
ディスクミラーリングの設定：

Cisco ASR 9000 シリーズルータ

ここでは、Cisco IOS XRソフトウェアでのディスクミラーリングの設定プロセスについて説明
します。

このモジュール内に記載されているコマンドの詳細については、関連資料, （12ページ）を参
照してください。設定作業の実行中に出てくるその他のコマンドのマニュアルを特定するには、

オンラインで『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router Commands Master List』内を検索
してください。

表 1：ディスクミラーリングの機能履歴： Cisco IOS XR ソフトウェア

変更内容リリース

ディスクミラーリングが導入されました。リリース 3.7.2

このモジュールの構成は、次のとおりです。

• ディスクミラーリングの前提条件, 1 ページ

• ディスクミラーリングについて, 2 ページ

• ディスクミラーリングをイネーブルにする方法, 3 ページ

• ディスクミラーリングをイネーブルにするための設定例, 11 ページ

• その他の参考資料, 12 ページ

ディスクミラーリングの前提条件
ディスクミラーリングをイネーブル化する前に、次の条件を満たしている必要があります。
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•適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユーザグループに属している
必要があります。このコマンドリファレンスには、各コマンドに必要なタスク IDが含まれ
ます。ユーザグループの割り当てが原因でコマンドを使用できないと考えられる場合、AAA
管理者に連絡してください。

•ミラーリング用に指定したセカンダリストレージデバイスを、プライマリブートデバイス
と同じノードにインストールしておく必要があります。サポートされるストレージデバイ

スは、disk0:および disk1:です。

•セカンダリストレージデバイスは、指定されたプライマリブートデバイスと同じサイズか
それ以上である必要があります。

•セカンダリストレージデバイスを、パーティション分割する必要があります。

セカンダリストレージデバイス上のプライマリパーティションには、プライマリブートデ

バイス上のすべてのデータを格納するのに十分な大きさが必要です。プライマリブートデバ

イスがパーティション分割されていない場合は、問題になることがあります。たとえば、プ

ライマリブートデバイスおよびセカンダリストレージデバイスのサイズが両方とも 1 GBの
状況で、プライマリブートデバイスにデータの 950 MBがあり、またセカンダリストレージ
デバイスはすでにプライマリパーティションで800MBとセカンダリパーティションで200MB
にパーティション分割されています。このような場合は、プライマリブートデバイスからの

データの950MBはパーティションのためにセカンダリストレージデバイスに収まりません。
そのような構成は拒否されて、エラーが表示されます。高容量のデバイスを搭載したセカン

ダリストレージデバイスに交換する必要があります。ディスクパーティションサイズの詳

細については、関連項目を参照してください。

（注）

compactflash:はパフォーマンスルートプロセッサ（PRP–2）のセカンダリデバイスとして使
用できますが、デバイスが disk0:または disk1:ではない場合に、ROMモニタがセカンダリデ
バイスから最小ブートイメージ（MBI）をブートできない問題があります。このような場合
は、ROMMONモードに移動して、compactflash:のMBIを使用して手動で PRP-2をブートし
ます。

（注）

関連トピック

ディスクミラーリングについて, （2ページ）

ディスクミラーリングについて
ルートスイッチプロセッサ（RSP）カードには、インストールパッケージとコンフィギュレー
ションファイルを保存するために使用するプライマリストレージデバイスがあります。このプ

ライマリストレージデバイスは、プライマリブートデバイスとも呼ばれ、RSPのブートや通常
の操作に不可欠です。
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ディスクミラーリングは、プライマリブートデバイスの重要なデータを同じ RSP上のもう 1つ
のストレージデバイス（以下、「セカンダリデバイス」）に複製します。プライマリブートデ

バイスで障害が発生すると、アプリケーションはセカンダリデバイスで透過的にサービスを継続

します。これにより、スタンバイ RSPへの切り替えを回避します。障害が発生したプライマリ
ストレージデバイスは、サービスを中断することなく交換または修理できます。

ディスクミラーリングはプライマリブートデバイスの重要なデータだけをセカンダリストレー

ジデバイスにミラーする機能であるため、ログデータのような重要でないデータはミラーされま

せん。重要なデータとそうでないデータを区別するために、ディスクデバイスのパーティション

化が必要になります。 disk0は disk0と disk0aに、disk1は disk1と disk1aにパーティション化され
ます。 disk0と disk1は重要なデータに使用され、disk0aと disk1aはログデータなどの重要でない
データに使用されます。 RSPにディスクミラーリングを設定する前に、セカンダリストレージ
デバイスをパーティション化する必要があります。パーティションのサイズは、ディスクサイズ

に対する割合で決まります（表 2：ディスクパーティションのサイズ（ディスクサイズに対する
割合）, （3ページ））。

表 2：ディスクパーティションのサイズ（ディスクサイズに対する割合）

セカンダリパーティションの

割合

プライマリパーティションの

割合

ディスクサイズ

パーティションのサポートなしパーティションのサポートなし900 MB未満

20 %80%900 MB～ 1.5 GB

40 %60 %1.5 GB～ 3 GB

50 %50 %3 GB以上

ディスクミラーリングをイネーブルにする方法
この項のタスクは、ディスクミラーリングをイネーブルにして、管理する方法を説明していま

す。

ディスクミラーリングのイネーブル化

ディスクミラーリングをイネーブルにするには、次の手順を実行します。ディスクミラーリン

グの設定後、プライマリブートドライブに障害が発生した場合や、何らかの理由でアクセスでき

なくなった場合には、セカンダリストレージデバイスに自動的に制御が移行されます。
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手順の概要

1. format secondary-device partition [ location node-id ]
2. プライマリブートデバイスから重要でないデータを削除します。
3. configure
4. mirror location node-id Primary-device Secondary-device
5. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

6. show mirror [ location node-id ]
7. mirror verify location node-id

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

セカンダリストレージデバイスを 2つのパーティションに分割し
ます。

format secondary-device partition [
location node-id ]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# format
disk1: partition

ステップ 1   

•デバイスがすでにパーティション分割されている場合は、こ
の操作は必要ありません。

プライマリブートデバイスには、インストールパッケージとデバ

イスコンフィギュレーションファイルだけを保存するようにしま

プライマリブートデバイスから重要

でないデータを削除します。

ステップ 2   

す。ログファイルはセカンダリデバイスの「いずれか」のパー

ティション（たとえば、disk1a:）にコピーできます。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 3   

primary-deviceから secondary-deviceへのディスクミラーリングを
有効にします。

mirror location node-id Primary-device
Secondary-device

例：

ステップ 4   

プライマリブートデバイスがパーティション分割されていない

と、次のことが発生します。RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#

mirror location 0/ rsp0/cpu0

disk0:disk1:
•プライマリデバイスの内容がセカンダリデバイスに複製され
ます。

•ミラーリングサーバの制御がセカンダリストレージデバイ
スに切り替わります。

•プライマリデバイスがパーティション分割されます。

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータシステム管理コンフィギュレーション
ガイドリリース 4.2

4 OL-26081-02-J  

ディスクミラーリングの設定： Cisco ASR 9000 シリーズルータ
ディスクミラーリングのイネーブル化



目的コマンドまたはアクション

•データがプライマリブートデバイスに複製されます。

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用しま

す。

ステップ 5   

• endコマンドを実行すると、変更をコミットするように要求
されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーションファイ
ルに変更が保存され、コンフィギュレーションセッショ

ンが終了して、ルータが EXECモードに戻ります。または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
commit

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッション
が終了して、ルータがEXECモードに戻ります。変更は
コミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーション
セッションが継続します。コンフィギュレーションセッ

ションは終了せず、設定変更もコミットされません。

•実行コンフィギュレーションファイルに変更を保存し、コン
フィギュレーションセッションを継続するには、commitコ
マンドを使用します。

RSPノードのディスクミラーリング情報が表示されます。プライ
マリデバイスとセカンダリデバイス間の同期の状況も表示されま

す。

show mirror [ location node-id ]

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router# show mirror

location 0/ rsp0/cpu0

ステップ 6   

RSPノードのディスクミラーリングのディスク同期を確認します。mirror verify location node-id

例：

ステップ 7   

RP/0/RSP0/CPU0:router# mirror

verify location 0/ rsp0/cpu0

セカンダリミラーリングデバイスの交換

ディスクミラーリングプロセスで使用しているセカンダリブートデバイスを交換する必要があ

るときは、この手順に従ってください。
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手順の概要

1. show mirror [location node-id]
2. mirror pause [location node-id]
3. show mirror [location node-id]
4. unmount secondary-device [location node-id]
5. デバイスを取り外し、新しいデバイスを挿入します。
6. format secondary-device partition [location node-id]
7. show media [location node-id]
8. mirror resume [location node-id]
9. show mirror [location node-id]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

ミラーリングがアクティブであることを確認します。

出力では、Current Mirroring Stateが Redundantになっ
ています。

show mirror [location node-id]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show mirror

ステップ 1   

ディスクミラーリングを一時的に停止します。mirror pause [location node-id]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# mirror pause

ステップ 2   

ミラーリングが一時的に停止していることを確認しま

す。出力では、CurrentMirroring Stateが Pausedになっ
ています。

show mirror [location node-id]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show mirror

ステップ 3   

セカンダリデバイスをマウント解除します。unmount secondary-device [location node-id]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# unmount disk1:

ステップ 4   

デバイスを取り外し、新しいデバイスを挿

入します。

ステップ 5   

デバイスをフォーマットします。format secondary-device partition [location
node-id]

ステップ 6   

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# format disk1:
partition
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目的コマンドまたはアクション

デバイスがフォーマットされたことを確認します。こ

の出力で、デバイスがフォーマットされていることが

示されている必要があります。

show media [location node-id]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show media

ステップ 7   

ミラーリングを再開します。mirror resume [location node-id]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# mirror resume

ステップ 8   

ミラーリングが再開されたことを確認します。出力で

は、CurrentMirroring StateがSyncingになっています。
show mirror [location node-id]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show mirror

ステップ 9   

ミラーリングプロセスが完了するには、15分から 30
分かかります。実際の時間は、ブートデバイスにあ

るパッケージやファイルの数によって異なります。ミ

ラーリングが完了すると、Current Mirroring Stateが
Redundantになります。

プライマリミラーリングデバイスの交換

プライマリブートデバイスで障害が発生し、ディスクミラーリングがイネーブルの状態で交換

する必要があるときは、この作業を実施してください。

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータシステム管理コンフィギュレーションガイ
ドリリース 4.2    

   OL-26081-02-J 7

ディスクミラーリングの設定： Cisco ASR 9000 シリーズルータ
プライマリミラーリングデバイスの交換



手順の概要

1. show mirror [location node-id]
2. configure
3. mirror location node-id Primary-device Secondary-device
4. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

5. show mirror [location node-id]
6. mirror pause [location node-id]
7. show mirror
8. unmount secondary-device [location node-id]
9. デバイスを取り外し、新しいデバイスを挿入します。
10. show media [location node-id]
11. （任意） format secondary-device partition [location node-id]
12. mirror resume [location node-id]
13. show mirror [location node-id]
14. configure
15. mirror location node-id Primary-device Secondary-device
16. show mirror [location node-id]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

ミラーリングが冗長状態であることを確認します。出力では、

Current Mirroring Stateが Redundantになっています。ミラー
show mirror [location node-id]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show mirror

ステップ 1   

リングが冗長状態でない場合は、以降の手順を実行すること

はできません。ミラーリングが冗長状態になるまで待つ必要

があります。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 2   

デバイスの役割を交替させます。プライマリミラーリングデ

バイスをセカンダリデバイスにし、セカンダリミラーリング

デバイスをプライマリデバイスにします。

mirror location node-id Primary-device
Secondary-device

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#

ステップ 3   

mirror location 0/
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目的コマンドまたはアクション

RSP0

/CPU0 disk1:disk0:

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用しま

す。

ステップ 4   

• endコマンドを実行すると、変更をコミットするように
要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーションファ
イルに変更が保存され、コンフィギュレーション

セッションが終了して、ルータがEXECモードに戻
ります。

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
commit ◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッショ

ンが終了して、ルータがEXECモードに戻ります。
変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーショ
ンセッションが継続します。コンフィギュレーショ

ンセッションは終了せず、設定変更もコミットされ

ません。

•実行コンフィギュレーションファイルに変更を保存し、
コンフィギュレーションセッションを継続するには、

commitコマンドを使用します。

プライマリデバイスがセカンダリデバイスになっているこ

と、およびその逆を確認します。出力では、たとえば disk0:
show mirror [location node-id]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show mirror

ステップ 5   

が交換しようとしているプライマリディスクである場合、こ

れがセカンダリデバイスとして表示されています。

ディスクミラーリングを一時的に停止します。mirror pause [location node-id]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# mirror pause

ステップ 6   

ミラーリングが一時的に停止していることを確認します。出

力では、Current Mirroring Stateが Pausedになっています。
show mirror

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show mirror

ステップ 7   
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目的コマンドまたはアクション

交換対象であるセカンダリデバイスをマウント解除します。

これは最初にはプライマリデバイスだった装置です。

unmount secondary-device [location
node-id]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# unmount
disk1:

ステップ 8   

デバイスを取り外し、新しいデバイス

を挿入します。

ステップ 9   

新しいディスクがパーティション分割されていることを確認

します。新しいディスクがマウントされていることを確認す

show media [location node-id]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show media

ステップ 10   

る必要があります。新しいディスクがパーティション分割さ

れていない場合は、次のステップに示す手順で、このデバイ

スをフォーマットします。

（任意）

デバイスをフォーマットします。このステップが必要になる

のは、新しいデバイスがパーティション分割されていない場

合だけです。

format secondary-device partition
[location node-id]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# format disk1:
partition

ステップ 11   

ミラーリングを再開します。mirror resume [location node-id]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# mirror resume

ステップ 12   

ミラーリングが再開されたことを確認します。出力では、

Current Mirroring Stateが Syncingになっています。
show mirror [location node-id]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show mirror

ステップ 13   

ミラーリングプロセスが完了するには、15分から 30分かか
ります。実際の時間は、ブートデバイスにあるパッケージや

ファイルの数によって異なります。ミラーリングが完了する

と、Current Mirroring Stateが Redundantになります。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 14   

デバイスの役割を交替させ、新しく取り付けたデバイスがプ

ライマリデバイスになるようにします。

mirror location node-id Primary-device
Secondary-device

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#

ステップ 15   
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目的コマンドまたはアクション

mirror location 0/

RSP0

/CPU0 disk0:disk1:

新しいデバイスがプライマリデバイスになっていることを確

認します。

show mirror [location node-id]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show mirror

ステップ 16   

ディスクミラーリングをイネーブルにするための設定例

ディスクミラーリングのイネーブル化：例

次の例では、ルータでディスクミラーリングをイネーブルにします。

format disk1: partition

This operation will destroy all data on "disk1:" and partition device.
Continue? [confirm] y

Device partition disk1: is now formated and is available for use.

configure
mirror location 0/0/cpu0 disk0:disk1:
commit

show mirror コマンドの出力：例

RP/0/RSP0/CPU0:router(admin)# show mirror location all

Tue Dec 7 13:02:26.520 PST

Mirror Information for 0/RSP0/CPU0.
========================================================
Mirroring Enabled
Configured Primary: disk0:
Configured Secondary: disk1:

Current Mirroring State: Redundant
Current Physical Primary: disk0:
Current Physical Secondary: disk1:

Mirroring Logical Device: disk0:
Mirroring Logical Device2: disk1:

Physical Device State Flags
--------------------------------------------------------
disk0: Available Enabled
disk1: Available Enabled
compactflash: Available
(null) Available
disk0a: Available

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータシステム管理コンフィギュレーションガイ
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disk1a: Available
compactflasha: Not Present
harddisk: Available

Mirroring Rommon Variable
BOOT_DEV_SEQ_CONF = disk0:;disk1:
BOOT_DEV_SEQ_OPER = disk0:;disk1:
MIRROR_ENABLE = Y

mirror verify コマンドの出力：例

RP/0/RSP0/CPU0:router# mirror verify

Mirror Verify Information for 0/0/CPU0.
========================================================
Primary device and secondary device are fully synchronized.

その他の参考資料
次の項では、ディスクミラーリングの設定に関する参考資料を示します。

関連資料

参照先関連項目

Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router
Getting Started Guide

Cisco IOS XRソフトウェアを使用するルータを
初回に起動し設定するための情報

『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services
Router System Security Configuration Guide』の
「Configuring AAA Services on Cisco ASR 9000シ
リーズルータ」モジュール

ユーザグループとタスク IDに関する情報

『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services
Router Commands Master List』

Cisco IOS XRコマンドマスターリスト

『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services
Router System Management Command Reference』
の「Boot Commands on Cisco ASR 9000シリーズ
ルータ」モジュール

Cisco IOS XR起動コマンド
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標準

タイトル標準

—この機能によってサポートされる新しい標準ま

たは変更された標準はありません。またこの機

能による既存標準のサポートに変更はありませ

ん。

MIB

MIB のリンクMIB

Cisco IOS XRソフトウェアを使用してMIBを
検索およびダウンロードするには、http://
cisco.com/public/sw-center/netmgmt/cmtk/mibs.shtml
にある Cisco MIB Locatorを使用し、[Cisco
Access Products]メニューからプラットフォーム
を選択します。

—

RFC

タイトルRFC

—この機能によりサポートされた新規 RFCまた
は改訂 RFCはありません。またこの機能によ
る既存 RFCのサポートに変更はありません。

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/en/US/support/index.htmlシスコのテクニカルサポートWebサイトでは、
製品、テクノロジー、ソリューション、技術的

なヒント、およびツールへのリンクなどの、数

千ページに及ぶ技術情報が検索可能です。

Cisco.comに登録済みのユーザは、このページ
から詳細情報にアクセスできます。

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータシステム管理コンフィギュレーションガイ
ドリリース 4.2    

   OL-26081-02-J 13

ディスクミラーリングの設定： Cisco ASR 9000 シリーズルータ
その他の参考資料

http://cisco.com/public/sw-center/netmgmt/cmtk/mibs.shtml
http://cisco.com/public/sw-center/netmgmt/cmtk/mibs.shtml
http://www.cisco.com/techsupport
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