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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マスタ（複製元）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.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論理ボリュームのミラーリングをネットワーク(LAN)経由で行います。 

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 フェイ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”,“Ness1000”シリーズはご利用できません。 

※ 複製元と複製先はかならず同じボリュームサイズ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）は同一あることが必須となります。 

※ 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）があることをご確認ください。（例：1PB：メタデータ用に 32.76GB 必要とな

ります。） 

※ 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。 

※ 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。  
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2-1.ボリュームサイズについて 

iX V7 は 1PB(1000TB)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。 

 

※ 64TB 以上のボリュームレプリケーションを実施する場合は V7up57 以上のバージョンが必要です。 

 

iX に WebGUI 経由でログインを実施すると、以下の画面が表示されます。 

 

 
 

この画面で、上図の様に iX のバージョンが表示されますが、上図の様に”7.0up57”以上の数字が表示され

ているかご確認ください。このバージョン以降が 64TB 以上のボリュームレプリケーションがサポートされま

す。 

 

64TB 以上のボリュームレプリケーションが必要な場合は、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： 

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

 

※ 上記の up57 のバージョンにアップデートする場合、OS の入れ替えが必要となります。ボリュームレプ

リケーション対象のボリュームサイズが 64TB 未満の場合は、up57 にあげる必要はございません。 

 

 

  

http://www.newtech.co.jp/support/inquiry/index.html
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2-2.ボリュームレプリケーション設定 

2-2-1.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。 

 

2-2-1-1新規レプリケーション用論理ボリューム作成 

※ 以下の作業は、新たにボリュームレプリケーション用の論理ボリュームを作成する作業となります。NAS

ボリュームの作成を例として記します。 

 

 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。 

 

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。 

※ iSCSI、FC 等他の論理ボリュームを作成

する場合は、それぞれ”新しい iSCSI ボ

リューム”、”新しい FC ボリューム”を選

択します。 

※ スナップショットのレプリケーションは出

来ません。 
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4 次に”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。  

5 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。 

※ (+X.XX GB レプリケーション用)の表示を

確認することができます。このサイズは

ボリュームレプリケーションに必要なメタ

データ（変更差分を管理する）のサイズ

となり、数 GB ほど自動的に割り当てら

れます。 

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。 

 

※ メタデータの容量は以下を目安としてくださ

い。(以下の例は 1TB=1024GB で設定して

います。) 

 

1TB = 0.12GB 

10TB = 0.38 GB 

100TB = 3.32 GB 

1PB = 32.76 GB 

6 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。 

※ “ボリュームレプリケーションの使用”を

有効に設定した場合、右の通りに”レプ

リ”欄にチェックが表示されます。 

※ レプリケーションを有効にした論理ボリュ

ームは、削除できません。削除する場合

は、項番 4 の”ボリュームレプリケーショ

ンの使用”の□印をクリックして、チェッ

クマークを外す（無効化）する必要があり

ます。 

 

複製元でレプリケーション用論理ボリューム

が作成されましたら、複製先でも同様の作業

を実施し、レプリケーション用論理ボリューム

を作成してください。 

※ 複製元と複製先のボリューム属性

（NAS/iSCSI/FC 、FileIO/BlockIO）並び

にサイズは同じにしてください。 

 

論理ボリュームの変更を行う場合、以下の

様にアクション欄で▼印をクリックし、”変

更<該当論理ボリューム番号>”を選択してく

ださい。 
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2-2-1-2 既存論理ボリュームをレプリケーション用に変更する方法 

既に使用中の論理ボリュームをボリュームレプリケーション用に変更する方法を本項目で説明いた

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。 

 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 “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スナップ

の欄にチェックマークがついているかどうか

をご確認してください。 

 

もし、スナップショットが割り当てられている

場合は、項番 6 に記載されているエラーを

表示させ、論理ボリューム属性の変更が出

来ません。 

項番 7 に記している様にスナップショットの

割り当てを解除する必要があります。 

スナップショットが割り当てられていない

場合： 

 

スナップショットが割り当てられている場

合： 

 

4 “アクション”欄で▼印をクリックし、”変更<該

当論理ボリューム番号>”を選択してくだ

さい。 
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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、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 項番 3 にて記した様に、該当論理ボリュー

ムにスナップショットが割り当てられている

と、右の様にメッセージが表示され、論理ボ

リューム属性の変更が出来ません。 

“OK”ボタンをクリックします。  

7 “スナップショット定義”メニューで、該当スナ

ップショットの▼印をクリックし、”割り当てな

し”に変更します。 

その後、”適用する”ボタンをクリックします。 

※ “スナップショット定義”は”ボリューム マ

ネージャ”メニューの下にあります。 

この後、項番 4 と項番 5 を実施します。 

※ ボリュームレプリケーション用論理ボリュ

ームに変更した後に、スナップショットを

割り当てなおしてください。 

 

8 “ボリューム マネージャ”での該当論理ボリ

ュームの”レプリ”欄にチェックマークがある

ことを確認します。 
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2-2-2.ボリュームレプリケーション設定 

 

2-2-2-1 レプリケーション用論理ボリューム属性設定 

ボリュームレプリケーションは論理ボリュームのミラーリングをネットワーク(LAN)経由で行います。 

また、ミラーリングは[複製元]から[複製先]へ実施される為、レプリケーション・メンバーの該

当論理ボリュームに複製元（レプリケーション元）か複製先（レプリケーション先）の属性を設

定する必要があります。 

この項目で論理ボリュームの属性の変更（設定）方法を説明します。 

 

以下の操作を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”→”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。 
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5 “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”欄の□にチェックマークが

付いていることを確認します。 

 

 

2-2-2-2レプリケーション用ネットワーク設定 

この項目では、ボリュームレプリケーションで使用するネットワークの設定を行います。 

 

この作業は複製元、複製先のどちらでも設定可能ですが、“3-2-2-1”の作業を複製先で作業を実施

しているので、このまま複製先で操作される方が効率的です。 

 

以下の操作を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”→”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 “Hosts binding and volume replication path”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。 
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3 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。 

また、ステータスは”アクセス可能”の表示となりま

す。 

 

 

2-2-2-3 レプリケーション用論理ボリューム属性設定（複製元） 

ボリュームレプリケーションは論理ボリュームのミラーリングをネットワーク(LAN)経由で行います。 

また、ミラーリングは[複製元]から[複製先]へ実施される為、レプリケーション・メンバーの該

当論理ボリュームに複製元（レプリケーション元）か複製先（レプリケーション先）の属性を設

定する必要があります。 

この項目で論理ボリュームの属性の変更（設定）方法を説明します。 

 

 

以下の操作を複製元で実施してください。 

 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”→”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。 

ここでは複製元になるので、”レプリケーション

元”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。 
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3 以下のメッセージが表示されます。 

メタデータをクリアする際に、データへのアクセスに対して瞬間的にインタラプトが生じる

為にアクセス頻度が少ない時間帯での作業をお勧めします。 

 

作業を続行して問題なければ、”OK”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モード”メニューで”

レプリケーション元”欄の□にチェックマークが

付いていることを確認します。 

 

 

2-2-2-4 ボリュームレプリケーションのタスクの作成 

この項目では、ボリュームレプリケーションを実行するタスクを作成します。 

 

以下の操作を複製元で実施してください。 

 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”→”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 “Hosts binding and volume replication path”

メニューで、リモートノード(複製先)の IP アド

レスが表示されていることと、ステータスが”

アクセス可能”であることを確認します。 
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3 “新しいボリュームレプリケーションのタスク

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。 

レプリケーション対象の論理ボリュームが複

数ある場合は、”実行元ボリューム”（また

は”実行先ボリューム”）の▼印をクリックし

て適切な論理ボリュームを選択してくださ

い。 

 

4 ”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。 

 

5 “レプリケーションのタスクマネージャ”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。 

 

6 表示した例が右の通りです。 

 

7 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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2-3.ボリュームレプリケーション実施 

 

2-3-1.手動でのレプリケーション開始 

手動で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。 

 

 
以下の操作を複製元で実施してください。 

 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”→”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 “レプリケーションのタスクマネージャ”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。 
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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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2-3-2.レプリケーション開始スケジュール設定 

レプリケーションの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。 

 

 
以下の操作を複製元で実施してください。 

 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”→”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の

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

のタスク名(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のタスクのスケ

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。 
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5 レプリケーションのタスクのスケジュール管

理により、レプリケーションのタスクが実行さ

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。 

 

 

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 レプリケーションのタスクのスケジュール管

理により、レプリケーションのタスクが停止さ

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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2-4.ボリュームレプリケーション停止方法 

レプリケーションのタスクの停止を行う方法を以下に記します。 

 

 
以下の操作を複製元で実施してください。 

 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”→”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 “レプリケーションのタスクマネージャ”で該

当のタスクの ボタンをクリックし停止しま

す。  

3 レプリケーションのタスクが停止しました。 

 

4 レプリケーションの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 レプリケーションのタスク停止時は右のイベ

ントが発生します。 
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2-5.ボリュームレプリケーション用ネットワーク変更 

 
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。 

※ レプリケーションのタスクを停止する必要があります。 

※ レプリケーションの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。 

 
以下の操作を複製元で実施してください。 

 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”→”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 “レプリケーションのタスクマネージャ”で該

当のタスクの ボタンをクリックし停止しま

す。 
 

3 “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。 
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4 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

ーションのタスクの削除が実行されま

す。 

 

5 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。 

 

6 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。 

 

7 次に、ボリュームレプリケーションのタスクを

再作成します。 

“新しいボリュームレプリケーションのタスク

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。  

8 “レプリケーションのタスクマネージャ”メニュ

ーで該当タスクの ボタンをクリックします。 

 

9 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。 
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10 レプリケーションの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。 

 

11 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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2-6.ボリュームレプリケーションのタスク状況確認 

2-6-1.確認方法 1 

 

 
以下の操作を複製元で実施してください。 

 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”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

のタスクが表示されます。 

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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2-6-2.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、どれがボリュームレプリケーションのタスクか判断でき

ない場合があります。”ボリュームレプリケーション”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。 

 
以下の操作を複製元で実施してください。 

 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”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。 

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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2-7.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

並びに 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。 

※ 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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2-7-1.スナップショットの設定 

 

以下の操作を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”→”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。 
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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。  

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

～15%程度とします。 

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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2-7-2.スナップショットの作成 

   

以下の操作を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”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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2-7-3.スナップショットのマウント 

 

以下の操作を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 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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2-7-4.共有アクセスの設定 

 

以下の操作を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 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。 

※ 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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2-7-5.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。 

以下は参考例として説明します。 

 

 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、”\\”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。  

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た場合、

データは破棄されますのでご注意下

さい。 
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2-8.ボリュームレプリケーションでの障害対応 

 

複製元が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。 

 

※ 複製元自身がダウンしなく、接続しているディスクの障害が原因で以下のメッセージを発することが

あります。その場合は、複製元をシャットダウンして修復（修復したことをを確認）してください。 

メッセージ例： 

1. System:I/O Errors detected. To prevent data loss it is recommended to shut down the system. 

Please contact your hard drive vendor for further support. 

2. Warning! Received an indication that the LUN assignments on this target have changed. The Linux 

SCSI layer does not automatically remap LUN assignments. 
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2-8-1.複製先の複製済みデータを使用 

 

以下の操作を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”→”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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2-8-2.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。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

以下の操作を複製元で実施してください。 

 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”→”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。 
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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。 

 

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、”レプリケーションのタスクマネー

ジャ”でリバースレプリケーションのタスク

(***_reverse ***はレプリケーションのタスク

名)を確認できます。 

このリバースレプリケーションのタスク（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。 
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10 レプリケーション開始時のイベントは右の通

りです。 

 

11 “3-4 ボリュームレプリケーションのタスク状

況確認”を参考に、レプリケーションのタスク

を確認します。 

右の様に、複製先の整合性情報

が”Inconsitent”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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2-8-3.レプリケーション関係の正常化 

 
 

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、復旧用のリバースレプリケーションのタスクは ***_reverse (***はレプリケーションのタス

ク名)を使うこととなるため、管理上は推奨いたしません。 

ここでは、レプリエーションを元の状態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。 

 

 

以下の操作を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”→”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。 
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2 “レプリケーションのタスクマネージャ”で

は、”3-5-2 複製元復旧後のリカバリ作業”

で設定した、レプリケーションのタスク

( ***_reverse “***はレプリケーションのタス

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。 

 

3 リバース・レプリケーションのタスクを停止し

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。  

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 “レプリケーションのタスクマネージャ”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の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。 

※ メタデータをクリアしていない為、開始直

後、すぐに”Consistent”の状態となりま

す。 
 

14 レプリケーションの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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2-9.レプリケーションのタスクの削除 

 
以下の操作を複製元で実施してください。 

 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”→”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 “レプリケーションのタスクマネージャ”で該

当のタスクの ボタンをクリックし停止しま

す。  

3 レプリケーションのタスクが停止しました。 

 

4 レプリケーションの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 レプリケーションのタスク停止時は右のイベ

ントが発生します。 

 

6 “レプリケーションのタスクマネージャ”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。 
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8 全てのタスクが削除された場合は、右の様

に”レプリケーションのタスクマネージャ”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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2-10.ボリュームレプリケーションの転送速度について 

工場出荷（デフォルト）時の転送速度は以下の様に 40,960KB/ｓ（40MB/s）で設定されています。 

 

 
 

本項目では、転送速度(rate)の変更方法について、説明します。 

また、本作業はボリュームレプリケーションで設定している複製元、複製先の両ノードにてレプリケーション

停止後に実施する必要があります。 

 

※ 本作業には、iX 本体にディスプレイ、キーボードを接続しコンソールにて作業を行うか、BMC 経由でリ

モート KVM を使って作業する必要があります。（BMC 使用の場合は、ご利用になられている機器のユ

ーザーズマニュアルをご確認ください。） 

 
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 コンソール画面にて、“Ctrl”キーと”Alt”キ

ー、そして” 

w”キーを同時に押します。 
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2 右のメッセージが表示されます。 

以降行う作業は構成情報を変更する作業と

なり、注意深く作業を行わないとシステムに

影響を及ぼします。 

“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 iX のアドミニストレータ・パスワード（管理者

レベル：フルアクセスのパスワード）を入力し

ます。 

“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。 

 

4 “Hardware Configuration menu”画面に移動

します。 

“6 DRBD tuning” に矢印キー(↓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、”Please 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。 

 

5 “DRBD tuning”画面に移動します。 

“c-plan-ahead”に矢印キー(↓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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6 “C-plan-ahead”の値を”20”から”0”に変更

します。 

”0”に設定することで、動的調整を無効にし

ます。 

 

7 次に”rate” に矢印キー(↓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。 

この”rate”値が転送速度となります。 

※ ボリュームレプリケーションで転送速度

の指定は”rate”値で設定できますが、ス

トレージの I/O パフォーマンス、システ

ムリソースの使用状況、ネットワークの

帯域等が原因で設定された転送速度に

至らない場合もあります。 

 

8 転送速度を入力”1024 x 設定する転送速度（MB）”します。 

入力後、”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。 
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9 “DRBD tuning”画面に戻ります。 

”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 変更された DRBD のパラメータは保存され

ました。レプリケーションのタスクを再スター

トすることで効果が得られます。複製元と複

製先の両ノードで DRBD のパラメータが同じ

であることをご確認ください。 

問題なければ”Enter”キーを押下します。 

 

 

11 右の画面に移動します。 

この画面で”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”キーを押下します。 

 

 

12 最初の画面に戻ります。 

以上で作業は完了です。 

※ 複製先も同じ作業を行います。 

 

 



 

47 

3.フェイルオーバー機能について 
 

 

 
 

フェイ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 論理ボリューム

に仮想 IP アドレスを設定し、プライマリ側の 論理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 論理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論理ボリュームを提供す

るソリューションです。 

ここで紹介するフェイ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. フェイルオーバー対象は iSCSI と NAS(NFS 接続)論理ボリュームのみです。NAS（CIFS/SMB 並びに

AFP 接続）論理ボリューム、FC 論理ボリュームについては、フェイルオーバーの設定はできません。 

 

2. 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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3-1.フェイルオーバー設定・事前準備 

 

3-1-1.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

名称はフェイルオーバー、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。 

※ フェイ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のタスク について再作成・再同期が必要となります。 
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3-1-1-1 バインド解除 

 

※ 既にボリュームレプリケーションが設定されている場合、ホスト名を変更するにはレプリケーションの

関係を解除する必要があります。 

 

以下の操作を複製元で実施してください。 

 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”→”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のタスクの再作

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。 

 

 

 

3-1-1-2 ホスト名の変更 

 
上図の様に複製元と複製先のホスト名を変更します。 

 
以下の操作を複製元と複製先で実施してください。 

 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。 
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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。  

 

3-1-1-3 ホストのバインド設定 

以下の様にボリュームレプリケーションに使用するネットワークの設定を行います。 

※ ボリュームレプリケーションの設定が未だの場合は、第 3 章”ボリュームレプリケーションについて”

を参考にボリュームレプリケーションの設定を実施してください。 

 

以下の操作を複製元で実施してください。 

 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”→”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。 
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3-1-1-4 レプリケーション再実施 

以下のようにボリュームレプリケーションのタスクを再設定し再実施します。 

 

 

以下の操作を複製元で実施してください。 

 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”→”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 “新しいボリュームレプリケーションのタスクの

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。 
 

3 “レプリケーションのタスクマネージャ”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。 

 

 

4 該当レプリケーションの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。 
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5 メインメニューで”ステータス”→”タスク”を選択

します。 

 

6 “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のタスクが表示され

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。 

 

7 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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3-1-1-5 メタデータをクリアして再同期 

“レプリケーション再実施”にてエラーが発生し、レプリケーション再開が失敗した場合は以下の作業を行

います。 

 

 

以下の操作を複製元で実施してください。 

 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”→”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 “レプリケーションのタスクマネージャ”メニュ

ーで、現在、実行中のレプリケーションのタ

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。 
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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 “レプリケーションのタスクマネージャ”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のタスクが表

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” Inconsistent”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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3-2.iSCSI 論理ボリュームでのフェイルオーバー設定 

iX では上図の様に iSCSI 環境での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）の構成が可能

です。本項目では iSCSI 環境でのフェイルオーバーの構成を説明します。 

 

 
 

3-2-1.iSCSI ターゲット名の変更 

 

 
 

フェイ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。 
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※ 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、フェイ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。 

 
以下の操作を複製元で実施してください。 

 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。 

 

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。 
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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。 

※ 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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3-2-2.SCSI ID の変更 

 
次にフェイ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。 

 

 

以下の操作を複製元で実施してください。 

 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・マネージ

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。 
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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。 

 

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。 
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以下の操作を複製先で実施してください。 

7 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・マネージ

ャー” → ”ターゲット“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。 

 

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。 
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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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3-2-3.iSCSI フェイルオーバー設定 

 

この項目では上図の構成で、フェイ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。） 

 

以下の操作を複製元で実施してください。 

 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”→”フェイルオーバー“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。 

 

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。 

フェイ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。  
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※ この機能を使用してフェイルオーバー機

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、このフェイ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 ノードはフェイルオーバーのシステム

にとって重要です。フェイルオーバー・シス

テムの死活監視の為、各メンバー・ノードか

らこの ping ノードに対して ping を行いま

す。ゲートウェイ等 IP アドレスの変更がな

い機器の IP アドレスを指定してください。 

 “新規 ping ノードの追加”ボタンをクリックしま

す。 

 

 

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。 

 



 

66 

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 “フェイ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。 

※ デフォルト（右の図）構成を推奨 

また、フェイ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、フェイ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。 

※ デフォルト（右の図）構成を推奨 

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。 

 

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。 
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12 “リソースプールマネージャー”にて、フェイ

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。 

フェイ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。 

 

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。 
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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。 

 

17 “使用可能なターゲット”に、”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。 
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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。 

 

20 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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21 “フェイ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。 

 

23 “フェイ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。 
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24 フェイ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。 
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3-3.NFS 論理ボリュームでのフェイルオーバー設定 

 

 
iX では上図の様に NFS 環境での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）の構成が可能で

す。 

本項目では NFS 環境でのフェイルオーバーの構成を説明します。 

 

 

3-3-1.NFS フェイルオーバー構成の前提条件 

 

NFS 環境においてフェイルオーバー構成を設定する場合の必須項目は以下の通りです。 

以下の点については、NFS 環境固有での必須項目です。 

 

※ NAS 論理ボリュームへのアクセスは NFS のみであること、CIFS/SMB 並びに AFP で共有が設定され

ている場合は CIFS/SMB、AFP を無効にしてください。 

 

※ NFS 共有アクセスにて、”同期”は有効にしてください。 

 

※ NFS 共有 NAS ボリュームに対してボリュームレプリケーションが設定されることは必要ですが、複製元

と複製先の NFS 共有アクセスの設定は同じ（共有名も同じ）にしてください。既にボリュームレプリケー

ションの設定がされていてタスクが実行されている場合は、一度タスクを停止し、複製先の NFS 論理ボ

リュームを使って NFS 共有アクセスを設定する必要があります。 
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3-3-1-1 共有設定について 

 

この項目では、NFS でのフェイルオーバー構成を設定するに当たっての共有設定について説明いたしま

す。 

※ 既に NFS での共有が設定されていることが前提です。 

 

 
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 複製元の 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 NFS で接続する共有が存在して

いるかと思います。 

共有名をクリックしてください。 

 

3 “SMB 設定”メニューで”SMB を使用”の□

印にチェックマークが付いていると思いま

す。（デフォルトの設定では、SMB が有効に

なっています。） 

この□印をクリックして、チェックマークを外

してください。 

※ この作業で、Windows 等のクライアント

からの CIFS/SMB 接続が不可となりま

す。 

 

4 SMB を無効化しましたら、”適用する”ボタン

をクリックします。 
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5 WebGUI の右側にあるスライドバーを下方に

移動させます。 

 

6 “NFS 共有アクセス”で右の様に同期が有効

になっていることをご確認ください。 

もし、”同期”が無効（□印にチェックマークが

ついていない）の場合には、□印をクリック

し、チェックマークを付与してください。 

“適用する”ボタンをクリックします。 

 

複製元で作業が完了しましたら、複製先で

同様の作業を行います。 

 

 

 

3-3-1-2 ボリュームレプリケーションの変更作業 

既に NFS 論理ボリュームでのボリュームレプリケーションが設定済みの場合、本項目での作業を実施し複

製先での NFS 共有を設定する必要があります。 

 

※ 新規で NFS 論理ボリュームを設定する場合は本項目の作業は不要です。 

 

1) ボリュームレプリケーションのタスク停止 

 

実行中のボリュームレプリケーションのタスクの停止方法を以下に説明します。 

 

以下の操作を複製元で実施してください。 

 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”→”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。 
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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 “レプリケーションのタスクマネージャ”のアク

ション欄にある  ボタンをクリックし、タス

クを停止します。 
 

4 右の様にアクション欄にあるボタン表示が 

となっていることを確認します。 
  

5 イベントを確認すると、右の様なメッセージが

発生していることが確認できます。 

 

 

 

2) ボリューム属性変更 

 

ボリュームレプリケーションのタスクの停止後、複製先の NFS ボリュームに共有設定を実施します。その為

に複製先のボリューム属性を変更します。 

 
以下の操作を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”→”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。 
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3 “ボリュームレプリケーションモード”で、”レ

プリケーション先”の□印にチェックマークが

ついているかと存じます。 

“レプリケーション元”の□印をクリックし、ボ

リューム属性を変更します。 
 

4 右図の様に該当論理ボリュームの属性で”

レプリケーション元”の□印にチェックマーク

が付いていることを確認し、”適用する”ボタ

ンをクリックします。 

 

5 属性が変更されましたら右の様なイベントが

発信されます。 

 

※ 上記の作業を実施後、”3-3-1-3 複製先の共有作業”の作業を実施して下さい。 

 

3) ボリューム属性変更(戻し) 

 

複製先の共有設定実施後、該当ボリュームの属性を元に戻します。 

 

 
以下の操作を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”→”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。 
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3 “ボリュームレプリケーションモード”で、”レ

プリケーション先”の□印にチェックマークが

ついているかと存じます。 

“レプリケーション元”の□印をクリックし、ボ

リューム属性を変更します。 

 
 

4 右図の様に該当論理ボリュームの属性で”

レプリケーション元”の□印にチェックマーク

が付いていることを確認し、”適用する”ボタ

ンをクリックします。 

また、“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てください。 

※ メタデータのクリアを行いますので、ボリ

ュームレプリケーションは初期同期から

実行されます。 

 

 

 

4) ボリュームレプリケーションのタスク再開 

 

停止していたボリュームレプリケーションのタスクのを再開します。 

 

以下の操作を複製元で実施してください。 

 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”→”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。 
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3 “レプリケーションのタスクマネージャ”のアク

ション欄にある ボタンをクリックし、タスク

を再開します。 
 

4 右の様にアクション欄にあるボタン表示が

となっていることを確認します。 

 

5 タスク再開後、右の様に複製先

が”Consistent”(整合)になった旨のメッセージ

が表示されることをご確認ください。 

 

 

 

3-3-1-3 複製先の共有設定作業 

フェイルオーバーの構成を設定する為、複製先での共有設定を実施いたします。 

 

 

1) NAS 基本設定 

 
以下の操作を複製先で実施してください。 

 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”→”NAS 基本設定“を選択しま

す。 
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2 “認証方式”メニューにて、複製元と同じ設定

を行います。 

 

3 続いて、”NFS 設定”メニューで”NFS 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。 

 

 

 

2) NFS 共有設定 

 
以下の操作を複製先で実施してください。 

 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”→”NAS リソース”→”共有“を選

択します。 
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2 “新しい共有の作成”メニューで、複製元と同

じ共有名を”名前”欄に入力し、”適用するボ

タン”をクリックします。 

 

3 正常に共有が作成された場合は、右の様な

メッセージが表示されます。 

 

4 “共有”欄に作成された共有名が表示されま

す。 

この共有名をクリックします。 

 

5 “SMB 設定”メニューで、”SMB を使用”の□

印にチェックマークがついていることを確認

します。現在は、SMB が有効になっている

為、SMB を無効にする必要があります。 

”SMB を使用”の□印をクリックしチェックマ

ークを外します。 

 

6 右の様に”SMB を使用”の□印にチェックマ

ークが外れましたら、”適用する”ボタンをク

リックします。 
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7 右の様にメッセージが表示されます。 

今回はクライアントからの接続はない為、右

のメッセージは無視してください。 

 

8 WebGUI の右側にあるスライドバーを下方に

移動させます。 

 

9 “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。 

 

10 右の様に表示が変わります。 

設定内容については、複製先と同じ設定に

します。 

※ “同期”の□印をクリックし有効にしてく

ださい。 

※ 複製先の”同期”が有効になっていない

場合には、有効にしてください。 

 

※ 上記作業完了後、”3-3-1-2 ボリュームレプリケーションの変更作業” “3) ボリューム属性変更(戻

し)”を実施します。 

 

3-3-2.NFS フェイルオーバー構成設定 

 

 

この項目では上図の構成で、フェイ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。） 
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以下の操作を複製元で実施してください。 

 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”→”フェイルオーバー“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。 

 

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。 

フェイ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イルオーバー機

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。 
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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、このフェイ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 ノードはフェイルオーバーのシステム

にとって重要です。フェイルオーバー・シス

テムの死活監視の為、各メンバー・ノードか

らこの ping ノードに対して ping を行いま

す。ゲートウェイ等 IP アドレスの変更がな

い機器の IP アドレスを指定してください。 

 “新規 ping ノードの追加”ボタンをクリックしま

す。 

 

 

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。 
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9 “フェイ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。 

※ デフォルト（右の図）構成を推奨 

また、フェイ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、フェイ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。 

※ デフォルト（右の図）構成を推奨 

※ 初期時間については、必ず 45000ms 以

上で設定してください。 

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。 
 

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、フェイ

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。 

フェイ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。 
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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。 

 

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、NFS リソースを設定します。 

“NFS resources”のタブをクリックします。 
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16 “NFS resources”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。 

 

17 “Available NFS tasks”に、NFS 論理ボリュー

ムのボリュームレプリケーションで設定した

タスク名が表示されます。 

このターゲットを選択し、 ボタンを使っ

て”Tasks already in cluster”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。 
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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。 

 

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 “フェイ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 “フェイ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 フェイ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。 
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3-4.各種操作について 

3-4-1.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。 

 

 

以下の操作を複製元で実施してください。 

 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”→”フェイルオーバー“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 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。 

 

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。 
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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 “フェイ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。 

 

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。 
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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。 

 

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。 
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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 “フェイ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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3-4-2.停止方法 

 

 

以下の操作を複製元で実施してください。 

 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”→”フェイルオーバー“を選

択します。 

 

2 “フェイ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。 
 

4 停止が完了した“フェイ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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3-4-3.開始方法 

 

 

以下の操作を複製元で実施してください。 

 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”→”フェイルオーバー“を選

択します。 

 

2 “フェイ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。 
 

4 フェイルオーバー開始が完了した“フェイル

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。 

フェイ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。 
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3-4-4.メインテナンス・モードについて 

 

リソース追加・変更等、フェイルオーバーの構成変更を実施する場合、フェイルオーバー・サービスを停止

（3-4-2.停止方法）しなければいけません。フェイルオーバー・サービスを停止時には仮想 IP も停止すること

となり、仮想 IP に接続しているセッションを止める必要があります。 

 

 
上図の様に、既存システムにて NFS 論理ボリュームを拡張する場合、フェイルオーバー・サービスを停止す

る必要があり、設定されている仮想 IP も停止する必要があります。 

V7up57(b20800)で、メインテナンス・モードを設け、仮想 IP を停止することなくフェイルオーバー・サービス

の停止が可能となりました。 

 

以下にメインテナンス・モードの方法を説明します。 

 

※ コンソールからの操作が必要となります。ディスプレイとキーボードをご用意いただくか、BMC 経由での

リモート KVM での操作が必要です。該当機器のユーザーズマニュアルを参照の上、コンソールの準備

をお願いいたします。 

 

3-4-4-1 状態確認 

 

以下の操作を複製元で実施してください。 

 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”→”フェイルオーバー“を選

択します。 
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2 “フェイルオーバーマネジャー”では、右図の

様に”Maintenance mode”のスタータス

が”Off”になっていることが確認できます。 

※ 工場出荷時の設定は”Off”です。 

 

※ 3-4-4-2 で、メインテナンスモードを有

効化にすると以下の様に Maintenance 

mode のステータスが On に変更されま

す。 

  

 

3-4-4-2 メインテナンス・モード有効化・無効化 

 

 

以下の操作を複製元のコンソール（もしくはリモート KVM）で実施してください。 

 操作 表示例 

1 コンソール画面にて、” Extended tools 

menu “メニューに移動します。 

“Ctr”+”Alt”+”x”キーを同時に押下します。 

 

2 このメニューでは、システムの構成変更を行

う為、誤った操作を行った場合、iX システム

を壊してしまう恐れがあります。以降の操作

に気をつけて実施してください。 
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3 パスワードを聞いてきますので、管理者レベ

ル“フルアクセス”のパスワードを入力しま

す。 

入力後、”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。 

 

4 “Extended tools menu”が表示されます。 

“15 Cluster maintenance mode” 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。 

 

5 “Cluster maintenance mode”メニューが表示

されます。 

右の様に”enabled” 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

します。 

※ メインテナンスモードを無効にする場合

は、”disabled” 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”

キーを押下します。 

 

6 右の様に”enabled”に(X)が追加されている

ことを確認の上、”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。 
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7 右の様に、”Extended tools menu”に戻りま

す。 

“Esc”キーを押下するか、“Exit”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”キーを押下します。 

 

8 元のコンソール画面に戻ります。 

 

以上で作業は終了です。 

 

 

3-4-4-3 フェイルオーバー・サービス（クラスタ）停止 

 

以下の操作を複製元で実施してください。 

 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”→”フェイルオーバー“を選

択します。 

 

2 “フェールオーバーマネージャー”メニュー

で、”ストップ”ボタンをクリックします。 
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3 メインテナンス・モードを有効にしている場合

は、右図の様に 3 つの選択枝が表示されま

す。 

フェイルオーバー・サービス（クラスタ）停止

時に仮想 IP を止めたくない場合は、”stop 

and enable VIPs”ボタンをクリックしてくださ

い。 

※ 右図の”stop and disable VIPs”ボタンを

クリックすると、フェイルオーバー・サー

ビス（クラスタ）は停止され、仮想 IP され

ます。 

※ メインテナンス・モードが無効のままだと

以下の様に選択枝は”キャンセル”と”ス

トップ”のみとなり、”ストップ”ボタンをク

リックすると、フェイルオーバー・サービ

ス（クラスタ）は停止され、仮想 IP も停

止となります。 

 

 

4 右図のとおり、フェイルオーバー・サービス

（クラスタ）は停止されますが、仮想 IP は動

作しているので、リソースプール

で、”primary(ローカルノード)リソースプー

ル”のステータスは”アクティブ オン”となっ

ています。 

 

この状態で、仮想 IP は稼動していますの

で、リソース変更等の作業がオンラインで可

能になります。 

 

※ メインテナンス・モードを無効化した状態

でフェイルオーバー・サービスを停止し

た場合には、以下の様にステータスは”

非アクティブ”となります。

 

 

 

 



 

101 

3-5.スナップショット使用について 

 

3-5-1.iSCSI 環境での取り扱いについて 

 

 
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、フェイ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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3-5-1-1iSCSI ターゲット作成 

 
以下の操作を複製先で実施してください。 

 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、”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。 

 

 

3-5-1-2 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。 

 

 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。 
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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。 

 

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

始されません。 

このままの状態で”完了”ボタンをクリックし

ます。 
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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。 

 

 

 

3-5-1-3 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。 

 

以下の操作を複製先で実施してください。 

 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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3-5-1-4 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。 

 

 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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3-5-1-5 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。 

 

 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。 

 “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。 

 

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。  
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3-5-1-6 スナップショット停止 

 

 
以下の操作を複製先で実施してください。 

 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、”3-5-1-5 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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3-5-2.NFS 環境での取り扱いについて 

 

 
iXV7 の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）構成では、上図の様にスナップショットを設

定することが可能です。 

あるタイミングで取得したスナップショットを、複製先もしくは複製元でマウントし、あるタイミングでのデータ

にアクセスすることが可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

111 

3-6.障害復旧例 

 

3-6-1.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 でフェイルオーバーは開始されません。ただし、レ

プリケーションの機能は停止します。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) フェイ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 

 

フェイ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。 

※ 複製先のフェイルオーバーは実行されません。 
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※ 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イ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。） 

 

フェイ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

フェイ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、フェイルオーバー・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、該当ノードの起動後に実施します。 

 

以下の操作を複製元で実施してください。 

 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”→”フェイルオーバー“を選

択します。 

 

2 “フェイ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。 
 

4 フェイルオーバー開始が完了した“フェイル

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。 

フェイ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。 
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3-6-2.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”フェイ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。 

  

※ 以下は、複製元のノードの障害を修復し、該当ノードの起動後に実施します。 

※ 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。 
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※ 以下の操作を複製元で実施してください。 

 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”→”フェイルオーバー“を選

択します。 

 

2 “フェイ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。 

 

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。 

 



 

117 

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。 

 

8 最後に、”フェイ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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3-6-3.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”フェイ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、フェイ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+フェイ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。 

※ フェイ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。（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。） 

 

 

3-6-3-1 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 Windows7 の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。 

 
 

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、フェイ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イルオーバーシ

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。 

 



 

122 

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。 

 

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。 
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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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3-6-3-2フェイルオーバー解除 

 
以下の操作を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”セットアップ”→”フェイルオーバー”を選

択します。 

 

2 “フェイ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。 
 

4 停止が完了したら、右の様に表示が変わり

ます。 

 

 

 



 

125 

3-6-3-3ホストバインド解除 

 
以下の操作を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”→”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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3-6-3-4 ボリュームグループ再作成 

 

以下の操作を複製元で実施してください。 

 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。 

※ CloudyIII iX の場合、筐体毎にユニット

が一つ認識されます。（筐体が一つの場

合は、S001 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、S001、

S002、S003） 

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。 
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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。 
 

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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3-6-3-5iSCSI 論理ボリューム作成 

 

以下の操作を複製元で実施してください。 

 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・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。 
 

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。 

※ フェイ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。 
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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。 

 

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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3-6-3-6 iSCSI ターゲット名の再設定 

 

 

以下の操作を複製元で実施してください。 

 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”→”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。 

 

 

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。 
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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。 

 

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。 
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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。 

 

 

 

 

3-6-3-7iSCSI ターゲットに iSCSI ボリュームを接続 

 

 

以下の操作を複製元で実施してください。 

 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”→”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。 
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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。 

 

 

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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3-6-3-8 iSCSI ボリュームのレプリケーションモードの切り替え 

 

 

以下の操作を複製元で実施してください。 

（データ消失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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3-6-3-9 iSCSI ボリュームの逆同期（リストア）実施 

 

 
以下の操作を複製先で実施してください。 

（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

の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 “レプリケーションのタスクマネージャ”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。 
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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。 

 

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。 
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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。 

 

 

 

3-6-3-10 iSCSI クライアント切断 

※ この作業から、フェイ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 Windows7 の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。 
 

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、フェイ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イルオーバーシ

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、”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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3-6-3-11ボリュームレプリケーション再設定 

 

 
以下の操作を複製元と複製先で実施してください。 

（データ消失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 “レプリケーションのタスクマネージャ”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。 
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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。 

 

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。 

 

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レプリケーションのタスク

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 “レプリケーションのタスクマネージャ”に作

成されたレプリケーションのタスクが確認で

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。 
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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。 

 

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。  

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。 

 

 

3-6-3-12 フェイルオーバー再設定 

 

“3-1 フェイルオーバー設定”を参照の上、フェイ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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