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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、3 つのモードのレプリケーション機能を有しています。 

 

 

 

データ複製はスナップショットと rsync 技術を使用し、スナップショットで取得したデータを非同期で複製先に複製します。

ネットワーク経由で別筐体への複製並びに同一筐体内での複製が可能ですが、NAS ボリュームのみとなります 

ボリュームレプリケーションは DRBD 技術のプロトコル C を使い、イーサネット経由で論理ボリュームのミラーリングを実行

します。プロトコル C の場合は同期型のレプリケーションで、リアルタイムなミラーリングを実行します。しかし、ネットワー

ク遅延が原因で複製元の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。また WAN 経由等の細いネットワーク回線でのボリュームレプリケーション

はお勧めできません。WAN 経由でのレプリケーションは非同期型のデータ複製をお勧めします。 

ボリュームレプリケーション+フェイルオーバー(クラスタ)は、仮想 IP アドレスを設けます。マスタ（複製元）にて障害が発生

した際に自動的にマスタ（複製元）からレプリカ（複製先）へ共有サービスを切り替えることができ、クライアントにて接続し

なおす必要がありません。また、WAN 経由でのボリュームレプリケーション+フェイルオーバーは設定不可です。 
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2.データ複製について 

 

 
 

 

※ 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。 

※ 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。 

※ 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。） 

※ データ複製で使用するボリュームは 1 ボリューム最大 64TB 以下にする必要があります。また、システ

ム全体で、200TB 未満での利用を推奨しています。  
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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エージェントを有効にする必要があります。 

以下の操作を複製元と複製先の両方で実施してください。 

 

 操作 表示例 

1 複製元（並びに 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。 
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※ 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。 

 

 

 

2-2.データ複製設定 

2-2-1.データ複製設定前の確認 

1) データ複製対象の共有 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 

 

2-2-2.データ複製設定 

 

以下の操作を複製元で行います。 

 

 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”→”バックアップ”→”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。  

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  
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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。 

次に暗号化アルゴリズムを選択します。 

4 “Encryption algorithm”の▼印をクリックすること

で、転送に設定される暗号化アルゴリズムを選

択することができます。 

選択できる暗号化アルゴリズムは以下の通りで

す。 

- aes128-ctr 

- aes192-ctr 

- aes256-ctr 

- arcfour128 

- arcfour256 

※ デフォルトは aes256-ctr です。 

※ 上記暗号化アルゴリズムを選択すること

で、転送データを暗号化することが可能で

す。ただ、転送速度については暗号無し

（No encryption）と比べて低下しますのでご

注意ください。 

※ ここの例では、暗号無し（No encryption）を

選択しています。 

 

5 次に、複製先の IP アドレスを”複製先 IP”欄に

入力します。 

※ 複製先のデータ複製に使用する IP アドレス

を入力します。 

※ 転送で使うポート番号は 873 (rsync が使用

します)です。 

“複製先の共有”欄の ボタンをクリックする

ことで、複製先の共有 NAS ボリュームが選択さ

れます。 
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6 もし、右のメッセージが表示されましたら、複製

先の”データ複製”の設定がされていないか、ネ

ットワークの疎通がない場合が原因として考え

られます。 

また、複製先のデータ複製に使用する IP アドレ

ス並びにポート番号 873 がオープンされている

かをご確認ください。  

7 複製先のデータ複製用の共有が複数ある場

合、右の様に”複製先の共有”の▼印をクリック

すると、候補の共有名が表示されます。適切な

共有を選択してください。 

※ ここの例では、”Backup”を選択します。 

 

8 “1-1-2.データ複製エージェントの設定”の項番

5 で設定した、ログイン名とパスワードを入力し

ます。 
 

9 データ複製の転送に使用する圧縮レベルを選

択します。 

※ デフォルトは、非圧縮(No compression)で

す。 

※ 圧縮には zlib を使用しています。 

※ 数値が大きいほど圧縮率は高くなります。

また、圧縮率が高くなるほど CPU 並びにメ

モリのリソース消費量は高くなります。 

※ 以下の拡張子のファイルについて、圧縮効

果は見込めませんのでご注意ください。 

”gz zip z rpm deb iso bz2 tbz tgz 7z mp3 

mp4 mov avi ogg jpg jpeg” 

※ この例では、”No compression”を選択しま

す。 

 

10 データ複製でのエラーを記録するかどうかの選

択を行います。 

※ デフォルトは、有効になっています。 

 

11 転送するデータの ACL(アクセスコントロールリ

スト: ユーザやグループのアクセス権限を定義

するリスト)を使用するかどうかの選択をします。 

※ デフォルトは、ACL の使用を無効にしてい

ます。 

※ ACL の使用を行うと、CPU/メモリのリソー

スを消費することになり、データ複製の速

度、並びに NAS としてのパフォーマンス劣
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化を起こす可能性があります。 

※ この例では、ACL の使用を無効にしていま

す。 

12 データ複製のポリシーを選択します。 

Replication with backup 

バックアップ付きデータ複製 

複製先は複製元の完全なコピーと更に消され

たり変更された（消されたファイルの最新版もし

くは変更される一つ前のデータ）が入った

「__recycle__」フォルダを持ちます。 

Replication with keeping deleted files 

消されたファイルを保持するデータ複製 

複製先は複製元の完全なコピーと更に元の場

所で消されたファイル（消されたファイルの最新

版のみ、変更される前のデータはありません）を

保持します 

Replication only 

複製のみ 

消されたファイルや変更前のデータはどちらも

保持しません。 

※ デフォルトは “Replication with backup”が

選択されています。 

※ この例では、“Replication with backup”を選

択します。 

 

13 複製モードを選択します。 

File-based 

このモードではファイル単位での複製が実行さ

れ変更されたファイルの転送が行われます。

LAN の様な高速なネットワークで適した複製モ

ードです。また、CPU の負荷も低く抑えられま

す。 

Block-based 

このモードでは、ファイル中の変更部分のみを

変更差分として転送されます。チェックサム等の

確認オペレーションも実施され、WAN 環境での

データ複製に適しています。ただ、CPU 負荷は

File-based のモードより高くなります。 

※ デフォルトは File-based が選択されていま

す。 

※ この例では、File-based を選択します。 
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“適用する”ボタンをクリックし、データ複製タス

クを作成します。 

 

 

2-3.データ複製設定確認 

以下の操作を複製元で行います。 

 

 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”→”バックアップ”→”データ

複製”を選択します。 

 

2 “データ複製タスク”にて、作成されたタスク

の内容を確認することができます。 
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2-4.データ複製タスク実行 

2-4-1.手動で実行 

以下の操作を複製元で行います。 

 

 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”→”バックアップ”→”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。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

2-4-2.スケジュール設定 

スケジュールを設定することで、定期的かつ自動的にデータ複製を実施することができます。 

以下の操作を複製元で行います。 

 

 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”→”バックアップ”→”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） 
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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。 
 

 

2-4-3.データ複製タスクの停止 

 

 

以下の操作を複製元で行います。 

 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”→”バックアップ”→”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。 

 



 

13 

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。 

 

 

 

2-5.データ複製タスク状況確認 

 

以下の操作を複製元で行います。 

 

2-5-1.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。 
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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。 

 

 

2-5-2.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。 
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2 WebGUI 画面左側にタスク一覧が表示され

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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2-6.データ複製先のデータ確認方法 

複製先の iX において、マニュアルの基本設定編 Part2 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 に共有アクセスしてデータを確認します。 

例）複製先の共有に対してアクセス 

 

 

iX の複製先の共有画面上から、データの格納状況を確認することができます。 

管理画面 → 共有 → 対象の共有の編集 → パスから格納先をチェックします。 

例）iX の画面上より確認 
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2-7.データ複製タスク関連の削除 

 

以下の操作を複製元で行います。 

2-7-1.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”→”バックアップ”→”データ

複製”を選択します。 

 

2 “データ複製”欄に”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、”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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2-7-2.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”→”バックアップ”→”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。 

 

 

2-7-3.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”→”バックアップ”→”データ

複製”を選択します。 
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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 “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。 
 

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 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.再起動、シャットダウンについて 

本書では、データ複製の設定後、運用中に機器の再起動、もしくはシャットダウンを実施する際の手順に

ついて記載しています。 

3-1.複製元の再起動・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”ステータス”→”タスク”を選択します。 

 

2 左側のペインにある“データ複製”の項目を

クリックします。 

 

3 右側にデータ複製のタスク状況を確認する

ことができます。 

表示の最後が開始となっている場合は、実

行中です。終了の表示が出ている場合は、

データ複製のタスクが完了しています。 
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4 項番 3 にて、データ複製のタスクが動作して

いないことを確認し、メインメニューで”メンテ

ナンス”→”シャットダウン”を選択します。 

※タスクが実行中の場合は、終了するまで、

シャットダウン、再起動は行わないようにして

下さい。 

 

5 再起動、または、シャットダウンを実行してく

ださい。 

※本操作はコンソール画面の”ctl+alt+k” の

操作でも実施可能です。 
 

 

 

3-2.複製先の再起動・シャットダウン 

 操作 表示例 

1 最初に、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 左側のペインにある“データ複製”の項目を

クリックします。 
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3 右側にデータ複製のタスク状況を確認する

ことができます。 

表示の最後が開始となっている場合は、実

行中です。終了の表示が出ている場合は、

データ複製のタスクが完了しています。 

 

4 項番 3 にて、データ複製のタスクが動作して

いないことを確認します。 

 

5 複製先の iX にログインします。 

メインメニューで”メンテナンス”→”シャットダ

ウン”を選択します。 

※タスクが実行中の場合は、終了するまで、

シャットダウン、再起動は行わないようにして

下さい。 

 

6 再起動、または、シャットダウンを実行してく

ださい。 

※本操作はコンソール画面の”ctl+alt+k” の

操作でも実施可能です。 
 

 

 

※シャットダウン後、機器の起動順番について 

データ複製のタスクが起動後、すぐに動作するスケジュールを組んでいる場合は、複製先から機器を起

動するようにして下さい。 
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