレス（ここではセキュリティ上隠しています）が表示され 

ステータスが”アクセス可能”であることを確認します。 

 

4 “新しいボリュームレプリケーションタスクの作成”メニュー

で、”タスク名”に適切な名前を入力し、”実行元ボリュー

ム”の▼印をクリックし該当の論理ボリュームを選択しま

す。 

 

5 “実行元ボリューム”に該当論理ボリュームを選択すると、

自動的に”実行先ボリューム”にレプリケーション可能な論

理ボリュームが表示されます。 

▼印をクリックすると選択が可能です。 

※ 選択可能な論理ボリュームが一つの場合は、他の選

択は不可です。 
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6 もし、”実行先ボリューム”が見つからない（空白のまま）場

合は、スキャンボタンを押してみてください。 

“実行先ボリューム”を確認することができます。 

※ それでも見つからない場合は、複製先のボリューム

の状態（レプリケーションモードになっているか、同じ

種類のボリュームか、同じサイズか）を確認してくださ

い。  

7 “レプリケーションタスクマネージャ”メニューに作成したタ

スクを確認することができます。 

タスクの ボタンをクリックすると詳細が表示されます。  

8 表示した例が右の通りです。 

 

9 また、WebGUI 右側にある”V レプリケーション”欄にもタス

ク名を確認することができます。 
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3-2-3.ボリュームレプリケーション実施 

リアルタイムにレプリケーションを行う場合には、以下の方法でボリュームレプリケーションを実施します。 

 操作 表示例 

1 複製元の 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・レプリケーション”を

選択します。 

 

2 WebGUI の右側にあるスライドバーを下方に移動させま

す。 

 

3 “レプリケーションタスクマネージャ”メニューで該当タスク

の ボタンをクリックします。  

4 ボリュームレプリケーションのタスクが開始されましたら、

右の様に開始時間の表示とアクション欄が

の表示に変更されます。 

※ アクション欄の表示が になっている場

合はレプリケーションがなんらかの問題が生じて開

始されていません。イベントビューワ（項番 5 で説明）

を開きメッセージを確認してください。 

以下のメッセージはその一例です。 

この場合は、複製元で他の論理ボリュームがボリュームレ

プリケーションの設定になっている。かつ、以前に他のレプ

リケーションで使用していたことが原因でした。他の論理ボ

リュームのレプリケーションモードを解除しました。 

 

5 WebGUI 左下の”イベントビューワ”をクリックします。 

 

6 レプリケーション開始時のメッセージは右の通りです。 

このメッセージは無視して構いません。 
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3-3.ボリュームレプリケーション開始スケジュールの設定 

レプリケーションタスクのスケジュール管理を行う方法を以下に記します。 

この方法は日中の業務時間帯にネットワークの帯域をレプリケーションで使用されたくない場合に有効です。 

 操作 表示例 

1 複製元の 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・レプリケーション”を

選択します。 

 

2 WebGUI 左側にある”V レプリケーション”欄に設定された

ボリュームレプリケーションタスク名を確認することができ

ます。 

スケジュールの設定を行う、レプリケーションタスク名(ここ

では、rep-1T-iSCSI)をクリックします。 

 

3 “ボリューム・レプリケーションタスクのスケジュールの作

成”メニューにて、コメント欄にわかり易い名前を入力しま

す。 

レプリケーションを実施する曜日の□印をクリックします。 

レプリケーションの開始時間は”スタート”レプリケーション

停止時は”ストップ”の項目で時間を設定します。 

毎週ごとではなく隔週ごとでは、奇数週もしくは偶数週で

設定をおこなうことが可能です。 

設定が完了しましたら”適用する”ボタンをクリックします。 

 

4 “ボリュームレタスクのスケジュール”欄に作成したスケジュ

ールが確認できます。 

 

5 レプリケーションタスクのスケジュール管理により、レプリ

ケーションタスクが実行されます。 

実行後のイベントを確認します。 

WebGUI 左下の”イベントビューワ”をクリックします。 
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6 レプリケーション開始時のイベントは右の通りです。 

※ この環境では、初期同期が完了した後、スケジュー

ルによる同期を実施しています。その為、同期開始

時に既に”Consistent”状態となっています。 

 

7 レプリケーションタスクのスケジュール管理により、レプリ

ケーションタスクが停止されます。 

実行後のイベントを確認します。 

WebGUI 左下の”イベントビューワ”をクリックします。 

 

8 レプリケーション停止時のイベントは右の通りです。 
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3-4.ボリュームレプリケーション停止方法 

レプリケーションタスクの停止を行う方法を以下に記します。 

 操作 表示例 

1 複製元の 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・レプリケーション”を

選択します。 

 

2 “レプリケーションタスクマネージャ”で該当のタスクの

ボタンをクリックし停止します。 

 

3 レプリケーションタスクが停止しました。 

 

4 レプリケーションタスク停止時のイベントを確認します。 

WebGUI 左下の”イベントビューワ”をクリックします。 

 

5 レプリケーションタスク停止時は右のイベントが発生しま

す。 
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3-5.ボリュームレプリケーション実行 IP 変更について 

 
何かの理由にて、今までレプリケーションに使用していたネットワークではなく別のネットワークに切り替える場

合、以下の方法で設定を変更します。 

※ レプリケーションタスクを停止する必要があります。 

※ レプリケーションタスクの再作成が必要です。 

※ この例では、”ネットワーク A”から”ネットワーク B”へレプリケーション実行 IP を変更します。 

 

 操作 表示例 

1 複製元の 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・レプリケーション”を

選択します。 

 

2 “レプリケーションタスクマネージャ”で該当のタスクの

ボタンをクリックし停止します。 

 

3 レプリケーションタスクが停止しました。 
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4 “ホストのバインド”メニューの IP アドレスはネットワーク A

での複製先の IP アドレスが表示されています。 

“接続解除”ボタンをクリックします。 

 

5 右の様に警告が表示されます。 

内容を確認の上、”接続解除”ボタンをクリックします。 

※ この”接続解除”ボタンをクリックすることで、現在の

レプリケーションに使用しているネットワークの設定

解除とレプリケーションタスクの削除が実行されま

す。 

 

6 レプリケーションのネットワーク解除が完了しましたら、”ホ

ストのバインド解除に成功しました。”のメッセージが出力

されます。 

新たに変更先のネットワーク（ネットワーク B）の複製先の

IP アドレスを入力し、複製先の WebGUI（フルアクセス権限

を持つ）管理者のパスワードを入力し、”接続”ボタンをクリ

ックします。 

 

7 接続に成功しましたら、”ホストのバインドに成功しまし

た。”のメッセージが出力され、リモートノードの IP アドレス

には、ネットワーク B の複製先の IP アドレスが表示されま

す。 

 

8 次に、ボリュームレプリケーションタスクを再作成します。 

“新しいボリュームレプリケーションタスクの作成メニュー”

で、タスク名（削除される前のタスク名）を入力し、レプリケ

ーションの”実行元ボリューム”（複製元）と”実行先ボリュ

ーム”（複製先）に間違いないかを確認の上、”作成する”

ボタンをクリックします。 
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9 

 

“レプリケーションタスクマネージャ”メニューで該当タスク

の ボタンをクリックします。 

 

10 ボリュームレプリケーションのタスクが開始されましたら、

右の様に開始時間の表示とアクション欄が

の表示に変更されます。 

 

 

11 レプリケーションタスク実行後のイベントを確認します。 

WebGUI 左下の”イベントビューワ”をクリックします。 

 

12 レプリケーション開始時のイベントは右の通りです。 
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3-6.ボリュームレプリケーションタスク状況確認 

3-6-1.確認方法 1 

 

 操作 表示例 

1 複製先の iX にログイン後、メインメニューで”ステータス”

→”タスク”を選択します。 

 

2 “実行中のタスク”にボリュームレプリケーションタスク(ここ

では rep-8T)が表示されます。 

ボタンをクリックすることでタスクの詳細を確認する

ことができます。 
 

3 

をクリックすることでデータ複製タスクの詳細を確認

することができます。 

閉じる場合は をクリックします。 

初期同期後は、右の通り、複製先のボリュームの整合性

のステータスが”Inconsistent”となっております。 

この状態は整合性が取れていない意味であり、レプリケー

ション解除して複製先のボリュームを使用（データ確認等）

することはできません。 

この状態が”Consistent”（整合）となるまでお待ちください。 

※ Consistent になるまでのおおよその時間は、”残り

時間”欄に記されます。 
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4 初期同期が完了しましたら、右の様に整合性

が”consistent”の表示に変わります。 

 

5 WebGUI 左下の”イベントビューワ”をクリックします。 

 

6 同期が取れた際のメッセージは右の通りです。 
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3-6-2.確認方法 2 

確認方法 1 では、複数のタスクが実行中の場合、どれがデータ複製のタスクか判断できない場合がありま

す。データ複製関連のみのタスクの状況を確認されたい場合は以下の方法で確認します。 

 操作 表示例 

1 複製先の iX にログイン後、メインメニューで”ステータス”

→”タスク”を選択します。 

 

2 WebGUI 画面左側にタスク一覧が表示されます。 

※ この一覧は設定済み以外のタスクも表示されていま

す。 

ボリュームレリケーション関連のタスクを確認する場合、

“ボリュームレプリケーション”をクリックします。 

 

3 “実行中のタスク”並びに”タスクログ”にボリュームレプリ

ケーション関連のみタスク情報が表示されます。 

 

ボタンをクリックすることでタスクの詳細を確認する

ことができます。 
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4 

をクリックすることでデータ複製タスクの詳細を確認

することができます。 

閉じる場合は をクリックします。 

初期同期後は、右の通り、複製先のボリュームの整合性

のステータスが”Inconsistent”となっております。 

この状態は整合性が取れていない意味であり、レプリケー

ション解除して複製先のボリュームを使用（データ確認等）

することはできません。 

この状態が”Consistent”（整合）となるまでお待ちください。 

Consistent になるまでのおおよその時間は、”残り時間”

欄に記されます。 

 

5 初期同期が完了しましたら、右の様に整合性

が”consistent”の表示に変わります。 

 

6 WebGUI 左下の”イベントビューワ”をクリックします。 

 

7 同期が取れた際のメッセージは右の通りです。 
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3-7.ボリュームレプリケーションでのデータ確認方法 

ボリュームレプリケーションの複製先のボリュームは、レプリケーションの同期先となっているため、共有並び

iSCSI ディスクとして設定（マウント）することはできません。 

 

複製先のボリュームを使って中のデータを確認（使用）する場合、レプリケーションを停止して、ボリュームのレ

プリケーションモードを”レプリケーション元”から”レプリケーション先”に変更するしかありません。 

レプリケーションモードの変更後、再度レプリケーションを実施する場合には、再度、初期同期を行う必要があ

ります。 

以下の様に複製先にスナップショットを設定することで、レプリケーションを停止並びにレプリケーションモード

の変更無しに複製先のデータを確認することができます。 

 

ここでは、複製先のスナップショットを使用して、複製先でのデータを確認する方法を説明します。 

※ スナップショットは読み書き可能な状態で使用します。スナップショットをマウントしてデータを書き込み（更新）

しても、スナップショットを停止した場合は、更新されたデータは破棄されますのでご注意ください。 

※ スナップショット・ボリュームを作成する場合、複製先のボリューム・グループ（VG）に十分な空領域が存在す

ることをご確認ください。 

※ この項目では、NAS 論理ボリュームを使用し、複製先でスナップショットの設定、スナップショットの取得、ス

ナップショットのマウントを行う例を記します。iSCSI 論理ボリュームの取り扱い、スナップショットボリュームの

取り扱い、並びに各 OS での接続方法は基本設定編にて説明をいたしますので、基本設定編も併せてご参

照ください。 

※ 本説明は、ボリュームレプリケーションの状態が、両ノードで”Consistent”であることが前提となります。 
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3-7-1.スナップショットの設定 

複製先の iX にて作業を実施します。 

 操作 表示例 

1 複製先の 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”→”ボリューム・グループ”を選択しま

す。 

 

2 画面左側にある”ボリューム・グループ”一覧から、該当ボ

リュームグループ(ここでは vg00)をクリックします。 

 

3 “ボリュームマネージャ”で、複製先の論理ボリューム(ここ

では lv0000)が存在していることを確認します。 

この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

割り当てます。 

“アクション”項目で ボタンをクリックします。 

 

4 アクションでの選択枝が表示されます。 

“新しいスナップショット”を選択します。 

 

5 
次に”ボリュームへの割り当て”で ボタンをクリックし、項

番 3 で確認した”論理ボリューム（ここでは lv0000）に割り

当てる”を選択します。 
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6 次に、割り当てるスナップショットボリュームのサイズを”追

加”の項目に入力します。（単位 GB） 

※ スナップショットボリューム・サイズの目安は割り当て

る論理ボリュームの約 10%程度とします。（更新量が

多い場合は、それ以上を必要とします。） 

設定しましたら、”適用する”ボタンをクリックします。 

 

7 右の様にスナップショットの作成、割り当てに関するメッセ

ージが表示されます。 

また、論理ボリューム欄には、作成されたスナップショット

ボリューム(ここでは、snap00000)が表示されます。 

 

以上で、スナップショットの設定は完了です。 
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3-7-2.スナップショットの作成 

複製先の iX にて作業を実施します。 

 操作 表示例 

1 複製先の iX にログイン後、メインメニューで”メンテナンス”

→”スナップショット”を選択します。 

 

2 “スナップショットタスク”で、該当スナップショット（ここでは

snap00000）の ボタンをクリックします。  

3 スナップショットが正常に取得できましたら、右の様に、開

始時間が表示され、アクション欄のボタン表示は

となります。 

スナップショットの利用が終了しましたら、 ボタンをクリ

ックすることでスナップショットは停止します。 

※ スナップショットを停止した場合、スナップショット内で

保存されたデータは破棄されます。 
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3-7-3.スナップショットのマウント 

複製先の iX にて作業を実施します。 

 操作 表示例 

1 複製先の iX にログイン後、メインメニューで”構成”

→”NAS リソース”→”共有”を選択します。 

 

2 “新しい共有の作成”メニューで、”指定したパス”の○印を

クリックします。 

 

3 右の様に、複製先の iX で確認できるボリューム一覧が表

示されます。 

スナップショットボリューム(ここでは snap00000)をダブルク

リックします。 

 

4 スナップショットを取得したデータ（フォルダ、ファイル等）を

確認できます。 

スナップショットで取得されたトップフォルダ（ここでは

Share）をクリックし、”名前”欄に複製先での共有名（ここで

は Backup-Share）を入力し、”適用する”ボタンをクリックし

ます。 

 

5 共有が作成できましたら、”新しい共有の作成”メニューに

右のメッセージが表示されます。 
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3-7-4.共有アクセスの設定 

複製先の iX にて作業を実施します。 

 操作 表示例 

1 複製先の iX にログイン後、メインメニューで”構成”

→”NAS リソース”→”共有”を選択します。 

 

2 画面左側にある共有欄に、”3-7-3 スナップショットのマウ

ント”で作成した共有名が表示されています。 

この共有名をクリックします。 

 

3 “ユーザー共有アクセス”メニューで”選択可能なユーザ

ー”欄にあるユーザーから、このスナップショットボリューム

にアクセスさせるユーザーを選択し、 ボタンをクリックし

ます。 

※ ここでは、ユーザー単位でのアクセス設定を行ってい

ます。グループ単位でのアクセス設定を行う場合に

は、”グループ共有アクセス”メニューで設定してくだ

さい。（詳細は基本設定編をご参照ください） 

※ ここでの例はアクティブディレクトリ参加状態で行って

います。 

 

4 選択されたユーザーが”アクセスが許可されたユーザー”

欄に表示されます。 

“適用する”ボタンをクリックします。 
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3-7-5.クライアントからの接続例 

ここでの例では、Windows クライアントからの接続例を記します。他の OS 並びに接続方法については、基本

設定編をご確認ください。 

 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

名を指定しても可です。 

\\<共有サーバ名> 

 

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。 

このネットワークドライブ内のデータをご確認くださ

い。 

※ スナップショットボリュームは書き込み可能な状

態でマウントされますので、データの更新は可能

ですが、スナップショットを停止しましたら更新

したデータは破棄されます。 
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3-8.複製元がダウンした場合 

 

複製元の iX がなんらかの障害でダウンした場合、各クライアントは複製元から複製先に接続しなおす作業が

必要になります。本項目では切り替え作業並びに複製元復旧後のデータ戻し作業について説明いたします。 

複製元がダウンすると、WebGUI では以下の様にアクセス不可の表示になります。 

 

また、複製先では以下のイベントが発生します。 
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3-8-1.複製先での設定 

 

 操作 表示例 

1 複製先の 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・レプリケーションを選

択します。 

 

2 “ボリュームレプリケーションモード”メニューにて、該当論

理ボリューム(ここでは lv0000)の”レプリケーション元”の□

印をクリックし、レプリケーションモードの変更を行います。 

 

3 WebGUI 左下の”イベントビューワ”をクリックします。 

 

4 右の様に該当論理ボリューム（ここでは lv0000）が独立し

た論理ボリューム(StandAlone)に変更された旨のイベント

が表示されます。 

 

5 “Unified Storage iX V7 マニュアル 基本設定編”を確認の

上、該当論理ボリュームの共有/iSCSI 設定を行います。 

 

6 クライアントのアクセス先を複製元の iX から複製先の iX

に変更します。 

変更後、接続の確認とデータの確認を行います。 

※ 複製元が復旧されるまで、複製先の論理ボリューム

を使いデータの更新など可能になります。 
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3-8-2.複製元復旧後のリカバリ作業 

 

 
複製元の修理が完了しましたら、起動しネットワークに接続します。接続後、以下の手順で複製先から複製元へ

データのリストアを実施します。 

 

 操作 表示例 

1 複製元の 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・レプリケーションを選

択します。 

 

2 “ボリュームレプリケーションモード”メニューで、該当論理

ボリューム(ここでは lv0000)の”レプリケーション先”の□印

と”メタデータのクリア”の□印をクリックします。 

その後、”適用する”ボタンをクリックします。 

 

3 WebGUI 左下の”イベントビューワ”をクリックします。 

 

4 右の様に、複製元の論理ボリューム（ここでは lv0000）が

複製元（Primary）から複製先(Secondary)に変更されたイ

ベントが記録されます。  
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5 複製先の 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・レプリケーションを選

択します。 

 

6 “ボリュームレプリケーションモード”メニューで、該当論理

ボリューム(ここでは lv0000)の”メタデータのクリア”の□印

をクリックし、”適用する”ボタンをクリックします。 

 

7 つづいて、”レプリケーションタスクマネージャ”でリバース・

レプリケーションタスク(***_reverse ***はレプリケーション

タスク名)を確認できます。 

このリバース・レプリケーションタスク（ここでは、rep-1T-

iSCSI_reverse）の ボタンをクリックし、開始します。 

 

8 問題なく開始できましたら、右の様に、開始時間にタスク開

始時刻が記述され、アクション欄は の表示に

なります。 
 

9 WebGUI 左下の”イベントビューワ”をクリックします。 

 

10 レプリケーション開始時のイベントは右の通りです。 
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11 “3-4 ボリュームレプリケーションタスク状況確認”を参考

に、レプリケーションタスクを確認します。 

右の様に、複製先の整合性情報が”Inconsisitent”の場合

は、レプリケーション途中を意味しています。 

この整合性情報が”Consistent”に変化するまでお待ちくだ

さい。 

 

12 同期がとれましたら、右の様に整合性が”Consistent”に変

わります。 

 

13 WebGUI 左下の”イベントビューワ”をクリックします。 

 

14 同期が取れた場合のログは右の通りです。 
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3-8-3.レプリケーション関係の正常化 

 
 

“3-5-2 複製元復旧後のリカバリ作業”で、複製元と複製先の関係が逆転しました。そのままの運用でも問題は

ございません。ただ、レプリケーションタスクは ***_reverse (***はレプリケーションタスク名)を使うこととなるた

め、管理上よろしくないかと思われます。 

ここでは、レプリエーション上、元の関係に戻す方法を記します。 

 

※ この操作を行う場合、共有もしくは iSCSI のクライアントからのアクセスを止めてから行ってください。 

 

 操作 表示例 

1 複製先の 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・レプリケーションを選

択します。 

 

2 “レプリケーションタスクマネージャ”では、”3-5-2 複製元

復旧後のリカバリ作業”で設定した、レプリケーションタスク

( ***_reverse “***はレプリケーションタスク名”)が実行中

になっていますので、アクションの ボタンをクリックして

停止させます。 
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3 リバースレプリケーションタスクを停止した後に、”ボリュー

ムレプリケーションモード”メニューで、該当論理ボリューム

（ここでは lv0000）のレプリケーションモードを”レプリケー

ション元”から”レプリケーション先”に変更します。 

“レプリケーション先”の欄にある□印をクリックし、”適用

する”ボタンをクリックします。 

※ “メタデータのクリア”にある□印は決してクリックしな

いでください。（メタデータのクリアを実行すると、初期

同期発生となります。） 

 

4 WebGUI 左下の”イベントビューワ”をクリックします。 

 

5 右の様に、複製先のボリュームの状態が変更されたことが

わかります。 

 

6 複製元の 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・レプリケーションを選

択します。 

 

7 “ボリュームレプリケーションモード”にて、該当論理ボリュ

ーム（ここでは lv0000）のレプリケーションモードを”レプリ

ケーション先”から”レプリケーション元”へ変更します。 

“レプリケーション元”の欄にある□印をクリックし、”適用

する”ボタンをクリックします。 

“メタデータのクリア”にある□印は決してクリックしないでく

ださい。（メタデータのクリアを実行すると、初期同期発生と

なります。） 

 

8 WebGUI 左下の”イベントビューワ”をクリックします。 
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9 右の様に、複製元のボリュームの状態が変更されたことが

わかります。 

 

10 “レプリケーションタスクマネージャ”にて、該当タスク（ここ

では rep-1T-iSCSI）を開始します。 

該当タスクのアクション欄にある ボタンをクリックしま

す。 
 

11 該当レプリケーションタスクが実行されました。 

問題なく開始できましたら、右の様に、開始時間にタスク開

始時刻が記述され、アクション欄は の表示に

なります。 

 

12 WebGUI 左下の”イベントビューワ”をクリックします。 

 

13 レプリケーション開始時のイベントは右の通りです。 

※ 今回、メタデータをクリアしていないので、開始直後、

すぐに”Consistent”の状態となります。 

 

16 “3-4 ボリュームレプリケーションタスク状況確認”を参考

に、レプリケーションタスクを確認します。 

右の様に、整合性情報が”Consistent”になっていることを

確認してください。 
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3-9.レプリケーションタスクの削除 

 操作 表示例 

1 複製元の 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・レプリケーション”を

選択します。 

 

2 “レプリケーションタスクマネージャ”で該当のタスクの

ボタンをクリックし停止します。 

 

3 レプリケーションタスクが停止しました。 

 

4 レプリケーションタスク停止時のイベントを確認します。 

WebGUI 左下の”イベントビューワ”をクリックします。 

 

5 レプリケーションタスク停止時は右のイベントが発生しま

す。 

 

6 “レプリケーションタスクマネージャ”にて、該当タスクのア

クション欄にある ボタンをクリックします。 

 

7 右の様に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。 

 

8 全てのタスクが削除された場合は、右の様に”レプリケー

ションタスクマネージャ”に”タスクが見つかりません。”のメ

ッセージが表示されます。 
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4.フェールオーバー機能について 
 

 

 
 

iSCSI フェールオーバー機能とは、ボリューム・レプリケーションでミラーリングされている 2 個の iSCSI ボ

リュームに仮想 IP アドレスを設定し、プライマリ側の iSCSI ボリュームに障害が発生した場合に、自動的

にセカンダリ側の iSCSI ボリュームに切り替わり、アクセスしているユーザーにはシームレスに iSCSI ボリ

ュームを提供するソリューションです。 

ここで紹介する iSCSI フェールオーバーを使用する場合は、下層でのボリューム・レプリケーションを実施してい

ます。 

 

前提条件： 

1. フェールオーバー対象は iSCSI 論理ボリュームのみです。NAS 論理ボリューム、FC 論理ボリュームに

ついては、フェールオーバーの設定はできません。 

 

2. iSCSI 論理ボリュームでのボリュームレプリケーションが実行されていることが前提です。 

 

3. 死活監視の為の ping ノードを設定する必要があります。その為、両ノードから必ず ping が通る IP アド

レスをご用意ください。（通常はゲートウェイなどの IP アドレスを指定します。） 
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4-1.フェールオーバーの設定 

4-1-1.事前準備 

 

iX では、サーバ名とホスト名の 2 種類の名前を所有しています。サーバ名はネットワーク上で認識される名前

で、NAS プロトコル等で使用されます。ホスト名はこのシステムを識別する一意の名称です。この名称はフェ

ールオーバー、ボリューム・レプリケーションなどの”内部プロセス”で使用します。NAS プロトコルで使用され

るサーバ名とは異なります。 

ホスト名は iX 導入時に自動的に設定され、このまま使用することも問題はありませんが、どのシステムかを

管理しやすい様に、以下の方法で変更します。 

※ フェールオーバーの構成以外は設定不要です。 

※ ボリュームレプリケーションで”ホストのバインド”が実行されている場合には変更は不可です。 

※ ホスト名の最初の文字は英小文字しか入力できません。その後の入力には英小文字、数字、マイナス、

ドットを使用可能です。 

※ ホスト名を変更した場合はシステムの再起動が必要です。 

※ ボリューム・レプリケーション・タスクについて再作成・再同期が必要となります。 
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4-1-1-1 バインド解除 

 

 操作 表示例 

1 複製元の 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”に選択します。 

 

2 “ホスト名”メニューを確認すると、右の様に”このホストは

クラスタ構成に参加しています。ホスト名変更はできませ

ん。”のメッセージが表示されており、ホスト名を変更するこ

とはできません。 

※ ボリュームレプリケーションが設定されていない場合

は、変更が可能です。 

一度、ボリュームレプリケーションの設定を解除する必要

があります。 

※ ボリュームレプリケーションタスクの再作成となりま

す。 

 

3 次に、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・レプリケーション”を選択します。 

 

4 “ホストのバインド”メニューで、”設定解除”ボタンをクリッ

クします。 
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5 右の様に、警告が表示されます。 

メッセージ内容をご確認の上、“接続解除”ボタンをクリック

します。 

 

6 右の様にメッセージが表示され、ホストのバインド解除が

実施されます。 

※ ボリューム・レプリケーションのタスクもこの時点で削

除されます。 
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4-1-1-2 ホスト名の変更 

 
 

 操作 表示例 

1 複製元の 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”に選択します。 

 

2 “ホスト名”メニューで”ホスト名”の項目に設定するホスト

名を入力し、”適用する”ボタンをクリックします。 

 

3 右の様に”サーバ再起動を促すメッセージが表示されま

す。”OK”ボタンをクリックして、再起動を実施します。 

※ 複製元の設定が完了しましたら、複製先でも同様の

設定を実施してください。 
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4-1-1-3 バインド再設定とレプリケーション再設定 

 

 操作 表示例 

1 複製元の 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・レプリケーション”を

選択します。 

 

2 “ホストのバインド”メニュー”にて、リモートノードの IP アド

レス”には、複製先の IP アドレスを入力します。 

“リモートノード管理 GUI（管理者）パスワードには、複製先

の”フルアクセス”のログインパスワード（デフォル

ト”admin”）を入力します。 

上記入力後、”接続”ボタンをクリックします。 
 

3 “ホストのバインドに成功しました。”のメッセージが表示さ

れます。 

IP アドレス欄には、複製先の IP アドレスが表示されます。 

 

4 “新しいボリュームレプリケーションタスクの作成”で、タス

ク名を入力します。 

ボリュームレプリケーション対象の論理ボリューム番号が、

複製元ボリュームと複製先ボリュームに表示されますの

で、論理ボリューム番号に誤りがないかを確認の上、”作

成する”ボタンをクリックします。  

5 “レプリケーションタスクマネージャ”にて、該当タスク（ここ

では iSCSI-rep）を開始します。 

該当タスクのアクション欄にある ボタンをクリックしま

す。 
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6 該当レプリケーションタスクが実行されました。 

問題なく開始できましたら、右の様に、開始時間にタスク開

始時刻が記述され、アクション欄は の表示に

なります。 

 

7 メインメニューで”ステータス”→”タスク”を選択します。 

 

8 “実行中のタスク”メニューで、現在、実行中のボリューム

レプリケーションタスクが表示されています。 

名前欄にある ボタンをクリックし、詳細を確認します。  

9 右の様に、接続が”WFConnection”、整合性が”N/A”表示

となっている場合、複製元と複製先のメタデータ情報に整

合性がとれていない状態です。 

次の項目にある様にメタデータをクリアして、再同期を掛け

る必要があります。 
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4-1-1-4 メタデータをクリアして再同期 

 

 操作 表示例 

1 複製元の 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・レプリケーション

“を選択します。 

 

2 “レプリケーションタスクマネージャ”メニューで、現在、実

行中のレプリケーションタスクについて、 ボタンをクリッ

クし停止します。  

3 該当タスクを停止した後、”ボリュームレプリケーションモー

ド”メニューで該当ボリュームのメタデータのクリア欄にある

□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。 

※ レプリケーションモードの変更はしないでください。 

 

4 複製先の 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・レプリケーション

“を選択します。 

 

5 ”ボリュームレプリケーションモード”メニューで該当ボリュ

ームのメタデータのクリア欄にある□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。 

※ レプリケーションモードの変更はしないでください。 
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6 また、複製元の 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・レプリケーシ

ョン“を選択します。 

 

7 
“レプリケーションタスクマネージャ”で該当タスクの ボ

タンをクリックし、レプリケーションを開始します。 

 

8 メインメニューで”ステータス”→”タスク”を選択します。 

 

9 “実行中のタスク”メニューで、現在、実行中のボリューム

レプリケーションタスクが表示されています。 

名前欄にある ボタンをクリックし、詳細を確認します。  

10 右の様に、整合性が”Inconsistant”と表示され、ボリューム

レプリケーションが開始されたことが確認できます。 
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11 右の様に、複製先の情報で、整合性欄が”Consistent”に

変わったら、同期は完了です。 
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4-1-2.iSCSI ターゲット名の変更 

 

 
フェールオーバーの構成を設定するにあたって、複製元と複製先の iSCSI-Target 名を同一の名前に変更

する必要があります。 

以下に、変更方法を説明します。 

 

※ クライアントに対して iSCSI 接続されている場合、一旦接続が外れ、フェールオーバーの設定後に再度

接続しなおしとなります。その為、本作業実施前に各クライアントでの iSCSI 接続を解除してください。 

 

 操作 表示例 

1 複製元の iX にログイン後、メインメニューで、”構成”

→”iSCSI ターゲット・マネジャー”→”ターゲット“を選択しま

す。 
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2 画面左側にある”ターゲット”欄の該当 iSCSI ターゲット(こ

こでは、target0)をクリックします。 

 

3 “ターゲットボリュームマネージャ”メニューで、現在接続さ

れている iSCSI ボリュームを取り外します。 

該当の iSCSI ボリュームのアクション欄にある”取り外し”

ボタンをクリックします。 

 

4 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て下さい。 

※ iSCSI 接続されているクライアントは iSCSI ボリュームの使用をやめ、iSCSI の接続を解除しておいてください。 

 

5 該当 iSCSI ボリュームの取り外しが完了しましたら、右の

様に、”Available logical volumes”欄に表示されます。 
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6 WebGUI の右側にあるスライドバーを下方に移動させま

す。 

 

7 “ターゲットの名前の変更”メニューで、新しい名前欄にあ

る、iSCSI ターゲットの名前を変更します。 

※ 複製元と複製先の名前は一緒にしてください。 

変更後、”適用する”ボタンをクリックします。 

 

8 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て下さい。 

 

9 画面左側にあるターゲット欄の該当ターゲット名（ここでは

target0）をクリックします。 

 

10 以下の様にナビゲーション欄に新しい iSCSI ターゲット名が表示されます。 

複製先も同様の設定を行ってください。 
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4-1-3.SCSI ID の変更 

 
次にフェールオーバー対象の論理 iSCSI ボリュームの”SCSI ID”について、複製元と複製先を一緒の ID に

変更します。 

 

 

 操作 表示例 

1 複製元の 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・レプリケーション

“を選択します。 

 

2 画面左側にある”ターゲット”欄の該当 iSCSI ターゲット(こ

こでは、target0)をクリックします。 
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3 該当ボリュームの SCSI ID を全選択し、右クリック後に表

示されるメニューで”コピー”を選択します。 

 

4 SCSI ID のコピーが完了しましたら、アクション欄にある”取

り付け”ボタンをクリックして、該当 iSCSI ボリュームを

iSCSI ターゲットに接続します。 

 

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て下さい。 
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6 接続が完了しましたら、右の様に”Logical volumes 

attached to this target”欄に該当 iSCSI ボリュームを確認

することができます。 

 

7 複製先の 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・レプリケーション

“を選択します。 

 

8 画面左側にある”ターゲット”欄の該当 iSCSI ターゲット(こ

こでは、target0)をクリックします。 

 

9 “ターゲットボリュームマネージャ”にある該当 iSCSI ボリュ

ーム（ここでは lv0000）の SCSI ID を全選択し、右クリック

後に表示されるメニューで”貼り付け”を選択します。 
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10 新しい SCSI ID が設定されます。 

複製元の iSCSI ボリュームの SCSI ID と同じことを確認の

上、”取り付け”ボタンをクリックします。 

 

11 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て下さい。 

 

12 接続が完了しましたら、右の様に”Logical volumes 

attached to this target”欄に該当 iSCSI ボリュームを確認

することができます。 

該当 iSCSI ボリュームの SCSI ID が複製元と複製先で同

一であることをご確認ください。 
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4-1-4.フェールオーバー設定 

 

この項目では上図の構成で、フェールオーバーの環境を構築いたします。 

※ 死活監視の為、ネットワーク上で複製元、複製先から常に ping が通る。かつ、移動されないネットワーク

機器をご用意ください。（通常はゲートウェイを使用します。） 

 操作 表示例 

1 複製元の iX にログイン後、メインメニューで、”セットアッ

プ”→”フェールオーバー“を選択します。 

 

2 WebGUI の右側にあるスライドバーを下方に移動させま

す。 
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3 “外部パス”メニューで、デフォルトでは、レプリケーション

に使用しているネットワークが外部パスとして使われます。 

フェールオーバー機能を使用する場合、2 つ以上の外部

パスを必要としますので、”新しい外部パスの追加”ボタン

をクリックします。 

※ この機能を使用してフェールオーバー機能が UDP ユ

ニキャストトラフィックを使用するインターフェースを構

成します。 

 

4 “新規外部パス”欄にローカルノード（複製元）とリモートノ

ード（複製先）のインタフェースを▼印をクリックすることで

選択することができます。 

ここではサービスのネットワークに接続した eth0 を選択

し、”新しい外部バスの追加”ボタンをクリックします。 

 

5 正常に外部パスが追加されましたら、右の様に”外部パス

が正常に作成されました。”のメッセージ表示と追加された

外部パスの一覧を確認することができます。 

 

6 続いて、このフェールオーバーのシステムに対して死活監

視を行うため、ネットワーク上の機器(Ping ノード)の IP アド

レスを設定します。 

※ PING ノードはフェールオーバーの擬似メンバーです。

PING ノードはフェールオーバーとサーバーの外に位置

し、フェールオーバーメンバーからの ICMP 要求に応答

します。（従って、フェールオーバーのノードを PING ノード

に設定することはできません）PING ノードによりフェール

オーバーメンバーの外部接続が担保されます。  

“新規 ping ノードの追加”ボタンをクリックします。 
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7 新規 ping ノードの IP アドレス欄に、ping ノードの IP アドレ

スを入力し、”新規 ping ノードの追加”ボタンをクリックしま

す。 

※ Ping ノードに指定するネットワーク機器は、複製元並

びに複製先のどちらも ping で疎通があり、かつ移動

されない機器を設定してください。通常はゲートウェ

イの IP アドレスを使用します。 
 

8 Ping ノードが正常に設定されましたら、右の様な表示にな

ります。 

 

9 “フェールオーバートリガーポリシー”メニューで、I/O エラ

ーでの処理を選択できます。 

※ 通常はデフォルト（右の図）構成をお勧めいたしま

す。 

また、フェールオーバーのタイミングも調整が可能です。 

調整される場合には、”アドバンスオプションの表示”をクリ

ックします。 

 

10 “アドバンスオプションの表示”をクリックすると、警告時間

等、フェールオーバーが実行される時間の値を変更するこ

とが可能になります。 

※ 通常はデフォルト（右の図）構成をお勧めいたしま

す。 

設定が完了しましたら、”適用する”ボタンをクリックしま

す。 
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11 設定が問題なく完了しましたら、右の図の通りとなります。 

 

12 “リソースプールマネージャー”にて、フェールオーバーシ

ステムでの仮想 IP アドレス並びに対象の iSCSI リソース

を設定します。 

レプリケーションの方向が”[複製元]->[複製先]”の場合、

ローカルノード（画面の上半分）を使用します。 

レプリケーションの方向が”[複製先]->[複製元]”の場合、

リモートノード（画面の下半分）を使用します。 

ここでは、”[複製元]->[複製先]”の構成となりますので、画

面の上半分を使用します。 

※ ここに表示されている primary/secondary は iX のホ

スト名です。 

フェールオーバーで移動する仮想 IP アドレスを設定しま

す。”仮想 IP の追加”ボタンをクリックします。 

 

13 仮想 IP アドレスの情報、どのインターフェースで設定する

かの選択を行った後、”追加する”ボタンをクリックします。 
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14 右の様に警告が表示されます。 

内容をご確認の上、”はい”ボタンをクリックします。 

 

15 仮想 IP アドレスが問題なく設定されましたら、右の表示と

なります。 

 

続いて、iSCSI リソースを設定します。 

“iSCSI リソース”のタブをクリックします。 

 

16 “iSCSI リソース”にて、”ターゲットの追加または削除”ボタ

ンをクリックします。 
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17 “使用可能なターゲット”に、”4-2 iSCSI ターゲット名の変

更”で設定した、ターゲット名が表示されます。 

このターゲットを選択し、 ボタンを使って”ターゲットは既

にクラスタにあります”欄に移動させます。 

 

18 該当ターゲットが”ターゲットは既にクラスタにあります”欄

に移動しましたら、”適用する”ボタンをクリックします。 

 

19 設定が問題なく完了しましたら、右の様な表示となります。 
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20 WebGUI の右側にあるスライドバーを上方に移動させま

す。 

 

21 “フェールオーバーマネジャー”メニューの”スタート”ボタン

をクリックします。 

 

 

22 右の画面が表示されます。内容をご確認の上、”スタート”

ボタンをクリックします。 
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23 “フェールオーバーマネジャー“メニューで、クラスタステー

タスは”開始中”となります。 

この状態でしばらくお待ちください。 

 

24 フェールオーバーの構成が完了した場合、右の様に、クラ

スタステータスは、”実行中 -OK”となります。 

また、ステータスは、 

アクティブ オン<複製元のホスト名>(ローカルノード) 

と表示されます。 

 

 

上記設定後、iSCSI クライアントは、仮想 IP アドレス(ここでは 172.16.101.70)に対して iSCSI の接続を行ってくださ

い。 

 

※ iSCSI クライアントの接続については、基本設定編の”5-2 各クライアント接続について”を参照してください。 
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4-2.手動でのスイッチオーバー/スイッチバック 

 

この項目では上図の構成で、手動でのスイッチオーバー/スイッチバックの方法を説明いたします。 

※ スイッチオーバー/スイッチバック中は iSCSI クライアントからの I/O は止まりますので、実施時期には注

意が必要です。 

 操作 表示例 

1 複製元の iX にログイン後、メインメニューで、”セットアッ

プ”→”フェールオーバー“を選択します。 

 

2 WebGUI の右側にあるスライドバーを下方に移動させま

す。 

 



 

87 

3 手動でスイッチオーバーする場合は、“リソースプールマネ

ージャー”メニューで、”リモートノードに移動”ボタンをクリ

ックします。 

 

4 右の様に確認メッセージが表示されます。リモートノードへ

移動しても問題ない場合には、”移動”ボタンをクリックしま

す。 

 

5 移動中の画面は右の通りです。 

移動が完了するまでしばらく時間がかかります。 
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6 移動が完了しましたら、右の表示となります。 

“リソースの移動に成功しました”のメッセージ表示と、現

在のステータスがリモートノード（ここでは secondary）に移

動したことを確認します。 

 

7 WebGUI の右側にあるスライドバーを上方に移動させま

す。 

 

8 “フェールオーバーマネジャー”画面でのステータス表示で

リモートノード（ここでは secondary）に移動したことを確認

します。 

手動でスイッチバックをする場合、”リソースプール”の”詳

細は次で”をクリックします。 
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9 “リソースプールマネジャー”メニューに移動します。 

スイッチバックを行う場合には、”ローカルノードに移動”ボ

タンをクリックします。 

 

10 右の様に確認メッセージが表示されます。ローカルノード

へ移動しても問題ない場合には、”移動”ボタンをクリックし

ます。 

 

11 移動中の画面は右の通りです。 

移動が完了するまでしばらく時間がかかります。 
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12 移動が完了しましたら、右の表示となります。 

“リソースの移動に成功しました”のメッセージ表示と、現

在のステータスがローカルノード（ここでは primary）に移動

したことを確認します。 

 

13 WebGUI の右側にあるスライドバーを上方に移動させま

す。 

 

14 “フェールオーバーマネジャー”画面でのステータス表示で

ローカルノード（ここでは primary）に移動したことを確認し

ます。 
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4-3.停止方法（シャットダウン） 

 操作 表示例 

1 複製元の iX にログイン後、メインメニューで、”セットアッ

プ”→”フェールオーバー“を選択します。 

 

2 “フェールオーバーマネジャー”にて、”ストップ”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。 

内容を確認の上、”ストップ”ボタンをクリックします。 
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4 停止が完了した“フェールオーバーマネジャー”の表示は

右の通りです。 

右の様に、クラスタステータスが”スタート準備が完了”とな

りましたら、複製元と複製先の iX をシャットダウン可能に

なります。 

iX のシャットダウンについては、基本設定編の”8-3 シャッ

トダウン”をご参照ください。 
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4-4.フェールオーバー開始 

 操作 表示例 

1 複製元の iX にログイン後、メインメニューで、”セットアッ

プ”→”フェールオーバー“を選択します。 

 

2 “フェールオーバーマネジャー”で、”スタート”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。 

内容を確認の上、”スタート”ボタンをクリックします。 
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4 フェールオーバー開始が完了した“フェールオーバーマネ

ジャー”の表示は右の通りです。 

右の様に、クラスタステータスが”実行中 -OK”となってい

ることをご確認ください。 

フェールオーバーが実行された後に iSCSI クライアントは、仮

想 IP アドレス(ここでは 172.16.101.70)に対して iSCSI の接続を

行ってください。 

 

※ iSCSI クライアントの接続については、基本設定編の”5-2 

各クライアント接続について”を参照してください。 
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4-5.スナップショットとの併用 

 
iX では上図の様に、複製先でスナップショットを設定し、論理ボリュームのある時点でのイメージを残すことが可

能です。ただし、フェールオーバーのシステムを構成した際には、該当の iSCSI ターゲットへ動的なボリュームの

取り付け、取り外しが不可となり、以下の様にスナップショット（snap00000）を取り付けることはできません。 
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4-5-1.iSCSI ターゲット作成 

 

 操作 表示例 

1 スナップショットを設定した複製先の iX にログイン後、メイ

ンメニューで、”構成“→”iSCSI ターゲット・マネジャー”→”

ターゲット”を選択します。 

 

2 “新しいターゲットの作成”メニューで、スナップショット用の

iSCSI ターゲットを作成します。 

※ ここではデフォルトの名前設定で作成しています。 

 

3 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。 

 

4 iSCSI ターゲットが作成されましたら、右の様なメッセージ

が表示されます。 

 

5 左側のターゲット欄に新たに作成されたターゲットを確認

することができます。 

新しく作成したターゲット名（ここでは target1）をクリックし

ます。 
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6 新たなターゲットの”ターゲットボリュームマネージャ”に

て、スナップショットボリューム（ここでは snap00000）を取

り付けます。 

スナップショットボリュームの LUN を 0 以外（ここでは 1）で

設定し、”取り付け”ボタンをクリックします。 

 

7 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。 

 

8 問題なくターゲットに接続できましたら、右の画面になりま

す。 
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4-5-2.iSCSI クライアント設定 

※ ここでの例は Windows での設定を想定して説明します。他の OS については、基本設定編をご確認くださ

い。 

 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 ターゲット欄にスナップショットを設定した複製先 iX の IP

アドレスを入力します。 

その後、”クイック接続”ボタンをクリックします。 
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5 クイック接続を実施したところ、”検出されたターゲット”欄

には、空白のままとなります。 

※ この時点ではスナップショット自身は開始されていな

いの為 

このままの状態で”完了”ボタンをクリックします。 

 

6 “iSCSI イニシエータのプロパティ”画面に戻ります。 

“OK”ボタンをクリックして、“iSCSI イニシエータのプロパテ

ィ”を閉じてください。 
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4-5-3.スナップショット開始 

※ ここでの例では、手動でスナップショットを開始しています。スナップショットボリュームの取り扱いについて

は、基本設定編をご参照ください。 

 操作 表示例 

1 スナップショットを設定した複製先の iX にログイン後、メイ

ンメニューで、”メンテナンス“→”スナップショット”を選択し

ます。 

 

2 “スナップショットタスク”メニューで該当スナップショットの

ボタンをクリックします。 

 

3 スナップショットが開始されましたら、右の様にアクションボ

タンの表示は となります。 
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4-5-4.iSCSI クライアントでの操作#1 

※ ここでの例は Windows での設定を想定して説明します。他の OS については、基本設定編をご確認くださ

い。 

 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 イニシエータのプロパティ”にて、”最新の情報に更

新”ボタンをクリックします。 
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5 右の様に、スナップショット用に設定したターゲットが表示

されます。（状態は非アクティブ） 

この新しく検出されたターゲットを選択し、”接続”ボタンを

クリックします。 

 

6 “ターゲットへの接続”画面が表示されます。 

※ ここではデフォルトの接続を行います。 

“OK”ボタンをクリックします。 

 

7 “iSCSI イニシエータのプロパティ”画面に戻ります。 

スナップショット用に設定したターゲットの状態が”接続完

了”となっていることを確認します。 

その後、”OK”ボタンをクリックして、“iSCSI イニシエータの

プロパティ”を閉じます。 
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4-5-5.iSCSI クライアントでの操作#2 

※ ここでの例は Windows での設定を想定して説明します。他の OS については、基本設定編をご確認くださ

い。 

 

 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。 

“プログラムとファイルの検索”欄に、”コンピュータの管理”

と入力します。 

検索したプログラム欄に”コンピュータの管理”が表示され

ます。 

この”コンピュータの管理”をダブルクリックします。 
 

2 “コンピュータの管理”を開いた後、”記憶域”→ディスクの

管理”を選択します。 

 

3 スナップショットボリュームは、”オフライン”の状態で認識

されます。 

このボリューム（ここでは”ディスク 2”）を右クリックし、”オ

ンライン”を選択します。 

 

4 該当スナップショットがオンラインになると、右の様にドライ

ブ名が付いた状態で確認できます。 

 

5 エクスプローラでも右の様にスナップショットボリュームを

確認できます。 
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6 該当スナップショットボリュームを開き、内容をご確認くださ

い。 

※ このボリュームに書き込むことは可能ですが、スナッ

プショットを停止した際に書き込んだデータは消滅し

てしまいます。 

 

 

 

4-5-6.スナップショット停止 

 

 操作 表示例 

1 スナップショットを設定した複製先の iX にログイン後、メイ

ンメニューで、”メンテナンス“→”スナップショット”を選択し

ます。 

 

2 “スナップショットタスク”メニューで該当スナップショットの

ボタンをクリックします。 

 

3 スナップショットが停止されましたら、右の様にアクションボ

タンの表示は となります。 

 

4 エクスプローラ上でスナップショットボリュームが外されたこ

とが確認できます。 

 

 

※ 以後、スナップショットを開始し使用する場合には、”4-8-5 iSCSI クライアントでの操作#2”を実施することで

スナップショットボリュームのマウント並びに利用が可能になります。 
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4-6.障害復旧例 

4-6-1.レプリケーション用ネットワークがダウンした場合 

 

レプリケーション用のネットワークがダウンしても、iX でフェールオーバーは開始されません。ただ、レプリケー

ション自身は停止します。以下に復旧方法の説明を行います。 

また、レプリケーション用のネットワークがダウンした場合には、以下のメッセージが記録されます。 

 

1) フェールオーバーの設定した外部パス(eth1)が使用不可となった旨のメッセージ 

 

2) ボリュームレプリケーションのネットワークがダウンしたことにより、複製先のボリュームのステータス

が”Consistent”から”Outdated”に変わります。 

 

3) プライマリノード（複製元）で eth1 のリンクダウンが発生しました。 

 

4) ホストのバインドで設定したネットワークがダウンし複製先とのコネクションが消失した 

 

フェールオーバーマネジャーでは、以下の様にクラスタステータスは”実行中 – ディグレード”となり、動作し

ているノードはローカルノード(ホスト名は primary)となっています。 
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※ 複製先のフェールオーバーは実行されません。 

 

※ 本シナリオは複製元のレプリケーション・ネットワーク・インターフェースの障害が原因で起きたことを想定しま

す。この場合、現在、稼働中のノードは複製元となりフェールオーバーサービスを停止して、シャットダウンを

行い、ハードウェアの交換を必要とします。（サービスは一度停止する必要があります。）”4-6 停止方法(シ

ャットダウン)”を参考にシステムの停止を行ってください。 

フェールオーバーサービスの停止をしない状態でシャットダウンを行った場合に、複製元から複製先へフェー

ルオーバーが実施されます。今回、レプリケーションのネットワークが停止している為、データの更新は複製

先に実施されていないため、データの損失が発生します。 

 

クラスタステータスが”ディグレード”の状態は、使用可能な状態です。運用は可能ですが、業務終了後に、

複製元の iX で、フェールオーバー・サービスを停止した後、シャットダウンし機器のメインテナンスを実施して

ください。 
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※ 以下は、ネットワーク・インターフェースの障害を修復し、該当ノードの機動後に実施します。 

 操作 表示例 

1 複製元の iX にログイン後、メインメニューで、”セットアッ

プ”→”フェールオーバー“を選択します。 

 

2 “フェールオーバーマネジャー”で、レプリケーションステー

タスが”同期済“となっていることを確認の上、”スタート”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。 

内容を確認の上、”スタート”ボタンをクリックします。 
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4 フェールオーバー開始が完了した“フェールオーバーマネ

ジャー”の表示は右の通りです。 

右の様に、クラスタステータスが”実行中 -OK”となってい

ることをご確認ください。 

フェールオーバーが実行された後に iSCSI クライアントは、仮

想 IP アドレス(ここでは 172.16.101.70)に対して iSCSI の接続を

行ってください。 

 

※ iSCSI クライアントの接続については、基本設定編の”5-2 

各クライアント接続について”を参照してください。 
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4-6-2.複製元の iX がダウン/ハングアップした場合（ディスク破損なし） 

 

ここでのシナリオは、複製元の iX がなんらかの原因でダウン（もしくはハングアップ）が発生したことを想定してい

ます。 

※ サービス LAN 並びにレプリケーション LAN が同時に障害発生した場合も同じ現象となります。 

 

複製元の WebGUI は以下の様にエラーが表示されアクセス不可となります。 
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複製先の”フェールオーバーマネジャー”を確認すると、以下の様に、クラスタステータスは”実行中 – ディグレー

ド”の表示となり、ステータスは複製先でアクティブである旨の表示がされています。 

 

 
 

複製先のイベントでは以下のイベントが記録されます。 

 

1) プライマリノードが消失した旨のメッセージが表示されます。 

  

2) 各ネットワークインターフェースが使用不可の状態である旨のメッセージが表示されます。 

  

3) レプリケーションのネットワークが途切れたため、レプリケーションの相手のボリュームが確認できませ

ん。 

 

4) 各ネットワークがダウンしたメッセージが表示されます。 

  
 

5) 全てのリソースがセカンダリノードへ移動したメッセージが表示されます。 
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※ 以下は、複製元のノードの障害を修復し、該当ノードの機動後に実施します。 

※ 複製元のノードがハングアップしている場合、電源ボタン長押しでシステムを停止してください。 

 

 操作 表示例 

1 複製元の iX にログイン後、メインメニューで、”セットアッ

プ”→”フェールオーバー“を選択します。 

 

2 “フェールオーバーマネジャー”でクラスタステータスは”実

行中 – OK”となっていることをご確認ください。 

また、ステータスは、複製先のノードでアクティブになって

います。 

※ この状態でも運用は継続できます。 

これから、ノードのスイッチバックを行い、通常の構成に変

更します。 

 

3 WebGUI の右側にあるスライドバーを下方に移動させま

す。 
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4 “リソースプールマネジャー”にて、”ローカルノードに移動”

ボタンをクリックします。 

 

5 右の様に、移動の確認メッセージが表示されます。 

スイッチバックして問題なければ、”移動”ボタンをクリック

します。 

 

6 スイッチバックが正常に完了しましたら、”リソースの移動

に成功しました。”のメッセージが表示され、ステータスを

確認すると、複製元のノードに移ったことがわかります。 

 

7 WebGUI の右側にあるスライドバーを上方に移動させま

す。 
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8 最後に、”フェールオーバーマネジャー”を確認し、クラスタ

ステータスが”実行中 –OK”であることを確認してくださ

い。 

また、現在のアクティブなノードが複製元のノードであるこ

とを確認します。 
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4-6-3.複製元の iX のディスクが全損した場合 

 
ここでのシナリオは、複製元の iX のストレージが全損したことを想定します。 

※ サービス LAN 並びにレプリケーション LAN が同時に障害発生した場合も同じ現象となります。 

 

複製元の WebGUI は以下の様にエラーが表示されアクセス不可となります。 
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複製先の”フェールオーバーマネジャー”を確認すると、以下の様に、クラスタステータスは”実行中 – ディグレー

ド”の表示となり、ステータスは複製先でアクティブである旨の表示がされています。 

 

 
 

複製先のイベントでは以下のイベントが記録されます。 

 

6) プライマリノードが消失した旨のメッセージが表示されます。 

  

7) 各ネットワークインターフェースが使用不可の状態である旨のメッセージが表示されます。 

  

8) レプリケーションのネットワークが途切れたため、レプリケーションの相手のボリュームが確認できませ

ん。 

 

9) 各ネットワークがダウンしたメッセージが表示されます。 

  
 

10) 全てのリソースがセカンダリノードへ移動したメッセージが表示されます。 
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本障害では、フェールオーバーシステムの再構築となります。 

以下の手順に沿って再度構築を実施してください。 

※ 本修復作業は、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解除する必要があり、iSCSI 接続も

停止しサービスも停止します。その為、修復作業のタイミングは注意が必要です。 

※ フェールオーバーを解除し、ボリュームの再同期（リストア）が必要なため、該当 iSCSI ボリュームサイズが大

きい場合、再同期が完了するまでの時間を要します。ダウンタイムを最小現に押さえるため、iSCSI ターゲッ

トを複製先の IX に切り替えることをお勧めします。（注：iSCSI ターゲットの切り替えが必要なため、切り替え

時は一旦停止が必要になります。） 

 

 

4-6-3-1 iSCSI ターゲット切り替え 

※ 本作業は iSCSI 接続しているクライアントで行います。 

※ ここでの切り替え例は Windows クライアントを例として行っています。 

 

 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。 
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4 現在、フェールオーバーのシステムの iSCSI ターゲットに

接続しています。 

右の様に”接続完了”の状態である該当 iSCSI ターゲット

を選択し、”切断”ボタンをクリックします。 

※ 複数のターゲットがある場合、ターゲットの名前を確

認の上、切断してください。 

 

5 右の警告が表示されます。内容を確認の上、”はい”ボタン

をクリックします。 

※ この時点で iSCSI ボリュームはアクセス不可になりま

す。 

 

6 該当のターゲットの状態が”非アクティブ”になったことを確

認します。 

確認後、”検索”タブをクリックします。 
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7 ターゲットポータル欄にフェールオーバーシステムを構築

した際のターゲットを検索するポータル情報が確認できま

す。 

このターゲットポータルを選択し、”削除”ボタンをクリックし

ます。 

 

8 右の様に警告が表示されます。 

“OK”ボタンをクリックします。 

 

9 ターゲットポータルが削除されたことを確認します。 

確認後、”ターゲット”タブをクリックします。 
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10 ターゲット欄に複製先の 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。 

 

11 右の画面が表示されます。状態が”接続完了”となってい

ることを確認の上、”完了”ボタンをクリックします。 

その後、iSCSI イニシエータも”OK”ボタンをクリックして閉

じてください。 

 

12 Windows のエクスプローラ上に接続された複製先の iSCSI

ボリュームを確認することができます。 

 

13 接続した iSCSI ボリュームを開き、内容を確認してくださ

い。 
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4-6-3-2フェールオーバー解除 

※ 本作業は複製先の iX で行います。 

 

 操作 表示例 

1 複製先の iX にログイン後、メインメニューで”セットアップ”

→”フェールオーバー”を選択します。 

 

2 “フェールオーバーマネジャー”で”ストップ”ボタンをクリッ

クします。 

 

3 右の様にメッセージが表示されます。 

内容をご確認の上、”ストップ”ボタンをクリックしてくださ

い。 
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4 停止が完了したら、右の様に表示が変わります。 
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4-6-3-3ホストバインド解除 

※ 本作業は複製先の iX で行います。 

 

 操作 表示例 

1 複製先の iX にログイン後、メインメニューで”構成”→”ボリ

ューム・マネジャー”→”ボリューム・レプリケーションを選択

します。 

 

2 “ホストのバインド”メニューにて、”接続解除”ボタンをクリ

ックします。 

 

3 右の様に警告メッセージが表示されます。 

内容を確認の上”接続解除”ボタンをクリックします。 

 

4 解除が完了しましたら、右の様に”ホストのバインド”メニュ

ーは空白の状態となります。 

以上でこの作業は完了です。 
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4-6-3-4 ボリュームグループ再作成 

※ 本作業は修復した複製元の iX で行います。 

 操作 表示例 

1 修復した複製元の iX にログイン後、メインメニューで”構

成”→”ボリューム・マネジャー”→”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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4-6-3-5iSCSI 論理ボリューム作成 

※ 本作業は修復した複製元の iX で行います。 

 操作 表示例 

1 修復した複製元の 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、”新規ターゲットを自動作成する”を選択します。 

また、ブロック I/O の○印が選択されていることを確認しま

す。 

※ 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。 

 

5 “ボリュームレプリケーションの使用”の□印をクリックしま

す。 

その後、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。 

※ ボリュームサイズは複製先と同じサイズにしてくださ

い。サイズが異なるとレプリケーションすることができ

ません。  

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。 
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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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4-6-3-6 iSCSI ターゲット名の再設定 

※ 本作業は修復した複製元の iX で行います。 

 操作 表示例 

1 修復した複製元の iX にログイン後、メインメニューで、”構

成”→”iSCSI ターゲット・マネジャー”→”ターゲット”を選択

します。 

 

2 画面左側にある”ターゲット”欄の該当 iSCSI ターゲット(こ

こでは、target0)をクリックします。 

 

3 “ターゲットボリュームマネージャ”メニューで、現在接続さ

れている iSCSI ボリュームを取り外します。 

該当の iSCSI ボリュームのアクション欄にある”取り外し”

ボタンをクリックします。 

※ 該当ボリュームが以下の様に既に外されていた場合

は、項番 6 へ移動してください。 
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4 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て下さい。 

※ iSCSI 接続されているクライアントは iSCSI ボリュームの使用をやめ、iSCSI の接続を解除しておいてください。 

 

5 該当 iSCSI ボリュームの取り外しが完了しましたら、右の

様に、”Available logical volumes”欄に表示されます。 

 

6 WebGUI の右側にあるスライドバーを下方に移動させま

す。 

 

7 “ターゲットの名前の変更”メニューで、新しい名前欄にあ

る、iSCSI ターゲットの名前を変更します。 

※ ターゲット名は複製先と同じに設定します。 

変更後、”適用する”ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 



 

130 

8 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て下さい。 

 

9 画面左側にあるターゲット欄の該当ターゲット名（ここでは

target0）をクリックします。 

 

10 以下の様にナビゲーション欄に新しい iSCSI ターゲット名が表示されます。 

 

※ iSCSI ターゲット名について、複製先と同じにしてください。 
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4-6-3-7iSCSI ターゲットに iSCSI ボリュームを接続 

※ 本作業は修復した複製元の iX で行います。 

 操作 表示例 

1 修復した複製元の iX にログイン後、メインメニューで、”構

成”→”iSCSI ターゲット・マネジャー”→”ターゲット“を選択

します。 

 

2 画面左側にある”ターゲット”欄の該当 iSCSI ターゲット(こ

こでは、target0)をクリックします。 

 

3 “ターゲットボリュームマネージャ”で“Available logical 

volumes”欄にある該当 iSCSI 論理ボリュームの”SCSI ID”

を複製先の”SCSI ID”と同じ文字列を入力し、”取り付け”

ボタンをクリックします。 

※ 複製先の該当 iSCSI 論理ボリュームの”SCSI ID”は

複製先の iX にログインを実施し、この作業項目の項

番 1 から項番 3 を実行し、”ターゲットボリュームマネ

ージャ”で確認できます。 
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4 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て下さい。 

 

5 接続が完了しましたら、右の表示となります。 
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4-6-3-8iSCSI ボリュームのレプリケーションモードの切り替え 

※ 本作業は修復した複製元の iX で行います。 

（データ破壊の可能性があるので、十分注意をして作業を実施してください。） 

 操作 表示例 

1 修復した複製元の 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・レプリケ

ーション“を選択します。 

 

2 “ボリュームレプリケーションモード”メニューにて、該当の

論理ボリュームのレプリケーションモードを変更します。 

“レプリケーション先”の□印と”メタデータのクリア”の□印

をクリックしチェックマークを付与した後に”適用する”ボタ

ンをクリックします。 
 

3 次に”ホストのバインド”メニューで、”リモートの IP アドレ

ス”に複製先のレプリケーション用のＩＰアドレスを入力し、”

リモート管理ＧＵＩ（管理者）パスワード”欄に複製先のフル

アクセスのパスワード（デフォルト”admin”）を入力します。 

各項目の入力が完了しましたら、”接続”ボタンをクリックし

ます。 

 

4 接続が正常に終了した場合、右の様に表示が変わりま

す。 

次に複製先のレプリケーションモードを変更します。 
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4-6-3-9iSCSI ボリュームの逆同期（リストア）実施 

※ 本作業は複製先の iX で行います。 

（データ破壊の可能性があるので、十分注意をして作業を実施してください。） 

 

 操作 表示例 

1 複製先の iX にログイン後、メインメニューで、”構成”→”ボ

リューム・マネジャー”→”ボリューム・レプリケーション“を

選択します。 

 

2 複製先の該当論理ボリュームのレプリケーションモード変

更について、”メタデータのクリア”の□印をクリックし、チェ

ックマークを付与します。 

※ レプリケーション先にチェックマークが付与されている

ことを確認ください。 

※ レプリケーション先の□印をクリックしないでくださ

い。 

設定が完了しましたら、”適用する”ボタンをクリックしま

す。 

 

3 次に、リストア用のボリュームレプリケーションタスクを作

成します。 

※ ここで作成するタスクは一時的なものです、リストア

が完了しましたら、削除します。 

タスク名に任意の名前を入力し、実行元並びに実行先ボリ

ュームのボリューム番号に誤りがないか確認後、”作成す

る”ボタンをクリックします。 
 

4 “レプリケーションタスクマネージャ”に作成されたリストア

用のタスクが確認できます。 

アクション欄の ボタンをクリックしてリストアを実施しま

す。  

5 タスクが実行されましたら、アクション欄のボタン表示は

となります。 
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6 次に、リストアの進捗を確認します。 

メインメニューで”ステータス”→”タスク”を選択します。 

 

7 “実行中のタスク”欄にリストアのタスクを確認することがで

きます。詳細を確認するために、 ボタンをクリックしま

す。 

 

8 リストアのタスクの詳細を確認することができます。 

右の様に複製先（ここでは修復した複製元）の整合性

が”Inconsistent”となっています。 

この状態は未だリストア中の状態となります。 

※ 該当の iSCSI ボリュームサイズが大きい場合はリス

トアが完了するまでの時間を要します。 

※ リストア中でも、該当の iSCSI ボリューム内のデータ

を更新することは可能です。（”4-8-3-1 iSCSI ターゲ

ット切り替え”でフェールオーバーシステムから、複製

先の iSCSI に接続しなおした場合） 
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9 リストア（同期）が完了しましたら、複製先（ここでは修復し

た複製元）の整合性の状態は、”Consistent”となります。 

この状態でリストア（同期）が完了したことが確認できま

す。 
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4-6-3-10 iSCSI クライアント切断 

※ この作業から、フェールオーバーシステム再構築までの間、iSCSI クライアントの切断を行いサービスが停止

されます。 

※ ここでの作業は Windows クライアントを例として行っています。 

 

 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 現在、フェールオーバーのシステムの iSCSI ターゲットに

接続しています。 

右の様に”接続完了”の状態である該当 iSCSI ターゲット

を選択し、”切断”ボタンをクリックします。 

※ 複数のターゲットがある場合、ターゲットの名前を確

認の上、切断してください。 
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5 右の警告が表示されます。内容を確認の上、”はい”ボタン

をクリックします。 

※ この時点で iSCSI ボリュームはアクセス不可になりま

す。 

 

6 該当のターゲットの状態が”非アクティブ”になったことを確

認します。 

確認後、”検索”タブをクリックします。 

 

7 ターゲットポータル欄にフェールオーバーシステムを構築

した際のターゲットを検索するポータル情報が確認できま

す。 

このターゲットポータルを選択し、”削除”ボタンをクリックし

ます。 
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8 右の様に警告が表示されます。 

“OK”ボタンをクリックします。 

 

9 ターゲットポータルが削除されたことを確認します。 

確認後、”OK”ボタンをクリックして、iSCSI イニシエータの

プロパテイを閉じます。 
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4-6-3-11ボリュームレプリケーション再設定 

※ 本作業は複製先と修復した複製元の iX で行います。 

（データ破壊の可能性があるので、十分注意をして作業を実施してください。） 

 

 操作 表示例 

1 複製先の iX にログイン後、メインメニューで、”構成”→”ボ

リューム・マネジャー”→”ボリューム・レプリケーション“を

選択します。 

 

2 WebGUI の右側にあるスライドバーを下方に移動させま

す。 

 

3 “レプリケーションタスクマネージャ”で、リストアに使用した

タスクが確認できます。 

ボタンをクリックして停止します。 

 

4 該当タスクの停止が完了ましたら、アクション欄のボタン表

示が右の様に変更されます。 

ボタンをクリックし該当タスクを削除します。 

 

 

5 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。 

 

 

6 複製先 iX のレプリケーションモードを変更します。 

“ボリュームレプリケーションモード”メニューでレプリケー

ション先の□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”ボタンをクリックします。 

※ メタデータのクリアの□印をクリックしないでください。

メタデータがクリアされると初期同期となります。 
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7 修復した複製元の iX にログイン後、メインメニューで、”構

成”→”ボリューム・マネジャー”→”ボリューム・レプリケー

ション“を選択します。 

 

8 修復した複製元の iX のレプリケーションモードを変更しま

す。 

“ボリュームレプリケーションモード”メニューでレプリケー

ション元の□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”ボタンをクリックします。 

※ メタデータのクリアの□印をクリックしないでください。

メタデータがクリアされると初期同期となります。 

 

9 WebGUI の右側にあるスライドバーを下方に移動させま

す。 

 

10 “新しいボリュームｊレプリケーションタスクの作成”メニュー

で、タスク名に任意の名前を入力し、実行元並びに実行先

ボリュームのボリューム番号に誤りがないか確認後、”作

成する”ボタンをクリックします。 

 

11 “レプリケーションタスクマネージャ”に作成されたレプリケ

ーションタスクが確認できます。 

アクション欄の ボタンをクリックしてリストアを実施しま

す。 
 

12 タスクが実行されましたら、アクション欄のボタン表示は

となります。 
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13 次に、リプリケーションタスクの状態を確認します。 

メインメニューで”ステータス”→”タスク”を選択します。 

 

14 “実行中のタスク”欄にレプリケーションタスクを確認するこ

とができます。詳細を確認するために、 ボタンをクリッ

クします。 
 

15 右の様に、整合性が”Consistent”になっていることを確認

します。 

※ リストア時と違って直ぐに”Consistent”になっていま

す。 

 

 

 

 

4-6-3-12 フェールオーバー再設定 

 

“4.4 フェールオーバー設定”を参照の上、フェールオーバーの再設定を行い、iSCSI クライアントを接続

してください。 
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